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はじめに
いまの日本の技術レベル、技術伝承、心配ではありませんか？
最近、家の中にも海外製品が少しずつ入り込んできています。 テレビも、掃除機も、スマホも、太陽光パネル
も、ほとんどが海外製品に置き換わろうとしています。 かつて世界をリードした繊維や造船は海外に大きなシェ
アを奪われ、このままでは、自動車も、鉄道車両も、そして日本が得意としてきた工作機械や特殊繊維、精密部
品も、徐々に海外製品に置き換えられてしまうのではないでしょうか？
Japan as No.1 – Lessons for America と言われた時代もはるか遠くなり、遂にアメリカに追い付くことができ
ず IT 技術や情報通信の分野では大きく遅れを取っており、中国にも 5G や電気自動車、自動運転など分野で大
きな差を付けられようとしています。 東南アジアに目を向けると、多くの若者が進んで海外に目を向け、常に最
新で最先端のソフトウェアを用い、海外の書籍や規格の原文を自由に読んで学んでいます。 一方、国内では団
塊の世代が既に退職の時期に入り、いかに貴重な技術を継承するかが大きなテーマになっています。
このような状況を踏まえ、経験豊富な、既に退職された方、これから退職される方、現職でこのコミュニティの主
旨にご賛同して頂ける方のお力をお借りして 「電気エンジニアにための Q&A コミュニティ」 を立ち上げました。
私たちが日常の仕事を進める上で様々な困難な場面に突き当たることが多々あります。 例えば、新技術や新商
品の開発、新しい技術を導入する時の技術評価やリスク評価、初めて経験するトラブルの原因追究、古くなった
設備の余寿命の評価や更新計画、技術伝承と若手の育成 ・・・ 等、あまりにも多くの課題が私たちを取り巻いて
います。 このような時、このコミュニティは仕事を進めるにあたり 「教えたり （回答者）、教えてもらったり （質問
者）」 電気エンジニア同士が協力して技術力を高め、問題点を共有し、解決するためのコミュニティです。 「質問
者」 と 「回答者」 が一体となって自由に技術交流する環境を提供します。
このコミュニティは、COVID-19 の第 1 波感染が始まった 2020 年当初から準備段階に入り、2020 年 6 月 1
日に正式に発足しました。 それから約 8 ヵ月、2021 年 1 月に質疑応答 （Q&A） が 100 項目に達しました。
改めてこれらの Q&A を読み直して見て、貴重な情報、経験、問題へのアプローチ方法がたくさん含まれている
ことを知り、これらの Q&A を 14 のテーマに分類し、COVID-19 第 3 波の中 2021 年 2 月から 3 月にかけて 1
冊の本として再編集しました。 この本は Web Site からのダウンロードなどの方法で、ご希望の方に無料配布
（配信） します。 この 「電気エンジニアにための Q&A コミュニティ」 の設立にあたりご協力していただいた
方々、質疑応答 （Q&A） のご回答にご協力して頂いた方々、このコミュニティの広告にご協力していたオーム
社、貴重な資料提供にご協力して頂いた株式会社エルテクス設計および Q&A に協力して頂いた会社の方々に
深く感謝します。
今やひとつの企業の力だけでは、世界の技術の進歩に、そして世界との競争に立ち向かえないと思います。
産学官、異業種間、競争相手の企業同士が企業間の垣根を越えて協力し、新しい今までにないアプローチが必
要ではないでしょうか？
この 「電気エンジニアのための Q&A コミュニティ」 は - All Japan - One Team - を旗印に、企業の垣根を
越えて協力し合い、電気エンジニア同士がお互いの技術力を高め、世界に負けない Japan Team の育成を目
ざします。 引きつづき皆さまのご支援とご協力をお願いします。
2021 年 3 月 5 日
電気エンジニアのための Q&A コミュニティ事務局 亀田和之
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2020 年 「電気エンジニアのための Q&A コミュニティ」 を開設
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2020-0001 短絡電流計算手法、規格および便利な
ツール
Question
これまで Excel を用いて短絡電流計算を行っています。 詳細な計算を行うための短絡電流計算手法、規格お
よび便利なツールについて教えて下さい。
Answer
Excel を用いて （あるいは手計算） で短絡電流計算を行う場合は、どうしても、「① 系統モデルを簡略化する
② 複素数計算を簡略化する （抵抗分を無視する） ③ 機器の定数を一定値として扱う （電圧、周波数、周囲温
度などの変化による定数の変化は無視する） ④ 規格等で定めれた諸定数の適用ができない ⑤ 遮断器やヒュ
ーズなどの保護装置の試験方法と一致した条件での計算および評価ができない」 などの問題が生じます。
短絡電流計算手法に関する代表的な規格として、「① 米国の ANSI 規格 ② 国際化に伴って、IEC 規格 ③
ドイツ規格をベースとして規定されたロシア規格」 等による計算手法があります。
国内では、私がエンジニアリング会社に入社した 50 年前当時 （半世紀前ですね） は、国内に短絡電流計算に
関する規定がないこともあり、米国の ANSI 規格に基づいた手法を学び、発電機や電動機のインピーダンス値や
非対称係数等を ANSI 規格に書かれている値を用いて計算していました。 その後、国際化に伴い海外の EPC
(Engineering, Procurement and Construction) 案件では IEC 規格の適用が要求されるようになり、また、
JIS/JEC/JEM にも IEC 規格の規定が取り入れられつつあり、国際的に IEC 規格による計算が一般的になっ
て来ました。
最近では、電気学会の 「工場配電調査専門委員会」 で 「工場配電」 を発刊する中で、いろいろ議論があった
ようですが、従来の短絡電流計算手法については教科書的な内容のままで、IEC のような国際規格による解析
手法は殆んど取り入れられませんでした。 ユーザーをはじめメーカーからも 「日本の電気設備が IEC 規格で展
開されていないので、IEC による短絡電流で製品を要求されると厳しくなる （コスト高になる）」 という意見が多
かったと聞いています。 私の個人的な見解としては、国際的に通用する電気製品を世界に輸出するためにも、
IEC 規格にどこか少し手を加えた規定ではなく、IEC 規格そのものを日本の規格にした方が良いのではないかと
思っています。 また、少なくともエンジニアとしては、IEC などの国際規格ではどのような計算手法になっている
か、どのような評価をしているのかを理解しておくべきと思います。
詳細な短絡電流計算を行うための便利なツールについて、「電力系統解析ソフトウェア etap Power Simulator」
を勧めします。 etap は、下記の規格に基づいて短絡電流計算を行うことができ、遮断器やヒューズなどの保護
装置の評価 （短絡電流値の各要素に対して正常に遮断できるか、遮断されるまでの間機器が耐えられるか等）
の評価を行います。
① IEC 規格 IEC 60909 （工場配電）、IEC 61363 （船舶関連）
② 米国規格 ANSI/IEEE C37
③ ロシア規格 GOST
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2020-0002 IEC 規格による短絡電流計算手法
Question
IEC 規格に基づく短絡電流計算手法についてのご説明をお願いします。
Answer
いきなり大きなテーマのご質問ですね！ 短絡電流計算を行って、いま工場で使用している電気設備、これから
発電機などの設備を増設する場合、これから新しい工場を建設する場合などに 「それらの電気設備の短絡電流
に対する保護装置の遮断能力が、短絡電流の値に対して適合しているかどうか」 を評価するために、下記のよ
うなテーマについての検討が必要です。
①

