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まえがき

真空遮断器（VCB）は小形軽量，長寿命などの特長が

あり，近年定格電圧 36 kV 以下の遮断器で主流となって

いる。最近は高電圧化として，定格電圧 84 kV クラスへ

の適用拡大も行われている。VCBの特長は，電流零点で

アークが消滅すると，接点間の荷電粒子が瞬時に周囲に拡

散し，接点間の絶縁耐力が素早く回復することである。し

かし，大電流を遮断する場合にはアークが接点を溶融させ

るために，平板形電極では遮断性能に限界が生じる。した

がって，遮断性能を向上させるためにはアークによる接点

面の局部的な過熱を防ぎ，溶融を抑えることが重要である。

富士電機ではコントレート形電極および大容量化のために

縦磁界形電極の技術開発を進めている
（1）

。本稿では縦磁界形

電極を用いたVCBの消弧技術について紹介する。

コントレート形電極と縦磁界形電極

２.１ 消弧原理

アークは自分自身が作る周回方向の磁界により自己収縮

する性質がある（ピンチ現象）。この現象は十数 kA以上

の大電流領域において顕著となり，加えて端子までの接続

導体を流れる電流により発生する磁界と相互に作用し，アー

クは収縮したまま接点端に停滞しやすくなる。このため，

局部的な過熱が起こり，接点は著しく溶融し，電流遮断直

後に溶融部から大量の金属蒸気が発生しやすくなる。そこ

に回復電圧が印加されると絶縁破壊を起こし，目標の遮断

性能を確保できない可能性がある。

このようなアークの停滞を防ぐため，コントレート形電

極〔図１ 〕では電極自身でアークに対して垂直方向の磁

界（横磁界）を発生させアークに作用させる。その結果，

アークに F＝ I× Bのローレンツ力が働くため，停滞す

ることなく円周方向に駆動し，局部的な過熱による接点消

耗を軽減できる工夫がされている。

縦磁界形電極〔図１ 〕は，電極自身でアークに平行な

磁界（縦磁界）を発生させアークに作用させる。アークを

構成する荷電粒子は磁界中で磁力線に捕そくされ，磁力線

を中心にらせん運動（サイクロトロン運動）をする性質を

持っている。このため，アークが拡散されることになり，

接点面全体に広げることにより遮断性能が向上する。

２.２ 電極構造による特徴

図２に VCBを構成する真空バルブにコントレート形電

極と縦磁界形電極をそれぞれ使用した場合の，定格遮断電

流に対する真空バルブの外径寸法を示す。ここで真空バル

ブとは一対の電極と真空を保ったまま接点の開閉を可能と

するベローズ，絶縁筒内壁の保護と電位分担を均一化する

アークシールドが備えられ，内部は高真空に保たれている。
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図１　コントレート形電極と縦磁界形電極の原理
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図２　定格遮断電流に対する真空バルブの外径
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遮断電流の比較的小さい領域ではコントレート形電極の

方がバルブの外径を小さくすることができる。また，コン

トレート形電極は縦磁界形電極に比べ構造が単純で加工が

容易であることから安価に構成できるという長所がある。

このようなことから，遮断電流の比較的小さい領域では，

コントレート形電極が有利といえる。

一方，遮断電流が比較的大きい領域では，コントレート

形電極はアークに作用するローレンツ力が大きくなるため，

接点外周部から半径方向にアークが長く引き伸ばされる。

そのため，接点からアークシールドまでの距離を十分取る

必要があり，バルブ外径が大きくなる傾向がある。これに

比べ，アークを拡散させ大きく電極からはみ出ることがな

いことと局部過熱が発生しにくいことから，大電流遮断に

は縦磁界形電極が有利となる。

縦磁界形電極の消弧技術

３.１ 印加磁束密度の評価

縦磁界形電極の遮断性能はアークに作用させる磁束密度

に左右される。磁束密度が十分でないと局部的なアークの

集中が起こりアーク電圧が上昇する。このため，アークに

注入されるアークエネルギーが増大し，接点の消耗が大き

くなる。縦磁界形電極を設計するにあたっては電流を遮断

するのに必要な接点間距離，電流値に対応した適正な磁束

密度を把握することが必要となる。このため，外部磁界印

加方式にて適正値を検証している。これは，平板形電極を

組み込んだ真空バルブの外部にコイルを取り付け，アーク

に印加する磁界を外部コイルによって制御する方法である。

この方法によれば，電流遮断時に印加する磁束密度を任意

に変化させることが可能となるため，印加磁束密度と最小

アーク電圧の関係から，適正な磁束密度を決定できる。使

用した供試器を図３に，試験時のオシログラム例を図４に，

この方法で得られた遮断電流 1kAあたりの磁束密度に対

するアーク電圧を図５に示す。図４に見られるようにアー

ク電圧波形が平たんに低く維持されるのが縦磁界形電極の

特徴である。

３.２ アーク形態の観測

アーク電圧特性での評価と併せて縦磁界作用時のアーク

形態の観測からも適正磁束密度を検討している
（2）

。アークの

観測には観測用真空チャンバと高速度ビデオカメラ（2,000

フレーム/秒）を使用し，真空チャンバ側面の観測窓から

フィルタを通してアークを撮影している。観測画像はパー

ソナルコンピュータに取り込み，アークの拡散状態，発光

強度分布などを分析している。観測用真空チャンバを図６

に示す。また，観測画像の例を図７に示す。縦磁界が増加

すると集中状態〔図７ 〕から拡散状態〔図７ 〕へ変化

する。

３.３ 磁束密度測定，磁界解析による発生磁束密度の把握

電極構造ごとの発生磁界の評価は実測と磁界解析の双方

から行っている。

（b）（a）
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図５　印加磁束密度に対するアーク電圧
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図４　試験時のオシログラム例

