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Introduction

昭和28年度に於ては性能の点からも品種の上からも一

大飛躍をなし遂げ､戦争によって立遅れた技術を一挙に

回至したといっても過言ではない｡すなわち超高圧送電

緑周高速度リアクタンス継

る引出回転式継

計､屋外用積算

器を初め､独特の考案にな

器､電子管式自動平衡型指示記録調節

力計､その他電源開発用機器の機能を

十分発揮せしめるための特殊計許継電器の完成を見た｡

これ等新製品の開拓に当っては日立綜合技術の.成果を取

り入れ､例えば温度補慣用整磁鋼､焼結磁石その他市場

では入手出来ない特殊材料を日立研究所の協力により製

品に採用､性能を一段と向上し得たことほ特記に価する｡

以下各製品に就きその概要を述べる｡

計 器

Electrie M:easuaringInstrumemts

Y-3GA型屋外用単相積算電力計

家庭用積算 力計に対する二大要件､即ち

(1)広範囲､高精度計綜であること

(2)屋外取付に適すること

に対して既に昭和27年6月Y-3G塑屋外用単桔積算電

力計を完成して好

諸情勢に応じて
ノ±=二

ニヌし

を得ている｡28年度には更に内外の

の改善と共に屋外計器とし

て取扱いを簡便にした Y-3GA 型屋外用

計を完成Lた｡

本計器は Y-3G塾の

相積算電力

磁石に対して更に電流特性､

特性､温度特性等の改善､ 庄線輪損失の睾滅を計

って磁気分路､整磁合金片､位相補償線輪､鞋負荷調整

板等の形状や挿入位置に新らしい工夫､改良を施したも

のであるがその他の主鉄心､永久磁石､フレーム､計量

装置等の主要部分はY-3G型､そのまゝであるから､

部品も大部分は互換性を右し､Y-3G の優れた性能を

そのまゝうけついで､屋外計器として必要な条件は

て完備している上に更に前記の

る｡

特性が改著されてい

又検定試験後のガラスカバー締付､封印作

上及びパッキング効果の確実並びにガラスカバーに無理

のかゝらぬように考宿してカバ←耳金の形状を改良し､

3点締付を2点 付に変更した｡

第1図にその外観を示す｡

第1図

Y-3GA型屋外用

単相積算電力計

Fig.1.

Type Y-3GA,

Single-Phase

Watthour Meter

士or Outdoor Use

第2図

Y-32G型

三相積算電力計

Fig.2.

Type Y-32GThree-

Phase Watthour

Meter

Y-32G型

昭和27年4月

相積算電力計

Y-31G型三相積算 力計の型式承認を

得た後､引続いて更に同年暮Y-32G型三相積算

を完成し型式承

力計

も得て､28年虔より量産に入っている｡

本計器はY-31G型がY-2G型単相計器の測定素子

を使用しているのに対して､負荷特性を改善したこと及

び温度補償を施したことで好評を得ている Y-3G型単

相計器の測定素子を使用したもので､Y-3G型の性能ほ

そのまゝ清かされておる りでなく､その巧妙な組合せ

によって更に改善されている｡

測道素子を除く他は全部Y-31G塾と共通で､何れも

計電力測定法の原理によるものであるから三相又は

二相三線式回路iこ於て負荷の平衡､不平衡､負荷力率の･

遁相､進相を問わずいづれの場合に於ても消費電力量を

正確に計量する｡

SX24型配電盤用温度指示計

本熟ま可動コイル比 計型の温度指示計である｡この

原理によるものは周知の通り単位回転力(Einste11-

moment〕が弱く､可動部の 擦の影響を受け指示誤差

を生じ易いので､指針の振れ角度を小さく(約700位)

し､かつ可動部軸を竪軸とLた所謂エッジワイズ型の計

器とするのが常識であった｡今回日立製作所に於て独得
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第3図

Fig.3.

