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l.はじめに

高透磁率材トロイダルコア(以 下、コア)は 、電源系統の高調波ノイズ (以 下、ノイズ)電流を抑

制する方法として広く利用され、コモンモード(以下、CM)成分を対象としている。このノイズ電流

は、例えば、電流路の対策箇所の一つであるB種接地線に大きな電流が流れる場合も有り、そ

のときには使用したコアが過熱する。また、使用場所によつては熱による絶縁破壊等の損傷等に

より、何らかの事故の原因になることが予想される。省エネルギーのため、高調波発生源になっ

ているインバータの導入は一般的になっており、このことを反映して電源ノイズ電流も多い(lXの。

こうした背景からノイズトラブルは多くなると考えられ、今後、大きなノイズ電流抑制効果が得られ

る線路へのコアの導入例は益々増えていくことが予想される。従ってそれだけ問題になる大きさ

の循環電流が流れることが生じる頻度も増え、それだけコアの過熱も問題になると予想される。

特に、事故等で大きな循環電流が予想されるところ、また過熱に耐えられない場所で使用する

場合は、安全対策上、過熱防止対策が必要である。本報告は、こうした使用条件で使用せざる

を得ない場合の保護対策方法について検討した。

2.高透磁率材トロイダルコアによる高調波電流の抑制

2.1高透磁率材トロイダルコアにより得られる特性

(1)使用方法  コアは、大きなインダクタンスを得ることができる。しかし、磁気飽和により、この効

果は消失するため、磁気飽和しないように使用することが必要である。電源商用周波数ノルマルモ

ード(以下、NM)成分に対して、電源電流は大きく飽和してしまう。飽和しないまでも線路インピー

ダンスとして加わるため使用されない。従つて、電源ラインではCMノイズ (以 下、CMN)を対象にす

る使用方法が一般的である。

一方、NMでも飽和させずに、また電源周波数成分に対してはインピーダンスを高めずに、高調

波ノイズ周波数成分に対しては高インピーダンスが得られる方法として、分離トロイダルコアによる

使用方法が提案されている●L過熱保護の対象箇所になる対策方法である。

(2)ノイズ電流の抑制  コアは大きな挿入インピーダンスが得られるため、ノイズ電流の抑制がで

きる。高透磁率材は色々な種類があるが、大きな抑制効果が得られるものとして、高周波数まで、

比透磁率が大きく、高インピーダンスが得られるものが好ましい。またノイズエネルギーは熱エネル

ギーに消費させてしまうことが望ましいため、インピーダンス成分の内、抵抗成分が大きなものが望

ましい。しかし、これがコアの力日熱因子になる。本報告で問題にしているものである。

積極的にノイズを消費させる方法として、二次コイルを設け、二次側に最大の消費電力が得られ

る抵抗を入れる方法もある僣)。 この方法は、外部抵抗にエネルギー消費を分担させコア磁束を抑

制するため、コアの過熱を抑制することができる。

(3)ノイズ電流の拡散防止  ノイズ電流を被覆構造接地線に集め、周囲の接地経路に拡散しな

いように使用する方法がある●Lこの方法を用いることで、ノイズ電流の拡散範囲を小さくし、ノイズ

トラブル範囲を小さくとどめることができる。また好都合なことに、この対策は対策箇所への外部ノイ
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ズの侵入を抑制できる方法であるため、外部ノイズを侵入し難くする。

2.2コモンモード成分高調波ノイズ電流の循環路とコアの使用箇所

大きなノイズ源の一つになるインバータ駆動モ  手相変圧壁
インパータモータ
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出力側の負荷までのCM成分の高調波ノイズ

電流循環路は、ノイズ源から電源線を通り、負荷  編属賢
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奪, 図1 高調波電流循環路と高透磁率材卜ロイグルコ
と途中の寄生容量による漏洩電流は無視できな 夕の使蔵彗所

くなる場合も多い。一方、入力側は変圧器とそのB種接地線・接地極及び他の電源負荷回路を通

り接地経路を通つてノイズ源にもどる。

コアの高調波対策に使用する箇所は、CMN電流の抑制とその電流拡散の抑制である。CMN電
流の抑制方法は、一般的にCMN電流循環路に使用するが原貝J的 にノイズ発生源近くに置く。ま

た、使用箇所で共通インピーダンス電圧降下とならないように使用する必要がある。

ノイズ電流の拡散防止対策は、等価的にノイズ電流の戻り電流路のインピーダンスを小さくし、

電源線の被覆構造接地線に集め元に戻す方法である。この被覆構造接地線にコアを使用するこ

とで効果を高めることができる。しかし、拡散対策は一般的に取られておらず、広範囲にノイズ電流

を増加してしまっている例が多いようである。
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図2 高透磁率材のヒステリ
シス特性
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図3 高透磁率 卜善イダル
コア進熱保護方法

