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3.】変 圧 器

電力 ゝ
｢
ノ平出加増の要 変任器の需要は依然として清禿で,特に超

高任変圧器ほ関西届力株式会社伊月･変電所納200,000lくVA をはじ

め,東打電力作式会社信濃川発電所納200,0001くVA準巻変圧器な

ど8台を製≠Lたご

系統連系川としてri~1巻変圧器が有利であることはいうまでもない

が,すでiこ炊米の 托系統においては盛に採用されている｡わが

国においては154kV系 が高抵抗接地方式であるため単巻変圧器

の利用がほばまれていたが,東京電力株式会社において信濃川発電

所で154kV系を275kV系に連繋するため200,000kVA単巻変圧

器を採用した｡大電力網特に超高圧系統への単巻変圧器の採用ほわ

が国最初の試みであり記録晶である〔′木器の完成により今後275kV

系と220kV系の連系,および将米の400kV級と275kV系との

系用r†-i巻変圧器の製rFに貴重な資料を得た｡

最近負荷時 圧調燃盤の需用が急速に仰び人形器への採用が拡大

されつつある惜執こ応じて,切換え機構の研究聞発を行い機械的電

気的に長寿命のものを製作している｡特に東京電力株式会社北東京

変電所納15,000kVA負荷特電圧調盤器および京二肥 測
/ヱ

式株力

台変電所灘22,000kVA魚荷特電圧位相調盤器ほいずれも超南甘竣

仕器の巾性点側にそう人され主要幹線の電圧または位相を調整する

記録的軌■】こr!lである｡

また海外需要も多くビルマ･パルーチャン発電所33,333lくVA甲

巻変仕器4子～をほじめインド,韓国,サルパドルに47台輸出し,オー

ストラリ7･ニューサウスウエルス州納330kV160,000kVA中巻

変旺器4台をほじめとして多数聾封′叫-である｡

400kV級機器の研究に備え口立蔓隻rFげ‖]立研究所の′ 高圧尖験

軍を着々整備してきたが,さらにわがL巨l最高の1,650kVl,650kVA

がいL形試 用変圧器を完成し,今後の

をかけることになった｡

3.1.1大形変圧器

圧機器の研究にはく中

高圧大容_量器としては,関西電ノJ株式会社伊丹変電所納200,000

kVA(等価容競230,000kVA)1fT同じく150,000kVA(等価容

172,500kVA)1台,東京電力称ぺ会社信濃川発電所納200,000kVA

2台,中部電力株式会社西名古 変電所納200,000kVA(等価容昆

260,000kVA)1台,東北電力株式会社仙台 電所納132,0001くVA(等

価容量156,000kVA)2台,電源開発株式会社御母衣発電所納125,000

kVA2台を完成した〔

に達した｡

これらの変圧器はすべて組立

器は輸送制限のため単相

べ延ま量容作 5,000MVA

送され,特に御母衣発電所用変圧

合形として組立輸送を行った｡

系統の関係上,単巻変圧器は国内ではあまり使用されていないか

ったが,信濃川発偏所に154kV
と 275kVを連系するぎi~1巻変圧器

が納入されたこ これほ国内に烏ける申巻変圧器の記 である._.叩

巻変圧器の陸J撃電虹特性については,いくたの研究を行ってきたが

本変圧器はそれらの成果を泊用して製作された｡

輸甜向けとLてはビルて政昭パルーチャン発電所に1321tVと

230l(Ⅴとの連系用33,333kVAデ~桐目単巻射二E器4台,インドl~Ⅰ三l鉄交

流電化電源用10,000kVA車用変圧器8古､,12,500kVA甘粕変

址器2台,サルパドル20,000kVA三相変圧器ほか4台などな納入

した｡
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第l図 関西電力株式会社伊丹変電所納

2CO,000lくVA･川l射1てH:‡

第2関 東京電ノJ株式会社信濃川発電所納

200,000kVA三脚申窪変圧牒

第3図｢~rl部電ノノ株式会社加納変電所納

9〔),000lくVA 負荷時タップ町換変性符



送 電 よ

第4同 月りと屯ノブ株式会祉仙台変`近所納132,nOOlくVA~三相

変什器および22,0001くVA負荷時`碇=三位イニトl調整器

3.1.2 負荷時タップ切換変圧器

負荷時電圧調悠機器は行柾の記駄■-1■■を完成し.たし,すなわち中部歳

力株式会社加納変電所納90,00nkVAハ荷=キク､ソプ切換射王器2子｢

東北電力株式会社仙台変電所納22,000kVAn荷時㍍仕位相ま■抑整那

2台,東京電力株式会社北東京変電所納15,000kVA拾荷時電J_i三調

整器2台などである(1

90,000kVA変圧器ほ,154kVの巾件点側で11タッナけn荷時切

換を行い,二次は77kVである.⊃負荷時タップ切換をヒi■ゾ亡は,本体と

隔離L･た別楷に収められている.コ

22,000lくVA諒唱鷹岩翫土,132,000kVA変圧告の273.81くⅤ中性点側

に接続され,電圧土5%,伸二柑士10度をそれぞれ闘整する._.一次ほ

主変圧器の三次33kVによって励磁され,二次ほ各相の巻頗宜㈲け

合わせて,同相,直角柏の電任をうる一鉄心の桝ノわEを冊 採用L

た｡このほか,調整器の内外構造および主変圧端との接続などに新

方式が採用された｡

15,OOOkVA調整岩翫も34年度納入Lた220,00()1(VA変圧1t;;の

巾性点にそう入され,275kVの阿路′i紬三を=し7.5′㌔~16闘珊こ肌整す

る｡調整器の一次は主変圧器の三次15.75kVによって励磁され二

次側で虹接魚荷柏旦換えするもので,従来の調整掛こ比べ,､ト法,

重ill二,性能すべての′頂こおいて楕段の進歩をホL∴L..

これらの機掛こ便川した負榊寺タップ切換凝滞ほ,和々の新カノ(

な採用L,各部の性能向_l二により,Jミ期にオ)たり∴■∴検や鮎1-1-の交換

を必要としないものである｡,また負荷‖Jニ浄油機を什蟻Lて,運転L

ながら切換朋閉器の油炉過を行えるので,従来油炉過のため余儀な

くされていた停電も不要となり,保守も簡素化さjtた｡

3.l.3 分路リアクトル

関西電力株式会計瀬津変局所納77kV2り,()()川{VA2fい‖川二~直人

阪変電所納22kV2∩,000kVA2frおよび･l･恥じノJ株式会社川名.1.･

屋 ′責所納77kV,20,000kVAl≠沌′ノ日成し.た.分路リ7クトルほ

その構造上 騒拝が発隼しやすいので特に防肯構且車考慮を払って

いる､_J

3.l.4 新形超高圧変流器

闇酉電力株べ会祉成批 丸‥1党規り川｣の 287.5lくⅤ 圧変流邪

13台が完成した｡この変洗器ほすでに射北電力株ノ(会田l伯変電所

および中岡電ノJ株式会社≠‖変電肺こ納入された超高ル変流掛こ析

構偲ミをふりこ･ん,絶縁ノん･(,甘舶こFノf-■′廿に仙け帽湘ノん▲じなどに-･

段の進歩な示したものでぁる′ また1()りVAソ2,1()VAxlの3_巾二

鉄心形であるにもかかわら--jご.i■行さが二j,86511111-ときわ的て低く完仝

組立輸送が･甘能で,剋地掘什けわよぴンHモなる絶練作能の保持から
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窮5岡 関西`rにノJ株式会社東大l坂変′∫~E所納