SX封型 配電盤用 温圧指示計

Type SX24TemperatureIndicator for

Switch Board

の内部磁石型計器によりこの困難を克服して第3図に示

すような一般配

Lた｡

盤計器と同体裁の7lく平車由の計器を完成

本品は従来のホイーIストンブリッジ式の温度計に比

L次の特長がある｡

源電圧変動の影響を受けないこノ従って複雑な定

電圧装置を必要としない｡

2.ホイー｣トス1トンブリッジを組む必宴がなく､計器

へサ←チコイルを接続することだけでよい｡

3.サ←チコイル自身の電流は微少にしてあるので､

4.

い､連続指示式にできる.､つ

以上むこより温度測定装置全体が極めて簡素化さ

れ､操作も簡易となっている｡

凋途は発電機､電動機の固定子及び回転子巻線め温度､

融雪の温度及び変圧器の巻線温度､油湿その他の温度測

窯に用いられ､目盛範囲は従 通り 0～120〇Cである.こ

操作電源はD.C.110V.または220Vを標 とする

最近の主な納入先は北陸電力神通川第一党竃所~放び東

北電力本名発 所柄入の水二車発 機の回転子巻線温度指

示洞並びに九州電力上椎葉発電所納入の主変圧器の巻簡

温度測定用でいづれも木器が使用されている｡

タービン軸位置指示計(スラストメータ)

火力タービン最近の傾向は益々､高圧､大容量となり

つゝある｡各種の運転保護装置が是非必要となってく

ろ｡タービンの負荷時の推力は軸受メダルによって支え

られいるので､軸受の磨耗が一定の限度を超えると羽限

がステ←タに接触し一瞬にしてタ←ビンを破壊する重大

な事故を起すことiこなる.一文メタル温度の異常な上

前記と同じ結果を引き起すので､ 転中の軸位置は保守

員･･D絶えざる監視を必要とする.二従来この目的に沿うも

のに満足すべきものがなかった=.日立製作所に放ては､

この軸位置の変位量を電気的に精密に険出し､指示せし

むるS汀勲軸位置指示計を完成Lた= 本計器ほOtO5mm

まで読取り得るものである二
ヰムJ

一
†

哩加

計 日立独得の交流比

第36巻 第1号

茅4図 ター ビン車由位置指示計及び同検出部

Fig.4.Turbine Shaft PositionIndicator and

its Pick-up Part

計を採用しているので､宿瀕電圧､周波数の影響せ受け

ることがなく､正確に和一_青∵置を常時制御盤に放て知るこ

とが出来る特長を有し､又定 置､周波数補償装置､

その他特殊な変換装置等を含まず､政江一部と配 盤用計

器の組合せなので､振香わ､衝撃に対して安定であり､保

守が極めて簡便な優れた特長を持っている二

倍､万一事故のあった場合､回転軸の危険位置で自動

的に警報を発し､更に運転を非常停止せLむる日立式保

き室装置は木棺云計と並列に接続され､指示と相保って正

確な動作が実証されている｡

最近の主な納入寛は､東京電力漸田発電所､北海道琶

力江別発電所､常磐炭砿平発 所等である二

Sr望型直流セルシン式位置指示計

本計器ほ小型制御盤に取付けられる80rnm角の小型

ほ置指示計で直流セルシンの原王割こよるものである｡

これは従来の~交流

いほ誘導型電力

1.

源を用いた Selsyn Motor法或

･法に比し次の特長がある

造が極めて簡単であるから80mm角のような

小型計器も容易に製作し得る｡

2.受信器ほ励磁電源を必要とLない二単に送信器と

受信器問を電榛で結ぶだけで遠隔測定ができるしつ

第5図 ST二型 回 転 子 位 置

(_誘導電圧調整器 乳′)

Fig.5.Type Sγ2Rotor PositionIndicator for

Induction Regulator
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韓6図

Fig.6｡

Sll塑千想_負荷指示付三和電力計

Type SllDoublc Pointer Type Watt-

meter(二IndicationforAnticipatedLoad

and ActualLoad~)

全円周目盛とすることができる√〕

瀕電圧変動の影熟ま110～80%のけ日課められな

し､､

5･受信器は適度の制動を与えてあるので指針のフラ

ツキがなく､指示の読取りが容易である｡外部磁界

の影響も少なく､例えば5ェルステっドの磁界内で

最大1.5%以｢勺である--.

