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開閉，操作・表示，制御機器では，高性能，高品質を達成するために，独自のシミュレーション技術や計測技術の工夫
や開発を行っている。開閉機構に利用するスナップアクションではシミュレーションを用いた品質の向上，動作機構に利
用されるソレノイドの開発では渦電流を考慮した電磁界解析の適用を行った。また，近年関心が高い直流遮断の開発では
アーク挙動の計測技術や遮断特性のシミュレーション技術，さらに，短絡時に発生する高温ガスの温度評価技術や漏洩（ろ
うえい）電流評価技術を用いて絶縁空間の最適化を行い，小型化や低消費電力化に貢献している。
In order to achieve a high level of performance and high quality with switches, operation/display devices, and control devices, proprietary simulation technology and measurement technology are being developed. Simulations have been performed to enhance the quality of the
snap action of switching mechanisms, and electromagnetic ﬁeld analyses accounting for eddy currents were applied to the development of solenoids used in moving mechanisms. Moreover, in the development of DC breakers, for which there has been intense interest recently, technologies for measuring arc behavior, for simulating breaker characteristics, for evaluating the temperature of hot gas generated during a short
circuit and for evaluating leakage current were used to optimize the arc space and to realize a more compact size and lower power consumption.
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まえがき

駆動力にスプリングの蓄積力や電磁石（ソレノイド）の電
磁力を用いる場合がある。製品開発においては，機構要素

富士電機は配電系統に接続した電線や機器を過電流から

だけではなく，電磁力を精度良く推定する電磁界解析の技

保護する配線用遮断器，モータの始動・停止や過負荷保護

術も必要になる。電磁界の解析技術はアークの挙動予測や

を行う電磁開閉器，各種機械・装置に使用する操作用ス

高周波の電磁ノイズ，電磁シールド解析をはじめ多くの適

イッチ・表示灯に代表される電気回路の保護や開閉を制御

用分野を持つコア技術の一つである。

するためのさまざまな開閉機器を提供している。
このような開閉機器のスイッチングに半導体を使った製

接点投入時には衝突現象により跳返り（バウンス）が発
生する。このバウンスにより接点は接触，開離を繰り返す。

品もあるが，大半の開閉機器では接点を機械的に接触させ

このようなバウンスは電気的なノイズの原因や接点寿命に

るという，極めてシンプルな動作になっている。このシン

影響を与えるため，できるだけ小さくすることが望ましい。

プルな動作は，数百ボルトの高電圧で数百アンペアの大電

現在では，構造・機構解析と電磁界解析を組み合わせて，

流を瞬間的に遮断する技術や逆に電流のわずかな変化をと

このようなバウンスを精度良く予測できるようになってき

らえて遮断する技術やスイッチングの耐久性を 1,000 万回

ている。

⑴

以上保障する品質，信頼性の確保，開閉時の電流のチャタ

接点の接触抵抗は発熱の主原因となる。定格電流が小さ

リングを抑える技術など，さまざまな分野における長年の

い電磁リレーなどでは問題にはならないが，配線用遮断器

経験や積重ねの上に成り立っている。

など数十アンペア以上を通電する機器では開閉機器の温度

近年では，コンピュータの計算処理の進歩とともに，シ

上昇が問題になってくる。このため，電流と熱の連成解析

ミュレーションにより多くの物理現象を予測できるように

技術により配線用遮断器がどの程度の温度上昇になるかを

なってきている。開閉機器についても多くのシミュレー

事前に予測して，適切な導体の通電容量，筐体（きょうた

ション技術やそれを補う計測技術を開発・適用することで，

い）の形状の最適化を行っている。近年では省スペース化

性能や信頼性の確保をしている。本稿では，高品質，高性

により配線用遮断器はいっそう小型化する傾向にあり，発

能を確保するために，最新のシミュレーション技術や計測

熱の問題が表面化してきている。また，過電流検知にバイ

技術が製品開発にどのように適用されているかを紹介する。

メタルを用いる開閉機器も多く，開閉機器の中でバイメタ
ルがどのような温度上昇をするかを事前に予測することが
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開閉機器と要素技術

⑵

設計上の重要なポイントになる。
開閉機器では，手動操作に影響を受けない速入速切が基

図₁は代表的な開閉機器とその要素技術を示したもので

本要求事項である。また配線用遮断器では，短絡時などの

ある。電磁界，熱，機構，強度解析などさまざまな解析技

大電流の遮断をいかに早く，安全に行うかが性能のポイン

術や測定技術を駆使することで時代のニーズに対応した高

トである。このため，接点が開くことで発生するアークの

機能，小型化，高信頼性な製品開発を進めている。開閉機

挙動予測や，アークで爆発的に発生するガスによる圧力や

器で，オン－オフのスイッチングが機械的な機構の接点の

流れを予測する技術が必要となる。現在では，筐体や接点，
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開閉機器と要素技術