20,00()1くVA分路リアクトル

弟6卜て1287.5l(Ⅴ超-1三才i

什二変流帯

第7図 1,650kV試験川射~l~三帯

もざわめて好適である｡

3.1.51′d50kV試験用変圧器

Ill'./膏野竹肝‖｢用世紀川中1分l二場分※に.さ貨;【!■{さJ~した止鋸■も=り部鋸圭の

_ト要牒紺甘の一一/)として,l,650lくⅤ,1,650kVA.渕糾1招牡目許む克服L.
た..木器はその発′仁尾ノ~r二に二ゎいてわが国の記録l■llIlであF),その構造

にも沌々新Lい隅剋ミが盛られている.〕おもな特長は下l了己のとおりで

あるJ)

(1)床面損な極ノJ′トさくするためがい1形せ採jllし,そのお111i

け■_に位分丞iを改善Y尋~るため損抗分圧滋利川してその均一化を1稟ト〕

た｡なおこのがい管ほ直径2111におよぶ記録ん■tで口立製作所多賀

~l~二場で特製Lたものであるり

(2)鉄心にはノブl叶性桂粛肺肝封卿1]し~昭一～:の･隠滅な図るととも

i■こ,ラジアルコア形とLて外周を欄功′卜さくがいイ･形に混も適し

た構造とLた.′､

(3)鉄心に中間の電位せもたせ絶縁の合書出ヒを図った｡
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第8図 258kVA電縫管熔接用回転変腔一器

500V/4V 単相150′､

立

(4)絶縁のガイヒを防Il二するため油量調整装置を設けた轢封形を

採用した｡.

(5)冷却方式は送油風冷式を採用した｡

3.l.る 新形電縫管熔接用回転変圧器

東洋電業株式会社納の258kVA,15(hノ 滝蘭管熔接州｢朴転象山三

器を完成Lた｡その外観を第8図に示すL_.木器ほ,熱膨脹による替

部の狂いに対し十分な考慮が払われている.､_ノたとえば,榊は水冷式

とするほか,熔接にもっとも人切な内外電極の閃l環を,常に一定に

保つため,内側電極の軸を軸ノブlんJにわずかの移動を/｢ト構造とした

ので,それぞれ電極につながる軸の膨脹差かあっても,均一な熔接

特性が得られる.1またいかなる回転抑動こおいても電流は捌こ一定

とする構造のため均一な熔接が可能であること,電極の反対側より

絶縁年別こ無郎がかからず絶縁性ほ長く保たれるなどの特長をもって

いる｡

3.l.7 電力用コンデンサ設備

電力用コンデンサは抑付折慨節減の要望_圭と■肘′巨技術の進歩によっ

て丹器大容量化の一 をたどF),特高大牢羊It-レミングに対しては834

kVAが標準となっている‥

巾部電プ)株式会社西名了Tl`犀変電用㈲20,OOOkVAx3群ほ834kVA

を採用したものとして詰軌′l勺な大柳.1:の設備でふ,る.本設備のコン

デンサは台数が多いにもかかわらず,そのれ坪1三ほきわめてば[〕つき

が少なく,いずれもすぐれた性能を示しており,製作凝都の優秀作

を尖証した､ニノ

かねてより30号全絶縁のコンデンサについて研究を進めていた

が,今回斯い､絶縁構造を採用した30kV 834kVAコンデンサを

完成し試験の結果好成績を得た｡この結果今後の30kV級コンデン

サ設備では据付け面積の低減,保守の容易化など多くの利点が生ず

るものと期待されるり

海外向のコンデンサとしては35隼度にほ 回向に11kVおよび

22kVの334kVAコンデンサおのおの37台と 3.3kV250kVAコ

ンデンサ54台が輸出された.｣

3.1.8 2MVコッククロフト形直流高圧発生装置

直流郎E発′ヒ婆長一蒜引こは,種々の形式が採甘されているが,数メガ

ポ′しト程度で人電流をうるには,コッククロフト形が有利であり,

耐圧試験川のほかl二 川和イⅧ1通巻㌧il一㌔壬としても,↑後-i三要な地位な

占めるものと干魚ほれる.

今回,ケーブル耐任試験用として111【工電線株式会社に納入Lた

2MV器は,実用器とLて有利なセレン整流器を使用した記録的高

圧大電流器で,500～電源を使用,2MV,301--Aの人出力を有L,セ

レン盛流器および抵抗器もすべて窒 ガス封入の据封形として劣化

防止に万全を期し,信板性十分な椚造となっている｡

本装吊の完成により,t業的人=力直二流高圧電源製作の貴~市な質

料が得られ,↑後の`詫;要が用jfJj二さJl_る_.

3.l.9 変電所用スコット結線変圧器

国鉄の交流電化用き滝変圧ぶとしてれ北線1rl河変電所に続いで.弓†
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評 第43巻 第1号

第9国 中郎電力株式会社西名古層変電所納77kV

20,000kVAx3`i一正ノ川Jコンデンサ設備

第10卜司 3〔)lくV8:i4lくVA 叩一肘†コンデンサ

第11図 口､t電線株式会社口高工場納2MV

コッククロフト形直二流高圧発生装置

磐線友部,藤代変電所にそれぞれスコット結線用単相5,000kVAユ

ニット各3台を納入Lた1内済1千手ほ予備器であるし,交流電化用の

三川｣川刊の相数変換には㍍圧不ヤ衡の点から一般にスコット結線

力■､採川されている-.擢椋,保Vの需易さ,㍍頓度の∴-､ミから仝装可搬

ノノ㌣H軋揖構造ザそれぞれ独1ン:した-=砿 丁度変圧器を組合せてスコ



送 配 電

(6kV配電川)

第12岡 関西電力株式会社納

単相75kVA60ヘノ･十川ラ

巻鉄心変圧舘

(6kV緑肥■じ力)

第13図 東打電力株式会社納

準椰100kVA50∩)中形

巻鉄心変rl‡講:‡

ット結線とLて使用されるr.
3.l.10 巷鉄心変圧器

最近の電力需要ほ急速に増加しでおり,小形軽FIこi二を特長とし,性

能のすぐれた巷鉄心変圧盤札 柱上変u三語:†とLて,装柱ユニ･ソトを

大きくできるので,遺憾尤くその真価を発㈲して歓迎されている(〕

従来は15～501(VAの範囲を巻鉄心として採川している電力会社

が多かったカ135年度には,50kVA以~lごうモ機柁を巷鉄心変圧裾の

指定で購入する向が多くなってきたり

さらに,都会の繁華街地lメェに_耕寸る集小寸i二n荷に対席するために

中形巻鉄心変圧器の裳府三が黒施され,前fl~二度の三川100lくVAに引続

き,単相中形巻鉄心杜l二劇1雄㍑朝傑Lて,東京歳ノJ株式会社な王

びに関西電力株式会社に納入Lた.-)