6･電源ほ直流24V から110V まで製作可能であ

り､110V以上は外部直列抵抗を附す〕

開途としては

1･誘噂電圧調整器の回転子1′吊隼指示.昭

2･水草の案内羽槙の閏度手旨云､負荷制限器のト【環指

示用

ボイラの風遺ダンパ印度指元潤

その他の開度指示用

第5図は塵京電力日比谷変電所へ納入した回転子位竃

指示計で､東京電力潮田発電所にもボイラr冒のものを多

数納入している.｡

Sll型予想負荷指示付三相電力計

木器はSll彗り予想負荷指示付三相罵■力計及び予想負荷

送倍器より.成っている.

S‖ ≡型は二要素式実員荷指示二柏電力計とす

示電力計とを1前のケ←ス和こ帰めた複針~宰計賃:-きで､同

一目盛盤上に黒色㌍び赤色の各独立した2本の指針が相

対して動作する故-･見して両者の関係が比較判別でき

る‥ 筒特に目_落を見易くするため180mm角の大三巨J計器

とLてある､Sて1草子憲甘繹線前職か触=封肯こ顆付けら

れた予想･片荷遣ぃ墨により押作される､

以上のように構成されているから乍〔えばノニカ発電所に

放てSll三股t一器をボイラ室に取付けてぉけば､発電機の

時々刻々の実際負荷が判ると同時こ､十め町長皇言築から

知らせてくる発電機のイ懲て描fを同 一片膝盤上に迅速的

第7図

Fig.7.

QVニ⊥及びQV55型電子管式記奇計

TypeQVごIandQV55Electronic

Rec(,rdel･

確に指示し得るので､これにより円滑な運転､高能率な

管理を期することができる｡第`図は東京

所納入のものである｡上部指針〔_赤色〕ほ予

又下部指針は実員荷を示す｡

力潮田発

負荷を､

QV51及びQV55型電子管式記録計

本記鐘計は直流小電流記録用として装作されたもので

あり精度ほ0.5放である｡記裏紙モ送り機構の駆動方式よ

り QV封勲と QV55至妙こ分ける.二

0V討 ≡型ほ小型同期電動機によりゼンマイを巻込む所

謂トルクバランス方式であるっ QVこ5型ほ椀時計からの

信号により誹劃される真空子碍計を内蔵し､これにより

記録紙をi錮動する.:､この方式ほ現時計からの信号により

多くの子時計が同時に駆動出来､子時計全部を親時

間様に最高の程度に保ち得る｡

記録紙幅∴送り適度等はQ5i型言己録計と同様である｡

東京電力縞テレメータの安室記録計とLて

ものである｡

作された

工 費 計 器

IndustrialMeasuri昭Instruments

aIld Controllers

諸工業に拾て計量管玉割こよる企業の合理化ということ

が真剣に考えら′=.るようになってから工業計測器プ之び日

動制御装置の要求もあらゆる分野に7之び､倉敷レイヨン

富山工場､旭ダウ工 延岡工場等化学コニ切にほ勿論のこ

と､三菱鉱業崎戸鉱業所､常磐択砿平発電所､神崎製紙

工場等鉱山､製祇問懐から計石所の汽火力機器の熱管理

f排こ至る迄､す方面にわたって各 の温度計､流量計､

ドラフトゲージ等の指示､記主計之び調節計を納入したり

特に時代¢電照である電子で応mと最近急速に発達し

て裁たサーボ回路の矧論とが結びついて生れた峯け平衡

法の-▲連の 折

∵
′
ト

計
[王子管式日

動 ~d言 か斯

界の脚光を浴びて裁たことは特三さ_さすべきことであろう｡
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第8図 TVI型 電子管式温度指示計

