
1　まえがき

低圧誘導電動機の過負荷保護装置には，熱動形，電磁形，

誘導形，静止形など各種の過負荷継電器がある。熱動形過
負荷継電器（サーマルリレー）は，ほかの方式と比較して

経済的であるだけでなく，通電電流による発熱を利用して

いるので電動機の熱特性と保護協調がとりやすいという動
作特性を持つとともに，取扱いが容易であるという利点が

ある。そのため，現在各種産業用設備において広く用いら

れている。

サーマルリレーは電磁接触器と組み合わせることにより，

電磁開閉器として各種設備の自動化や省力化にとって不可
欠なものとなっている。近年では，生産システムが複雑
化・大規模化している。１台の電動機の異常停止がシステ

ム全体に与える影響はますます大きくなり，保護の信頼性
をより向上させる要求が強くなってきている。保護の信頼
性を向上させるための一つの方法としては，通電する電流
値とサーマルリレーを動作させるバイメタル湾曲量の関係
を一定にすることがある。そのためには，さまざまな要因

の影響度を把握する必要があるが，型式が約 40 種類と多
く実機測定での把握は非常に困難である。この課題を解決
するためには，シミュレーション技術が有効となる。

本稿では，サーマルリレーヒータ部の電流−伝熱解析に

よる熱解析技術とバイメタルの湾曲量を把握するための熱
変形解析技術について紹介する。

2　サーマルリレーの構造と動作

図１にサーマルリレーの外観を示す。サーマルリレーは，

通電電流による発熱でバイメタルを湾曲変位させる加熱部
と，変位量が規定値を超えた際に反転動作して補助接点が

図₁　サーマルリレーの外観

（a）「TR-0N」 （b）「TR-5-1N」
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Improved Reliability by Analyzing Heat Deformation of Thermal Relays

電磁接触器と組み合わせて電磁開閉器として使われるサーマルリレーは，一定以上の通電電流の発熱が生じるとバイメ

タルの変形で補助接点が切り換わることを利用している安全装置の一つである。このバイメタルの正確な変形解析には，

ヒータ線の電気抵抗率の温度依存性や電流分布が重要で，それを考慮した電流−伝熱解析と熱変形解析を連成した解析を

行った。熱伝導率や電気抵抗率，バイメタルの線膨張係数などの物理定数は，温度依存性を含め独自に取得することにより，

精度の高い解析を実現した。解析結果を設計に反映することにより，サーマルリレーの信頼性を向上させた。

Thermal relays combined with electromagnetic contactors and used as electromagnetic switches are a type of safety device that utilize 
the fact that auxiliary contacts will change due to bimetal deformation occurring when heat generated by the conduction current exceeds a 
certain level. For an accurate deformation analysis of the bimetal, the temperature dependence of the electrical resistivity of the heater wire 
and the current distribution are important factors, and in consideration thereof, analysis that combined a current-heat transfer analysis and 
a heat deformation analysis was performed. We independently acquired values of such physical constants as thermal conductivity, electrical 
resistivity, coefficient of linear expansion of the bimetal, and the temperature dependency to realize a highly accurate analysis. Analysis results 
were incorporated into the thermal relay design to improve reliability.
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図₂　サーマルリレーの内部構造