開閉機器

特集

高圧真空遮断器

配線用遮断器・漏電遮断器

電磁開閉器・サーマルリレー

マニュアルモータスタータ

操作表示機器

2

要素技術

遮断技術 / アーク挙動，ガス流解析

絶縁・シールド技術

接点技術 / 接点バウンス解析

電磁操作技術
渦電流を考慮した
電磁界・運動連成解析

強度・疲労寿命予測技術
衝撃・強度解析

熱冷却技術 / 電流−熱連成解析

図₂

反転ばねとばね特性

カシメ位置

P1：作用点

図₃

P2：動作点
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機構・機械要素技術
スナップアクション解析

カシメ角度と反転荷重のばらつき
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グリッドの材質を選定して，遮断時に発生するガス量や，
アークによる熱エネルギーを精度良く予測できるように
なっている。これらを考慮した筐体の強度解析により，短
⑶，⑷，⑸

絡時でも安全な遮断器設計が可能となった 。

この動作の代表的な構造として薄い円盤状の板を凸形状
に加工した皿状のものが知られている。富士電機のサーマ
ルリレーでは図₂に示す形状に打ち抜いた平板（図₂の黒

3

製品開発での適用事例

線）を，A1，A2 の間を幅寄せさせることで凸形状（図₂
の緑線）にした反転ばねを用いたものもある。反転ばねの

₃.₁ スナップアクションの動作特性予測技術

開閉機器では“コマンドスイッチ”や“サーマルリレー”
などにスナップアクションを持たせたばねの動作機構を用

P1 点にバイメタルの力を作用させ，過電流によるバイメ
タルの変位がばねの平衡点以上に達すると急激に P2 点が
変形し，接点を動作させる仕組みである。

いることが多い。スナップアクションをするばねを変形さ

図₃は幅寄せ時のカシメ角度と反転荷重のばらつきをシ

せていく過程で，ある平衡点を越えると自らの復元力で変

ミュレーションにより求めた結果である。過電流検知の特

形が進む特性を利用している。

性を一定にするためには，この反転ばねの反転荷重ばらつ

179（ 75 ）

富士時報

開閉，操作・表示，制御機器の最適設計技術

Vol.83 No.2 2010

きを抑える必要がある。このような解析を用いることで，

真空遮断器に用いるソレノイドの磁束分布を計算で求めた

製造時にはあるレベルのばらつきがある中で，最も特性が

結果である。

安定する幅寄せ位置や角度を特定して品質の安定を確保し
ている。

ばねや機構全体の減衰，さらに，電源部は整流回路を含め

コイルスプリングによるスナップアクション機構を用い
⑹

た機器も多い。図₄にコイルスプリングを用いたスナップ

てモデル化して運動と電磁界解析の連成解析を行っている。
渦電流を考慮しない場合では，プランジャに均一に磁束
が分布しているのに対して，渦電流を考慮すると，プラン

アクションのシミュレーション例を示す。
コイルスプリングは，作用点がばねの端部であれば単純

ジャの表面層に磁束が集中していることが分かった。

なばねとして検討すればよい。ただし，スプリングの途中

図₆は電流波形とプランジャのストロークを計算した結

に作用点を置く場合にはスプリング自体の弾性変形が影響

果である。電源投入からプランジャの動き出しまでの時間

するのでスプリング形状自体をモデル化する必要がある

は渦電流を考慮することで実測と一致していることが分か

（図₄⒜）
。初期状態ではスプリングによって下方に引っ張

る。

られた動作板は支えにより右側に傾いた状態で支えによっ
て静止している（ 図₄ ⒝①）
。作用点に力を加えるとスプ

₃.₃ 直流遮断性能の予測技術

リングは弾性変形して（図₄ ⒝②）
，反転荷重に達したと

近年の温室効果ガス排出抑制への関心の高まりにより，