Fig.8.Type TVIElectronicIndicating

Thermometer

電子管式 自動平衡計器
ElectromieImdicating T‡lermOmeter

木器ほ測定しようとする温度の 気的変化､即ち測定

回路の不平衡電圧を真空管増幅器で増幅し､その出力で

平衡用二相可逆モ←†/レを回転させて測定スライド抵抗

を調整し､平衡せしめると同時に温度を指示､或ほ記録

する零位法の計器で､次に示す如き特長を有するた捌こ

現場用計器としての王座を占めつゝある｡即ちいレクが

強力で耐久的構造を有しており､高温､多湿､塵挨､振

動等に耐え､しかも精度が高く動作が安定している｡ま

た変動し易い増幅器の特性ギ電圧､周波数等の変動によ

る影響を殆ど受けない｡附 匡路としては検定抵抗を内

蔵していて､指示のチェックが腎単にでき､他方外部回

路の事前に対して敬障愕保整枝点が動作Lて無駄な駆動

を防止し､赤ランプで表元する方式を探っている｡

TVI型電子管式温度指示計

木器は3000広角目盛で遠方からの読み取りも容易で

あり､Ⅹ-SIミ6型切換スイッチ等と組会せることによって

1箇の指示計で数箇所の規定を測定することができる｡

第8図ほ温度テレメータ用変挨指京計の外観で､温掛こ

比例して送量 を加減し､衡流渡を送り出す

ようになっているもので､四国電力 犀川発 所に納入

し好結果で運転されている｡このように温度指示計とし

てのみでなく各 の変換用､巾継用計器として多方面に

応用され､温度以外ミ･こ 星､液面等の指示計iこも改造で

きる構造になっている｡

PVQ型電子管式空気作動…晶度記録調節計

木器ほ深度を指示､記録する 子管式自動平衡機構部

及びその指元値と調節希望値(設定値)との偏差に応じ

た 節弁の閉度を与える空気作動式調節機構部から成つ

第9図 P~vQ型電子管式空気作動温度記録調節計

Fig.9.TypePVQE】ectronicPneumaticTem-

Perature Recording Controller

ている｡第9図にその外観を元す｡目盛板ほ透明な右楼

硝子で､チャートの前面に取付けられ､それだけケ←ス

は小型にできている｡モートル駆動による零位方式であ

るから連続記録や､標準型調節計の作動が容易で､現場計

器としての条件を十分をこ満足するものである｡調節献腎

部は所謂三項動作調節計であって､伝達連れ､検出遮れ､

不動時間等の大きい温度の自動制御に於て､負荷の変動

が激しい箇所や特別に 調節を必要とする場合に応椙

して最も効果がある｡木器の仕様ほ下記の通りである｡

電 源 圧…………A.C.100V(標準〕

周 波 数=･‥.‥‥‥‥.50亡b またほ60亡せ一

目 盛 範 囲……….目盛幅最小500C以上

測 定 範 囲…………‥ -200～+5000C､

記 録 紙…………有効目盛長110mm

直径300mmダイヤルチャート

平 衡 速 度.‥
……約7sec

(指針が有効目盛全長を移動する時間)=

許 容 誤 差…………….全目盛の 0.5%

制 御 方 式……レrト､及び首動リセット

付比例位置動作空気作動式'

パイロッ トミルブ…………ノンブリード方式一

比 例 帯.‥‥‥
….2～150%

リセットタイム……………… 0.2～50min､

レ′-･下･タ イム……………… 0.1′-10miⅡ･

化学工業用工業計器
Ind11StrialM:easnarmg】hstrnmemts

fo】･ChemicalIndⅥStry

化学工業に於ける計測管理は直接生産管理､特に品質

管理に影響する所極めて大で､高級な計測器､調節計が･

要求される｡制御方式にしても次第に遠隔制御による中

央集中計測運転方式が採周されつゝあり､これ等により
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合理的な運転監視､自動制御が行われている｡

化学工業方面へ納入した工業計器の中で特記すべきも

のとしては倉敷レイヨン富山工場納入の某装置用工業計

器がある｡温度の自動制御にはすべてPVQ塾 手管式

空気作動温度記録調節計を採用し､PFO型流量記録調

節計､PLI型液面精読調節計等の調節計を始め､FLQ

型流量記録計等各種の指示､積算､記録計等多数を納入

した｡

計器盤から装置中の流量等を手動操作するのにⅩ-H

CV塾遠隔手動操作弁が用いられた｡調節弁を作動させ

るための空気圧を調節する減圧弁としては､特別に許容

誤差の小きいものが要求せられ､新設計による減圧弁を

納入して好評を博している｡

また､PVQ型電子管式空気作動温度記録調節計には

すべてⅩ-SCV塾バイパス装置を攻付け､手動操作に切

換えると共に､調節 の点検､手入れを容易にし､一層

節計の効果を尊げている｡これに取付けられる減圧弁

も遠隔手動操作昇の場合と同じものを

第ユ0図

Fig.10.