弟】2,13図ほそれぞjt,班ラjい某l内l帖ぷ力株式∠-さ柚こ納入Lた甲州

100kVA 50～,同75kVA60～変作㍑:一手の外観写1J壬である｡

両者とも,過負荷標示装fi`莞カこ付属してお=),赤色ランプの点灯に

よって,過負荷している(あるいは過n荷した)ことを警報できるよ

うになっている｡

3.2 遮断器および断路器

銃火力および水力発電所の新設にともない,電力系統の短絡容

畝は増大の一 をたどり,

で7,500MVAの

断器も300kVで15,000MVA,168kV

斯容量が必要となったっ 短絡容量増大の結果l(m

故障および局所電力などの聞題が′トじ,さらに過椚な再起電圧にお

いても使用~可能なものが要求されるようにな/つた._､

日立製作所でほこれに応ずるため大容 気

､
-

り
ノ
■

1
-
一 断器の量産冊㍑ljな

整備し,東北電力株式会社仙台変′■乳汁.閥画届力株式会社成出,丸

1_【_l発電所に300kV15,000MVAの空気 断器を納入したほか-r一車1

電力株式会社山口変†_E所納240kV 5,000MVA

数 作した｡関西電プJ株式会社に納入Lた空克

空気 断器など多

断器ほ再投入時Ii口

0.25秒の超高速度ニトヰ投入形で,鰍■宣圧時間は従来のものに比べ約70

%に短縮できた｡

制弧 断器も既設の増設,設~躍台数の少ない場所,そう予て一を如伝う

場合に多く使用されている｡

近年各電力会社で新鋭火力発電所の

断器として磁気 断器,弓 出形気巾

なに発吾が設 補機回路

断講芹のう右要が激増し,そ

れぞれ年間数百台を製作した(つ

断路器は287.5kV,1,200～2,000A.PHL形断路㌍百数卜子?を納

入したほか答電圧階級のものを人員に製作納入した｡

400kV級送電にっいてほ各方面で検討されているが,日立製作所

は420kV,2,000A,20,000MVA,OPB-2,000A形,RAR式空気

27
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弟141ぎ1 関西′.E力株式会社丸山変電所納300kV,

2,000A,15,000MVA空気遮断器

第15岡｢畑野■E力株式会社東大阪変滝所納16.8kV

3,000A,2,500MVA空気遮断器

断器および 420kV,1,200A,PHL形PA式断路器を製作L各

種試験 D
ため納を続成な好良某

3.2.】空気 断器

送電系統の大容量イヒに伴い,

るようになった｡今回

A,15,000MVA人容景空気

断容量の大きい遮断器が要求され

株式会社仙台変電所に300kV,2,000

断器を納入Lたほか,関西電力株式

会社成山,丸Ill発電所に300kV,2,000A,15,000MVA超高速度再

投人形 グロ
_1二

断器を納入した｡この 断器は全 断時3サイクル

(60′､系)で再投入時間は0.25秒というきわめて短いものである｡舞

14図はその外観′プ真でおもな什様は卜記のとおりであるLつ

定梓=宣圧

定格電流

断容主産

断時間

定格周波数

動作責務

300kV

2,000A

15,000MVA

3サイクル

60へノ

0-0.25秒-CO-1分一CO

大容量変圧器の三次回路にリアクl､ルまたほコンデンサを挿入し

汐や

プ
ヽ
.

すT
舟て る｡この阿路は通常短絡容量が大き

く,再起電圧周波数がきわめで高いので人 断容量のものカ

れる(⊃今回閑西電力株式会社東大阪変電所に納入した空気

168kV,3,000A,2,500MVAで

妊階級のものでは記録的の

3.2.2 磁気遮断器

断器は

流は90kAとなり,この電

断容量である(第15図)｡

火災の危険がなく揺触手の損傷が少ないため油無 断器の要求が
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第16図 BMM一一2却EZMA式 穿‡17撞13Ⅰ)CB-75形03

4,16OV800V250MVA TMA式600V 3,000A

磁気遮断岩旨 口立代吐気巾遮断帯

多くなった.-.近年大容量火力発′J~E所が次々 と よるし

･
▲

-

●さ設

立 人間｣
三
日

弟18図 3DCB-50形03TMA式

600Vl,600A ‖↓低J]三宝川】il聖

断紹

うにな

り,磁気遮断器の需要れ宝豆故に増加Lた.ノ 火力発電所およぴユニッ

トサブステイション用とL.ては,BMM形3.6kV､7.2kV,800＼ノ

2,000A150､250MVA磁気遮断諾壬が多く使用されている.∴ゝ 第】る

図ほBMM-25形4.16kV 800A 250MVA

である〔)

3.2.3 気 中 斬器

‥-.､イノ親外の

-
.
-ゾ川ノ封

新親火力発′屯所の低圧補機容量および一般工場の侃址動力謝r頼

増人にともない,3DCB形(引出形)低圧大容量気11-J 断器が多数使

用されるようになり,東北億力株式会社仙台火九 北海道電力株式

会社滝川火力,東京電九l青■川火力発電所および一般二【二場などにすで

に約500台な納入したほか11~F多数製作中である｡この遮断器ほメ

タルクラッドにl凡庸され 小形で人容最をもつばかりでなく,時l猥

および瞬叩引外要フ郁J~過花流引外欄評判こよF)選択 と二
■ヘノな

ができるっ また今回3DCB--25形と同一▲定楕で外形寸法か欄Lく′j､

さい3DCB-25A形を開発Lた,l第17＼■19図に外観図,舞l表に

その仕様せ示す｡

3.2.4 直流高速度 断器

元年滝鉄用l恒充変鳳野の`容量用人に伴い毎給電滴沌50,0(j()A以｣二

とな昏),ノ(`≠享

｣
廿
又射.､り欺 発か要望されていた′.今回空気も操

第1表 3DCB形低∬∴巨一遮断帯什蟻

定椚雪枠偶
AC〔Vノ■〔A)

3DCBr25A

3DCB-50A

3DCB-75

定柿遮断揖流長瀞鳥‖封打伯叔仁 正l:列引外コイ′し定格情

Ⅷ明祢m) し邪神附lli) (｣卿与パン定格`闇か

rAノ

600
■

600 25,000

600 1,600 50,000

600 3,nOO 75,000

｢A〕

25,00U

50,0〔IO

75,00r)
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しAノ

70～ 600

200～1,600

2,0〔IO＼3,り00

第20岡 HD形OPA式1,500V3,000A直流高速度遮断器

作式で

第43巻 第1Eさ▲

箱19図 3DCB-25形03TMA式

600V 600A 日立低目三気中速

晰器

断容F諒の大きなHD形OPA,GPA式頑二流

開発した.｡第20図ほその外観写真であるr_,

験所における試

l

･

′]で射路-川和

l

菌 速度 断器を

宮直流遮断実

の結果,推定短絡電流50,000A突進率3×106A′/s

16ms,限流値19.7kAのきわめて良好な

成績であった,

3.2.5 短絡開閉器

心酔かのように,人指流低最北の_=り､初江む多数何列に接続して使

川することがふる.二.このエうな場√ナ,1台の電解かを鮒修のため停

1Lするにほ,直列に接続されている全数を停1Lする必要があった1)

この~不便を斬鼎H-るため,仲1Lしようとする電解かと並列に短絡開

閉器を接偏し,二れを短絡することにより所望の電解炉のみを停止

する方式が刊いられるようになった｡第21図ほ日本軽金属株式会

枇約定楢㍍流25,nO()A(1時間定職)

絡州側需て右耳車混ノJのナ≠E-■1二でぁる

断電流100,000A｢25V)の短

ン王肝竜沈 25,000A(1的≠ル

遮断揖流100,000A〔25Vノ

弟21憧l 条豆 絡 開 FlしJ諾洋

第22図 287.5kV 2,OOOA PHL形 PGA式 断路器
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287.51(V800Aパンタ

グラフ式断路一器

配 電 よ

打‡2引､ぎ1吏京吊ノJ株式会社北虹j(

変局所納nDB--200形275kV制

弧避雷祁

3.2.8 断 路 器

(1)287.5kV PHL形断路器

関西電力株式会社枚方変電所外各所に合計114台製作し納入し

た｡この断路掛こは中 ラップがい予が使用されており,無調整

式になっている｡策22図はその外観写真て観る｢-)