適用規格について理解する。

② 電気機器や保護装置の定格、性能、能力について理解する。
③ 電気設備の特長、使用するソフトウェアの機能を理解して、系統のモデリングを行う。
④ 使用するソフトウェアによる計算結果と保護装置の能力を基に、正しい評価を行う。
⑤ 正しい評価に基づき、有効な （実施可能な） 対策を検討する。
これらの点を踏まえ、関連資料 1-1 「IEC 規格による短絡電流計算の留意点と解析評価」 (See Page 15-3)
を基に、「電力解析ソフトウェア etap を用いた場合の、IEC 60909 に基づく短絡電流計算を行う場合の計算手
法」 について説明します。

1. 適用規格
etap は、下記のような機能と特徴を持っています。
Note : 関連資料 1-1 「IEC 規格による短絡電流計算の留意点と解析評価」 の関連する Page と併せてご参照下さい。

(1) IEC 60909 （工場配電）、IEC 61363 （船舶関連）、ANCI/IEEE C37、ロシアの GOST 規格に適合した短
絡電流計算に対応している。 (Page 1/13)
(2) それぞれの計算に必要なデータを入力することにより、3 相短絡、線間短絡、2 線地絡、1 線地絡計算を同
時に行う。 (Page 2/13)
(3) IEC 60909 に基づく計算では、IEC 規格に基づいて遮断器やヒューズなど保護装置の遮断責務を評価する
ために、下記の短絡電流値を求める。 (Page 2/13)
a. 初期対称実効値 (I”k)

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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b. ピーク値 (ip)

Peak Short-Circuit Current

c.

Short-Circuit Breaking Current

遮断電流値 (Ib)

d. 定常電流値 (Ik)

Steady-State Short-Circuit Current

e. 直流分 (Idc)

DC Component

f.

Thermal Equivalent Short-Circuit Current

熱等価短絡電流値 (Ith)

2. IEC 60909 による短絡電流計算手法
IEC 60909 による短絡電流計算は、下記の手順で計算します。
Note : 関連資料 1-1 「IEC 規格による短絡電流計算の留意点と解析評価」 の関連する Page と併せてご参照下さい。

(1) 最初に、初期対称実効値 (I”k) を計算する。 (Page 3/13)
初期対称実効値 (I”k) の計算は、手計算で短絡電流計算を行う方法と同じです。 事故点の電圧 Un と事
故点から見た合成インピーダンス Zk の割り算で求めます。
I”k = ｃ・Un /（√3・Zk）

ここで、ｃ は電圧係数

IEC による短絡電流計算結果と手計算による計算結果が一致しないというコメントを度々受けることがあり
ます。 その主な理由として下記の 3 点が考えられます。 IEC による計算では、
a. 電圧係数 Voltage Factor (c) を適用している。 (Page 4/13)
b. 誘導電動機の短絡インピーダンスの値をかなり小さ目の値としている。 (Page 5/13)
c.

