
₁　まえがき

電磁開閉器や低圧遮断器に代表される受配電・制御機器
の多くは，電気絶縁性や生産性に優れるプラスチック（樹
脂）材料を利用し，接点部品の支持や保持，摺動（しゅう

どう）性など機能的にも重要な役割を果たしている。また，

これらのプラスチック部品の課題は，国内から海外（中
国）へとグローバルな生産拠点へと加速する中，機能だけ

でなく，量産時の品質を安定させる最適な設計をすること

である。

樹脂流動解析は構想段階で成形品の充填（じゅうてん）・

外観不良や反りも予測できる。したがって，金型設計を行
う上でも有効な手段となる。

本稿では，受配電・制御機器への樹脂流動解析の適用事
例について紹介する。

₂　成形部品の開発プロセス

通常の開発プロセスは“商品企画 / 構想設計 /機能試
作・評価 / 量産試作・評価 / 量産”である。開発期間を

短縮するため，下流の段階で発生する課題をいかに上流の

商品企画，構想設計といった段階で抽出できるかが重要で

ある。

成形部品の場合，製品に使う材料や金型，成形機，成形
条件などの多くの要素が構成要件となり，設計上の機能だ

けでは製品が成り立たないところに難しさがあった。

樹脂流動解析は，成形時の充填性はもとより，成形収縮
による変形や繊維配向，ウェルド（樹脂流動時の会合部）

による強度低下箇所の推定ができる。さらに，これを基に

した応力解析を実施することで，製品の要求強度を満足す

ることを確認できる。

このような解析技術の適用により，三次元 CAD の構想
設計の段階で材料の選択，金型設計での問題点，利用でき

る成形機や成形条件などの関係性を特定でき，各部門と具
体的なデータを基にして連携を図ることで“開発期間の短
縮，性能・品質の確保”を達成できる

⑴

。

図₁に成形品開発の連携を示す。

金型技術
（金型設計部門）

成形技術
（製造技術部門）

材料・評価技術
（試験・評価部門）

開発品の
事前検討

（開発部門）

金型技術

（a）型構造
　　　ゲート位置
　　　ガスベントなど
（b）型材料・表面処理
（c）加工方法・精度

成形技術

（a）成形方法
　　　インサート成形
　　　射出圧縮成形
（b）成形条件
　　　射出速度
　　　樹脂・金型温度など
（c）射出成形機

材料・評価技術

（a）材料技術
　  ①材料物性
　　　粘性　　ＰＶＴ特性など
　  ②規格認証
（b）評価技術
　  ①形状測定
　  ②材料分析
　  ③特性・寿命評価

図₁　成形品開発の連携
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受配電・制御機器への樹脂流動解析による品質の向上

石川　和幸  Kazuyuki Ishikawa 坂田　昌良  Masayoshi Sakata

Improved Quality of Receiving/Distribution and Control Equipment through Resin Flow Analysis

受配電・制御機器の多くで利用されているプラスチック（樹脂）材料は電気絶縁性や生産性に優れ，機能的にも重要な

役割を果たしている。プラスチック部品の高品質化のために，構想設計の段階で想定される不良を予測して製品設計に反
映するために樹脂流動解析を行い，金型設計に反映している。低圧遮断器ではトップカバーの製品形状や製造手法を最適
化した。電力監視ユニットではカバーとケースのはめ合い性を改善した。電磁開閉器の巻線部品では連成解析で金型の薄
肉化を可能にした。さらに，解析モデルを標準化することにより，効果的な解析ができるようになった。

The plastic (resin) material used in most receiving/distribution and control equipment has excellent electrical insulation properties, 
is easy to work with, and performs a vital function. In order to improve the quality of plastic components, resin fl ow analysis is performed 
during the conceptual design stage to anticipate potential defects so that the analysis results can be incorporated into the product design 
and into the design of the mold for the plastic components. For low-voltage circuit breakers, we have optimized the shape of the top cover 
and the manufacturing method. The fi t between the cover and case of a power monitoring unit has been improved. For the winded part of 
an electromagnetic switch, the application of coupled analyses has enabled the mold to be made with thinner walls. Standardization of the 
analysis model has made the analyses more eff ective.



3　樹脂流動解析の適用状況

樹脂流動解析の適用実績（過去 5 年間）から，機種別・

目的別・解析種類別にまとめた表とグラフを次に示す。

表₁に示すように各機種別に幅広く適用している。解析
目的別の比率は図₂に示すように，樹脂の充填性と変形

（反り）に二分され，全体の一割程度は，流動解析自体の

精度向上のために，予備的な解析を実施している。

例えば，スパイラル状の容易に完全充填しないほど長い

流動長を持つ試験金型を用いて，速度・圧力を変えて射出
成形して充填した長さを計測し，流動性を評価するスパイ

ラルフローの検証実験を行っている（図₃）。この実際の

成形結果と，図₄に示す充填解析での樹脂の流れる長さを

一致させるために，射出成形機の速度の立上り損失や実際
にかかる内部の圧力を係数化している。さらに，図₅に示

すように実成形品の流動途中の各段階での結果を実機と流
動解析で比較・検証して解析精度の向上を図っている。

表₁　機種別適用例

機種名 低圧受配電機器 開閉制御機器 制御機器 監視計測機器

製　品

オートブレーカ 電磁開閉器 マニュアルモータ
スタータ

角型表示灯 計測表示付き
オートブレーカ

電力監視ユニット

精度向上
9％

充填性
43％

反り・変形
48％

図₂　解析目的別比率
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充填率
30%
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図₅　実機による解析

図₄　スパイラルフローの充填解析
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図₃　スパイラルフローによる検証実験
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図₆　解析種類別比率
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図₆は目的を達成するためどのような内容を解析したか

