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l.は じめに

大学内建物の大半は鉄筋・鉄骨建物で建物内に受電室を持っている。それに伴って必要なA、

B、 C、 およびDの各種接地は一般的に個別接地になっている。B種接地は、変圧器二次側電圧

が出カー次側高電圧混触により電源の対地電圧の過電圧防止保護のため、使用されている。こ

のB種接地は、一般的に連接使用しているため、逆に地絡時に接地・電源系統に異常電圧を発

生させたり、誤動作の原因になる事例が生じている(lXの。また、電源系統のコモンモードノイズ (以

下CMN)の 共通インピーダンスとなるため、ノイズトラブルの原因にもなっている。現在主流になり
つつある統合接地を導入することで抑制できるが、基本的な問題は残る。抜本的な対策として、
正常時は非接地とし、異常電圧発生時は自動的に瞬時に接地状態にして保護するようにすれ

ば、B種接地の機能は確保でき、接地による安全とノイズトラブルの問題点は解決できる。能動接

地は、この機能を可能にする新しい接地方法である。

2.能動接地の原理

一般的に使用されている変圧器を考えたと

き、もし安全上必要なときだけ自動的に確実に

B種接地を確保できれば、正常時は切り離すこ

とができ平衡になるため、NMNからCMNへの

変換が小さく高調波ノイズ電流は抑制できる。
また地絡時にも漏電電流を流すことができるな

らば、漏電遮断器を作動させることも可能であ

る。

これは能動素子を用いることで瞬時に切換が

可能であり、変圧器での高電圧混触時の電位
上昇を検出して瞬時に B種接地にすることが

可能である。最近の半導体は使用方法を誤る
ことが無ければ高い信頼性が得られる。能動

接地は、この半導体能動素子を用いてのこの

機能回路実現の提案である。

能動接地の機能は、正常時と異常時に分けて考えなければならない。正常時は、絶縁状態で

電源から安定な中点電位を確保できる機能が必要である。一方、異常時に必要な機能は二つあ

る。一つは①ある電源線に漏電が生じた場合、漏電遮断器が作動する電流を流せる(あるいは代

わる機能がある)。 二つ 目は②B種接地は通常は非接地であるが、高電圧が混触したときにB種接

地が機能し電源電圧の上昇を抑制する機能である。

2.1能 動接地

実現する基本回路は、図1に示すものになる。Nおよび Pチャネル MOS_FETを並列接続しドレ

イン側に抵抗を直列に接続したものが基本単位でその単位を各線と接地間に設けることになる。

図1単相電源に適用した場合の能動接地基本回路

oINチ ャネルMOS― F猛丁 oIPチ ャネルMOS… FE丁
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従って単相 は2セット、二相 は3セット使 用する

ことになる。使用する能動素子であるNおよび

Pチャネル両 MOS…FETが 図 2に示すようにソ

ースードレイン間に一定電圧を加 えた時、Nチ
ャネル MOS_FETではソースーゲート間電位 が

ある一定以上で直線的に増加し、Pチャネル

MOS―FETではある一定以下で対称に同様の

動作をする。

2.2高 電圧混触時の動作

一次側非接地高電圧が混蝕した時に流れる最大電流に対し電圧上昇が 150V以内にする必

要がある。電源線路の上昇があると電源中点電位の対地電圧も上昇し、ソース・ゲート間電圧は導

通状態になリドレインに電流を流す。このときの対地電圧は、ほぼこのドレイン抵抗の電圧降下で

決まる。この動作は変圧器二次側出力電圧が喪失している状態でも混触時には作動し安全を確

保できる。

2.3漏電時の動作

AEUは、配線路および電気機器において、もし絶縁不良や地絡が発生しても接地電位が電源

中点電位を確保するように機能する。絶縁不良を起こした線路からの漏洩電流は、反対側線路の

対の FETセットに流れるようにして電源中′点電位を維持する。そのことから既存の漏電遮断器を作

動させることができ、また電路の異常の程度を連続的に監視することも可能になる。現在の各変圧

器の B種接地を連接している場合は、地絡時

に電源系統共通に異常電圧を生じるが、本方

法では AEUを使用した適用変圧器系統に限

定される。

3.模擬回路による動作確認測定

実際の動作確認を単相の模擬回路で行つた。
デジタルオシロスコープ (DOSC)に よる観測は、

接地電位を基準にして、Ch.1は 単相 24V変圧

器出力の一端を、Ch.2はもう一端を、Ch.3は両

端電圧の中′点電位を観測した。使用 MOS― FET
は、エンハンスメント型 MOS―FETを用いた。
3.1正常時動作

測定は、図3(a)により測定した。測定結果は図
4(a)である。電源中点電位と接地電位間の電位

差が小さいとゲート・ソース間電位は小さく不感

域になる。そのため、電源と接地間は高インピー

ダンスになり、接地電位は周辺電界の影響を受

け不安定になる。左観測結果はこのときの電源

中点と接地間電位差を観測したものである。右

観測結果は左記、不安定性を補償する回路を

付け加えたときの観測結果である。電源 中点電

位は安定な接地電位を確保している。
3.2高電圧混触時動作

(a)Nチ ャンネルMOS―FE丁 (b)Pチ ャンネルMOS―FE丁

図 2 MOS― FE丁の ID―VGS特性

(a)正 常時動作

(b)混触時動作

(c)漏 電時動作

図 3模 擬浪1定系
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測定は図3(b)で測定した。混触は、変圧器

