招待論文
48VDC/50A-300A 抵抗性負荷回路の銀接点対による遮断時に発生する

開離時アークの消弧直前の長さと形状の回路電流依存性
矢崎 晴子† a)

関川 純哉† b)

Dependence of Length and Shape of Break Arcs just before Extinction on Circuit Current
for Silver Contacts in a 48VDC/50A-300A Resistive Circuit
Haruko YAZAKI† a) and Junya SEKIKAWA† b)

あらまし 直流電源電圧 48V，接点接触時の回路電流 I0 = 50A-300A の抵抗性負荷回路において，2 種類の異
なる開離装置を用いて開離時アークを発生させた．開離装置としては，実際の電磁リレー等と同様の開離機構で
あるばね式開離装置と，開離速度ごとの開離時アークの特性を把握しやすい等速開離装置を用いた．はじめに，
ばね式開離装置による実験結果について，消弧直前のアーク長さ L の電流 I0 依存性を解析した結果を示す．次
に，等速開離装置を用いた実験結果について，L の I0 依存性を示す．その後に両者の結果を比較する．開離装置
によらない結果としては，I0 の増大に伴い L が長くなる傾向があること，及び I0 が 200A 以上の場合には I0 に
対する L の増大は飽和傾向にあることが明らかとなった．各実験条件において，アーク形状の特徴についても説
明し，アーク形状の電流依存性に関して考察する．
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ク継続時間が接点開離速度 (1mm/s〜200mm/s) に依存

1. ま え が き

することを報告した [3]．Yoshida らは 200-500V/10A

近年，自動車の燃費改善のために電動化が急速に普

抵抗性回路で 1〜200mm/s の開離速度で発生する開離

及している．特に低コストで電動化できる直流 48V 系

時アークのアーク継続時間について開離速度に反比例

の採用が増えている．この系の回路では，最大 300A

することを報告した [9]．文献 [20] において，アーク継

程度の大電流が使用されている [1]．この回路を電気接

続時間の接点開離速度への依存性として，110V/3.3A

点対で遮断する際には激しいアーク放電が発生する．

回路において，開離速度を 0.02m/s から 0.38m/s まで

そのため開離時アークの特性は多くの研究者によって

の広い範囲で変化させた場合の結果が示されている．

調査されてきた [2]〜[10]．また，著者らも開離時アー

Sawa らは 100-500VDC/1-4A 抵抗性負荷回路で発生さ

クの特性を研究してきた [11]〜[19]．

せた開離時アークについて，消弧時のアーク長さは開

これらの論文の幾つかは 48VDC 回路に関するもの

離速度（30mm/s 及び 120mm/s）には依存せず遮断電

である [17], [18]．開離時アークに関する重要な基礎特

力に依存することを報告した [10]．しかし，48VDC/

性としてアーク継続時間と消弧時のアーク長さがある．

300A 回路のような低電圧・大電流回路内で発生させた

アーク継続時間は多くの他の研究者によって調査され

開離時アークについて，消弧直前のアーク長さとアー

ている [3], [5], [8]〜[10]．Tokumitsu と Hasegawa は，

ク形状の電流依存性及び開離速度依存性を報告した例

最大 20V/17A の DC 誘導性負荷回路を使用して，アー

は見当たらなかった．
そこで本論文では，48VDC/50A-300A 抵抗性負荷回

† 静岡大学大学院総合科学技術研究科，浜松市

Graduate School of Engineering, Shizuoka University, 3-5-1 Johoku, Naka-ku,
Hamamatsu-shi, 432–8561 Japan
a) E-mail: yazaki.haruko.16@shizuoka.ac.jp
b) E-mail: sekikawa.junya@shizuoka.ac.jp
DOI:10.14923/transelej.2021JCI0007

218

電子情報通信学会論文誌 C Vol. J105–C

路内において開離時アークを発生させ，消弧直前にお
けるアーク長さとアーク形状の特徴を示すことを目的
とする．アーク長さは 2 台の高速度カメラを用いて 2
方向から同時撮影された画像を三次元的に解析して得
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られる．実際の電磁リレー等のデバイスでは消弧室の