発電機および変圧器のインピーダンス補正係数を適用している。 (Page 5/13)

Near to Generator と Far From Generator の規定と、短絡電流の交流分の減衰については (Page
5/13, 6/13) による。
(2) 次に、初期対称実効値 (I”k) をベースに、ピーク値 (ip) を計算する。 (Page 6/13, 7/13)
a. ip の計算式は (Page 6/13) による。係数 κ によって ip の値が変わります。
b. X/R 比を求める方法 （方法 A, B, C） は (Page 6/13, 7/13) による。
(3) 初期対称実効値 (I”k) をベースに、遮断電流値 (Ib) を計算する。 (Page 7/13, Page 8/13)
a. 遮断電流値 （対称値） Ib sym は、Far From Generator の場合は減衰せず、Near to Generator の
場合は減衰します。 (Page 7/13)
b. Ib sym の計算式の計算式は (Page 7/13) による。 係数 μ および係数 q の値によって、同期機お
よび誘導機からの寄与電流の減衰が変わります。
c.

遮断電流値 （非対称値） Ib asym は、「Ib asym = √( Ib sym2 + Idc2) 」 より計算します。

(4) 直流分 (Idc) を計算する。 Idc の計算式は、(Page 8/13) による。
(5) 定常電流値 (Ik) を計算する。 Ik の計算式は、(Page 9/13) による。 係数 λ が関係します。
(6) 熱等価短絡電流値 (Ith) を計算する。 Ith の計算式は、(Page 9/13) による。
Ith の計算式は、係数 m および n が関係します。
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3. 短絡電流計算を行う場合の系統モデリングの留意点
etap などのソフトウェアを用いて計算を行う場合は、電気設備の特徴、保護装置の定格・性能・能力、そのソフト
ウェアの機能と特徴、関連法規などを理解して系統のモデリングを行うことが必要です。 系統モデリングの留意
点については、(Page 10/13) をご参照下さい。

2020-0003 短絡電流計算結果と保護装置の遮断責
務の評価
Question
IEC 規格による短絡電流計算結果に基づき、保護装置（遮断器やヒューズ等）の遮断責務を評価する方法につ
いて教えて下さい。
Answer
IEC 規格による短絡電流計算手法については、質問番号 2020-0002 「IEC 規格による短絡電流計算手法」 を
ご参照下さい。

1. 短絡電流計算結果の評価に関する規定
(1) 中圧および高圧遮断器の場合、短絡電流計算値を基に下記のように遮断器の能力について評価します。
保護装置の能力

>

投入電流

＞

ip

遮断電流 （対象値）

＞

Ib sym

遮断電流 （非対象値）*

＞

Ib asym

直流分*

＞

Idc

熱等価短絡電流値

＞

Ith

短絡電流計算値

(2) etap のユーザーガイドには、下記のように記載されています。
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2. 保護装置の能力 （遮断電流非対称値 Ib asym、直流分 Idc） を計算する。
(1) 上記第 1 項に記載した保護装置の能力に * 印を付した遮断電流（非対称値） Ib asym、直流分 Idc のデ
ータは、メーカーから受領することがかなり困難なデータです。
(2) IEC 規格では、これらの値を求める計算式を規定しています。 etap のユーザーガイドには、下記のように
記載されています。

3. 保護装置の能力の評価例
(1) 表 1-1 「短絡電流計算結果評価の例」 は、短絡電流計算結果に基づき保護装置 （遮断器やヒューズ等）
の遮断責務を評価した例です。
「ピンク色」 でハイライトしたセルのデータは、IEC に規定されている上記第 2 項の計算式により求めたデ
ータです。 「黄色」 でハイライトしたセルのデータは、短絡電流値が保護装置の能力を超えているデータで
す。 この例では、ほとんどの計算結果が保護装置の能力を超えています。
(2) 「黄色」 でハイライトしたセルのデータは、「保護装置の能力 ＞ 短絡電流計算値」 となるように、対応策
の検討が必要です。 「短絡電流計算結果が保護装置の遮断能力より大きい場合の対応策」 については、
質問番号 2020-0004 をご参照下さい。

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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表 1-1 短絡電流計算結果評価の例