一次側 100Vの片側を接地し、もう一方に 1

kΩ 020 Wを通して二次側①端と②端に接続し

て模擬した。①と②いずれも接続個所 に一次

側の印加電圧 が加わり、接続しない方 には、

二次側は位相が反転するため、二次側電圧を

加減した電圧が加わることになる。図4(b)はそ

の観測結果である。いずれもほぼ同じ観測結

果であつた。一次側の印加電圧がほぼ動作条

件を決めているためである。

3.3漏電時動作

測定は図 3(c)で測定した。漏電時動作は、リ

ーク抵抗 5 kΩ と2.5 kΩ について行つた。

測定結果は図4(c)で ある。漏電線路と反対

側の FETセットが動作し、電源 中点電位にな

るように作動するが不感域が生じるため、接地

と電源 中点電位差は、矩形波状になる。電源

2線の観測波形は矩形波に対してほぼ対称に

なっている。いずれのリーク抵抗の場合もほぼ

同じ波形になっているが、リーク電流が大きい

方が矩形波高値 は若干大きくなっている。い

ずれにもスイッチング時の特徴的なノイズが見

られるが、未対策のため大きなものになってい

る。

基本構成のみ       補償回路付き

(a)正常時中点電位 (Ch.132:10V/div.,Ch.3:lV/div.)
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(b)絶縁不良時動作 (ch.1′ 2:10V/d市 `′ Ch.3:lV/d市 .)

図4模擬観測結果

4.考察

変圧器 出力に中点が無くとも、本接地方法を適用することで電源 中点を接地電位 にできること

を確認した。例えば、三相変圧器は Y―△結線の使用が一般的で、二次側の一端をB種接地として

いるが、この場合でも中点接地が能動的方法で可能になる。電源電位上昇も抑えることができる。

この方法は、電源設備に限らず、電気機器回路の電源にも適用でき、安定な対地電位を確保でき

る。また回路構成を直流用に変えることで、直流電圧源に対しても中点電位を確保することができ

る。

不感域があるため、スイッチング特性が現れている。これは補償機能回路を付加することで安定

な中点電位を確保するものとし、不感域を超えた電位変化については異常とし保護回路の作動あ

るいは警告する機能を付加することで対応する方法が現実的である。不感域の電圧は小さくなる

ため付加回路の消費電力も小さなものにできる。

AEUの接地は、図5に示す接地構成にして使用

する。この構成は高調波ノイズ電流の漏洩がある場

合でも建物に流さず、建物電位は高調波ノイズの

影響を受け難い安定電位を確保できる。

B種接地極は、不平衡のため、正常時でもフィル

ターの漏洩電流が流れる。埋設接地極はこの交流

電食により接地抵抗の経年劣化を大きくしている。

また、構造体の電食の存在も予想される。能動接

地の導入は、この交流電食問題を無くすことができ

リーク抵抗 2,5kΩ

D種接地

電源設備接地極

鉄筋・鉄骨建物

電位代表接地極

構造体・環状等接地極

能動接地ユニッ ト(AEU)の電源設備への適用

方法
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る。

AEUには高信頼性が必要である。変電室のノイズ環境は良い環境では無い。主要な部分はシ

ールドを施すこと、また開閉等のサージ電圧・電流に耐えられるようにすることが必要である。必要

な場合には避雷器保護も必要である。

使用環境でのサージ抑制のため、接地電位代表接地極は十分接地抵抗を低く同一電位にす

る必要がある。建物外部との雷電流等の出入り口になる建物基礎構造体接地極と周囲に設けた

環状等接地極とでできるだけ広範囲に一定電位を確保できるようにした接地電位代表的接地極

の確保が重要である。

正常時は非接地になるため、単相の場合コンデンサーを並列に、二相の場合 Yあるいは △結

線によリコンデンサーを設けることで NM成 分のインピーダンスのみを小さくすることができる。NM
成分に対し、既に提案した分離トロイダルコアによるノイズ抑制効果を効果的に高めることができ0)、

従つて、不平衡によるNMNからCMN成分への変換量も小さくできる。

5. 糸冬オつりに

省エネルギーのため、インバータ導入は一般的になつており、高調波ノイズは今後も問題である。

また、地絡による誤動作や異常電圧は、耳にすることが多く、高頻度で発生しているものと推測し

ている。

能動接地という新しい接地方法を導入することで今までの限界を超えて効果的な高調波、およ

び異常電圧対策技術が可能になるものと考えている。

導入に際しては、保守の容易性、安定性、十分な信頼性など、使用環境に耐えられるものにす

ることが必要である。

本報告の基本である、20H年 9月 に電気設備学会全国大会発表「新しい接地方法 ― 能動

接地」は0)、 2011年度 FJTを活用したことを記して感謝する。
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