点対が開離する直前にスイッチ S がオンになり，コン

空間は有限であるため，その大きさを決定する際の目

デンサ C の電荷が放電され，その直後に接点対が開離

安として，開離時アークの消弧直前のアーク長さを定

しはじめる．接点間電圧を Vg ，回路電流を I とする．

量的に示しかつその形状を明らかにすることは重要か

2. 1. 2 電 気 接 点

つ有効な課題である．開離時アークは，2 種類の異な

接点は，材料が Ag（99.9%）であり，直径 5mm の

る開離装置を用いて発生させる．一つは，ばね式の開

円柱棒である．接点の接触面が緩やかな曲面になるよ

離装置であり，これは実際の電磁リレー等のデバイス

う研磨し，エタノール中で 5 分，純水中で 5 分それぞ

の機構を模した開離装置である [21]．もう一つは，等

れ超音波洗浄をする．陰極側の接点を固定し，陽極側

速開離装置であり，開離速度を 0.05〜0.5m/s の広範囲

の接点を移動させることによって開離を行う．

で変化させることができる [22]．この装置は，任意の

2. 1. 3 ばね式開離装置

開離速度で接点対を開離できるため，開離速度に依存

図 2 にばね式開離装置の全体図を示す．電気接点対

する開離時アークの特性を得ることができる．本論文

は固定ホルダと可動ホルダにそれぞれセットされる．

では，著者らの報告 [22] で述べた内容に加えて，消

ソレノイドを励磁すると可動接点が固定接点に接触す

弧直前のアーク形状に関して解析した結果についても

る（図 2 の状態）．接触時の衝撃を衝撃吸収ばねで吸

説明する．以下に本論文の構成を述べる．はじめに，

収させる．ソレノイドの励磁を切ると，接点開離用ば

2 種類の異なる開離装置を用いて得られた実験結果を

ねが伸び，可動ホルダ等の図 2 に斜線で示した各部品

順に示す．次に，それらの結果を比較し，アーク形状

が図の右側に動き始める．可動ホルダとともに可動接

の電流依存性に関して考察した後，全体のまとめを述

点が固定接点から離れることで接点対の開離動作とな

べる．

る．本実験装置での開離速度は，ばね式であるため初

2. ばね式開離装置による実験
本章では，ばね式開離装置を用いた場合の実験方法
と実験結果について述べる．

2. 1 実 験 方 法

速が遅く，その後速くなる．開離中の画像を解析した
結果，平均的な開離速度は約 0.3m/s であった．

2. 1. 4 実 験 条 件
電源電圧 E を 48V とし，接点対接触時の回路電流

I0 を 300A から 50A まで 50A ずつ変化させ，2 条件ご

実験回路，実験条件，及び解析方法等について述
べる．

2. 1. 1 実 験 回 路
図 1 に実験回路を示す．実験回路は直流電源 E ，電
流制限抵抗 R1 ，電源用コンデンサ C ，電流投入用ス
イッチ S ，負荷抵抗 R2 ，水平に対抗させた電気接点
対，及び電流測定用抵抗 R3 ，電圧測定用抵抗 R4 から
成る．直流電源 E を用いて，コンデンサ C を十分に充
電させ，その電荷を放電させることで実験を行う．接

図1

実験回路

図2

ばね式開離装置（接点接触時）
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とに接点対を交換した．一つの電流条件につき 10 回