を解析種別比較としてまとめたものである。ゲート位置の

変更や部品形状解析の割合が高く，成形条件の解析は充填
性や変形改善への効果が低いために割合としては低い。樹
脂材料の解析は，電気的・機械的特性の課題を解決させる

ために候補材料の特性比較を行っている。また，図₇の樹
脂の PVT

⑵

（圧力・比容積・温度の関係）グラフより，結
晶性樹脂から，溶融から固化時に比容積差の小さく，急激
な変化がない非結晶性樹脂に代替を提案し，樹脂変更を実
施した事例などもある。

4　樹脂流動解析の適用事例

₄.₁　低圧遮断器での適用事例

低圧遮断器の主要な樹脂部品は，機能が複合化し，形状
が小型化・複雑化しているため，構想設計の段階からの事
前検討がより重要である。過去の同様な機種において，金
型改造の繰返しが多い部品に着目して，未充填や変形，強
度不足の問題を抱える部品の情報収集と整理を行い，ミド

ルカバーやトップカバー，トリップクロスバーなどの重要
部品の樹脂流動解析を優先して実施してきた。

図₈にトップカバーの充填解析の事例を示す。

また，現行品と対比しながら，最適なゲート位置
⑶

（充填
圧力，ウェルド，ガラス繊維配向）や樹脂（成形性，変

形），形状変更などを検討した。

さらに，製造技術部門とは金型構造上の課題，材料技術
部門とは耐熱性や遮断試験時の耐強度性（ガラス繊維の含
有量など），UL 規格の難燃性を確保する樹脂の選定や製
品設計者による応力解析も含めて，製品形状や製造手法の

最適化を行った。

このような取組みの結果，樹脂に要求される特性を満足
した作りやすく高品質な構成部品を実現した。また量産性
を考慮して金型の改造を抑制したことで，開発期間短縮の

効果も生み，早期に市場への展開ができた。

₄.₂　はめ合い性の検討

モデルチェンジにより新形状に変更することで，成形品
であるカバーとケースの変形によってはめ合いが問題にな

ることが多い。樹脂流動解析の反り変形の解析を用いて，

事前にはめ合いの検討を行うことができる。

電力監視ユニット「F-MPC」では，カバーとケースの

流動解析の結果より，推奨ゲートでの充填性や変形差，変
形方向を比較検証して両部品のはめ合い性の評価をした。

図₉に電力監視ユニットのカバー，ケースを示す。図₁0

に反り解析の結果を示す。
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図₇　解析用樹脂データ〜PVTグラフ
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流動解析の結果，両部品とも充填が可能な圧力であった。

また，ウェルドが発生したため，カバーは外観に出ていな

い部位，ケースは強度不足にならないように，側面スリッ

トのエッジ以外の部位になるようにゲート位置を変更した。

カバーとケースの合わせ面の変形方向は逆向きになるが，

外観・目視上，品質面で問題になるレベルではなく，はめ

合いの問題もないと推察できる。なお，実際の製品も解析
どおり問題なく，早期に量産へ移行することができた。

5　樹脂流動解析の応用事例

₅.₁　巻線部品におけるインサート解析の応用

電磁開閉器の巻線部品（スプール）では，線の這（は）

い回し用に溝が形成されており，その下の薄肉部（0.6 mm）

が未充填となった。図₁1 に巻線部品の未充填部位を示す。

この現象は，図₁₂の断面模式図に示すように，ゲートに

近い製品部の上側から樹脂が充填され，半硬化しながら圧
力が上昇し，溝部の隙間（すきま）を形成する金型を変形
させて流動スペースがなくなることで未充填となったもの

である。

通常の樹脂流動解析では，金型の変形は考慮できないた

め，リードフレームなどを封止成形する際に使用されるイ

ンサート解析モードを応用して，薄肉金型部の解析を試み

た。インサート解析は，インサート部品の射出工程時の成
形圧力や射出工程後の樹脂の収縮ひずみによる変形を明確

にするものである。インサート部品の代わりに薄肉金型部
をインサート物と見立てて応力解析との連成解析を行った。

この解析を用いることで，金型を変形させずに充填が可能
な部品形状を提案することができた。図₁₃に対策前後の

金型の変形パターンと変形量を示す。

₅.₂　解析モデル化手法の確立

従来，樹脂流動解析の充填結果は厚肉や薄肉が混在した

部品では，金型内の酸素や樹脂から発生するガスの巻き込
みもあり，薄肉部の充填が遅れて，実際の現象と一致せず
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に，実成形では未充填やカスレ不良が発生していた。

成形部品には低圧遮断器のミドルカバーのように局部的
に薄肉になる部品も存在することから，このような部品で

も樹脂の流動抵抗を精度よく解析できる方法が望まれた。

図₁₄にミドルカバーの成形途中のサンプルを示す。

樹脂の流動抵抗を精度よく解析するため，解析ソフト

メーカーと共同して解析パラメータと要素分割の最適化に

より，実際の流動パターンに一致するような厚肉，薄肉混
在部品のモデル化手法を確立した。図₁₅にモデルの最適
化前後の充填パターンを示す。最適化後，実成形と同等の

流動遅れを再現した。

6　あとがき

受配電機器などに使われるのプラスチック部品は，今後
中国での成形と供給によるグローバル生産が加速すると予
想される。このような状況下においても，解析技術のさら

なる精度向上に努め，樹脂流動解析を効果的に活用するこ

とで，高品質な製品を供給していく所存である。
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表面悪化箇所

ゲート位置

図₁₄　ミドルカバーの成形途中サンプル

（a）モデルの最適化前 （b）モデルの最適化後

薄肉部の流動遅れ

図₁₅　モデルの最適化前後の流動分布
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