(2)287.5kV PX形断路器

据付け面積の節少を計り変`i

タグラフ形断路器が使用される気

するために,パン

にある｡l-トた製作所において

も287.5kV800Aパンダグラフ形断路器を完成し,連続開閉試験

(10,000回)短 流試験,温度 験, 訊ナロ な どを行い,

良好なる成績を納めた｡弟23図は287･5kV800A PX形断路器

第2去 ODB 形 制

14

34.5

46

69

80.5

115

161

161

230

1り0

140

140

320

440

600

840

720

90

150

200

250

∩入U534

287.5 1,050

江:各電圧とも下楓はJEC-131改訂案

ODB-110

ODB-130

ODB-200

ぴ 変 電 用 機 器

の外観~′う了示すL_｢

3.3 避

磁気吹椚形避雷器カⅦ冒発され

め従

器

29

断性能が著しく向上した｡このた

のように_宣酎こ外雷の保護装閏としてばかF)でなく,無魚荷変

圧器の開閉,無負荷送電線路の開閉などによって発生する内雷の保

護装一群としての性能も満足できるようになった｡

すでに発表したODB200形制孤避雷器忙ついてその後,各電力

会社の要求にユリ参考試験として,行穐特殊試験を行った｡この結

果,正長320km,275kV線路,および正長200km,400kV線路

の開閉サージを処理することが確認され,温度差700Cの射ヒ試験汚

‡即寺の放電試験,および動作責務試験,さらに動作責務限度試験な

どにおいていずれも良好な成績せおさめた｡

弟24図は東京電力株式会社北東京変箇動こ納入設置されたODB

ー200形,275kV制孤
雷器の現地写真で,この一年間に各所に納入

したこの形の避雷器ほ200台に及んでいる｡

ODB-200形制弧避雷器は主として140kV以上の系統用である

が,100kV以~Fの系統用としては,今回,小形軽量のODB-130,

ODB-110形を開発し,形式試験を終~rした｡第2表ほ発変

雷溢の性能表である｡

3.4 交流変電所用制御装置および配電盤

泌止の一次変電所,拙こ超高圧要領所では,二冊d電盤室には従来

の監視計器盤をやめて,制御敢上の操作に関 した闇光式系統盤中

に指示計器を配閏したグラフィック盤を壁埋込みとし,制御盤はス

イッチ

を設潰するなど変

ボタン式にして,従 の数分の一に縮小したもの

所全体の運転状態を監視しやすくし,さらに電

力量などはデータロガーにより定時あるいは随時[_l動的に記録する

いわゆる一人監視制御できるものが要求され,関西電力株式会社伊

川変電所そのほかに納入された｡

保護方式では,超高圧要電所などのバンク容量はますます大きく

なる傾向にあるがそのほとんどが3巻線となっており,これが保護

川リレー紅高速捜のものが要求されている｡最近リレー内蔵の飽和

弧 避

29

岩昔 叶､?l三性 表

35

105

40

43

80

85

120

128

160

170

ハ
U
5

4522

(U5

0
U
ハ
ブ

22

485

97

145

290

340

485

680

620

890

670

106

160

212

890

ODB-110

形100kV

は亘長100
km以下

ODB-130

形14･OkV

はカニ長100
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CTにより,過電流時CT二次電流を制限してCTの特性

立

を補償

し,外部故障では定楢電流の数十倍でも誤動作することのない高速

度3巻線用比率差動リレーが開発され,中部電力西名舌掃変電所そ

の他に 用された｡

表示線保護力式ほ重要幹線またほ大都前の環状送電線の保護にま

すます採用されているが,特に) 高圧系と関連する150kV系統の

故の超高圧系統への波及を防ぐため

ヤリレーによる両端同時高速

された｡

示線またはキャリ

断するものが急激に増加し広く採用

遠方制御方式は発変電所の日動化に作い広く採用されておi),ス

イッチの小形化,プラグインリレーの

なり保守点検も容易となった｡

準化とともに装置は小形と

特に小規模な発変電所用として選択数50ポジションのものが標準

化され好成 を示している｡また,r自二接式遠方制御方式も比較的近

距離の発変電所にますます広く使用されている｡

ユニットサブステーション様式の配電用変電所は建家の省略,建

設のじん速,互換性など最近の急速な電力需要にマッチして,電力

用をはじめ一般産業~l~二場ビル変電設備などをますます増加の一途を

たどっている｡

3.4.1中国電力株式会社山口変電所納配電盤

山口変電所ほ110kV送電線5回線より成る変電所であるが将来

中国電力超高圧系の主要変電所となるものである｡

木靴電他の特長は~F記のとおりである｡

(1)従 の計器盤をやめ閃光系統飽 闇討
-●-､

′
1
′広に を組み.込み,

系統の状態を一目りょう然とした｡

(2)制御飽上の開閉器析は小形のボタンスイッチ式とし,さら

に操作を!昭光横手 母線と関連させて監視制御を容易にした｡

弟25図ほ!一昭光系統盤および操作机の現地写王'∈である｡

3.4.2 関西電力超高圧伊丹変電所納新形式照光配電盤

関西電力株式公子七伊州変電所は主変圧器6バンク(275kV/154/

77kV,230MVAlバンクほか5バンク)および30MVA同期

機1台から成る 圧変電所である｡

本変電所の配電盤は従 のものに比べまったく面目を一新した新

しい形式の配電髄であり前記山l-1変電所用配電盤と同様の照光式系

統態としたほか次の特長がある.｡

(1)選択スイッチ粕はすべて小形のボタン式とし,かつ押ボタ

ソの頭を盤面と同一平面としてすっきりさせ盤幅を従

一に縮少した｡

の数分の

(2)選択用補助リレーはすべてプラグイン形とした｡

(3)電力量はデータロガーにより定時あるいは随時,自動的に

タイプ記録する｡

また母線の保護にはADB形母線保護リレーを設置し,変圧器保

用には新しく開発された3巻線用,KYT13形高速度比率リレー

を設け保護に万全を期した｡

弟2占図は伊丹変電所納新形照光系統盤を示す｡

3.4.3 中部電力株式会社加納変電所納配電盤

加納変 所ほ,154kV/77kV90MVA主変圧器2バンク,154kV

2回線(将来4卜≠1線)77kV6回線を有する一次変電所でこの円己電盤

一式を昭和35年4月完成納入した｡

本田己電盤のおもな特長は次のとおりである｡

(1)監視制御盤ほ全面的に斬新なアクリルモギ母線を採用し明

るい近代的な配電頗とし複雑な系統の監視制御を容易にした｡

(2)別に制御指令盤を設け,まず指令暑が指令盤上の所望のボ

タンスイッチを引きついで操作員が監視制御盤上の主開閉器の第

1段操作(引または押す)を行い,異常なければ第2段操作をする

二段確認方式とした｡

30

第43巻 第1号

第25図 r-ト咽電力株式会社,山口変電所納照光系統盤

第26開 閉西成力株式会社,伊丹変電所納新形照光系統盤

第27図 中部電力株式会社,加納変電所納制御盤

また指令髄上ボタンスイッチにランプを｣勺威させ機器表示を行

っている｡

(3)送電線保 リレーとして短絡進柏

保護には突入電流訳

した｡

先方式を採用し変圧器

作防止付リレーを採用し,保 に万全を期

弟27図は加納変電所納監視制御億を示す｡

3.4.4 中部電力株式会社酉名古屋変電所納照光式監視盤

中部電力株式会社西名古屋超

ソク,将

菌 圧変 所(220MVA主変圧器1バ

3バンク)納主配電盤は,照光式系統盤中に指示計器を組

み込んだ照光式グラフィックパネルで,模擬母線の体裁,指示計器

その他に改良を加え,この程のものとしては最終的のものといえる

完備したものである｡制御方式はまず制御盤のボタソスイッチを引

き,グラフィックパネル中の機器を選択,照光フリッカさせ選択を

確認し,ついで主開閉器を操作する二段操作式でありかつ二 選択
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第28岡 中部電力株式会社西名~‡1i▲尼題高圧変電所納