でもっとも明るい部分の中心を通る経路をアークの

ずつ開離動作を行った．

長さの経路と定義し，三次元形状を解析する．その経

2. 1. 5 高速度カメラによる撮影方法

路の長さをアーク長さとする．各開離動作において，

図 3 に高速度カメラと接点の位置関係を示す．本

アーク輝点が観察できなくなる直前の画像を消弧直前

論文では，開離時アークの移動方向に関する定義とし
て，X 軸のプラス方向を手前，マイナス方向を奥と

の画像と定義とする．

2. 2 実験結果と考察

する．開離時アークは水平方向と上方向に取り付けた

以下では，はじめに開離時アークが消弧に至るまで

二つの高速度カメラ (FASTCAM miniAX50，フォトロ

の過程におけるその動きと輝点の動きと，電流電圧波

ン) を用いて同時に撮影した．上面カメラで撮影した

形の特徴について説明する．次に，各実験条件におけ

画像を上面画像，正面カメラで撮影した画像を正面画

る消弧直前の開離時アーク形状について述べる．最後

像とする．撮影する際，高速度カメラに取り付けたレ

に，消弧直前のアーク長さの回路電流 I0 依存性につい

ンズ (Micro-Nikkor 55mm f2.8) の絞り値と ND フィル
タを，電流値 I0 に合わせてそれぞれ適宜変更した．高
速度カメラのフレームレートは 10,000fps，露光時間
は 5µs，及び撮影時の解像度は 384 × 384 ピクセルで
ある．接点間電圧 Vg 及び回路電流 I は USB オシロス
コープ (Pico Scope6) で測定した．測定の周波数帯域
は 200kHz とした．

2. 1. 6 アーク長さの解析方法
図 4 に解析対象の画像の一例を示す．上面と正面の
画像でそれぞれ陰極輝点から陽極輝点に至る経路の中

図 3 高速度カメラの位置

図 4 消弧直前のアーク放電の様子の一例 (Ag， E = 48V，
I0 = 250A)
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図5

開離時アークの一例 ( I0 = 250A)
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図6

消弧直前の開離時アークの画像

表 1 消弧直前のアーク形状

て説明する．

2. 2. 1 開離時アークの電流電圧波形と放電の様子
(I0 =250A)
開離時アークが点弧から消弧に至るまでのその動き
と輝点の動きについて説明する．一例として，図 5 に
回路電流 I0 = 250A の場合の典型的な電流電圧波形と
開離時アークの画像をそれぞれ示す．図 5 の結果は，
アーク継続時間が I0 =250A 時の平均値に最も近い場

図 7 消弧直前のアーク長さ L の電流 I0 依存性

に示す． I0 が 50A のときの開離時アークの形状は，上
面画像・正面画像共に直線的であり，I0 が 100A 以上
の場合には，正面画像として撮影された開離時アーク
は上方にアーチ状に伸びた． I0 が 250A 以上になると
アーク輝点の位置が接点手前または接点奥に動き，上

合の実験結果である．図 5 (c) に示すように，開離時

面から見た消弧直前の開離時アークの水平方向への変

アーク発生後，陰極・陽極輝点ともに接点間隙で上部

形が S 字に近い形になった．

に移動し，開離時アークは上方に伸びて消弧した．消
弧直前には，19.3ms 時の上面画像（図 5 (b)）に示すよ
うに開離時アークの陰極側は接点上方奥側，陽極側は
接点上方手前側に伸び，同じく輝点も陰極輝点は奥，
陽極輝点は手前に移動した．

2. 2. 2 消弧直前の開離時アーク
図 6 に，I0 を 50A から 300A とした場合の消弧直前
の開離時アークの画像を示す．各画像は，各条件での
実験結果において，アーク継続時間がその平均値に最

2. 2. 3 消弧直前のアーク長さの回路電流依存性
図 7 に消弧直前のアーク長さ L の I0 依存性を示す．
各プロットは 10 回分の解析結果の平均値である． I0
が大きいほど L は長くなる傾向にあるが， I0 = 200A
以上の場合にはやや飽和する傾向がみられた．この結
果を表 1 の結果とともに考察すると， I0 = 200A 以上
の場合には L はほぼ等しいが，250A 以上の場合には
開離時アークは水平方向に S 字状に変形し上方に伸び
ながら消弧に至っていた．

