
村田　　進

制御機器のシミュレーション技術

の開発に従事。現在，吹上工場器

具設計部課長補佐。

代島　英樹

制御機器のシミュレーション技術

の開発に従事。現在，吹上工場器

具設計部。

関根　香織

制御機器のシミュレーション技術

の開発に従事。現在，吹上工場器

具設計部。

富士時報 Vol.73 No.9 2000

まえがき

富士電機は電磁開閉器のトップメーカーとして，1954年

の発売以来，社会的ニーズの変化に対応した革新的製品を

送り出してきた。1998年10月には累計生産台数 2億台を突

破し，1999年は中・大容量電磁開閉器「NEO SC シリー

ズ」を開発した。今回の開発では，より高い信頼性と高度

な性能・機能が要求され，製品開発における限界設計が必

要とされた。そこで，コンピュータを最大限に利用する，

CAEによるシミュレーションを設計に活用した。

本稿では，電磁開閉器の新シリーズを開発するにあたり，

最適設計のためのコンピュータシミュレーション技術の活

用事例を紹介する。

電磁開閉器とシミュレーション技術

２.１ 構成と動作原理

電磁開閉器は，主に電動機の始動・停止に用いられるほ

か，コンデンサの開閉，抵抗制御などその用途はきわめて

広い。一般に電磁開閉器は，回路を開閉する電磁接触器と

電動機の過負荷保護のためのサーマルリレーとの組合せで

構成される。

図１に電磁接触器の構成を示す。電磁接触器は，可動接

触子，固定接触子，可動接触子を保持する接触子支え，接

触子支えを駆動する可動鉄心，可動鉄心を吸引する固定鉄

心（励磁コイルとペアで電磁石となる），これらを収納し

ているケースから構成される。

図２にサーマルリレーの構成を示す。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させる加熱部と，

バイメタルの湾曲変位量が規定値を超えた際に補助接点を

動作させる操作部とに大別される。操作部は，接点反転機

構，電流調整用リンク機構などで構成される。

２.２ 技術課題とシミュレーション技術

電磁開閉器に要求される主な性能として，①小型・軽量

化，②省エネルギー化，③長寿命化，がある。図３にこれ
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らの要求性能に対する技術課題と，課題を解決するための