昭光式監視盤

第29図 九州一哉力株式会社堺町変電所用ユニット式

遠方制御装~繹

のできないようインターロックを行っている｡

特 長

(1)照光式監視盤の指示計器はRR35形丸形広角度計器とL,

また闇光模擬系統の配置,シンボルにほ特に考慮を払って体裁の

向上と盤面の 二哩を行い,監視を容易にした｡

(2)制御盤は将来分を含む3バンク分でわずか1,200mmの盤

幅とし選択用ボタンスイッチはランプを内蔵して の器機の中択

状態を表示したほかランプ式故障表示器も従来の約兢に小形化し

た｡

(3)制御盤上の模擬母線をやめて遮断器,断路器のボタンスイ

ッチは答電圧別にまとめて配列し酸面をすっきりさせた.っ

3.4.5 ユニット式遠方制御装置

この装置の選択数は,これまで100を としていたが,新たに選

択数50のものを開発し,100形,50形の二種炉を 準とした｡50形

は比較的小容量の発変電所用として佐用し,継電器盤は制,被各1

面を要するのみで,所要画数は従来の兢である｡

弟29図は九州電力株式会社堺町変電所用として納入した50形遠

方制御装吊で,引続きH様式のものが九州電力のほかに納入される｡

木装閏の特長は下記のとおりである｡

(1)選択は/くルスコ→ドの返一言帆認ルノ℃を採川しているので誤

操作のおそれが尤い.､

31

電 用 機 器 31

第30同 東北電力会館納受変電設備用縮小形監視制御盤

第31同 人Ⅰ坂`占キ十ビルディソグ納空気調和用,

用件盤およびグラフィックパネル

(2)継電器は伝顧度の高いワイヤスプリングリレーを使用して

いるので,長期間無調整で使川できる｡

(3)継電器盤は標準のユニットプラグイン構造で,プラグイン

形ユニットの増減で選択数を任意に選ぶことができる｡

3.4.る ピル電気設備用配電盤

最近のビルディソグは空気も調和l装;■ゝ!たなど近代的ビル施設の完備に

より,その手■件費電力ほ急激に多くなり,Lたがって 気設備もます

ます規模が大きくなってきた(〕一カその機器および制御装置には高

い信塵性と安全性が安求され少数の人員で確実に運転できる

視制御方式が多く採用さjtている｡

中監

弟30図は昭不r134年12パ宣成し∴た虹lヒ電力会館納の縮小形監視制

御盤を示す｡本放から受変電設備ほもちろん予備電源用ディーゼル

発電機,エレベータ電源袈択などせ一括して
､.ヽ

て欄詣中 ､る｡な

お近時420/242V3相4線式配電方式が普及し,本盤から420V配

中気形
ロワ

用電 断器の遠方制御も行っている｡

また,20kVループ受電の大阪富士ビルディソグ納受電設備の

中制御盤も縮小形であるが,空気調和用冷凍機,ポイラ,フアン,

ポンプなど多数の機器を 中監視制御するため,弟31図のとおり操

作机盤と大形アクリル製で機器および系統を色別図示し点灯 示し

た新Lい形式のグラフィックパネルとを組合わせて,容易に全体の

運転状況をl監視しながち絵描制御できるようにした｡今後このよう

な監視盤が多く採川される憤向にある｡
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第32図 東京電力株式会社幸町変電所納メタル

クラッド配滝焼

3.4.7 配電用メタルクラッド配電盤

力需要の急激な増加に伴い,単位変電所(Unit Substation)の

建設が活発となり,6kV配電川キユーピクルに対し,性能,価楕

両面より再吟味が要求されるようになった.｡そこで電力会粁と製rF

老が共同Lて委員会を設け,検討を加えてその定宿仕様を標準化し,

外形寸法の統一を計り,さらに屍内外共用形のものが規格化された｡

弟32図は本規格により設計された,東京電力株式会社幸町変電所の

メタルクラッド配電盤である｡主変圧器の基準容量は10MVAとし,

二次配電電圧は3,6kV両様の中村線溝式,配

150MVAで, 断性能にすぐれ,保′〕:容易な磁気

断容量は

断器が使用され

ている｡本メタルグラッド配電盤は,主変二次札 所内用,靴

の3種に標準化されているので,これらを組合わせて,配電線数を

自由に選択したバンクユニットの構成が容易であり,また屋内,屋

外いずれにも使用できる構造であるので,設備計画を一段と簡便,

容易にした｡

3.4.8 ビルディング地下変電所開閉装置

大都市都心部の変電所 設は,地価,土地の利用率,環境とのつ

りあいなどの諸瓜から,ビルディングの地~Fとされることが多い｡

ビルディング地下変電所では一般変 所と異なり,限られた面隠

建築構造との関連,機器搬出入のl用題など種々の制約なうける､

た都心に位吊して,多くの人を抱一グ享するビルディングの性格上

ま

一=1~1
1しL

気機器はこれら立地的制約を止服するとともに,=机矧防直,火災l抑

止などに万全の考慮が必安であるり したがって受電特別高圧側より

二次配電普通高仕,低圧側にいたるまで,その開閉装置はキユーピ

クルあるいはメタルクラッド形などの偽■]鎖形が採用され,器具も袖

なしとして運転保守の安全,催実と容易さに重点が烏かれる｡弟33

図は口本電信電話公社東京総合局ビルの 9,000kVA地下変電所に

おける,20kV特一計受電仰のキユーピクノしで速断ゲf量:1,000MVA

の空気 断器を装備L,建築構造に応じて設計されたものである｡

舞34図はその二次3kV側の小形なメタルクラッド配電盤で

断器は同じく油なしとし, 断容量150MVAの磁器 断器が使用

され,通信電源装置,冷暖房そのほか高圧動力への配電用である｡舞

35図は所内弼棚,エレベータそのほか低圧動力全般の配電用低旺メ

タルクラッド配電盤であって, 断屯流50kAの人容品引=形宛廿

遮断器を立体的に装備し,狭少な場所で高能率配 に効果あるパワ

ーセンタ式を採用したものである｡いずれも危険な充電部の露出が

なく,確尖な安全運転のインターロック装腔を備え,保守容易尤構

造である｡

3.4.9 キャリヤリレー

超高圧送電線は距離リレナを主体とする距離方向比較式が適用さ
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第33図 日本電信電話公社東京総合局ビル納20kV受電側
キユーピクル

第34匪1日本電信電話公社東京総介.局ビル納二次

31くⅤ側メタルクラッド配電盤

第35関 口本電信電話公社東京総合局ビル低圧動力配電用

低忙メタルクラッド配電盤

れる｡最近は適行2回線にまたがる異相地絡故障のときにも,故障

線だけを選択 晰,西閉路する多相再聞路方式が要 されるが,こ

jい二対しては帖紺抑こまたがる短絡蹄離リレーの新しい使用法を導

人してすぐれたノん▼じな開発した｡また′ 甜_仁系の拡大につれて

系のリレープん一矩痛凋漉化が必要になり,/坦高ノー三変電所に連 され

る送電線はほとんどキャリヤリレー化されつつある｡これらの送電
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第36岡 関西電ノブ株式会什納超甜l三

