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10新接地システム構築に必要な接地線インダクタンス評価方法

原子力国際専攻 安本 勝

yasumoto@n.tou_tokyo.ac.jp

l。 まえがき

近年インバータ電源が隅々まで多く使用 されてきている。そのため、今後の接地システ

ムにはインバータ周波数成分に対 しても低インピーダンスを確保できる接地体系を取 り入

れることはノイズ対策上重要になっている。その実現に応えられるものとして既に柔構造

的接地システムを提案 している。接地線インピーダンスを低減を実現するため、その支配

的成分になるインダクタンスを低減する方法が導入 されているものである。本報告はこの

接地線インダクタンスの測定方法を提案 し、また模擬測定系統で行つた接地線形状による

インダクタンス測定結果を報告する。

2.接地線インダクタンス測定原理

2.1 接地線の実効インダクタンス

接地線の実効インダクタンスは接地

線に電流が流れたときに生 じる単位電

流あた りの鎖交磁束数になる。接地線

のインダクタンスを考えるとき、ノイ

ズ源から流出した CMN電 流は、キル

ヒホッフの法則から、電源・信号線を

通 して漏出し、接地系統を通 り同じ値

のものが元に戻ることになる。従つて、

接地線の実効インダクタンスを考える

とき往路電流による磁束相殺効果を考

慮 しなければならない。

2.2 測定原理
インダクタンス依存域周波数成分の等価回路

でL:凛唇悪「雀瓦薫茅3曇努勢フ冒 Fig.1 接地線のインダクタンス測定系等価回路
測定系の等価回路は、Fig。 1(a)で現 される。電源線 (1線)と 対にしてインダクタンスを測

定する接地線を配置 し (s線 )、 校正用基準ループインダクタンスを確保する線 (e線)を

平行に配置する。

それぞれの各線の抵抗 とインダクタンスから e線電流 と l線電流 との比は次式で表せる。

校正用基準ループインダクタンス確保線

(a)接地線インダクタンス測定回路
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(2)、ここくF  Zsθ =Z∫ 十二θ-2ル名ι

である。(3)式の五。がここで求める接地線の実効インダクタンスになる。

インダクタンス依存域周波数成分の場合、図 2(b)の 自己インダクタンスとして表すこと

Z。 =しs一 スイな)一 九イsθ
十九イノ ０
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謬 被浸1定接地線

ノ′ 校正用基準ループインダクタンス確保線

用基準ループインダクタンス 五史
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ができる。s線 (接地線)と e線の自己イン

ダクタンスはそれぞれ Z∬ (=二。)と Zθιにな り、

二ι′は次式で表せ る。

Zθ。=(Zι ―スイθノ)~νsθ
+プソrな

   (4)

s線 と e線が作るループインダクタンスニ
s′
は

(2)式になる。

インダクタンス依存域周波数成分では、

(1)式は次式になる。

Fθ /み |=Z。 /五膨

この式を二。で整理 し、

Z。 =F`/らμ“
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102   103  104  105  106  107  108
周波数、/(Hz)

接地線インダクタンス (Lo)の測定原理

(5)

次式が得 られる。

(6)

較正基準インダクタンスのループ確保線

(a)較正基準インダクタンス測定系

較正基準インダクタンスのループ確保線

(b)接地線インダクタンス測定系

Flg.3接地線インダクタンス測定系

従つて、ループインダクタンス Zsι を測定

し、インダクタンス依存域周波数で e線

と 1線の電流比をもとめることで接地線

の実効インダクタンス Z。 を求めること

ができる。

3. 測 定

3.1 測定方法

Fig。 3に示す測定系の大きさ 10mは、最大測定周波数は最大 3MHzと すれば、そのとき

の波長の約 1/10で あり、等価回路は集中定数で表 しても大きな誤差は生 じない。この条件

を満たす とき、(1)式 が得 られ、
ljθ /J′ |の 周波数特性は図 3に 見 られる特性が得 られる。

ん =(4+り/2え s′
以 下 の低 周 波 数 域 で は、 (′′/J′ )/<μ =4/(為 十り に な る。 一 方 、

ん =4/2屁。以上の高周波数域では、(Jι /J′ )〃</=Z。 /Zsθ になる。ん とん の間の周波数域

では-20dB/decの 減衰になる。線路には浮遊容量があり、その影響で点線のような共振点が

現れ る こ とが予想 され る。 この場 合 で も損失 が無 けれ ば共振 が外れ た地点 では

(Jθ
/J′ )μ</=Z。 /五 s′

が再現されるはずである。これを知ることで、接地線インダクタンスニ。

を求めることができる。

3.2 測定

10m

模擬電源線

模擬接地線

電流センサー

電流源模擬抵抗
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(1)電流検出器挿入インダクタンス周波数特性 検出器の挿入インダクタンスが接