2020-0004 短絡電流計算結果が保護装置の遮断能
力より大きい場合の対応策
Question
現状の電気設備に対して、短絡電流計算結果が思わしくなかった （短絡電流計算値が大きい） 場合の対応策
はどうしたら良いでしょうか？
Answer
短絡電流値を抑制する方法として、次のような方法が考えられます。 これらの方法のいずれか、あるいはこれら
の方法の組合せより、安全性、信頼性、費用、実現の可能性などを総合的に考慮して、最善策を見つけることが
必要です。
1. 系統のインピーダンスを大きくする => 電圧降下、電動機始動は大丈夫か？
具体的な方法としては、① 変圧器の％Z を大きくする ② リアクトル等を設置する ③ ケーブルデータな
どを入力して計算する （ケーブルが長い場合、低圧系統などでは有効） 等の方法が考えられます。
2. 遮断器の遮断能力をアップする => コストアップになる、スペースは大丈夫か？
3. 遮断器を通過する電流 （Though Fault Current） で、装置の遮断能力を評価する。 （図 1-1 参照）
4. 系統運用を短絡電流値が抑制できる運用に制限する => 設備の信頼性、工場の運転から見た可能性？
5. 遮断器動作前に溶断する即断ヒューズを追加する => 母線連結、系統切離しなどの点から可能か？
（図 1-2 参照）
6. X/R 値を見直す （小さくする） => ip、Ib asym、Idc の計算値が小さくなる。 （図 1-3 参照）
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7. 例えば etap に系統を入力する時に、負荷を大きな塊りにしない => 負荷の容量が大きいと Ib の減衰
が遅くなる。 （図 1-4 参照）
8. 保護継電器の動作時間等も考慮して、遮断器等の遮断時間を長くする => etap の場合、Minimum
Time Delay の値を大きくする。
9. 電圧係数の適用をやめる？ => IEC による計算結果と言えなくなる。
10. 系統を分割する。 => 例えば、大容量の変圧器を使用しないなど （特に低圧系統）
上記の方法に加え、解析ツールを用いて計算する場合に系統モデリングを見直して詳細な計算を行ってみること
も方法な有効です。

図 1-1 遮断器を通過する電流 （Though Fault Current） による評価 （方法 1）
Ｎｏｔｅ： 上図の 「赤枠」 の値が母線に流れ込む合計電流、「青枠」 の値が通過電流である。

図 1-2 母線に遮断器動作前に溶断する即断ヒューズを追加する例 （方法 5）
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図 1-3 X/R 値を見直して計算した例 （方法 6）

図 1-4 負荷を分割して入力した例 （10MWｘ1 台 => 1MＷｘ1 台） （方法 7）
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2020-0005 IEC による短絡電流計算結果と手計算
による計算結果の比較
Question
IEC 60909 に基づく etap による短絡電流計算結果と手計算による計算結果が大きく異なります。
どうしてでしょうか？
Answer
etap による短絡電流計算は、質問番号 2020-0002 「IEC 規格による短絡電流計算手法」 で説明しているよう
に、IEC 60909 に規定されている下記の補正係数をきちんと適用して計算しています。 手計算の場合はどうで
しょうか？
① 電圧係数 c

電圧により短絡電流計算値を補正

② インピーダンス補正係数

発電機および変圧器のインピーダンス補正係数

③ 係数 κ

短絡電流ピーク値の計算

④ 係数 μ および係数 q

同期電動機 （μ） および 誘導電動機 （μ、q） の寄与電流の減衰

⑤ 係数 λ

短絡電流定常値の計算

⑥ 係数 m および係数 n

熱等価短絡電流（Thermal Equivalent SCC）の計算

etap による計算結果と手計算による計算結果の比較例として、関連資料 1-2 「ETAP Technical Report – No.
028 ETAP による短絡電流計算結果の評価」 (See Page 15-16) をご参照下さい。 図 1-5 に示す例題を基に
比較検証しています。

図 1-5 etap による計算結果と手計算による計算結果の比較 （例題）
また、etap の開発元である OTI 社の Web Site （下記） アップロードされている 関連資料 1-3
「IEC Published Example Model の結果と etap による計算結果の比較検証レポート」 (See Page 15-22) をご
参照下さい。
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2020-0006 発電機および変圧器のインピーダンス補
正係数
Question
IEC 60909 に規定されている発電機および変圧器のインピーダンス補正係数とは何でしょうか？
Answer
発電機および変圧器と系統との接続状態および短絡事故点の位置との関係によって、発電機および変圧器のイ
ンピーダンス補正係数が変わります。 IEC60909 に規定されている発電機および変圧器のインピーダンス補正
係数について、関連資料 1-4 「発電機および変圧器のインピーダンス補正係数」 (See Page 15-24) にまとめ
ましたのでご参照下さい。
図 1-6 「インピーダンス補正係数」 は IEC 60909 に規定されているインピーダンス補正係数です。 etap の短
絡電流計算プログラムは、これらの補正係数を、系統構成と短絡事故点から判断しきちんと適用して計算しま
す。
また、etap には 図 1-7 「変圧器のインピーダンス補正係数」 のように、変圧器のタップ値によるインピーダンス
値の補正 （Z Variation）（赤枠）、変圧器インピーダンスの値の製作裕度を設定する機能 （Z Tolerance）（青枠）
も適用することができます。

