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　まえがき

　低圧遮断器は，配電系統に接続した機器を過大電流から

保護する遮断器の一種であり，さまざまな電気設備に採用
されている。近年，電気機器は多様化・大容量化が進行し

ており，そうした中で電力の安定供給に不可欠な遮断器に

も一層の高機能化，信頼性向上が要求されている。

　低圧遮断器は遮断機構，接触子，消弧室，排気部，短絡
電流検出装置などを一体として絶縁ケースに収納した機
器である。短絡事故の発生時には即時に短絡電流を遮断し，

電力系統をダメージから保護する働きをする。

　遮断時には，可動子電極の開極により接点間にアーク放
電が発生する。アーク電圧を回路電圧と同等またはそれ以
上に上昇させて限流遮断を行う仕組みである。短絡事故時
には数十 kAの電流を遮断することになるが，このとき発
生するアークパワーは数MWにも達する。アークの熱エ

ネルギーのため遮断器内部は瞬時に 1MPa以上の高圧が

発生し，同時にアーク中心部では温度が数千〜 1万 K（外
周でも数百〜数千 K）にもなる過酷な状態が現出する。遮
断器の筐体（きょうたい）は樹脂製なので，遮断時に発生
する高圧に対して十分な耐圧性が要求される。また内壁は

数千 Kもの高温ガスにさらされるので，材料が炭化して

すすが発生し，遮断器内の各所に吸着して絶縁抵抗の低下
を招く可能性がある。

　そこで遮断器の性能向上や信頼性確保のため，遮断部形
状と圧力上昇との関係，すすの吸着傾向などさまざまな観
点において実験的検討を行ってきた。同時に，汎用熱流体
解析プログラム STAR-CD

〈注〉

を使用して，遮断器内部のガ

ス流シミュレーションを実施し，実験結果と比較しながら，

発生圧力やすすなどの遮断生成物の挙動に関して評価・検
討を進めてきた。

　本稿では，低圧遮断器のガス流解析手法の概要について

報告する。

　低圧遮断器の遮断現象

　低圧遮断器の概観を図 1に示す。配電系統で短絡事故が

発生すると，遮断器は可動子を開極させることにより電流

〈注〉STAR-CD：CD-adapco Groupの登録商標

図1　低圧遮断器の概観
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を遮断する。このとき，接点間にアークプラズマが発弧し

て，中心部は前述のような超高温状態となる。アークが持
続すると接点材料の金属が融解，蒸発して消耗し，さらに

は絶縁ケースの劣化が生じるため，アークを効果的に消弧
する必要が生じる。

　そこで低圧遮断器では，図 2に示すようにアークが発生
する遮断部の消弧室付近に樹脂製の細げきを配置し，消弧
性能の向上を図っている。アークを細げきによって狭い空
間に閉じ込め，同時に樹脂材料の蒸発ガスの吹付け（アブ

レーション）により効率的なアークの冷却，消弧を行って

いる。さらにアーク電圧を上昇させる効果があるため，優
れた遮断性能が得られる。

　上述の利点がある一方で，細げき材料の蒸発により発生
するガス流のため圧力が増大する問題がある。遮断時の高
圧により場合によってはケースの破損が生じることもある。

また，すすなどの遮断生成物は耐電圧の低下の要因ともな

る。

　これらの課題を解決し，より効果的なアーク冷却と消弧
能力を達成するため，遮断現象のメカニズムの解明，材料
開発などに関してさまざまな研究開発を行ってきた。

　樹脂・金属材料の溶発

　消弧室付近に配置した細げきの表面では，遮断時にアー

ク加熱による樹脂材料の溶発が生じ，遮断器内部の圧力上
昇やアークの挙動に大きな役割を果たす。遮断時に細げき

およびその近傍で起きる溶発現象の様相について図 3に示
す。

　細げきが溶発するとアークの熱エネルギーにより樹脂成
分の熱分解が起こり，CO2や H2などのさまざまな気体分
子が発生する。気体がアーク内部に移動して 2,000K以上
の高温状態になると，より単純な分子や原子に解離する現
象が進行する。さらに 5,000K以上になると原子は電離し