も近い場合の開離動作のものである．図 6 に示した画
像について，それらの形状の特徴をまとめた結果を表 1
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3. 等速開離装置による実験
3. 1 実験回路，電気接点，高速度カメラによる撮影
方法

低速開離時の接点の損傷に配慮し開離速度ごとに接点
対を交換した．すなわち各接点対において 5 回の開離
動作を行った．

3. 1. 3 アーク長さの解析方法

実験回路は前章の 2.1.1 と同様である．接点の接触

消弧直前のアーク長さの解析方法について説明する．

面の形状について，陰極は平ら，陽極は緩やかな曲面

上面と正面の画像でそれぞれ陰極輝点から陽極輝点に

になるようそれぞれ研磨される．それ以外の電気接点

至る経路の中でもっとも明るい部分の中心を通る経路

の前処理方法等は 2.1.2 と同様である．高速度カメラ

をアークの長さの経路と定義し，三次元形状を解析し

による撮影方法は 2.1.5 と同様である．

た．その経路の長さをアーク長さとした．各開離動作

3. 1. 1 等速開離装置

において，回路電流 I が 1A 以上である最後の画像を

図 8 に等速開離装置の概要を示す．開離前，可動接

消弧直前の画像と定義とした．

点はリニアステージによって固定接点側にゆっくりと

3. 2 実験結果と考察

近づく．接点が接触した後，ばねが収縮し接触力が増

以下では，はじめに幾つかの実験条件の典型的な実

加する．接触力が設定値に達すると，リニアステージ

験結果を示す．次に，消弧直前のアーク長さの電流依

が図の右側に動く．ばねが伸びた後，可動接点が開離

存性について説明する．

し始める．開離動作の開始以降，可動接点は等速で移

3. 2. 1 実験条件ごとの典型的な結果の例
図 9〜11 に，開離速度 v =0.3m/s において，異なる

動する．

3. 1. 2 電流・開離速度の条件

回路電流 I0 の場合の典型的な実験結果を示す．それ

電源電圧 E を 48V とし，接点対接触時の回路電流 I0

ぞれの図は各実験条件においてアーク継続時間がその

を 50A, 100A, 200A 及び 300A，開離速度を 0.05m/s,

平均に最も近い場合の実験結果である．接点間電圧 Vg

0.1m/s, 0.2m/s, 0.3m/s 及び 0.5m/s と変化させる．電流

と回路電流 I の時間変化の特徴と開離時アークの動き

条件ごとに開離速度が速い方から 5 回ずつ開離動作を

について説明する．

行う．接点対の交換は I0 = 50A と 100A の場合には

I0 =50A の場合，図 9 (a) に示すように，接点間電圧

電流条件ごとに行った．開離動作は各開離速度で 5 回

Vg 及び回路電流 I はそれぞれ，時間経過に伴いほぼ直

ずつ行ったため，各接点対において 25 回の開離動作

線的に増加及び減少した．図 9 (b) に示すように，開

が行われた．ただし，I0 = 200A と 300A の場合には，

図 8 等速開離装置の概要
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図9

I0 = 50A, v = 0.3m/s の典型的な開離時アーク
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図 10

I0 = 200A, v = 0.3m/s の典型的な開離時アーク

図 11

I0 = 300A, v = 0.3m/s の典型的な開離時アーク

表2

消弧直前のアーク形状（上面画像の解析結果：水平
方向の形状）

表3

消弧直前のアーク形状（正面画像の解析結果：垂直
方向の形状）

離時アークは接点間で点弧し (3.6ms)，次に接点間隙
で上方向に移動し (7.93m)，その後消弧した．アーク
継続時間中，開離時アークは接点間隙でほぼ直線的に
引き伸ばされた．

I0 =200A の場合，図 10 (a) に示すように，接点間
電圧 Vg 及び回路電流 I はそれぞれ，時間経過に伴い
ほぼ直線的に増加及び減少した．図 10 (b) に示すよう
に，開離時アークは接点間隙で点弧し (2.1ms)，次に
上方向に移動し (9.8ms)，更に上方にアーチ状に伸び
た後 (16.2ms) に，消弧に至った．アーク継続時間中，
開離時アークは垂直方向では上向き，水平方向ではや
や奥側に伸びた．