キャリヤリレー盤

第37岡 パイロットワイヤリ レー憬

線には多端子が多く,その場今にC･封好走流端があっても仝端の剛寺

断ができる方式を適用している｡

関西電力株式会社黒四～成出,ノープヱ四〉新愛本間をはじめ,丸山ノ､､ノ

関,伊丹～枚方問の合計12鏑局の超高圧キャリヤリレーが完成Lた｡】

第3る図はその外観である｡本装置は新形のAHZ･餌紹距灘リレー,

AHXG地絡距離リレーと主要リレーとLた粧離方向比較方式であ

り,単鼎,三相再閉路せ朝明している｡

東京電力株式会社南東京変電所に入る=Hヒ,甲信両幹線は,いず

れも並行2回線3端予であるが,脊端に0.51くC捕った異聞髄数を川

当て,並行2い:り練達転のときには選択リレー,1回線運転のときに

は方向リレーで送信制御を行い,撫電流端の有無にかかわらず全端

時局 断できる方式を適用した｡この方式には同期検定による低

度3相再潮路方式が併用されている｡

そのほか, 京電力宏行線に電力方向比較方式,九州電力新港･､

三池問にリアクタ:/スリレーを用いたぴlら離方向比較万人 さらに中

部電力大井川枠組山側および里側にほ従来から採用されている指令

式キャリヤリレーなど多数の装腔が製≠納入されたこ､

3.4.10 パイロットワイヤリレー

パイロットワイヤリレー方式はほとんど標準化された｡架空送′丘

線にほ短 地絡とも電流環流式が採用される｡この方式ほ3端予

送電線で無電流端がある場合にも支障なく適用することができる､=〕

ケーブル送 線の地絡保護については,特高ケーブルで充電電流が

大きいときにほ電流環流式に零相電圧を加味して充電電流の影響を

うけない方 を適用する｡さらに3端子送電線,あるいは両端CT

の特性が著しく異なるおれのある場合には

向比較方式を用いる｡

相電圧を電源とする方

中国電力株式会社山口～宇部間には短絡用にKD｡,地絡用にほ

KD5形パイロットワイヤリレーを納入した｡舞37図はその装置せ

示している｡現在もひきつづき多数の装置を製作中である｡

3.4.】lデータロガー

データロガーほ電力,化学,鉄鋼その他各方面の牛虎工
,管理

試験設備などにその応用面をもち,数多くの管雌データを目

報,日誌の形式匿作成することほもとより計算処理を含めたデータ

を所定の印字用紙に数値で印字することができる｡

今回製作したデータロガーは万能電子計算機を内戚 しているため

四則演算,異常有無の判断そのほか各位の洪算を行うこともできるり

またある装置を付加することによって出力として制御信ぢせび=_1_け

こともできる｡
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第38図 データロガー1102

今l~i~哨内入の関西電力株式会社伊丹変電所でほこれらの枚能のうち

変電所における 力量,無効電力量の積算値を-一党時刻ごとに運転

日誌に記録するために使用するものであり本装置の仕様ほ下記のと

二おりである｡さらに関西電力東大阪変電所の装置も引き続い

中である｡

処理~方式 全ディジタル

処理対象 電力量:無効電力量

処理点数

電圧区分(kV)電力量 無効電力量

275 2 2

174 3 3

〔う__育三〕将

*:

(∠1)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

作

77 5十2* 5

所l勺 2*

40点まで蛸設りJ能

一プノ向電ブJ呈,そのほかは伯方向電ノブ(無効電力)罷

走i空速度 160111S′√/入ノJ

緑返し速度

演 算 部

州力繁雄■亡

付属機帯

素 手

′~-｢}
｢11 源10s

.i川二機Hr｢AC501
メイプライター 1台

テープリーダ,パンチャー

トランジスタ

200V 60′､′ 1.5lくVA

データ処鞘の内容ほ上記電力(無効電力)量の1時間ごと,6時間

小計,1日合計の積算値を求めて記録する｡なお電力潮流の関係で

止逆両方向性を有するものに対しては正方向積算値を黒印字し,逆

方向積算値を赤印半するこつ

また本 筐の構成ほ積算電力計盤,計数器,走査器,制御回路お

よび計算機を含むデータロガー本1本,プリンタ机,

ら成る｡弟38図にデータロガー本体の外観を示す｡

3.5 整 流 ､‥∴T.､-

源トランスか

日立水銀整流ぶおよびシリコン整流器は昭和35年度においてもそ

の尖力をいかんなく発揮し,着尖なる仰長を示した｡

水銀整流掛こおいては封じ切り整流器のみにて現在までのタンノク

生産ほ1,200タンクを突破した｡巾両用水銀悠流器では34年度に引

続き東北線向けのものが最在されており,製鉄用水銀整流儒として

ほ54タンクよりなる直流電源設備など線材ミル用水銀盤流器が続々

完成したほか108タンクよりなるホットストリップミル用電源設備
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が製作中である｡

他方IBM電源としての定電圧定周波電源 置に多極水銀整流器

を応用し,その特性を十分に生かし設備の高性能化を因っている｡

また従来好評を博していたキユーピクル形水銀整流器は標準化を進

め一般直流電源設備としての需要に供えた｡

半導体盤流器については,シリコン整流器がさらに飛躍的な伸長

を示し,35年度においてはあらゆる直流電源として使用され一躍伯

流電源の王座に位したといえる｡

まず34年度までは試作,試用の段階にあった電鉄用シリコン整流

器がその使用条件の過酷さを克服して早くも実用期にほ入り,従来

の水銀整流器に完全にとってかわった｡35年度においてすでに約

50,000kWが製作されており一部ほ運転にはいっている｡

化学用としては記録的大容量器36,000kW,112,500Aが好調に

運転にはいったほか,1,000～5,000kW級のものが続々と完成され

転にはいっている｡

小容量シリコン整流器では 準化,仕込み′lミ産を行い短納期需要

に供え,中容量器では据付け保守容易という観点から一般工

流電源の 要が急激に増加し,標準化を進めている｡

用直

以上のシリコン整流器について特筆すべきことは,現在まで約

90,000kWの日立シリコン整流 子が稼動中であるが整流素手に関

する事故が皆無という点である｡このことは当然のことながら日立

シリコン整流 子の製作技術の向上を示し,いま一つには現在まで

の豊富な運転実績を

立を示している｡

日立シリコン整流

る大容量

にした運転システムの合理化,保護方式の推

子は合金形による中小容量 子,拡散形によ

子とともに35年度においてほぼ完ぺきの域に し,さら

に性能向上が図られている｡

また制御櫨什シリコン整流素イについては,その開発を行い現在

実用化に進んでおり今後の発展が朋待されている〕

3.5.1製鉄用水銀整流器

35年度にほ製鉄所ミル用電動機電源として静止レオナード用水銀

整流器が多数納入された｡特に大同製鋼 鳩,尼崎製鉄尼崎,吉郁

製鋼に引続き神戸製鋼灘浜に納入された線材ミル用水銀整流器ほ,

合計9セット54タンク,絶容量12,000kWを越える大容量のもので

あり,今後水銀整流器の進むべき一つの方向を示しているものとい

えよう｡現在引続き住友金属工業和歌山ホットストリップミル用

源として5,(犯OkW水銀整流器×6を製作中である｡

3.5.2 シリコン整流素子

昭和32年5月50A形シリコン整流素子を完成して以来,電気化学

用,電鉄用,動力用整流器として使用され,すでに延時間43,000【 閉

の実績を得ており,この間不良の発見は皆無という好成績を収めて

いる｡35年度に入り 200A,300A,1A,10A形を開発L量産に入

った｡弟3表に日立シリコン整流素子の仕様を示す｡

500Al,000V素子は世界最大容量の記録品で,2,000kW 600V

電鉄用整流器とLて使用されている｡舞40図は各拉日立シリコン

整流素手の外見を示す｡

半導体技術の急速な進歩により,固体サイラトロンともいわれる

制御樋付シリコン整流素子を開発Lた｡整流器を始め 動力応鞘こ

計算機にその応用分野はきわめて広く,今後の発展が大いに期待さ

れる｡弟41図は16A形制御種付シリコン整流素丁を示す｡本素手

ほ回転形直流アーク熔接機制御回路を始め,自動電圧調整装置什蓄

電池充電器などに使用されている｡

35.3 アルミニウム製鉄用3も000kWシリコン整流器

アルミニウム製錬用として世界でも屈指の記録占占である36,000

kWシリコン整流器が完成し,昭和電工株式会社喜多方工場に納

入され,運転に入った｡本器ほ最新の量産方式による日立製シリ
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第39国 吉嬬製鋼株式会社納線材 ル川水銀整流器