図 1-6 インピーダンス補正係数

図 1-7 変圧器のインピーダンス補正係数
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2020-0019 短絡故障計算シミュレーション時の発電
機定数の適用
Question
短絡故障計算シミュレーションの時に発電機の定数として、xd”, xd’, xd をどのように使い分けるのでしょうか？
何かルールがあるのしょうか？
Answer
ETAP News の 「電力技術理論徒然草（長谷コラム）」 の中に、短絡故障計算シミュレーションの時の発電機定
数の使い分けについての解説があります。 関連資料 1-5 「短絡故障計算シミュレーションの時の発電機定数の
使い分け」 (See Page 15-27) をご参照下さい。

2021-0094 保護協調の必要性と作図
Question
保護協調の検討にあたっての心構え、検討するために必要な知識、保護協調図の作成方法について教えて下さ
い。
Answer
これまでの Q&A （質疑応答） の中で、保護協調に関して、質問番号 2020-0016 でアークフラッシュ計算に必
要な事故除去時間 （FCT） を求める、質問番号 2020-0062 で距離継電器を設定するためのツールとしての
etap StarZ™ 、質問番号 2020-0063 で電動機群が瞬低後に順序再始動する場合の保護協調、質問番号
2021-0085 で電動機の始動電流および熱的強度 (I2t) を考慮した保護協調について、その都度ご質問に対す
る回答として説明してきました。
ここでは、保護協調についての理解を深めるために、「1. 保護協調の必要性 2. 保護協調図の作成方法 3. 保護
協調プログラムの新しい機能」 について説明します。

1. 保護協調の必要性
保護協調の検討は単に理論的な検討だけでなく、経済性、系統運用上の安全性、電気設備の保護、運転員に対
する安全性 （アークフラッシュ保護）、これまでに経験した事故に基づく検討、ベテランの経験に学んだ検討が必
要である。 主な検討すべき項目をまとめると下記のとおりである。
(1) 電気系統の短絡事故、電動機の始動失敗 （始動渋滞） などの事故が生じた場合に、速やかに事故を検出
し、速やかに事故区間を切り離すように保護装置を設定する。
(2) 発電機、変圧器、電動機およびケーブルなどの電気設備を、短絡電流や過負荷電流による損傷から防ぐた
めに、熱的強度 (I2t) 以内に動作するように保護装置を設定する。 （図 1-8 参照）
(3) 変圧器の突入電流、電動機の始動電流、瞬低後の電動機群の順序始動電流などによって、保護装置が誤
って動作することが無いように設定する。 （図 1-9 参照）
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(4) 系統の上流および下流の保護装置の協調が互いに正しく取られ、事故区間以外の系統が不必要に遮断さ
れることの無いように所定の時間間隔 (CTI : Coordination Time Interval) をとって保護装置を設定する。
（図 1-10 参照）
(5) アークフラッシュ計算において、運転員をアーク事故から守るために、事故エネルギーを必要なレベル以下
に抑えるよう事故除去時間 (FCT : Fault Clearing Time） を考慮して保護装置を設定する。（図 1-11 参
照）
(6) 過電流保護だけでは協調が取れない場合は、比率作動継電器、母線保護継電器、距離継電器などによる
保護についても検討する。 電圧継電器や周波数継電器などとのインターロック、他の系統とのインターロッ
ク、化学工場などではプロセスインターロックなども併せて検討すると良い。

図 1-8 電動機系統の保護協調の例

図 1-9 変圧器系統の保護協調の例

図 1-10 保護装置の時間間隔 (CTI : Coordination Time Interval)
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図 1-11 アーク電流と事故除去時間 (FCT） から事故エネルギーを求める

2. 保護協調図の作成方法
保護協調の手順については、関連資料 1-6 「保護協調図の作成手順」 (See Page 15-28) をご参照下さい。
この資料は電力系統解析ソフトウェア etap の保護協調のトレーニングに用いている資料であり、図 1-12 に示
す系統図 （例題） を基に保護協調図の作成方法について説明しています。

図 1-12 保護協調図作成のための系統図 （例題）
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3. 保護協調プログラムの新しい機能
従来の保護協調プログラムの機能、例えば、「a 単線系統図および短絡電流計算結果とリンクして保護協調図を
作成 b. 海外および国内の保護装置のデータが登録されている c. 自分で保護装置のデータを登録できる d.
保護協調図の画面から直接保護装置のカーブを動かして協調図を作成できる e. 保護協調図の体裁を自由に
設定して作図できる」 などの機能に加えて、最近の保護協調プログラムには、下記のような新しい機能が組み込
まれています。
①

保護装置の動作順序の確認 :
指定した事故点に対して、保護装置の動作順序（協調）を確認できる。
図 1-13 および URL https://etap.com/product/star-sequence-of-operation 参照