用している云

NLI型警報接点付液面指示計

TypeNLILiquid LevelIndicator

With Alarm Contacts

1第11区ITHS24型 温 度 指 示

Fig.11.TypeTHS2iIndicating Thermometer

第18図にその外観を示すNLI塾警報接点付液面指

示計はNLI塾液面指示計に警報接点回路を設けたもの

で､被測定液面が2本の指標により予め設定された調整

範囲の上限､または下限に達すると､いづれの場合でも

水銀スイッチが入り､警報回路を閉じる構造になってお

り､その検出は30sec毎に1回行われる｡

従来から定評のある内部磁石塾計器H13塾温度指示計

に24点切換スイッチを取付けた THS飽型温度指示計

(第11図)も操作が手軽で便利なために頻用されてい

る｡

近代的な計器盤室に設置されたこれ等の計器によって

置の運転､制御はすべて合理的に行われ､生産に寄与

する所大なるものがある｡

水 車 発 電 機 用 計 器

Measuaring hstrumentS forⅡydraulic

Altermator

最近水草発電機の総括監視制御方式が採用されるよう

になり､各機器の状態を現場に於て監視すると共に配電

盤に於ても監視することが要求されるようになった｡本

計器は圧油槽の油面､油圧を監視する目的のた捌こ製作

されたものである｡

油面遠方指示計

本計器はNLR型発信器､FN型警報器､S24型指示

計及び附属抵抗器よりなる｡従来この種の計器は汽麓の

水位､各種化学装置の液面の測定用として 作きれてい

たが､その指示計は使用目的､原理上から一般の配電盤

気計器に比し非常に大型で木目的にほ不都合なので

小型化し､S21 指示計とした｡第12図はS飽型指示計

を示すもので､この計器ほ発信器､警報器ほ従来のもの

を用い､又指示計にほ交叉線輪型計器を用いて発

より生じた電圧の比により作動する｡

器に

油圧遠方指示計

本計器はZLR型発信器兼指示計､S24塑指示計及び

附属抵抗器よりなる｡この計器も上記泊面遠方指示計と

第12図 S餌型 油 面 指 示 計

Fig.12.Type S240ilLevelIndicator
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第13図

Fjg.13.

日 立二

ZLR型油圧発信器兼指示計

Type ZLR OilPressure Transmitter

andIndicator

第14図

Fig.14.

S=4型 油 圧 指 示 計

Type S餌Pressure Gauge

同様配電盤に取付ける関係上S2.1草野旨元計とした｡普通

の圧力計ほ測圧部より直接導圧管により圧力を導き測定

するのであるが渕圧部と圧力計顎付位置により､圧力伝

達の遮れを生じたり､高さの補正を要する｡本計器の発

信器には普通の圧力計を用い､ブルジン管の垂ほにより

2つの部分に分けられた線輪り-†で鉄心を動かし､両線輪

に誘起された電圧比により指京計を作動させるもので､

高さ補正､伝達の連れを生ずることがない.｡

第13図はZLR型発1菩器兼指示計で､又茶目図はSごヰ

塑指示計を示す｡.

これ等計器は既に北陸電力神通川発電所､東北電力片

門発

して

所に納入されている= 奇計訂二項ほ水軍発電機用と

作されたのであるが､指示計の｢ト塾化が要求され

つゝある今日､多方面に羞々に証されるものと確信Lて

いる(-

琶

Relays

器

引 出

Draw-Out

回 章云 式 継

and Revひlv∋,ng Type Re且ays

日立製作所は継電器の新製品を次々に開拓し､日立継

論
第
1
5
図

Fig.15.

