
NTT，NTT東日本，�電力中央研究所の３社において，通信と電力の接地を1つ

の回路と考えた実験的検討を実施しています．2006年度は，需要家接地方式・配

電線と通信線の架線状況・雷サージ侵入個所等が雷電流の分流様相に及ぼす影響に

関して実験を行ったので，その概要を説明します．
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共同実験の目的

近年の高度情報化社会の進展に伴っ
て，通信会社においては，情報通信の
信頼性確保すること，また電力会社で
は瞬時電圧低下も含めた停電の極小化
が不可欠な状況となっています．また機
器のIC化や小型化により，従来に比べ
て小さな雷サージの侵入に対しても機器
が被害を受ける可能性が高くなってい

ます．
お客さま宅において雷による故障の原

因の１つとして，通信系の接地と電力
系の接地が分かれていることが挙げられ
ます．現在のお客さま宅における接地状
況を図１に示します．
現在のお客さま宅における通信系の接
地（保安器の接地）と電力系の接地
（分電盤あるいはトランスの接地）は分
かれて接地されています．この形態にお

いて通信あるいは電力線から雷サージが
お客さま宅に侵入する場合，避雷器な
どの動作により雷サージを大地に逃がし
お客さま宅の設備を守ります．しかし，
大地に雷サージが流れるとその電流によ
り，大地の電位が上昇します．このとき
通信系と電力系が分かれて大地に接地
されていると，その間に電位差が発生し，
この電位差によりお客さま宅の設備が故
障してしまいます．特に通信線と電源線
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の両方が接続される最近の電話機や
FAXなどの通信機器が多く被害に遭い
ます（1）．
このような状況下，今後の雷害対策

の方向性は，電力設備や通信設備が個
別の接地を取るのではなく，図１に示す
ような接地の共通化が有効と考えられ
ます．
ただし共通接地を実施する場合，従

来のお客さま設備における避雷装置の定
格や配置方法が新規格でも妥当な雷害
対策となっているか，各種接地の構成が
雷害対策のうえで効果的となっているか
等の問題を明らかにすることが重要とな
ります．
そこで通信および電力において雷害対
策の研究開発を行っている，NTTと
NTT東日本および電力中央研究所の３
社で，効果的・効率的な雷害対策技術
の普及のため，戸建て住宅の共通接地
化に関する共同実験を行いました．

３社の共同研究は2006年度から2008
年度までの３年間を予定しており，
2006年度は戸建て住宅における雷サー
ジ電流の発生様相の関係を実験的に明
らかにします．

実 験 概 要

実験は，2006年12月に電力中央研究
所　塩原実験場（栃木県那須塩原市）

にて行いました．実験で使用したケーブ
ル線路図を図２に示します．
実験は塩原実験場の12MV衝撃電圧

発生装置と模擬配電線，通信線および
模擬家屋を用いて行いました．衝撃電
圧発生装置および模擬家屋を図３に示
します．
電力ケーブルおよび通信ケーブルは10
径間，亘長430 mで構成されています．
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図２　模擬配電線および通信線線路図 
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雷サージの反射を避けるため，電力ケー
ブル両端において配電線の相導体を抵抗
で終端し，通信ケーブル両端において通
信線全線，ケーブルシースおよびストラ
ンドを接続して，抵抗で終端しました．

実 験 結 果

宅内の電力，通信および家電機器の
接地の連結方法による雷サージ様相につ
いて比較しました．今回の実験では，模
擬家屋内に設置した分電盤の接地，通
信保安器の接地，および接地の必要な
家電機器（接地機器）の連結方法によ
る雷サージの変化について調べました．
連結の方法として，次の３種類について

調べました．
① 従来のように接地が個別になって
いる接地方法（従来接地）
② 分電盤の接地，通信用保安器の
接地，および接地機器の接地を連
接した接地（連接接地）
③ すべての接地を共通にして１個所
での接地（共通接地）
別柱引込（６号柱印加）での家屋内

の接地方式による電流の変化を図４に
示します．図中の矢印は電流の流れる方
向を示し，矢印の中の数字は，印加電
流波高値と測定個所の電流波高値の割
合を％で示しています．

（1） 従来接地
従来接地では，印加電流の約28％が

電源引込線から模擬家屋へ流入し，流
入した電流の９割近く（印加電流の約
24％）が通信機器を通過し，残り（印
加電流の約４％）が接地機器の接地線
へ流れました．通信機器を通過した電流
の８割以上が通信引込線を通り，通信
線へ流れ，残り（印加電流の約４％）
が保安器の接地線に流れました．接地
機器および保安器の接地に分流する大
きさが印加電流の４％程度でほぼ等し
くなっています．この原因として，接地
機器および保安器に設置されている避雷
器の動作状態のインピーダンスが接地抵
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図４　家屋内の接地方式による電流の変化 
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抗地値（実験では200 Ω）に比べ十分
小さいため，接地機器および保安器のイ
ンピーダンスがほぼ同じとなるためと考
えられます．
このように別柱引込で従来の接地方