シミュレーション技術を示す。

シミュレーションの種類は，機構部品の強度設計のため

の応力解析を中心とする構造解析，電磁石の最適設計や接

点のアーク駆動のための磁界解析，リンク機構や接点バウ

ンスの挙動を可視化する機構解析，サーマルリレーのヒー

タ部など熱設計のための熱伝導解析に分類される。

解析は，汎用の市販 FEM（有限要素法）プログラムや

専用に開発した解析プログラムを利用している。また，解

析に必要な形状のモデリングは，設計時に CADで作成し

た形状モデル（二次元・三次元データ）を，中間データ形

式に変換して，解析プログラムへ入力している。

シミュレーション事例

ここでは主要な解析技術である，構造，磁界，機構解析

について，シミュレーション事例を述べる。

３.１ 構造解析

電磁開閉器は，短時間に接点の開閉動作を行う一方で，

機械的寿命は 1,000 万回以上と高い信頼性が要求される。

開閉動作について着目すれば，投入時には固定鉄心と可動

鉄心が吸引し，相互に衝突して大きな衝撃力が発生し周囲

の部品が破損するおそれがある。すなわち，電磁接触器の

機械的寿命の向上には，衝突の際に発生する衝撃力の低減

と，各部品の強度アップが設計のポイントとなる。

解析の一例として，投入時に最も衝撃力の影響を受ける

接触子支えの応力解析について述べる。接触子支えは可動

接触子の保持，電磁石開閉動作の伝達，付属品との接続・

連動などの機能を保有する。そこで，構造的な強度と射出

成形時の成形性の，両者を兼ね備えた形状になるように十

分な検討が必要である。

図４に解析で得られた接触子支えの応力分布を示す。こ

の解析は，接点投入時に接触子支えに発生する衝撃加速度

を実測し，その加速度を一定荷重として接触子支え全体に

与え，衝撃応力を静的な解析から求めたものである。解析

モデルは対称性を考慮して実物の 1/2 としている。代表的

な応力集中部 a点，b点の応力値は，投入時に接触子支え

に発生した衝撃応力の実測値とほぼ一致している。

このように，衝撃で発生した加速度をモデル全体に静荷

重として与える解析は，比較的簡単に応力集中部を見いだ

すことができる。さらに，細部にわたり衝撃応力を解析す

るには，構造物が持つ固有振動を考慮した動的な応力解析

が必要となる。

図５は，接触子支えの固有値解析結果である。周波数に

応じた固有振動の変形モードが存在している。図中 Y軸

が開閉動作方向なので，実際に励起される振動は三次モー

ドの固有振動である。振動モードを分析してみると全体の

曲げ振動に c部の局所的な曲げ振動が加わった複雑な振動

であることが分かった。そこで，衝撃加速度をステップ波

形に近似して接触子支え全体に動的荷重として与え，応力

の時刻歴応答を解析した。その結果，c部の応力値は前述

の静的な応答解析に比べ高精度に解析でき，ほぼ実測と同

等の値となった。

以上のように，実際の稼動条件に対応した荷重を与える

構造解析で，動作中に発生する正確な応力を把握できる。

解析で得られた応力値，環境条件などのマージン，材料の

SN曲線など，これらのデータから疲労寿命を予測した信
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図４　接触子支えの応力分布
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図５　接触子支えの固有値解析結果
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頼性の高い強度設計ができる。