②

保護協調図の自動作成および自動調整
規定した保護協調のルールに基づいて、保護協調図を自動作成および自動調整する。
図 1-14 および URL https://etap.com/product/star-auto-evaluation 参照

③

距離継電器の計算と設定 (etap StarZ™)
継電器設置点から故障点までのインピーダンスを求め、故障点が保護区間内にある時に動作する距
離継電器についての計算と設定を行う。
図 1-15 および URL https://etap.com/ja/product/starz-distance-relay-coordination 参照

④

現場の保護装置とリンクした保護協調 （etap eProtect™）
現場の保護装置と保護協調図がリンクして保護協調の妥当性を常に監視し、システム統合、運転員ト
レーニング、メンテナンス後の保護装置のデータ管理など、一元化された保護資産管理を行う。
図 1-16 および URL https://etap.com/solutions/eprotect 参照

⑤

保護装置設定表の自動作成
作成した保護協調図を基に、保護装置設定表を自動的に作成する。
図 1-17 および URL https://etap.com/ja/product/star-protective-device-coordination-software 参照

図 1-13 保護装置の動作順序
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(etap StarZ™)

図 1-16 現場と一元化された保護資産管理
（etap eProtect™）

図 1-17 保護協調図から保護継電器設定表を自動的に作成

2020-0075 高圧遮断器に継電器が必要な理由
Question
低圧遮断器であれば本体のみで事故電流を遮断可能ですが、高圧遮断器はどうして遮断器本体のみでの遮断
はできず、過電流継電器（OCR）や地絡継電器（GR）など、外部に設置された保護継電器が必要なのでしょう
か？
Answer
低圧の配線用遮断器の場合、引き外し方式として、熱動式、熱動 – 電磁式、電磁式、電子式などの保護装置
が、配線用遮断器の中に組み込まれています。その理由として、下記のような理由が考えられます。
1. 低圧遮断器の場合、定格電圧が 100/110, 200/220, 400/440V なので、これらの保護装置を本体に直接組
み込むことができる。 高圧遮断器の場合は、計器用変成器を用いて、電圧要素は VT で 100 または 110V
に、電流要素は CT で 5 または 1A として過電流継電器（OCR）や地絡継電器（GR）などの保護装置を接続
している。
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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2. 低圧遮断器は一般的にフィーダとして使用されるので、接続される負荷を保護できれば良い。 高圧遮断器の
場合は、受電系統や変圧器の 1 次側および 2 次側などの主回路に用いられることが多いので、保護協調の
観点から、その目的に応じて最適の過電流継電器（OCR）や地絡継電器（GR）などを適用できるようにしてい
る。
3. 省スペース、経済的な観点から、低圧遮断器はコンパクトな一体型としている。高圧遮断器の場合は、絶縁距
離の観点から、保護装置を主回路から分離して扉面などに取り付けた方が保守、管理、運転上からも便利で
ある。

2020-0077 地絡検出（非接地系の地絡電流）
Question
降圧トランス 6600/400V があるとします。 トランスの結線は Δ-Δ（Dd0)。 二次側は非接地。
1. 400V 低圧側に電動機駆動回路があり、漏電遮断器がある場合、トランスの結線は Δ-Δ で二次側が非接地
系統の場合、地絡した場合に検知できるのでしょうか？ 高圧受電設備の文献などを読んでいるとき、非接地
系統の場合、地絡検出が困難な場合があるという記述を見て、一般的によくみる低圧回路ではどうなのだろう
かと思いました。
2. また、高圧の地絡継電器では地絡方向性継電器があるのに低圧ではなぜ方向性判別の漏電遮断器がない
のでしょうか？
Answer
「高圧の地絡継電器では方向地絡方向性継電器があるのに、低圧（400V）ではなぜ方向性判別の漏電遮断器
がないのでしょう？」 という疑問に答えたえたいと思います。
はじめに日本の電気システムを少し整理しておきましょう。
1. EHV 系 （187ｋV 以上の系統、および沖縄県主幹線）
方向距離リレー（事故時の Va/Ia, Vab/Iab などを判定原理とする）が使われます。
2. 高抵抗接地系 （66～154kV 系）
1 線地絡時の事故相電流 Ia=3Io が数百 Amp ほどしか流れないので Va/Ia 原理のリレーは適用できず、
代わりに零相電圧 Vo と零相電流 Io を入力として利用する零相地絡方向リレー（Vo/Io を判定原理とす
る）が多く使われています。
3. 6kV 配電系統 （中性点非接地系）
日本の 6kV 配電系は “非接地系” と称されていますが、厳密にいえば “オープンデルタ結線の CT に高抵
抗をつないで、1 線地絡時に Ia=3Io=1~5 Amp 程度の地絡電流が流れるようになっています。 微小な電流
が流れるのですから厳密には微接地方式とでも称すべきかもしれません。 1 線地絡で地絡電流 Io がほとん
ど流れないので Vo/Io 式の方向リレーも事実上使えません。 一般に長い配電線の地絡事故検出や事故区
間検出は容易ではありません。 配電線路の途中で樹木接地などが生じても地絡事故検出ができず火災など
に進展したら大変ですから、今日も様々なリレー方式の開発の努力が続いています。
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4. 工場構内動力系系統
私企業の構内動力系統 （変圧器が Δ―Δ 結線の 3～20kV 級のばあいなど） では 3. 配電線の場合と大同
小異ということになりますが、一般に 1 区間放射系統 （直列複数区間構成ではない） である点は有利となり
ます。
5. 工場構内低圧系 （600V 以下）
ご質問のあった 400V 回路の場合は文字通りに “中性点非接地” の回路でしょう。 これはもう文字通り、Io
が殆んどゼロの系統でしょうから零相電圧 Vo と零相電流 Io の大きさと位相関係を比較する判定原理が役
に立たない。 したがって方向性を判定するリレーが作れないということになります。
ご質問の解答は以上です。
事務局より：
このご質問に対する回答 （関連資料 1-7） には、「① はじめに日本の電気システムを少し整理しておきましょう
② ところで質問の域を超えますが、・・・ ③ 折角なので、もう少し理論的な補足説明を下記いたします」 の 3
段階に分けて記述されています。 ② および ③ を含む回答全体については、関連資料 1-7 「地絡電流に対す
る回答」 (See Page 15-32) をご参照下さい。
対称座標法については、第 14 章 「電気理論」 の 「対称座標法 （Symmetrical Components ： 012 法）」をご
参考にして下さい。
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2021-0089 発電機（AVR&ガバナ）のダイナミックモ
デリング
Question
過渡安定性解析を行う場合に必要な発電機用 AVR、ガバナおよび PSS（系統安定化装置）のモデリング手法、
およびモデリング結果の検証方法について教えて下さい。
Answer
ご質問に対して、電力系統解析ソフトウェア etap を例に説明します。 etap には、図 2-1 「etap のライブラリに登
録されている制御モデル」 に記載のように IEEE に規定されたモデルやメーカーのモデルがライブラリに登録さ
れており、これらのモデルを用いて解析を行うことができます。
AVR モデル

