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l.は じめに

落雷被害を受けないため、接地電位は等 しくすることが望ましい。接地間で使用する避

雷器は、接地間の電位差をできるだけ小 さくするため、避雷器動作電圧をできるだけ小 さ

くすることが必要である。 しかし、ただ小 さくするだけでは、地絡等事故時の接地間の持

続的な過大電圧により避雷器が作動 してしまい破損することがある。その持続的過大電圧

の最大が使用電源電圧になるため、接地間に使用する避雷器の作動電圧は、使用電源電圧

よりも小 さくできない。電子回路は低電圧下の傾向があり、侵入する異常電圧はできるだ

け小さくする必要があり、接地間電位は小 さくすることが必要である。もし避雷器が持続

的な異常電圧から保護できるならば、避雷器の作動電圧を低 く設定することが可能になる。

この保護する基本回路は既に明らかにしているが、各使用素子は理想的に機能 しない。従

って、最適な条件を見出すために実験を行い、現れた問題点を解消 していくことが必須で

ある。

本報告は、まだ途中経過であるが、今迄の測定結果をまとめた内容について報告する。

2.接地間への異常電圧の侵入

2.1 単発雷サージ

接地間にサージ電圧が発生させる原因としては、①外部電位を導入 し易い接地システム、

②電源・信号と対になる接地系統の低インピーダンス化をはかる構成で無い、及び③ファ

ラデーゲージの破れ、等がある。

(1)外部電位を導入 し易い接地システム  鉄筋・鉄骨建物に直撃雷を受けた時に建物

電位は大きく上昇する。この時、建物内の変電室に個別接地を採用 している場合、個別接

地極間に電位差が生 じ接地間にサージ電圧を発生させる。

(2)接地系統の低インピーダンス化をはかる構成で無い  さらにコモンモー ドノイズ

インピーダンスを高めることにより、電源・信号系統への誘導雷によるサージ電圧の侵入

は抑制できるが、現実には接地系統の施工は不適切な例が多い。電源・信号系統の対にな

る接地系統の低インピーダンス化はシール ド化を高めることを意味 している。

(3)フ ァラデーゲージの破れ  雷の侵入に対 し、理想的な接地構成はファラデーゲー

ジ構成にすることである。実際には随所にファラデーゲージの破れがある状態が一般的な

ようである。建物への水道やガス管等の引込導体、電源・信号系統の引込は、鉄筋・鉄骨

建物の建物代表接地極になる外表面で近似的にファラデーゲージを構成するように接地系

統を電気的に接続 しなければならない。実際には随所に破れがあり、外部の雷サージを内

部に導入 してしま うことで接地間にサージ電圧が現れる原因になっている。

2.2 持続性異常電圧

発生原因は色々とあるが頻度が高く持続性電圧が大きい異常電圧は、地絡時に発生する

電圧である。

(1)地絡時に発生する異常電圧  個別接地の場合、地絡すると接地間に最大で地絡電

源電圧が現れる。この地絡による電流は大きく、例えば、D種接地 とB種接地に避雷器を
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設けた場合、作動電圧が電源電圧を下回るとこの地絡電流が持続 して避雷器に流れること