てイオン化する状態が顕著になり，全体の粒子数が増大す

る。一例として，CO2が高温状態で解離，電離した場合の

粒子組成を図 4に示す。

　気体分子の解離，電離には大きなエネルギーを必要とす

る。アブレーションにより溶発気体がアークに吹き付けら

れるとエネルギー損失が増大し，アークの持続時間が短縮
する。

　一方，接触子の接点などにおいても，沸点を超える高温
かつ高電流密度の状態に置かれるため，構成材料の溶発
が生じて金属蒸気の噴出流が発生する。金属蒸気の場合も

CO2などと同様にアークへの突入によって熱電離が発生し，

金属原子はイオン化した状態となる。

　樹脂・金属材料の溶発により発生したガス流は，アーク

のエネルギーとの相乗効果により高温高圧となり，遮断器
内部の圧力増大に多大な影響を及ぼす。また遮断現象によ

り生成されたすすや金属粒子は，内壁や部品に付着して絶
縁抵抗の低下の主因ともなる。

　そこで圧力上昇や絶縁低下の要因を解明し課題解決を図
る手段の一つとして，材料の溶発現象を考慮した熱流体シ

ミュレーションを実施し，遮断時のガス流の挙動について

予測，解明を試みてきた。

　解析モデル

　低圧遮断器の筐体およびアークの解析モデルを図 5に示
す。上記以外の流体領域は非表示とした。本解析の概要を

表１に示す。条件としては三相短絡遮断事故を想定し，最
も過酷な遮断条件となる 1相分を解析した。モデルの形
状は解析対象とした相がほぼ対称形状であるのを考慮して，

1/2対称モデルを設定した。

細げき 外炎

アーク

樹脂の溶融，
熱分解，気化，
低分子化

アーク外炎部（原子化）
H2→2H
CO→C＋Oなど

アークの中心方向へ分解ガスが移動，
結合分解・原子化，アーク冷却

アーク内部（イオン化）
C→C+＋e－
H→H+＋e－
Ag+，W+，e－
N+，O+など

図3　細げき材料の溶発
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　解析条件

5.1　アークのモデリング

　固定子と可動子の接点間にアーク領域を設定し，アーク

エネルギーの注入を行った。短絡遮断時のアークパワーの

実測結果および解析上の設定値を図 6に示す。

　アークエネルギーの大半は放射損，材料の溶発，気体の

解離などに使用され，遮断器内の圧力上昇に寄与している

のはほんの一部と考えられる。そこで解析上は，アーク領
域に注入するエネルギーは実際のアークパワーの一部とし，

注入量の補正を行った。

5.2　溶発ガスの噴出

　細げきのアブレーションを模擬するため，細げき表面か

ら溶発ガスの主成分である CO2，H2の噴出をモデル化し

た。また接点などの金属材料の溶発現象を模擬するため，

材料の Ag，W，Cuを成分とした金属蒸気の噴出をモデ

ル化した。

　溶発ガスの噴出量には構造物の消耗量の実測値を設定
した。遮断開始後の時間 t（s）に対する発生ガス量 F（t）

（kg/s）は，アークパワー P（t）（W）に比例するものとした。

 
…………………………………………… （1）

　ここで m：各部材の消耗量（kg），E = P（t）dt：アーク

エネルギー（J）である。各時間における細げき，接触子
の溶発ガス量の解析設定値を図 7に示す。溶発ガスの噴出
方向については噴出面の法線方向とした。また噴出時の温
度は樹脂の熱分解点，金属の沸点と同じ温度に設定した。

5.3　圧縮性

　遮断時に発生するガス流はきわめて高速かつ高温であ

り，密度変化を無視することができず，圧縮性が流れの重
要な要素となる。そこで解析では圧縮性を考慮し，圧力を

以下の状態方程式で計算した。ただし気体定数 R（P，T）

（J/kg/K）は，圧力 P（Pa）と温度 T（K）の関数として

扱った。

　P＝ρR（P，T）T  ………………………………………… （2）
　ここでρ：密度（kg/m3）である。流体の質量，運動量，

エネルギーの保存式に上述の状態方程式を加えたものが，

圧縮性流体の運動を支配する方程式系を構成する。

　温度が 2,000K以上になり気体の解離や電離が進行する

と，気体定数が増大して理想気体からの乖離（かいり）が

生じる。そのため解析では，高温域で解離および電離した

状態の気体の密度を使用した。各種気体成分の密度を図 8

に示す
（1）

。

201（31）

0.0020 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014

ア
ー
ク
パ
ワ
ー
（
M
W
）

時間（s）

放射，融解・蒸発，解離・電離
による損失分

Q（実測）

解析上の設定値

図6　短絡遮断時のアークパワーの実測と解析設定値
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表1　解析の概要