Governor モデル

PSS モデル

図 2-1 etap のライブラリに登録されている制御モデル
しかし、過渡安定度解析結果の精度を上げるために、出来るだけこれらのデータをメーカーから受領して解析を
行う事をお奨めします。 図 2-2 に 「AVR およびガバナモデルの例」 を示す。 左側が AVR モデル、右側がガ
ナモデルの例、そして上段がメーカーから受領した制御ブロック、下段が etap の UDM （ユーザー定義の動的モ
デル） プログラムでモデリングした制御ブロックです。 UDM によるモデリング方法 （手順） については、関連資
料 2-1 「ETAP-UDM による制御ブロックのモデリング手法」 (See page 15-35) をご参照下さい。

モデリング結果の検証方法
図 2-3 に 「発電機の負荷遮断試験結果およびチューニングの結果」 をまとめた。 （図 a） が発電機の負荷遮
断試験結果、（図 b） が etap によるチューニングの結果です。 UDM プログラムで AVR およびガバナのモデリ
ングした場合、実際の負荷遮断試験結果との比較を行い、モデリングの結果が出来るだけ前者に近づくよう定数
のチューニングが必要です。 制御ブロックのモデリングの評価については、第４章の 質問番号 2020-0013 も
併せてご参照下さい。
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図 2-2 AVR およびガバナモデルの例
発電機 界磁電圧

実機の負荷遮断試験結果の例
（4/4 負荷）

発電機 端子電圧

発電機 機械出力

発電機 周波数

(a) 発電機の負荷遮断試験結果

(b) etap によるチューニングの結果

図 2-3 発電機の負荷遮断試験結果およびチューニングの結果

2021-0090 誘導電動機のダイナミックモデリング
Question
過渡安定性解析を行う場合に必要な電動機のダイナミックモデリングについて、どのようなデータが必要か、これ
らのデータがメーカーから入手できない場合どうすれば良いかについて教えて下さい。
Answer
過渡安定性解析で系統の安定性や電動機始動の検討を行う場合、電動機のダイナミックモデル 「① 電動機の
等価回路 ② 電動機および負荷のトルク特性 ③ 電動機および負荷の慣性定数」 についてのデータが必要で
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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す。 これらのデータは、出来るだけメーカーから入手するか、試験成績書 (Test Report) を調べて入手して下さ
い。 これらのデータが入手できない場合は、どうすれば良いか？
③ の電動機および負荷の慣性定数については、質問番号 2020-0084 の第 1 項 「慣性モーメント （GD2 また
は WR2）と慣性定数（H または M） の関係」 のデータを参考にして下さい。
ここでは、ここでは ① および ② について、電力系統解析ソフトウェア etap を例に 「1. 電動機の等価回
路 2.電動機トルク特性 3. 負荷トルク特性」 の推定方法について説明します。