式では，落雷電流の約４分の１が通信
機器を通過するため，通信機器に対し
て非常に厳しい状態であると考えられま
す．また線間を通過する電流は１％以
下であり，雷に対して大きな問題にはな
らないと考えられます．
（2） 連接接地
連接接地では，印加電流の約32％が

電源引込線から模擬家屋へ流入しまし
た．従来接地より模擬家屋へ流入する
電流が大きくなる原因として，連接接地
において大地に複数の抵抗を接地するこ
とにより対大地インピーダンスが小さく
なったためと考えられます．流入した電
流の約７割がSPD（避雷器）に流れ，
残り（印加電流の約８％）が通信機器
を通過しました．接地機器の接地線に
印加電流の約１％しか電流は流れませ
んでした．通信機器を通過した電流と保
安器の接地線から流入した電流（印加
電流の約15％）が通信引込線を通り，
通信架へ流れました（印加電流の約
21％）．
このように連接接地において，通信機

器を通過する電流は従来接地の場合に
比べて非常に小さい値に抑えられており，
連接接地による電流抑制の効果が認め
られました．また今回の試験結果で連接
接地において，接地機器をほとんど電流
が流れず，保安器を通過する電流は従
来接地に比べ３倍以上の電流が流れま
した．これはSPDや接地機器および保安
器の避雷器接地の特性によると考えられ
ます．接地機器の避雷素子はギャップレ
スのZnOを用い，動作電圧が1 800 Vな
のに対し，SPDの避雷素子は接地機器

と同様のギャップレスのZnOですが，動
作電圧680 Vでした．また，保安器に内
蔵されている避雷素子はZnO素子では
なく，動作電圧500 V程度の避雷管で
構成されています．このため各避雷機器
の動作のしやすさは，①SPD，②保安
器，③接地機器となります．さらに，保
安器に内蔵されている避雷管は，動作
状態のインピーダンスがZnO素子に比べ
て小さいため，一度動作すると電流を流
しやすい回路となってしまいます．この
ため，SPDを通過して共通接地線に流
れ込んだ電流の大半は，保安器を通過
して通信線側に流れたものと考えられ
ます．
（3） 共通接地
共通接地では，印加電流の約28％が

電源引込線から模擬家屋へ流入し，流
入した電流の約７割がSPDに流れ，残
り（印加電流の約８％）が通信機器を
通過しました．接地機器の接地線には
ほとんど流れませんでした．通信機器を
通過した電流と保安器の接地線から流
入した電流（印加電流の約18％）が通
信引込線を通り，通信架へ流れました
（印加電流の約24％）．
このように共通接地においても，通信
機器を通過する電流は従来接地の場合
に比べて非常に小さい値に抑えられてお
り，共通接地による電流抑制の効果が
認められます．また，保安器通過電流
は連接接地の場合よりもさらに大きくな
り，３つの接地方式の中でもっとも大き
く，これは侵入してきた電流に対してお
客さま側の接地がSPDのみであるため，
電流の逃げ場がなく通信線側に通過し
ていくためと考えられます．

ま と め

NTT，NTT東日本，電力中央研究
所では，配電設備～お客さま機器～通

信設備が実装された状態における雷害防
護技術に関する共同実験を実施し，宅
内機器の接地方式は，従来の接地方式
に比べて連接接地あるいは共通接地とし
たほうが通信・宅内機器にとって効果が
あるという結果が得られました．

今後の実験予定

今回の実験により電源と通信の引込
方法，雷撃個所および宅内接地方式に
よる雷電流の分流様相を把握できまし
た．しかし，実験のパラメータが非常に
多岐にわたっているため，データの詳細
についてはさらに検討していく必要があ
ります．このため，共同実験に携わった
３社では，今後さらに詳細なデータの分
析と成果の評価，ならびにこれからの課
題等について検討を実施していく予定
です．
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（左から）加藤 潤/ 倉本 昇一 /

浅川 聡

NTT，NTT東日本，電力中央研究所では，
戸建て住宅の雷害防護技術に関する共同実
験を実施し，お客さま設備に対する雷害対
策技術の開発・導入に取り組んでいきます．

◆問い合わせ先
NTT環境エネルギー研究所
TEL 0422-59-7655
FAX 0422-59-3314
E-mail kato.j@lab.ntt.co.jp