第36巻 第1号

引 出 凹 転 式 継 電 器t

Draw-OutandRevoIving Type Relav

第16巨ヨ 引出担]伝式継電器プラグ引抜状態

Fig.16.DrこWing Out the Plug

第17r_沼

Fig.17.

引出担]監式継竃器内部要素引出状態

Drawing Out theInternalE王ement

電器として各方面より好 を博しているが､昭和28年度

に於てほ､更にこれらの継電旨;享を十二分己･こ活用するため､

耳亘投操守の簡便化を目的とする日立引出向転式継電器を

完張し､関西電力著大津変電所に納入Lた二

日立引出回転 ご二､在三三の内部導素を特殊の外
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第18図

Fig.18.

引出回転式継電器内部要素回転状態

TurningOuttheInternalElement

第19函 引出回転式継電-㌣~内計覧菜額外し用軸

引抜状態

Fig･19･Drawing O11t the SpirldiJ

第20図

Fig.20.

引出回転式絆電器内部要素軍外した状態

RelTlOVing theInternalElement

函に､独得の方法で収納して半埋込式にしたもので､外

部配線を外すことなく､容易に継電器の点検､試験及び

継電器の取扱え等ができ､取扱保守に新機軸をだしたも

のである｡

第1咽ほその外観､第17図～第20図には内部の状態を

示す｡

構造ほケ←ス､カバー､内部要素を取付けた上部接触

部､外部端子に直結した下部接触部及び両方を

合するプラグよりなる｡

気的陪

内部要素の構造によって､接触部及び外部端子ほ10点

迄は追加ができ､プラグは接触部の数にこだわらず､引

出回転式の各種継

てある｡

器何れにも共通使用できるようにし

木器の取壊を大略説明すると下記の如くである｡

(1)内部矧 の場合は

A.カバ十締付ナヅ†をゆるめ､カバーを取外す｡.

B.プラグを引抜く｡(第1`図参照〕

C.ヒンヂを起して内部要素をプレ←ムと共iこ引出

す｡(第け図参照)

D.止まった所で内部要素を約90Cケースの外側に回

転する｡第18図の回転状態に示す如く裏面､接触部

共に点検は容易である｡

(2)内部要素の取換えの場合は

第19図の状態とし､軸の引抜及び差込することの

みにて容易に内部要素の取換えができる｡策20国は

内部要素を取外した状態である｡

〔3)継 器の試験をする場合は

カバーを外し､プラグを引抜いて前 より内部

要素を取外し､テスト田パネルに挿入する｡

次に木器の特長の主なるものを述べると

(1)外部配線を外すことなく点検､試験をすること

ができる｡

(2)外部配線を外すことなく継電器の内部要素の敢

換えができる｡

(3〕内部要素ほ外部へ引出して筒

で配電盤に取付した

状に回転するの

点検ができる｡

(4〕体裁ほ角型半埋込式として日立角型計諾如こ介せ

てある｡

(5)内部は明るく見易いような塗装が施してある｡

〔6)防塵奉 造である｡

(7)特に下記の点には注意をしてある｡

A.プラグの接触は確実にしてある｡

B｡主変流器回路はプラグを引抜い七も開放されない
ようにしてある｡

C.プラグの引抜等の操作により誤ってトリヅブさせ

ないようi･こ考慮してある｡
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超 高 圧送電線用キャリヤリレー
CarrierRelays forSuperⅡighVoltage