第3表 日立シリコン整流素子

DJト 200A

DH 300A

DF 1 500A

最大許容尖頗逆電圧(PIV)

200V 400V

200V 400V

lOOV 200V

600V 800V

600V 800V

600V

600V

300V 400V 500V

l,000V

l,000V

l,000V

第40図 各種【1立シリコン

第41図 16A制御極付シリコン整流素子

コン整流 子を使用しており,製作にあたっては設計上の要点で

あるシリコン整流素子の逝電圧の協調,電流,

いままでの豊 富

圧の平衡など,

験をいかして十分研究を行い完成した｡概略

の仕様ほ下記のとおりである｡
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第42図 320V,112,500A シリ コ

ソ整流器

交流入力

直流出力

直流電流

整流方式

冷却方式

154kV3¢50cノ■′s

36,000kW(4,000kWx9台)

320V

l12,500A(12,500Ax9)

3相ブリッジ

強制通風

3.5.4 その他電気化学用シリコン整流器

気化学用直流 源としてシリコン整流器はほかの機器に完全

にとってかわり,各種用 に多数製作納入された｡代表例をあげ

ると食塩電解用として5,250kW器が昭和電工株式会社へ,4,800

kW器が日本カー/;イト株式会社へ2,016kW器が関東電化株

会社へ納入され,銅電解用として日本鉱業株式会社向け1,0801くW

器2台,亜鉛電解用として東邦亜鉛株式会祉向け2,000kW器,

金属ソーダ電解用として昭和電工株式会社向け5,200kW器など

が 作された｡このほかにも水電解,チタニウム電解,アルマイ

ト,電解研摩などの各種用途に多数のシリコン整流器が納入され

た｡

これらのシリコソ整流器は 気化学用として最も重要なすぐれ

た効率と高い信頼性を示しており,また腐食性ガスに対する防護

を十分に施してある｡電圧調整方式としても負荷時電圧調整器,

可飽和リアクトル,誘導電圧調整器のいくつかを負

使用条件に応じて組合わせ,広範囲にわたって電圧,

を円滑に行っている｡

3.5.5 電鉄用シリコン整流器

条件および

流の調整

電鉄用シリコン亜流器は交流側および直流側よりの′責サージ,開

閉サージ,および但 側短絡などに検討を要し,かつ聞けつ負荷で

あるというところから最も過酷な運転状態に置かれる整流器といえ

る｡35年度においてシリコン整流素子高性能化とともに以上の問題

点に対する保護方式を確立し,一般電鉄用整流器のノ

応じられる態勢をととのえた｡〕

要に問題なく

京阪電鉄向け2,000kW,600V2台ほ特に高性能シリコソ整流

子を使用して小形化を図るとともに,万一のシリコン

障に対し,整流

手の故

出装毘,不導適検出装置,ハイラップヒ

ユーズなどを備えているほか外部異常現象に対してはサージアブソ

ーバー,アレスタ,直流リアクトル,冷却装置監視装置により万全

の保護を行っている｡

国鉄向け3,0001くW,1,500Vシリコン整流器は仙石線において実

際運転が行われるもので,既設水銀悠流器川変圧器を流用してお

り,今後の既設水銀整流器および回転変流機の老朽化に伴うシリコ

ソ ;流器への交換の容易さを示している(-,

35

35

以上のほか帝都高速度営団向け1,500kW,600V,

1,000kW,600Vシリコン整流器はともに相聞リアク

形結線方式が採用されているが, 近においてはシリ

奈良電鉄向け

トル付二重星

コソ整流素子

の高性能化,高信抱度【自二流アレスタおよぴサージアブソーバーの開

発と相まって,埜沈黙用変圧器の容量を低減し整流素子 放時の

流がないなどの利点をもつ3相ブリッジ結線方式が採用されてお

り,3,0001くW,1,500V12≠r,5OOkW,600V 3子†,300kW,600V

l台が木方式で製作されている｡

3.5.る 中小容量シリコン整流装置

バッテリ充電札 メッキ用および同期機励磁用の小容量シリコン

整流装置は従来のM--G,ガラス製水銀整流器およぴセレン整流器に

対する 位性が認められ,短納期需要に供え

仕込み生産を開始したし-)弟4表に各用

表を示す｡

化を図るとともに

別シリコン整流装置の標

一方一般動力用,化学用シリコン整流器についても標準化を進め

ておりその 表を弟5表に示す｡

以上の標準形シリコン整流装置のほか,バッテリ充電装置では

50kW160V,16l(W320Vなどのものも製作され,同期機励磁用

シリコン整流器では問題とされた同期機 故時の異常現象に対する

保護も確立され記録的な75,000kWおよび60,000kW T-▼Gの予備

励磁機としての2401(Wシリコン整流器も製作中である｡また白励

式交流発電機励磁用シリコン繋

をととのえている｡

器も多数製作され, 準化の態勢

一般動力用シリコン整流器ではミル設備補機電源用としての需要

節43岡 3,000kW,1,500V,D種定格,電鉄用シリコン整流器

第44図 250kW,240V,B種定格,動力用シリコン整流器
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第4豪 小容農シリコン整流装置標準表

メ

ッキ

用

ソ
テ
リ
ー
充
佗
用

同
期
機
肋
磁
川

SF-PT

SF-PT

SN-BT

SN-BT

SN-BIA

SN-BIA

SF-BIA

SN【EI

SF-EI

SF--EI

SF-EI

SF-EI

15l15～0
30 15-}0

4.8買160～90

8
!160～90

4.8:160～90

8
･160～90

16 160{-90

7.5 110～60

10 至110～60

15 11つ～60

交流電圧210V,周波数50/60c/s定格連紋

負荷‖キタップ切換弐

負荷時タップ切換ぺ

負荷昨夕ソナ切換式

負榊キクップ切換式

IR自動定`哉任バ

IR日勤定.t工忙式

IR日払定1EJ=仁式

IR手動操作

IR手動操作

IR手動操作

IR手動操作

IR手動操作

第5蓑 一般動力用および化学用シリコン整流器標準表
一 般 動

容射奮整l~l二

(kW)

5lllO
7.5.110

力 用

■直 属~丁~交~菰

i`ヤA賢一ヤⅤ.,

.'二:.:∴91季
210

136; 210

210

210

210

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

3,300

周波数50/60c/′s定格連続,周波数50/60c/s 定格B唾

(玉川変一竜所設置〕

第45囲 近畿日本鉄道株式会社納直接式遠プ用【j御装置

第46図 昭和電工株式会社納32,000kW D.C.320V

lOOkAシリコソ整流装置制御盤

第6表

第43巻 第1号

直接式遠プブ監視制御装置納入先

近 畿

rl木鉄道

近 畿

r:一本鉄道

瓢箪L-=
天

変`一定所

MRxli変一屯所

桑 津
矢 田
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作
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定
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作
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定
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〇
.
根
太
剃
共

20本
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8
7
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作
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定
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〇
.
操
表
測
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48本
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仙 111
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SRxl

山 下

変電所

SRxl

興 戸

変`屯i軒
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操 作 3
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＼〔ノ

2
4
ん
ソ
一
1

2
4
3
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〇
.
操
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5
4
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.
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99木
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･
4
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¢
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〇
.
操
表
測
共

70本

伏 屋

変電H斤

昭 和‖J

変電所

‡8鉄線

･､･!