切り換わる操作部から構成されている（図₂）。

補助接点，ダイヤル，リセット棒などの操作部を加熱部
の上面に配置した二階建て構造となっている。さらに，バ

イメタルの湾曲変位量が規定値を超えた際に反転動作し，

補助接点を切り換える反転ばね機構と，リンク機構とを加
熱部の側面に配置している。

バイメタルの動作を解析するために，バイメタルを湾曲
変位させる加熱部における電流−伝熱解析（定常）とその

温度分布解析結果を連成させた熱変形解析技術を適用した。

3　サーマルリレーの電流 - 伝熱 - 熱変形解析

₃.₁　電流−伝熱解析

ヒータ部（図₃参照）は，通電により，ヒータ線，バ

イメタル，端子，接続板の各部材でジュール発熱してい

る。従来の温度解析では，主な発熱体となる導体に発熱
密度を設定し伝熱解析のみを実施していた。その方法で

は，ジュール発熱を解析上で考慮していないため，精度が

低かった。今回の解析は，電流解析によってジュール発熱
も解析上で考慮していることが特徴である。

また，高定格側の製品では，抵抗値が温度によって大
きく変わる銅系材料のヒータ線を採用しているため，抵
抗温度係数によるジュール発熱の変化が無視できなくな

る。ヒータ線に採用している銅材（純銅）の抵抗温度係数
は 0.0043 K−1

⑴

であり，低定格の製品側で使用するニッケル

クロム線と比較して高いため，精度の高い解析を実施する

には，導電材料の抵抗温度係数をも考慮した上で電流解析
を実施する必要がある。今回の解析では，材料ごとに測定
した電気抵抗率を解析に取り込んでいる。

₃.₂　熱変形解析

これまでバイメタルの熱変形量は，バイメタルメーカー

の提供する湾曲定数と想定されるバイメタルの平均温度上
昇から湾曲量を算出していた。バイメタルの温度上昇は，

固定部の温度上昇の影響が強いため，平均温度上昇では湾

曲量の算出には精度が悪い。今回の解析では，先に紹介し

た電流−伝熱解析によって得られたバイメタルの温度分布
データを基に熱変形解析を実施しているため，精度の高い

解析ができている。さらに，バイメタルの湾曲を阻害する

ヒータ剛性も考慮した湾曲量を算出できることが特徴であ

る。

バイメタル低膨張側と高膨張側のヤング率や線膨張係数
を材料物性値として入力する。しかし，材料物性値はバイ

メタルメーカーのノウハウに関する部分であり開示されて

いないため，独自に材料試験を実施して解析に取り込んだ。

₃.₃　解析モデル

図₄にカバーを外した状態の解析モデルを示す。モデル

はケース，ヒータユニット，カバーで構成している。図₅

に解析モデルの要素分割図を示す。節点数は約 6 万，要素
数は約 35 万である。

₃.₄　解析条件

この解析では，導体のジュール発熱と伝熱を考慮した。

流体と固体間の熱伝達に関しては，筐体（きょうたい）周
辺の熱伝達係数を重力方向に応じて設定した。筐体内部に
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図₃　サーマルリレーのヒータユニット

図₄　解析モデル

図₅　要素分割図



関しては，空気層をモデル化した。なお，放射は考慮し

ていないが，代わりにヒータユニット表面に熱伝達係数を

設定した。入力条件としては，各相の電線先端に電流を設
定し，解析の収束性を上げるために電線および接続板の先
端に経験的に得られている温度を温度拘束として設定した

（図₆）。また，電流−伝熱解析で得られた定常解析結果の

バイメタル温度分布を，熱変形解析上の境界条件として設

定した。

₃.₅　解析結果

図₇に電流−伝熱解析の温度分布図を示す。バイメタル

の温度は，バイメタル長手方向のほぼ中央部分で最大値を

示し，ヒータ線と近傍のバイメタル表面の温度はほぼ同じ

値を示す結果となった。図₈に電流密度分布図を示す。図

₉に熱変形解析におけるヒータユニット変形図を示す。

このように，熱変形解析を実施することでバイメタルの

変形プロファイルを得ることができる。図₁0にバイメタ

ルの各位置と温度上昇の関係を，実測値と電流−伝熱解析
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図₆　電流設定と温度拘束
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による解析値の両方をプロットした。図₁1 にバイメタル

の各位置でのトリップ点を基準とした変形比率の実測値と

熱変形解析の解析値を示す。どちらも解析値は実測値によ

く一致しており，本解析手法がサーマルリレーの温度分布
およびバイメタル湾曲量把握に有用であることが確認でき

た。

本解析手法により，例えば導電材料の電気的特性の変化
や寸法の変化に対するサーマルリレーの温度分布評価やバ

イメタル湾曲量の変化を把握することができるようになり，

サーマルリレーにおける電動機保護の信頼性向上に役立っ

ている。

4　あとがき

本稿では，定常解析手法によるサーマルリレーヒータ部
の電流−伝熱解析技術と熱変形解析技術を紹介した。

今後，定常解析でのノウハウをベースに顧客の電動機運
転パターンや，遮断時の動作など，過渡解析手法へ展開す

ることにより動作特性を時系列に解明し，さらなる製品の

信頼性向上や解析技術の高度化に努める所存である。
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