きに動作点は瞬間的に左方向に移動する（図₄ ⒝③）
。こ

太陽光発電に代表される直流給電システムの適用拡大が急

のようなスナップアクションの動作過程は，個々の部品の

速に進んでいる。この直流給電系統で保護する配線用遮断

摩擦や慣性が複雑に連動するため，静的な機構解析だけで

器には，接点開離時に発生するアークの電圧を電源電圧に

は現実の運動を再現できない。このため，製品開発におい

対する逆電圧として作用させ，限流遮断を行う方式を適用

ては動解析を用いて一連の動作を再現している。

している。遮断性能を精度良く予測するためには，アーク
の挙動を正確に把握するとともに，アーク電圧を考慮した

₃.₂ ソレノイドの動作特性予測技術

配電系統の解析技術が必要となる。

電磁リレーや電磁接触器の接点駆動機構，さらに漏電遮

アーク挙動を評価する方法として，高速度カメラなどに

断器のトリップ機構や高圧真空遮断器の投入機構などにソ

よるアーク観測が一般的である。しかし，限られた消弧ス

レノイドが用いられている。ソレノイドの設計に関しては，

ペースで大きなアークエネルギーを処理する配線用遮断

電磁界解析技術の進歩により，高い精度で電磁駆動力を予
測できるようになってきている。ただし，開閉機器の動作

図₅

高圧真空遮断器用ソレノイド（磁束密度）

過程がすべて過度現象であるため渦電流の現象を考慮しな
密度
大

ければならない。
過渡電流は高周波と同様に渦電流が発生することで構造

ヨーク

体の表面に電流が集中することになり，結果として電磁力
の大きさや方向に影響を及ぼす。小型の電磁開閉器など積
層板でコアを形成する交流電磁石では影響が少ないが，大

コイル

型の直流電磁石では，その影響が顕著である。図₅は高圧
ブランジャ

図₄

スナップアクション部品とその動作
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動く順序
①

②

動作点
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ソレノイドの解析では，プランジャの質量や負荷となる

渦電流なし
（ストローク）

渦電流あり
（ストローク）

渦電流なし
（電流）

動作点：接点を動作させる位置
作用点：バイメタルの力を作用させる位置
（a）モデル
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器では，内部に充満するガスが高温・高密度となるため，

前述の手法を使いアーク挙動を考慮した直流電流遮断シ

アークからの放射光を直接観測することは困難でなる。こ

ミュレーション技術を開発し，遮断特性の予測を行った。

れは，気体を構成する原子および分子が，消弧スペース内

解析結果の一例を図₈に示すように予測結果は実測とよく

部の至る所で放射光の吸収および再放出を繰り返すためで

一致していた。

ある。そこで，アーク電流が形成する磁場を測定し，この

また，交流配電系統における電流遮断シミュレーション

変化をとらえることによってアーク挙動を観測する方式を

技術をベースに，直流遮断シミュレーション技術を組み合

⑶

わせ，直流電源への対応，配線用遮断器の結線方法（2 極
あるいは 3 極直列接続）の考慮などを加えた解析システム

ように消弧室側面にマトリックス状に配置している。ここ

を構築した。

2

で，サーチコイルの両端に発生する起電力 E は式⑴で表
され，コイルを鎖交する磁束の変化率に比例した値となる。
E＝−n

dφ
………………………………………………⑴
dt

n：コイル巻き数

₃.₄ アークスペースの予測技術

短絡電流を遮断する際に，遮断器の排気口からイオン化
した高温ガスが排出される。このガスは導電性なので，例
えば遮断器の電源側端子と配電盤筐体などの接地金属との
間で短絡する可能性がある。これを防ぎ，配電盤の小型化