になる。

(2)変圧器の高圧 と低圧 との混蝕時異常電圧  高圧系統は非接地であることが多 く、

この時、高圧倶1混蝕時の電流による低圧倶1電圧上昇が 150V以 下になるように B種接地抵抗

が決められている。混触時に流れる電流は、電気設備技術基準。解釈 第 19条第 3項に規定

され、非接地方法で最大 10Aが見込まれる。

(3)電気機器の複数接地極間電位差  電気機器には複数接地極を設けているものが多

くあり、この接地極間に電位差があるものがある。両者は絶縁確保ができず接続 されてし

ま う場合が多くある。その時、接地回路の抵抗が小 さい場合が一般的であり、大きな電流

が流れる。実際に、接地系統に lA以上の大きな電流が流れている例が見られる。

3.低電圧作動避雷器の原理

低電圧作動避雷器 は、避雷器 に使用 され る一般的

な避雷素子 (以下、 SPD)と 持続性電圧か らの S

PD保護回路か ら構成 され る。 SPDは 、速い立ち

上が りの雷サージの侵入に対 して動作 し、侵入電圧

を抑制す る。 SPDの 雷サージ処理エネルギー量は

大きいが単発現象であ り頻度は少なく 1秒以下で終

わる現象である。一方、持続性異常電圧はサージ電

圧 よ り小 さくとも持続す ることによる放電の総エ

ネルギーは大きく、 SPDを 破損 させて しま う。低

電圧作動化 には SPDに その持続性異常電圧 か ら

の保護回路が必要である。

持続電流保護回路はSPDが 作動するまでのサージ電圧に耐えられ、持続性電圧処理電

圧はSPD作 動電圧 より低 くし、連続的なエネルギー処理量に十分耐えられるものにする

必要がある。 これを実現する基本の保護回路は Fig.1に なる。インダクタンスと正逆並列

接続 したダイオー ド (以 下、ダイオー ド)で構成 される。ダイオー ドに流れることになる

地絡電流は、B種接地許容抵抗を満足する電流制限抵抗を各変圧器に設けることで抑制で

きる。保護回路ダイオー ドは、この抵抗で決まる電流以上の容量にする必要がある。

雷サージ対策には、保護回路ダイオー ドはSPDの 動作電圧より小 さくする。また保護

回路の応答はSPDよ りも遅 くし、SPDの 応答で決まるようにする必要がある。この応

答速度は、ダイオー ドの順方向電圧―電流特性から順方向抵抗変化から時定数の変化を伴

うが、SPDよ りも十分遅いものにする。

一方、持続性異常電圧対策には、避雷器の電圧降下は、保護回路の電圧降下はSPD作

動電圧よりも小 さく、保護回路の電圧降下で決まるようにする必要がある。

サージ電圧に対 して、保護回路のダイオー ドに流れる電流は、インダクタンスで SPD

が動作するよりも応答速度を十分遅 くすることで、保護できる。 しかし、 SPD作 動中で

もインダクタンス電圧降下を得るため、インダクタンスに流れる電流は増加する。インダ

クタンスに使用する磁性材は、この期間、磁気飽和させないことが必要である。

4.低電圧作動避雷器実現のための予備実験・考察

4.1 低電圧避雷器の特性測定

4.1.1 測定系

保護回路

避雷素子 (SPD)

Fig.1接地用低電圧作動避雷器の保

護回路

イ|ン |ダウ|タ
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SPDは 使用ダイ

オー ドを複数直列接

続す ることで定電圧

型 SPDを 模擬 した。

(1)サージ電圧印加

特性   サージ電圧

印力目特性は Fig。 2(a)

で行つた。SWlを ON

にして 20μ Fコ ンデ

ンサーを約 200Vま で

充電 してから SWlを

OFFに し、SW2を ON

に して雷サージを模

擬 した。スイ ッチを

ONに したときの特性

はスイ ッチの種類 に

より異なる。スイッチ

は  ①普通型、②サ

イ リスタ、および③水

銀 リレーの二つの方

法で特性測定を試み

た。①普通型ではチャ

タ リングのため正確

な測定ができなない。

①

― ―

lkΩ  swl

(a)測 定回路
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(c)正 逆並列ダイオー ド8組でSPD模擬

インダクタ

避雷素子 (SPD)

High Voltage

Supply

SW2は②できれば③、
できない。
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(b)正逆並列ダイオー ド10組 でSPD模擬