TransmissionI｣ine

超高圧長距離送電線の発展に伴い､これが保 を司る

髄電器関係は従来以上の高速度動作を要求させるに至つ

たuそこで日立製作所は新しく高速度リアクタ∵/ス継電

蕃を始め各種の新型高速度継

北陸幹練成出

した｡

器を開発し､関西 力新

新変速間のキャリヤリレ←として納入

AX塑QC式高速度リアクタンス継電器

超高圧送電線にあって必然的に直接々地方式が採属せ

られ､そのため従来の高抵抗接地式送 泉に於ては必ず

しも必用とされなかった高速度接地保護継

要なものとなって来た｡

器が絶対必

即ち直接々地方式にあってほ一線接地故障の場合も短

絡故障と同程度の大きな故障 流が流れ､機器に重大な

損傷を与えると同時に系統の安定度をおびやかし､文通

伝線に対し 導障害を与えるので短絡故障に対する場合

と同様高速度接地距離継 器が必要とされるに至った｡

AX塾QC式リアクタンス継電器はこの目的に使用す

る接地足巨離継器で､第21図は関西 力､新北陸幹線用

として納めたものである｡

1･第1段要素及び第2段要素からなっており､第1

段要素はインピーダンス特性を有し､0.3乃至3β

の間を､第2段要素ほオフセットインピー~ダンス特

性を有し､0･5乃至5J2の問任意の備に整走出来る

ようになっている｡

2.継 旨諾の設置点から故障点迄の距離を線路のイン

ピーダンス或はリアクタンスによって測定するもの

であるが線路のインピーダンス角による測定誤差を

出来るだけ少くするため第2段要素にはその補償用

タップを有している｡

3･故障点が継電器の整竃値の1/2以内の場合は1.5

～前後の高速度動作をする｡

温HVG型QC式高速度方向継電器

AX型QC式リアクタンス継電器は方向性を有してい

か､ため､木器ほその方向継電器として使用する｡KHV

塑QC式と同様電圧抑制効果を加味してあり､方向選択

には相電流とそれから90〇連れの緑聞電圧を使用し､抑

制電圧には電流と同相の相 庄を便周する｡従って常時

負荷電流によっては動作せず､接地故障が発生すると始

めて抑制 圧が降下し所定の動作をする｡

本継電器ほ又直接々地系統に於けるキャリヤリレ←の

発信停止用 力方向継電器として使用出来る｡方向選択

用の電圧回路にはメモリ効果を与えてあるので至近距離

に放ける三相接地文ほ短絡の場合も確実に動作する｡

第21図 AX型QC式高速度リアクタンス継電器

Fig･21･Type AX Form QCHighSpeed
Reactance Relay

EO型QC式高速度過電流継電器

木継電器ほ接地故障検出用の過電流准 器として製作

したもので､リアクタンス継電器の後備保護用継電器と

しても使用される｡

継電器の動作電流を系統に応じ適当な値に整産出来る

よう､0･5,0･7,1･0,1･5,2.OA の5箇のタップを有す

る電流整迂板を右している｡

木器は故障発生の際ほその過 流によって1⊂b前後の

高速度動作をするが､抑制効果を加味していないのでこ

のまゝ保

高

踪として使用するにほ不適当である｡

速度補助継電器

従来製作している高速度補助継 器の重用三時間は､約

1⊂bであったが､更に動作時間を短縮Ll/′2⊂b程度の補

助継 器を製作した｡

(1)CAll型QT式高速度補助継電器

超高圧送電線保護相のキャリヤリレーにあっては多数

の~柿助継電器を必要とするが､木器はその一般的用途に

使用される高速度継電器で30sec定格であるが1/2亡b

以下の高速度で動作し､4組の接触からなる多接触継電

器である｡

(2)CD21型QT式高速度補助艦電器

木器は拡送電流の受信継 器として製作したもので､

僅か50mAの入力でしかも1/2亡ウ程度の高速度動作を

する差動式多接触式継電器である｡

2粗の線輪を有し､その1は絶えずキャリヤ電源によ

り庇磁されて､内部故障の発生により両端局の発 が停

止れた時両端局同時に動作し､引外し回路を閉成する｡

(3〕CA12塾YQT式高速度補助継電器

単相 断器を3台使用し､故障の障に1つの主継電器

で3台同時に動作させる場合ほ､その合成された引外し

電流ほ非常に大きく､主継電器の接触を損傷するおそれ

がある｡木器はその主接触を保護するために製作したも

ので､引外し回路に直列に接続し､このα接触により主

継電器接触を短絡し操持するようにして使用される｡

▲
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高速度発電機巻線保護絆電器
Ⅱigh Speed Relays for Generator