I0 =300A の場合，図 11 (a) に示すように，Vg と I
は，アーク継続時間の前半ではそれぞれ直線的に増加
及び減少し，その後，後半では振動した．この振動は
アーク長さの変動と同期している [23]．すなわち，Vg
が高くなるとアーク長さが長くなる．図 11 (b) に示す
ように，開離時アークは接点間隙で点弧し (1.6ms)，次
に手前上方向に移動し (5.8ms)，上方にアーチ状に伸
びた後 (11.3ms)，消弧に至った．特にアーク継続時間

果を表 2, 3 に示す．表 2 と表 3 はそれぞれ，上面画像

の後半に，開離時アークは手前上方向に伸びた．回路

と正面画像の解析結果であり，開離時アークの水平方

電流の小さい I0 =200A の結果（図 10）と比較すると，

向と垂直方向の形状に対応する．

開離時アークの水平方向の変形が大きかった．

表 2 に示すように開離時アークの水平方向の形状は，

3. 2. 2 消弧直前のアーク形状

I0 = 50A, 100A の場合，開離速度 v には依存せず直線

消弧直前のアーク形状の特徴を画像から解析した結

的な形状であった． I0 = 200A の場合には，水平方向
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図 13

図 12

開離時アークの上面画像（輝度調整後）
（青矢印：銀
蒸気の蒸発方向，赤線：電流経路，等速開離装置，
v = 0.3m/s）

消弧直前のアーク長さ L の電流 I0 依存性

開離速度が約 0.3m/s であることと一致している．
の変形がやや大きくなる傾向があった． I0 = 300A と
大きくなると，どの開離速度でも水平方向に大きく変
形する傾向があった．
表 3 に示すように開離時アークの垂直方向の形状

4. 2 消弧直前のアーク形状の比較
ばね式開離装置と等速開離装置を用いて得られた
アーク形状の解析結果について電流値 I0 依存性につ
いて比較する．

は， I0 = 50A の場合には，v には依存せず直線的な形

上面画像（水平方向）の解析結果を比較すると，ば

状であった． I0 = 100A 以上の場合には，v には依存

ね式開離装置の場合（表 1）には I0 = 200A 未満にお

せず上方に伸びていた．

いて直線的であり，等速開離装置の場合（表 2）でも

3. 3 消弧直前のアーク長さの解析

同様に I0 = 50A, 100A において開離速度によらず直

消弧直前のアーク長さ L の接点接触時の回路電流

線的である．両装置のどちらの場合でも， I0 = 200A

I0 依存性を解析した結果を図 12 に示す．各プロット

以上になると，開離時アークの形状は S 字状などの複

は 5 回の開離動作の平均値である．図 12 に示すよう

雑な形状になる傾向がある．この理由については次節

に，アーク長さ L は回路電流 I0 の増大に伴い長くな

で考察する．

る傾向にあった．ただし，v = 0.3m/s 以下の場合に

正面画像（垂直方向）の解析結果を比較すると，ば

は I0 = 300A での L は， I0 = 200A のそれとほぼ等
しく，電流 I0 の増大に対して飽和する傾向があった．

ね式開離装置（表 1）及び等速開離装置（表 3）のどち

I0 = 200A 未満の場合，各 I0 において，L は v によら

であり， I0 = 100A 以上になると上方に伸びていた．

ずほぼ一定であった．

4. 各開離装置による結果の比較と考察

らの場合でも，開離時アークは I0 = 50A では直線的
以上の結果より本論文の実験条件の範囲内では，消弧
直前の開離時アークの形状は，水平方向では I0 = 200A
以上の場合において直線的ではない複雑な形状になる