３.２ 磁界解析

一般に電磁接触器は，交流操作形と直流操作形とに分類

されるが，ここでは標準的な交流操作形で使用される電磁

石の磁界解析について述べる。

開閉動作の駆動源となる交流電磁石は，交番磁束による

磁気回路中の鉄損を少なくするため，磁路を形成する電磁

鉄心はケイ素鋼板を積層している。また，交流電磁石の吸

引力は，交番磁束の影響で電源周波数の 2倍の周波数で変

動する。そこで，うなりなどの騒音を防止する目的で，磁

極面にくま取りコイルを取り付け吸引力を平滑化している。

以上のことから交流電磁石では，電圧条件，鉄心材料，

開閉時負荷特性などを考慮に入れた，電磁鉄心・くま取り

コイルの形状，励磁コイルの巻線などの最適設計が重要と

なる。電磁石の設計は，以前は電気回路に対応させて磁路

の形状から各部の磁気抵抗を計算し，発生する磁束を計算

して吸引力を求めていた。最近のコンピュータの飛躍的な

性能向上，解析技術の進歩により，現在は，FEMによる

磁界解析を駆使した電磁石の最適設計を行っている。特に

三次元磁界解析を適用することで，渦電流の影響が無視で

きない交流電磁石の磁束分布，磁束の流れ，吸引特性など

が計算可能となった。

解析結果の一例として，図６に開発した電磁石の磁束密

度の分布を示す。この解析では，磁路各部の断面積，磁束

経路に影響のないリベット位置，くま取りコイルの形状な

どを最適化したものである。また，交流電磁石では，電源

投入のタイミングによって接点の投入速度は大きく変動す

る。そこで，投入電圧の位相を変化させて可動鉄心の速度

を解析する必要がある。

図７は，前述の解析モデルを応用して，電磁石の開状態

から閉状態までの動きを，投入位相 0度と60度について計

算した結果である。この解析は，電磁石の解析モデルに電

磁接触器の負荷特性を取り入れて，吸引動作時の運動方程

式から可動鉄心の位置・速度を計算している。投入位相に

対応して可動鉄心の速度は変動し，そのまま可動接触子の

速度変化となり接点バウンスに影響を及ぼす。

以上のように，電磁接触器の動作特性に対応した電磁石

の吸引特性を解析することで，後述する接点バウンス解析

と連成させて電磁接触器の一連の挙動解析が可能となる。

３.３ 機構解析

サーマルリレーのリンク機構解析

サーマルリレーの操作部は，バイメタルの湾曲変位量を

入力として補助接点を切り換える反転機構と，電流調節用

リンク機構など多くの機能が搭載されている。一方，組み

合わされる電磁接触器の小型化に対応して，各機構部品を

最適に配置し操作部の幅寸法を小さくする必要がある。従

来の設計では，CAD上で各部品の軌跡シミュレーション

を行い，部品の位置と角度を求め，部品間の接触力を机上

計算し部品の配置と負荷特性を求めていた。

今回は，操作部の各部品の運動解析モデルを作成して機

構解析を行い，部品の適切な配置と接点負荷との整合を図っ

た。図８に操作部の機構解析の結果を示す。この例では，

補助接点の反転動作を機構解析でシミュレーションして，

操作力と接点接触力の関係を求めたものである。解析は，

操作部の運動が平面上に限定されることから二次元モデル

で行っている。

このように，機構解析を設計時に適用することで，機構

の動的な挙動が可視化でき，任意の部品の位置や荷重を計

算できる。機構解析と CADとの連携でさまざまな条件の

設計案を試作前に動作シミュレーションできる。

接点バウンス解析

主接点の長寿命化のためには，接点消耗量を少なくする

必要がある。この接点消耗は，電流の開閉時における接触

子同士の間欠的衝突，すなわち接点バウンスに起因したアー

ク現象が主要因である。接点バウンスが大きいと，そのバ
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図６　磁束密度の分布
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ウンス時間だけ始動電流を開閉するため接点消耗量が多く

なり，接点寿命が短くなる。

接点バウンスの検討は，従来，簡単なモデルに置き換え

て運動方程式を導き机上計算していた。計算で得られた結

果とレーザ変位計や高速ビデオカメラで実測したバウンス

波形とを整合し設計に反映していた。

今回は，前述した機構解析の応用として電磁接触器の全

体構造を考慮した「バウンスシミュレーション技術」を開

発して接点バウンスの低減を追及した。バウンス解析を行

うためには，機構部品ごとの剛性を考慮したうえでそれら

の衝突を解析する非線形運動解析と，前述の磁界解析の双

方を同時に行う連成振動解析が必要である。磁界解析では，

鉄心間の空げきや印加電圧，逆起電圧，時定数に伴って逐

次変化する電磁力の過渡特性を計算している。

図９に開発したバウンスシミュレーションの三次元モデ

ルを示す。個々の部品は三次元 CADから形状データを読

み込み，質量，摩擦係数，反発係数などの物性情報を設定

してモデル化している。

図 に可動接触子と可動鉄心の応答波形実測値と解析結

果を示す。この例では，電源投入から接点バウンスまでの

可動接触子と可動鉄心の速度波形を出力しているが，実測

と解析結果は誤差数％で一致している。

このシミュレーション技術を活用して各部品の感度解析

を行い，接触子や鉄心，ばねの特性，材料特性のほか，接

触子圧力など接点バウンスにかかわる部品の最適化設計が

可能となった。

あとがき

CAEによるシミュレーション技術は，製品の信頼性向

上，開発期間の短縮などの効果を発揮している。本稿では，

電磁開閉器の開発において，シミュレーション技術の活用

例として，構造解析，磁界解析，機構運動解析の事例を紹

介した。

電磁開閉器には，ますます高性能化の要求が高まってき

ており，コンピュータシミュレーションによる最適設計は

不可欠である。今後は，設計者だれもが自ら CAEを活用

できる設計環境の構築と，より高度なシミュレーション技

術の確立をめざしていく所存である。
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図９　バウンスシミュレーションの三次元モデル
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図１０　可動接触子と可動鉄心の応答波形
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