Winding Protection

一般に発電機の内部故障は巻線の絶縁が毀損し直接鉄

心に接地する場合､或は層間短絡から接地に発展する場

合等があるが､何れの場合も事故を局限し特に鉄心の損

傷を最小限度に止めるため故障を鋭敏､高速に検出し迅

速な処置を取らなくてほならない｡

かゝる目的で高速度発電機巻線保護継

箆比

器として高速

差動電流継電器､高速度接地継電器を完成し､こ

れらをもって28年5月関西 力笠置発電所に於ける人工

故障試験に他社と共に参加し､その性能の優秀なことが

確認され各方面の好評を得ている｡

EY型高速度比率差勒電流謎電器

誘導環塑の構造で抑制要素､動作要素よりなりそれぞ

れ独立した磁気回路と誘導環をもち両回転力を磯械的に

比較動作するものである｡

木器ほ発電機巻線の層問､又は桔間短絡保 に使用さ

れ2.5～20%の比率整定タップを有し使用状態に応じて

タップ整定ができるようになっている｡億劫作時間ほ平

均:1亡七以下になっている｡

第22図

Fig.22.

ⅩY塑 高速度比率差動電流継電器≡

TypeKYHighSpeedRatioDif土erent-

ialCurrent RJJy

算23図ilKGY型高速度接地 電器

Fig.23.Type KGY HighSpeedGroundRelay

瓦GY型高速度接地継電器

誘導環塾の構造で比率､過電流要素からなり､前者の

構造はⅩY塾と同様であるがこの要素は発 磯巻線の両

側の変流器の三次巻線に差動接続されるためインピーダ

ンス､消費電力は掛こ小さいように特殊の設計がなされ

ている｡過 流要素は中性点接地回路の変流器の二次巻

線に接続される｡

木器はCMl塾直流限時継電器と組合せて使用される

もので､故障点が巻線の出力端子より95～50%の範囲

にある時は比率要素はCMl型継

過電流要素を通じて中性点

器との関連において

流で附努され､50%以内で

ほ三次巻線電流のみで動作する｡このようにして95%

の広範囲に亘り十分な回転力をもって､安定に保護する｡

倍外部故障に対L誤動作しないことは勿論である｡

動作時間は95～50%の範囲でほCMl型継電器の動

作時間(4亡b)を含んで約5⊂b,50%以内では約1`もで

ある｡

FDN型電気式水位調整器
Eleetric Ⅵ｢ater LevelRegⅦ1ators

水槽7k位に応じてガイドべ-ン又ほニrドルを開閉

し､発電機出力を常に目 量に自動追随されることほ

極めて有意義で､従来空気式水位調整署割こよって良好な

る成績を得ている｡空気式水位調整者割こおける発電所､

水槽閲の空気配管を3森の導線におきかえ､出力調整は

負荷制限電動機によって電気式水位調整器を新に製作し

た｡

承7k位調整器は7k摺に取付ける発信部､ガバナ←に取

付ける鏡還部､配 盤に取付ける継電器等より成り､外

観ほ第24図の如く､相互配線は弟25図(次頁参照)の

如くする｡水槽水位により動く発信部鉄心と､ガイドべ

-ン開きに応じ動く餞還部鉄心が対応する位置にあると

①線路祇抗補償用抵抗器

㊤継 電 器

①′
⑦書籍イ言部(水槽袈付)

①輯遠部(ガバナー~取付)

第24図 FDN 型 水 位 調 整 器

Fig.24.Type FDN Water LevelRegulator
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第25図 FDN 型 水 位 調 整 器 結 線 図

Fig.25. Connection Diagram o土Type FDN Water LevelRegulator

き､継 器の両コイル 庄は等しく左側､エ側何れの接

点も開成することなく､水専はそのまゝ運転継続する｡

7k槽水位が上昇又は下捧すると発信部鉄心が動き､継竃

苦語両コイル電圧は不一平衡となり､月例又はエ例の接点が

開成する｡負荷制限 動機の回転につれて鏡還部鉄心が

移動し､新な負荷開きにて 転が維持される｡乱調防止

抵抗､ダッシュポット､限時継 綜の操作時間の適宜整

窪により安定な調整が行われる｡

始めての製品は東京電力花剛Il発電所で実地試験を終

昭和電工青木発電所に納入され､近く運転に入られ
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