解 析 の 種 類

要 　 素 　 数

乱 流 モ デ ル

離 散 化 手 法

解析プログラム

三次元非定常熱流体解析

約33万（六面体要素）

高レイノルズ数  －ε方程式

有限体積法

汎用熱流体プログラムSTAR-CD
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図7　細げき，接触子の溶発ガス量の解析設定条件

ρ（
kg
/m

3
）

W

空気 Ag
Cu

CO2
H2

（K）温度T
10,0000 20,000 30,000

0.001

0.0001

0.01

0.1

1

10

100

図8　解離・電離状態の気体の密度（常圧時）
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図9　解離・電離状態の気体の熱伝導率（常圧時）
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5.4　解離・電離気体の物性値

　気体が解離，電離した状態は密度以外の熱力学・輸送特
性に対しても影響を与える。高温状態では気体原子の振動
エネルギーなどが上昇し，それに伴い熱伝導率や比熱は増
大する。さらに高温になると，解離や電離に大きなエネル

ギーを要することから，熱伝導率や比熱はさらに増大する。

そこで本解析では，これらの物性値についても解離や電離
を考慮した。一例として，解離および電離した状態での各
種気体成分の熱伝導率を図 9に示す

（1）

。

　複数の気体成分が混合した状態については，気体成分 i

のモル分率 Xi，質量分率 Yi を用いて，以下の式により各
物性値に対する平均化を行った。

　　　　　　　　　
………………………………………… （3）

　 　　 
 ……………………………………………… （4）

　　 　　　　　　　　　　　
（Mathurの式）………… （5）

　　　　　　　　　　     （Wilkeの式）………………… （6）

ただし，

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　……… （7）

　ここで，ρ：密度（kg/m3），Cp：定圧比熱（J/kg/K），
κ：熱伝導率（W/m/K），μ：粘性係数（Pa・s），P：圧
力（Pa），R：気体定数（J/kg/K），T：温度（K），M：

分子量（または原子量），i および j：気体成分である。                      

　解析結果

6.1　圧力の解析結果と実測結果の比較

　短絡遮断条件の解析結果による流速ベクトルを図 ，圧
力分布を図 に示す。両図はパワーピーク時（2.5ms）の

断面図である。アークパワーや溶発ガスの噴出が圧力源と

なるため，圧力上昇は接点間のアーク領域において特に

顕著である。アーク以外の場所では，遮断部上部で局部的
な圧力上昇が観察される。これは図 に見られるように，

ガス流がケースの上部に衝突して生じたものと考えられる。

　遮断時発生圧力の実測値と解析値を比較したものを図 ，

図 に示す。圧力測定は遮断部上部（図 中の A地点）

において実施した。解析値と実測値は両図ともによく一致
している。圧力最大値の誤差は 10〜 15%であり，精度的
には良好である。以上の結果から，本解析手法は遮断器の

圧力予測手法として妥当であると考えられる。
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図10　流速ベクトル
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図12　圧力の実測値と解析値の比較（1）
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図13　圧力の実測値と解析値の比較（2）
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図14　遮断生成物の挙動計算例
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6.2　遮断生成物の挙動計算

　遮断時に生成されるすす，金属粒子が遮断器内部の各所
に付着すると，直接アークの暴露がなくても絶縁低下の要
因となる。そこでガス流解析によりこれらの生成物の挙動
を計算した。計算結果の一例を図 に示す。計算にはガ

ス流の流速分布，粘性，粒子の質量，粒径を考慮した。図
中の軌跡は，粒子が特に多量に行き渡る場所を表している。

本解析により，生成物の付着箇所を推定することが可能と

なった。

　あとがき

　今回，低圧遮断器を対象として，アークパワーなどの遮
断条件に基づいて，発生圧力や遮断生成物の挙動などを予
測，評価するガス流解析手法を開発した。本解析により圧
力特性を十分な精度でシミュレーションできることを確認

した。

　今後は，種々の条件による解析，検討を行い，さらなる

解析精度の向上を目指していく。さらにガス流の挙動の詳
細解明，種々の遮断器構造の解析を通じての開発支援を行
い，遮断器の性能と信頼性の向上に役立てていく所存であ

る。

　なお，本解析に使用した高温 CO2の物性値は名古屋大
学の横水康伸准教授よりご提供いただいた。また Ag蒸気，

W蒸気の物性値は金沢大学の田中康規准教授よりご提供
いただいた。深く感謝の意を表する。
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