3.高透磁率材トロイダルコアの過熱防止原理と測定

3.1高透磁率材トロイダルコアの発熱と過熱防止原理

図2は高透磁率材に加える磁界を上昇下降させたときの磁場の変

化を示したので、ヒステリシス特性が現れる。電流の上昇と下降で磁界

にヒステリシス特性が現れる。このヒステリシス特性の面積部分が熱損

失になる。ヒステリシス特性は高調波ノイズエネルギーを熱エネルギー

として消費させる点で好ましいが過度な電流が流れる状況が生じるとコ

アの発熱原因になる。このヒステリシス損失は、周波数の増加と共に増

加する。透磁率材比透磁率の周波数特性が一定であればこの損失も

周波数に比例することになるが、比透磁率は周波数の増加に伴う減少も

あるため、比例して増加しない。また電流によつてコア内の磁束密度は

大きくなり、電流に比例してヒステリシス損失も大きくなる。

過熱保護は図3に示すように一定温度を超えたときに短絡コイルを作

るようにする。こうすることでコア挿入によるインピーダンスはOΩになり、

発熱原因が除去される。コタツや電気毛布などに温度ヒューズが広く利
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用されているが、温度ヒューズはある一定温度を超えたら溶断し回路を遮断する機能を持っている。

高透磁率トロイダルコアの過熱保護のためには、通常は開放状態であるが、ある一定温度を超え

たときに、温度ヒューズと逆の機能、短絡させる機能を持たせたものが必要である。

3.2高透磁率材トロイダルコア特性の測定

コアそのものと短絡コイルを設けた

場合のインダクタンス及びインピーダ

ンス・抵抗成分の周波数特性を測定

した。使用したコアは、大きなノイズ抑

制 効 果 が得 られるファインメット材

FT-3KM F4424Gで ある。トロイダルコ

アの寸法は外径 46.5 mm× 内径 21.5

mm×厚22.8mmで ある。図4は 1ターン

(貫 通しただけ)で得られるインダクタ

ンスの周波数特性である。図5はイン

ピーダンスと抵抗値の周波数特性で

ある。いずれの場合

も短絡コイルを設け

ることで、インダクタ

ンス、及びインピーダ

ンス・抵抗成分はゼ

ロ近くになっている。

被測定コア重量は

1個 128gである。主

成分である鉄と同じ

とすると、モル熱容

量らは 24.97J・ K・ 0

mol‐
1(at 298.15K)、

モ ル 質 量 ν は

55.845 ge mol~1になる(理科年表により引用 )。

4.考察

(1)コ ア温度  コア温度は、発熱量を一定とすると、放熱量はコア温度■。rθ と周囲温度Lυγとの

差と共に放熱係数αに比例して単純に増加するとして、放熱量が発熱量と平衡する温度になる。

等価抵抗 Rcoγθ′√、ノイズ電流塩′fとして、次式になる。

R 
ε θ γ θ ′ノ

・

塩 ′√

2=α

(■ 。 rθ
一

■ ur)________一
一 ― 一 一 ― 一 一 ―

(1)

左辺の発熱量は、被測定コアの場合、ノイズ電流がlAとして、ノイズ周波数が50 kHzでは約 15

Ωで15W、 100 kHzだ と28Ω で28Wになる。1分当たり900J、 1680Jに なる。例えば、50° Cの被測

定コアの熱量は重量とモル熱容量から2862Jであり、発熱量は無視できない。

■∝θ=≒ギ+Lw______― ―p
(2)式からコアの磁気特性に影響を与えないようにしてフィンを設けるなどして放熱係数αを高め
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図4短絡コイル有無の高透磁率トロイダルコア(FT3M

F4424G)インダクタンスの周波数特性
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図5短絡コイル有無の高透磁率トロイダルコア(阿-3KM F4424G)の インピーダン

ス・抵抗成分の周波数特性
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ることでコアの上昇温度を抑える方法も必要である。

(2)保護回路  必要機能は、温度ヒューズと逆の機能になる。高調波ノイズ電流を流さないように

できないため、受動的な対策方法として、短絡させる回路を付加させることになる。測定結果からも

等価抵抗をOΩ にでき、過熱の保護はできるが、ノイズ電流の抑制はできなくなる。従つて、同時

に動作したことを、色や音で知らせる機能が必要である。また復旧も簡単にできるように短絡器は

簡単に交換可能にする必要がある。

(3)コア過熱可能性箇所の調査  どのような場合に過熱があるのかまだ報告例は見あたらない。

現場での発生事例は聞いているが、まだ表には現れていない。使用事例と、どのような場合に発

生するのか調査し、確認実験を進めることで使用すべき場所が明確にし、安全対策に貢献できる

ものにする必要がある。

(4)地絡電流等遮断時のサージ電圧対策  インダクタンス成分は、流れている電流が遮断され、

磁場が消失する際に、それを抑制する方向に大きなインパルス状ノイズを発生する。地絡時等の

CMN電流が大きくなる場合、またノイズ対策効果を高めるため、コアの巻き数を多くする場合、大

きなサージ電圧の発生が予測される。このサージ電圧が無視できない場合、このことについてもあ

らかじめ対策することが必要である。この対策は、リレーコイル等のインダクタンス成分使用箇所に

一般的に行われている対策方法と同様の対策を、コアを通る線の両端、あるいは二次コイルにす

ることで済ませることができる。

5。 糸冬オフリに

本報告は参加学会での技術討論の中で「高調波ノイズ対策でコアを用いたところコアが

過熱した。」と問いたことが切掛けになっている。今後、ノイズ対策でコアの導入例は増え、コ

ア過熱の問題 は無視できなくなると考えたことが本技術 開発報告の切掛けになっている。

現在、まだ模擬実験を進めている途 中で有り、それを含 めた詳細な報告は別の機会に行

う予定である。

本報告の一部は20H年 度 工学系研 究科技術部 OJT研修 の成果である。記して感謝す

る。
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