φ：鎖交磁束
遮断動作の進行に伴いアークの位置は図₇に示した接点

などの要求に応えるため，適切な絶縁空間（アークスペー

から紙面左方向へと移動する。配置されたサーチコイルの

ス）を確保するのに必要な高温ガス中の漏洩（ろうえい）

直近を通過する際，アークによる磁束の向きが反転するた

電流評価技術と高温ガスの温度評価技術を開発した。

め⑴式における誘導起電力 E の符号が逆転する。このタ

⑴

イミングを検出することによりアークの挙動を知ることが

⑺

高温ガス中の漏洩電流評価技術

配線用遮断器から排出される高温ガスは，距離とともに

できる。

徐々に冷却され，その導電性も低下する。このため，高温

図₇

図₉

サーチコイル配置状況
可動子（開極位置）

高温ガスのコンダクタンス測定回路
I

サーチコイル
1MΩ

Probe2

500Ω

Probe1

48 V

20 kΩ

40 mm

70 mm

100 mm

Probe3

可動子
（開極位置）

V

φ1

3 mm
接点
固定子

図₁₀
図₈

遮断器〜接地電位間距離と漏洩電流の関係

遮断特性の予測結果
1
実測値（R =7.3Ω）

1.2
解析

0.8
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漏洩電流値 I （p.u.）

アーク電圧，遮断時間
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推定値

0.8
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0.2

0.2
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アーク電圧

遮断時間

0

特集

考案した。磁場の測定には，線径 0.05 mm の銅細線をコ
イル状に形成したサーチコイルを用いており，図₇に示す

20
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80

100

遮断器〜接地電位までの距離 L （mm）
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表₁

発光スペクトルの観測例

適用したプラスチック材料と噴出ガス温度

3,000

特集

発光強度（任意）

2,500

2

プラスチック１

6,990 K

プラスチック２

8,030 K

④
（銀）

2,000

⑻

①
（銅）

1,500

ここで，g，A および E については，データベースに
より公開されている値を使用し，I1 および I2 を実測した。

⑤
（銅）

（銅）
②
（銅） ③

輝線スペクトルの選定に当たっては，遮断器を構成する部

1,000

品がアークの熱によりイオン化することを想定した。図₁1
に観測されたスペクトル波形の一例を示す。電極材料であ

500

る銅のスペクトルとともに，接点材料である銀のスペクト
0
500

510

520

530

波長（nm）

ルも観測されていることが分かる。この中から，単に発光
強度が高いだけではなく，他のスペクトルとの重なりがな
いことや，エネルギー準位差が比較的大きくなるものを選
定し，銅原子から放射される 510.6 nm と 515.3 nm のスペ

ガスが噴出した際の排気口と配電盤筐体間の複数地点での

クトル（図₁1 中の②および③）の強度比を用いて温度を算

導電性（コンダクタンス）を測定することにより，まず，

出した。

漏洩電流通過経路全体の抵抗値を推定する。次にこの抵抗

このような温度評価技術を基にして，噴出ガスの温度低

値と充電部の電位から，漏洩電流値を求めることができる。

減について検討した結果の一例を以下に示す。これは，遮

図₉にコンダクタンス測定回路を示す。高温ガスが到達す

断部の構造を簡略化したモデル遮断器を用いて，アブレー

る範囲にあらかじめプローブを設置し，ギャップ間に直流

ションガス（アークの熱を利用して，構造体であるプラス

電圧を印加している。ギャップ間を導電性ガスが通過する

チックを蒸発させることにより発生するガス）をアーク近

と，プローブ間に微小電流が通電するため，このときの電

傍の高温ガスに作用させ，冷却を試みたものである。

流とプローブ間の電位差からコンダクタンスを算出する。

表₁に温度測定結果の比較を示すが，プラスチック 1 の

測定されたコンダクタンスの値を元に，漏洩電流のピー

場合は，プラスチック 2 の場合よりも噴出ガス温度が約

ク値を求めた結果を図₁0 に示す。同図より，コンダクタン

1,000 K も低下する結果となった。これにより，高温ガス

スから推定した漏洩電流値は，実際に測定した値と傾向が

の導電性は約 1/2 程度に低下していることが推定され，高

一致する結果となり地絡実験を繰り返すことなく必要な

温ガスはアークスペースの低減に対して有効であることが

アークスペースの推定ができるようになった。

分かった。

⑵

高温ガスの温度評価技術

アークスペース縮小のためには，噴出ガスの温度を低下

4

あとがき

させることにより，その導電性を低減することが有効であ
る。噴出ガスは非常に高温であることから，非接触での測

数多くある電気機器の中で開閉機器はなくてはならない

定が前提となるため，高温ガスからの放射光を利用して温

存在で，その役割は重要であり高い信頼性が求められてい

度を算出した。具体的には，プラズマの温度測定などに広

る。今回，紹介した開閉機器の要素技術は長年の開発，設

く用いられる二線強度比法を適用した。これは高温ガス

計，製造の中で蓄積された技術の一部にすぎない。日々進

中の原子からの放射光を分光し，2 本の輝線スペクトル I1

歩する技術を取り入れることで，従来では観測できなかっ

および I2 の強度比から温度を得る方法である。このとき，

た事象を数値化し，過去の蓄積されたデータと比較検証す

高温ガスの温度 T は下記の式により算出することができ

ることで新たな知見や性能，品質の改善を図ることができ

る。

る。これからも，このような技術の積重ねを着実に実施し
T＝

E1−E2

k ln

g2 A2λ1
I
−ln 1
I2
g1 A1λ2

ていくことで，よりいっそうの品質，信頼性の向上に努め
………………………………⑵

T：温度

ていく所存である。
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