地線インダクタンス測定周波数域でループインダクタンス Zsι に対 して無視できるものか

どうか、測定 した。10kHz以 上の周波数で 0。 lμH以下であり接地線インダクタンス測定域

周波数では無視できる値であった。

(2)床 鉄 筋 の影響 先ず床鉄筋の影響 を見 るため、 1.25mm2の 単線 を用いた

10mxO.4mのループのインダクタンスを床上 Om(直 に)と 0。 32mに ついて測定した。直に

床上で測定 したものは鉄筋 との影響が見られ、測定上限周波数付近で約-0.5μH/decの変化

があった。床上 0.32mで は lkHz以上の沢J定周波数でほぼ一定であった。

(3)ループインダクタンス Zsι の測定  被測定形状の接地線インダクタンスを求めるた

め、その形状接地線 とのループインダクタンスを知る必要がある。この測定は Fig。 3(a)の 方

法でループは 10m× 0。4mの矩形状に、床上 o.32mの 高さにして測定 した。接地線形状は、

1.25mm2単線、19mm幅アル ミフォイル、38mm幅アル ミフォイル、及びについて行つた。

lkHz以上でほぼ一定になり電流検出器の影響は無視できるようになった。

(4)ljι /J′ |の周波数測定  lj`/J/1の

周波数特性は、Fig。 3(b)の 測定系で測定

した。抵抗依存域では単線で約 0.1、 ま

たアル ミフォイル を使用 したものでは

0.08で ある。

共振が現れ る手前の谷部をインダク

タンス依存域の二。/五 sθ
を反映している

ものとした。測定結果は、 1。25mm2単

線で 0.048、 アル ミフォイルで 19mm幅

は 0.018、 38mm幅 は 0.0071、 及び 75mm幅 は 0.00065以下であつた。

(5)接地線実効インダクタンス Z。 の算出

以上の測定結果を(6)式に代入 して、接地線インダクタンス Z。 を求めた。結果は Table l

にまとめた。

4.考察

4.1 鉄筋の影響 とループインダクタンス Zs′

(1)鉄筋の影響を見るため、床上直と床上 0.32mと で測定 した。鉄筋に近い床上直では

周波数の増加 と共に約 0̈.5μH/decの 減少が観測 されてお り、近接する場合、無視できない。

床上 o。32mだ と影響は小さくなりほぼ一定である。基準ループインダクタンスを現場測定

に適用する場合、鉄筋等導体構造物から十分距離を置 く、また周波数依存性の無いインダ

クタンスを付加することで周波数依存性を小 さくし、安定な測定を可能にすることが必要

である。

丁able l電 源 線接地 線形 状 による実効インダクタン

ス
×

接地線の状態
電源線の外周
に対する割合

ルーフ

インダクタンス

Lse(μ H)

接地線の実効
インダクタンス

Lo(μ H/10m)

1.25mm2単 線 269

15μ m X300mm
アルミフォイル4回

折り 19mm幅
022 227

15μ m X 300mm
アルミフォイル3回

折り38mm幅
043

15μ m X300mm
アルミフォイル2回

折り75mm幅
00135,ス

~F
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(2)接地線形状によるループインダクタンスは、

でいる。lkHzま では検出器の周波数特性を反映 し、

視できないが lkHz以上では二定である。

4.2 1J`ル′|の周波数測定

電流検出センサーの周波数特性も含ん

インダクタンスに低下傾向があり、無

(1)抵抗依存域の4/(4+為 )は S線 と e線 と共に同じ単線であり長 さもほぼ同じであり

約 0。 5になることが予想 される。しかし、測定結果は約 0。 1と 小さく、接地線接続部の接触

抵抗によるものと推測 さオЪる。

(2)電源 と接地線の間隔が 0.4mの 場合、接地線のインダクタンスは二
sι
/2程度になり約

lμH/m位が見込まれる。接地線を電源 と対に密接 させるだけで 1桁小 さくでき、さらに被

覆構造にすることで 2桁以上ちいさくできる。例えば、100kHzの 場合、インピーダンスは

lμH/mだ と 0.6Ω /m、 0.01μ H/mだ と 0.006Ω /mになる。一方、2mm2の撚導線で 0.00924

Ω/mであり、インバータ周波数成分では接地線インダクタンスでインピーダンスが決まる。

4.3 被覆構造接地線の形状

接地線を被覆構造にすることで実効インダクタンスは小さくできる。 しかし被覆構造で

あるブレー ド線かテニプ巻きはコス トがかかるため積極的に使用 されていない。利用を促

進するため、遮蔽効果だけではではなく、コス トがかからない材料、接地線形状、及び被

覆方法などが重要である。そのため、アル ミ箔を選び幅を変えることで電源線外周の覆 う

害J合 を変えて測定 した。折る回数を変えて幅を変えた結果、表 1の測定結果が得 られた。

幅が広がることでインダクタンスは小さくなる傾向がある。特に被電源線外周害J合が 50%

を越える 2回折 り86%で は著 しく小さくできる。現場への適用を考えると外周害J合 に対す

る詳細な測定が必要である。

低コス トで施工しやすい低インダクタンス接地線は、柔構造的接地システムを適用する

上で重要な構成要素である。接地系統は小 さなインダクタンスにでき、地絡電流にも耐え

られるように構成することも必要である。

5. 終わ りに

接地線の実効インダクタンス測定方法を提案 し、接地線形状による接地線実効インダク

タンス測定に適用 した。

今後は実際の配線状態での測定を可能にするための種々の条件について検討を進めると

共に、導入コス トがかからない被覆形状接地線の実現も追求する予定である。

工学系研究科技術部 2008年度個別研修による成果を含んでいる。記 して感謝する。
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