本8

5
2
1

¢
作
ホ
通

〇
.
操
表
共

¢
作
定

9

換切示
通 4

本73

@×2
㊥×2

(Var)×2

___｣乳些
(WH)×1

(参×3
(盲民話)×1

㊦×2

④×18

㊧×1

が高ま(),1,000kW230Vをほじめ,500lくW,250kW級のものが

続々と完成された｡

3.5.7 日立直接式遠方制御装置

30件の特許および新案からなる日立独特の直接式遠方制御装置

ほ,無人変 所の増設にともないますます広く採用されている｡ま

た最近の無人変

る場合が多い｡

近畿1二Ⅰ木鉄道瓢箪出 銀水耐電変

操作電源として交流を使用す

(ただし1台将来設

置)と,き電線帥11線を有する無人変電所で,4.51ぐnュはなれた玉川変

電所から遠方制御されるが,今回操作力式の改良を行い操作5表示

13,測定1(WIl), 直接式速力制御装

置を新製した.-ノ第揖図ほその制御装置で受信リレーそのほかいっ

さいを内蔵した机上設繹の小形制御儲である.｡方式がきわめて簡明

で経済的であることをホしている｡

f掛ノっ変電所の例でほゼネラ′し相由横浜工場で800m離れた第二変

所の機器の遠山操作を行っている｡

弟d表は35年度の実績である｡
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3.5.8 電鉄用水銀整流器の抑圧抵抗の自動操作

水銀整流器が無負荷になると相田】リアクトルの機能が失われで電

圧が15%程度急上昇する′〕それな防ぐために直流出力側に水銀整流

器定格の0.5%程度の抑止抵抗せそう入している口これは定常負荷

で運転中は完全な手紙となるので甘動捷作が要望されていたが従凍

満足すべき検出リレーをうることができなかった0/洞飽和特性の

変流器をlノっ践する低電流榔-1日レーを開発し,これを工巨り路の直流

変流掛こ接続し直流滝流が定櫓の0･4～1･6%に減少すると【-■1動的に

抑圧祇托せ貞側に並列にそう入し,負れが100､500A(~■1用整)にな

ると切りほなすようにした.=,現在までに東京忠行ノ已ル㌧変電所,近

幾日本鉄道桑津変電所,東京椰電駒形変電所,大阪膏交通捕鯨~｢

変電所,そのほか合計10数筒所に設閏し良好な成績をあげている〇

3.5.9 シリコン整流器制御装置

化学用または電鉄用としてシリコン整流器の採用は最近急速に拡

大されている｡制御方式,保護力式も実祇と紆 によって当初の頃

に比し多くの進歩を示した｡

弟∠る回は35年度の記鉱一討.である昭和電コニト【喜多~ノノ工場に納入Lた

32,000kWD.C320VlOOkAシリコン整流矧LE.■~たの制御盤であるu

35fr度中に製作されたもので特色のあるものは昭和滝1川l軒L場お

よび寂邦チタニウム茅ヶ崎L二場に納入されたハ空熔解炉用シリコン

整流器のl-]勅一昔酢制限装閏である｡灯潮炉はその性択一H旭絡な′げ

るがこの場合貞荷㍍流せ要蘭諾滝介Lて取り附し 6鉄心10lくWの

磁気増■隔祁で増挿しその∫-1日｣屯流で変J_l潤一次側に設けた可蝕不L川

アクトルを制御し過㍍流せLぼるものであるし-､したがってこれは常

態における定電流制御ではなく電流があらかじめ葉定された佑以上

になったとき急激に動作するピークカット制御である｡

3.5.‖ 水銀整流器と回転変流機の並列運転

近幾日本鉄道桑沖 所および東京急行電鉄元住吉変電所に水銀

整流器を納入したが,これらは同一構内で既設国転 流機と並列運

転される｡並列運転で問題となるのは水銀整流器の負荷特性曲線と

回転変流機のそれが異なることであって,軽銅寺崎,特に無負荷時は

水銀整流告は相聞リアクトルの機能がなくなるので急激な鼠二fて上界

をして水銀整流器からl司転 流機への したがって水

鋏軽流器の負荷電流が一定値以下に減少すると構子制御でFl動的に

水銀整流器の電圧を下げる方式を採用した｡乗神変電所では軽負荷

検出を水銀整流器自身の負荷電流で行い,ラ甜三#変電所では回転

流機の負 荷 ハ いずれも好成績で運転を行っている｡

3.d 直流変電所用機器

3.占.1国鉄浦和変電所遠方制御装置

変和浦鉄国 ーラーコード形遠力制御慄描■Hパ捜作鋸人L

た｡本装置には再流き電線故障の際,機器を保護するため,遠~ノ用り

御装置を介して,故障1可閏両端の直流高度

CC形連絡

断器せ開放する｡,遠iliリ

断矧軋 再投入時の故障′電流のl三1励計測回路な付加L

て,運転系統の倍頼度を一段と高めた｡

弟47図は浦和変 所遠方制御装~㌍である｢)

3.d.2 国鉄,高円寺変電所納集中遠方制御装置

国鉄,中央線および11仔線電化計`呵としての最初の集中制御装置

が昭和35年3月完成したし1

本装置は将来11変 所(約300ポジション)を1筒所から制御する

ものである｡

差当i)新宿中央;■闘抑≠から諦HJ変電所(3,000lくW MR3千手,35

ポジショソ)な制御するものと新宿変電所(3,000kWMR4f㌻,50ポ

ジショソ)を直接;甘御する常時滅灯式遠力制御傑鼎か㌧成立ってお

り納入以 好調に運転されている(〕

本装置の特長は~F記のとおりである｡

び
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1.制御盤ほ,従来のものとまったく面目を一新した小形なもの

とし,しノたがって複雑な制御をつかさどる選択スイッチは超小形

なものを使用した｡

2.選択制御用リレーはプラグイン形とした｡

3.近距離制御に便利な常時減灯直接式遠方制御装置を新しく採

用した｡

第48図はrl~∫央制御所設苗の制御盤を示す｡

3.6.3 ハイラップヒューズ

羊樹木悠流器の保護用とLて開発された,ハイラップヒューズは,

その後の奨掛こより遮断特件の優
,保護の確実,取扱いの簡便な

ど,ひいては機器の高能率運転に寄与する カ価真

範開もたたrilに整流器川に限らず,一般配

大され貞荷

なった.1

され,その応用

匁i絡保 にも拡

断器と組合わせて設備費を低減する方式が推奨可能と

らたに定格 旺は1,200Vまで,電流は1,500Aまでを完

成し,広ぐ需要に応じられる態勢をととのえた｡

第47図 国鉄浦和変電所用ポーラコード形遠方制御装置

第48図 国鉄高｢1寺変電所納集中遠プJ制御装置制御盤

第49図 形式EFT-6 600Vl,500Aハイラップヒューズ