Fig.2サージ電圧印加特性の測定

②サイ リスタはかな り改善され測定には使用できるが、まだ ON時の初期振動が観測された。

③水銀 リレーの場合はシャープな特性が得 られ、測定に最適であった。

(2)交流電圧印加特性  交流電圧印加特性は Fig。 3(a)で行つた。単相三線式の場合の

地絡を想定し、地絡電圧は 100V、 B種接地線に入れる電流制限抵抗は 20Ω とした。 100V

電源は、建物電源系統 と分離するため、絶縁変圧器を介 して導入 した。

4。 1.2 サージ電圧印加特性

Fig.2(a)は、使用測定系で保護回路ダイオー ドは 2組、定電圧型避雷器模擬ダイオー ド

は (b)が 10組、(c)が 8組の測定結果である。SPDに 加わる電圧のパルス幅が、動作電圧

を小さくすることで、400 μ sか ら 500 μ sに変わった。このパルス幅は保護回路のインダ

クタンスが飽和 し保護回路の電圧降下が小 さくなるため生 じるものでSPD動 作時間幅で

ある。 このときには保護回路に流れる電流は最大で十分保護ダイオー ド電流容量以下でな

ければならない。 SPD動 作時間幅後の負電圧域はインダクタンス電流が減少 しているこ

とを示 している。 SPD動 作時間幅の拡大、即ちインダクタンスが飽和 しない時間を長 く

するには保護動作中のインダクタンスの電流を小さくすればよく、そのためにSPDと 保

護ダイオー ド間の電位差はできるだけ小さくすることが必要になる。また磁性材飽和電流

を大きくすることも必要である。 SPD電 圧が作動期間を現す電圧パルスの立下 り後、負

から正に変わって直ぐに小 さな正負のパルスが発生 し乱れる。これはインダクタに流れる
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電流が保護ダイオー ドのスイ Flg.3

ッチングで切 り変わるときに

生 じるノイズである。

インダクタンス磁性材の飽

和後、保護ダイオー ドに流れ

る電流は、回路の寄生抵抗だ

けでは不十分な場合、抵抗を

付加することでダイオー ドに

流れる電流を抑制できるが、

持続性電流による電圧降下は ・ ｀

SPD動 作電圧以下に しなけ

ればならない。そのため挿入  |
できる抵抗は lΩ 以下の抵抗 ‐

値になる。

地絡時の接地用避

雷器特性の測定

AC100V

(a)測 定回路
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4.1.3 持続性異常 (交

流)電圧印加特性

避雷器に流れる最大の持続

性異常電圧になる地絡事故時

の電流を想定 して特性測定を行 った。地絡時の電流は地絡相電圧 とB種接地抵抗で決ま り、

測定では 100Vと 20Ω とした。測定系は Flg.3(a)を 使用 した。保護ダイオー ドは 2組を直

列に接続 し、 SPDは 8組のダイオー ドを直列に接続 して模擬 した。

測定結果は Fig。 3(b)(c)の 結果が得 られた。電流が 0レベル と正負交差するときに大き

な磁場変化があ り、その時発生す るパルス状誘起電圧によるSPDに 電流が流れている。

これはインダクタンスを小 さくすることで小 さくな り、測定結果では 3mHか ら 1.3mHに す

ることで (c)か ら(b)の よ うになった。 さらにインダクタンスを小 さくす ることで全 く流れ

ないものにできる。別の方法 として、 SPDに 定電圧型で無 く開始動作電圧が高いGDT
を用いることで解決す る方法、また静電容量の増加 を問題に しなければコンデンサーを並

列に接続す る方法もある。

5。  終わ りに

ファラデーゲージの破れを前提 とした、接地極間に異常電圧が発生 し易い個別接地を導

入 している受電設備 を持つ鉄筋・鉄骨構造物建物は多い。接地用低電圧作動避雷器 は、そ

のような場合に個別 に対応 しなければな ら無いことが多 くある。また、変電室を持たない

家庭用等電源設備に、今注 目を集めているスマー トグ リッ ドを導入する場合、信頼性確保

に電源 ラインの接地ラインの電位 を接地極電位 と同 じにするため必要である。 さらに低い

電圧処理を行 う電気回路系を使用 している場合、過電圧 による トラブル発生を抑制す るた

め、避雷器の低電圧作動化は必須である。接地用低電圧作動避雷器の活用個所は多 くある

と考えている。 続編 については機会を改め報告す る予定である。 なお、本報告は 2009

年工学系研究科技術部個別研修の成果であることを記 して関係す る方々に感謝す る。
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