図３　適正磁束密度検証用供試器
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実測ではアークを模擬した導電棒を接点間に設置し，接

点表面および接点間の数十点をガウスメータを使用して測

定している。測定項目は電流波高値での磁束密度，磁束密

度の最大値，電流零点での残留磁束密度，および電流と磁

界の位相差である。

また，近年のコンピュータの発達により複雑で解析規模

の大きいシミュレーションも可能となっている。本開発に

おいても有限要素法を用いた三次元磁界解析を発生磁束密

度の評価に併用している。図８に解析モデルの一例を，図

９に実測と解析の比較を示す。解析値がやや大きいものの

傾向は一致していることから，電極設計に適用できる。

これらの基礎的な検討を基に電極を設計し，アーク形態

観測を実施しながら，短絡電流遮断試験により遮断性能の

評価を行っている。

３.４ 接点材料の検討

以上，主に遮断電流が数十 kAの大電流遮断に関連する

技術開発について述べたが，ここでは数十 Aの小電流遮

断時の消弧技術に関連して接点材料の組成について述べる。

VCBでは小電流遮断において零点を迎える前に電流が

零となる裁断現象が生じる。誘導性負荷では，裁断現象に

より裁断電流値に比例した高いサージ電圧が発生する。し

たがって，裁断電流値は小さくすることが望まれる。裁断

電流値を小さく抑えることは接点に使用する材料を変える

ことで可能であるが，一般的な傾向として裁断電流値が小

さい材料は大電流遮断性能が悪くなる。接点材料選択にお
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図７　アーク観測画像例

図８　三次元磁界解析モデル例
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図９　実測と解析の比較

図１０　金属組成の拡大写真

図６　アーク観測用真空チャンバ
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いては大電流遮断性能を確保しながらいかに裁断電流値を

小さく抑えるかが課題となる。

近年では接点にCu-Cr，Ag-WCなどの合金を用いる場

合が多い。これは大電流遮断性能が良い材料（例えばCu）

に，裁断電流値を下げる効果を持つ金属（例えば Cr）を

混合することで，両方の性能を満足しようというものであ

る。Cu-Cr の場合，裁断電流値を抑制するために Cr はで

きるだけ細かく，均一に存在していることが望ましい。そ

れは，電流が切れる瞬間にアークスポットがどの原料から

発生しているかで裁断電流値が決まるためである。接点材

料中の金属塊が大きい場合，Cuと Cr の両方で裁断する

場合があるため，裁断電流値にばらつきがでてくる。Cr

は Cu より融点が高いため大きな塊として残る場合が多く，

いかに細かく，均一に分布させるかが重要となる。

図 に金属組成の拡大写真を示すように，Cr の粒径を

３種類変えて製造し，小電流遮断試験により裁断電流値を

測定した。図 にそれぞれの特性を示す。平均粒径が小さ

いほど平均値が低く抑えられ，かつばらつきの範囲も 1/2

以下になっている。

あとがき

縦磁界形電極の消弧技術開発について紹介した。富士電

機では今後もコントレート形電極，縦磁界形電極双方の特

長を生かし，小形，大容量で信頼性の高い真空遮断器の開

発に取り組んでいく所存である。
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試験回数：各100回 

図１１　金属組成による裁断電流値の変化

〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2927044
加藤　　勉
北村　祥司半導体レーザ素子とその製造方法

2928016 渡辺　泰正透明導電膜の成膜方法

2927085
三谷　　辰
吉富喜一郎
中山　信男

カードキー式電子錠装置

2928033 佐藤　広喜薄膜太陽電池の製造方法

2928074 草間　　悟配電線負荷融通計算融通パターン探
索方式

2927802 内田　直司回路遮断器の接触子装置

2928099 綿貫勇次郎太陽光発電屋根材の製造方法

2929464
篠原　久次
内田　直司
神達　健之

電気機器の摺動接触子

2929694 大沢　　博三相多重電圧形 PWMインバータ

2929710 井上　彰紀文字読み取り方法

2929731

鶴岡　亨彦
中川　　亘
鹿志村　修
鴻巣　直広

カルマン渦流量計及びその製造方法

2929757 坂元　雄三自動販売機の展示室内照明装置

2929773 上出　俊夫
植田　和雄超電導磁石装置の電流リード

2929790

黒田　一彦
田中　秀幸
久米　秀男
西尾　三男

温度検出装置

2929796 堀　　茂樹プログラム変更機能付自動販売機

2929801
工藤　高裕
鶴岡　亨彦
垣内　弘行

自動販売機

2929833 小池　輝男自動販売機の操作部チェック装置

2927812
野村　年弘
加護谷隆己
久本　正昭

電子部品の接続方法
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