4. 1 消弧直前のアーク長さの比較

傾向があり，垂直方向では I0 = 100A 以上の場合に上

図 12 に示すように，接点接触時の回路電流 I0 が特

方に伸びていた．

に 200A 以上の場合，開離速度の違いによるアーク長

4. 3 アーク形状の回路電流依存性に関する考察

さの違いが大きい．そこで， I0 = 200A 以上の場合に

等速開離装置を用いて発生させた開離時アークにつ

おける，消弧直前のアーク長さ L について，ばね式

いて，図 9（ I0 = 50A）と図 11（ I0 = 300A）の最後の

開離装置と等速開離装置との開離速度の違いの観点か

時刻の画像の輝度を 60% 高く調整して開離時アーク

ら比較する．ばね式開離装置による実験結果としての

周辺の発光の様子を強調した上面画像を図 13 に示す．

図 7 では，消弧直前のアーク長さ L は I0 の増大に対
して飽和する傾向にあった．一方，等速開離装置によ

図 13 の画像中における緑色の発光は，励起された銀原

る実験結果としての図 12 では，開離速度が 0.3m/s 以

域の発光は高温の銀蒸気の存在を示している．図 13 (a)

下の場合において，L は I0 の増大に対して飽和する傾
向にあった．この結果は，ばね式開離装置の平均的な

の I0 = 50A の場合よりも，図 13 (b) の I0 = 300A の
場合の方が発光領域が非常に広い．すなわち，開離時
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アーク周辺に広く銀蒸気が存在している．これは，電

ていた．

流が大きい場合には接点表面のアーク輝点から多くの

(2) 等速開離装置による実験結果

銀蒸気が蒸発しているためである．

開離速度 v は 0.05 から 0.5m/s までの範囲で変化さ

図 13 (a) では，陰極輝点と陽極輝点のそれぞれから

せた．消弧直前のアーク長さ L は回路電流 I0 の増大

銀蒸気が蒸発する方向（青矢印）が対向しており，そ

に伴い長くなる傾向にあった．ただし，v = 0.3m/s 以

れに沿って直線的に開離時アークの電流経路（赤線）

下の場合には I0 = 300A での L は，I0 = 200A のそれ

が形成されている．それに対して，図 13 (b) では，陰

とほぼ等しく，電流 I0 の増大に対して飽和する傾向が

極輝点からの銀蒸気の蒸発方向（青矢印）は陽極側に

あった． I0 = 200A 未満の場合，各 I0 において，L は

向かって接点中心軸方向よりも奥側（画像では上側）

v によらずほぼ一定であった．

であるのに対し，陽極輝点からの蒸発方向（青矢印）

(3) 各開離装置による結果の比較

は中心軸から外側（画像では下側）に向かっている．

本論文の実験条件の範囲内では，どちらの開離装置

両輝点からの蒸発方向が対向していないため，輝点付

を用いた場合でも，消弧直前の開離時アークの形状は，

近の電流経路は蒸発方向に伸びているが，輝点から距

水平方向では I0 = 200A 以上の場合において直線的

離が離れると蒸発方向から外れ，より近い経路でお互

ではない複雑な形状になる傾向があり，垂直方向では

いに繋がっている（赤線）
．すなわち，電流が大きい場

I0 = 100A 以上の場合に上方に伸びていた．

合には，アーク輝点から大量に蒸発する銀蒸気の蒸発

(4) アーク形状の電流依存性についての考察

方向によって電流経路が偏向されることで，S 字状な

電流が大きくなると，接点表面上のアーク輝点にお

どの複雑な電流経路が形成されていると考えられる．

ける金属蒸気の蒸発量が多くなり，接点表面から噴き

電流が小さい場合には，アーク輝点から蒸発する蒸気

出す金属蒸気の流れによって電流経路が偏向されるこ

量が少ないため，それによる電流経路の偏向効果はほ

とで，アーク形状が複雑な形状になると考えられる．

とんど現れず直線的なアーク形状となる．

5. む す び
直流電源電圧 48V，接点接触時の回路電流 I0 が 50A
から 300A の抵抗性負荷回路において，Ag 接点対を
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