1. 電動機の等価回路
図 2-4 は 「etap のライブラリに登録されている誘導電動機の等価回路モデル」 です。 左から、① Single1
（一重かご型非深溝） ② Single2 （一重かご型深溝） ③ DBL1 （二重かご型一体溝） ④ DBL2 （二重かご
型独立溝） の 4 種類の等価回路モデルが登録されています。 これらの等価回路モデルの等価回路定数が分
かれば （例えばメーカーから受領できれば）、これらのモデルを用いて解析を進めることができます。

図 2-4 etap のライブラリに登録されている誘導電動機の等価回路モデル
等価回路および等価回路定数が分からない （入手できない） 場合は、図 2-5 のように etap の電動機の定数
推定プログラムを用いて、電動機の試験成績書に記載されている 7 つのデータ、すなわち ① 拘束電流 ② 拘
束力率 ③ 拘束トルク ④ 最大トルク ⑤ すべり ➅ 全負荷力率 ⑦ 全負荷効率 （青枠のデータ） を基に、等
価回路定数 （赤枠のデータ） を推定することができます。

図 2-5 etap の電動機の定数推定プログラムによる等価回路および等価回路定数の推定
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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電動機の定数推定プログラムによるパラメータ推定方法 (手順) については、関連資料 2-2 「誘導電動機のパ
ラメータ推定」 (See page 15-39) をご参照下さい。

2. 電動機トルク特性
等価回路を基に、図 2-6 「誘導電動機の始動トルク、始動電流、始動力率カーブ」 のように始動トルク、始動電
流、始動力率カーブ （緑枠） のデータが作成されます。 電動機トルク特性については、質問番号 20200084 の第 3 項 「電動機および負荷のトルク特性」 を参考にして下さい。

図 2-6 誘導電動機の始動トルク、始動電流、始動力率カーブ

3. 負荷トルク特性
etap には、図 2-7 「etap のライブラリに登録されている負荷トルクモデル」 のように、一般的な負荷トルクモデ
ルが登録されています。 メーカーから負荷トルク特性データが入手できない場合は、これらのモデルを用いて解
析を進めることができます。 しかし、電動機始動解析の対象となる電動機については、出来るだけメーカーから
データを入手するなどして実際のデータを基に解析することが必須です。
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図 2-7 etap のライブラリに登録されている負荷トルクモデル

2021-0091 電動機の縮約方法
Question
化学工場や製鉄所などの産業設備では数千台の電動機が運転しています。 これらの電動機についてデータを
集め、個々に正確に解析ソフトウェアにデータを入力することは極めて困難です。 このような場合の電動機群の
データ入力方法、電動機の縮約方法などについて教えて下さい。 また、電動機を縮約して入力した場合の解析
結果の精度について検証したデータがありましたら紹介して下さい。
Answer
数千台もある電動機を 1 台ずつ全て入力することは 「a. データを集め、入力する手間が大変である b. 全ての
電動機データの調査が困難で誤ったデータを入力してしまう恐れがあり、解析結果の信頼性を損なうことがあり
得る c. 系統が複雑になり、計算時間がかかる、場合によっては計算が収束しない」 などの問題が生じ、必ずし
も現実的とは言えません。 そこで、etap のようなツールを用いて解析を行う場合は、データ入力方法が User
Friendly であり、Network などの機能を用いて大きな系統も入力し易くなっているので、下記のような方法が現
実的です。
① 高圧電動機は全数個々に入力する （台数が多い場合は、例えば 1000kW 以上の電動機は個々に、
1000kW 未満の電動機は縮約して入力する）
② 低圧電動機は、例えば 100kW 以上の電動機は個々に、100kW 未満の電動機は縮約して入力する
何れの場合も、高圧系統および低圧系統ごとに、合計容量の 80～90%程度の電動機を 1 台ずつ個々入力し、
残りの 10～20%程度の電動機を縮約電動機として入力することをお奨めします。 解析結果の精度を維持し、か
つ系統もかなり簡素になります。
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1. 誘導電動機の縮約方法
図 2-8 「電動機の縮約 （例題）」 を基に、4 台の電動機を 1 台の電動機に縮約する方法について説明します。

図 2-8 電動機の縮約 （例題）
縮約電動機の容量 (kVA0)、極数 (Pole0)、慣性定数 (H0)、負荷率 (%Load0) を求める計算式は下記のとおり
です。

電動機の縮約方法の手順および例については、 関連資料 2-3 「誘導電動機の縮約方法」 (See page 15-45)
「電気設備エンジニアリングソフトウェア e-DPP （ユーザーガイドの抜粋）」 をご参照下さい。
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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2. 縮約結果の検証
誘導電動機を縮約して入力した場合の解析結果の精度について、検証した資料を紹介します。 関連資料 2-4
「縮約電動機の検証」 (See page 15-49) をご参照下さい。
この資料は、第 22 回 ETAP ユーザー会のプレゼン資料を基に、電動機を 1 台ずつ個々にモデリングした場合
と、それらの電動機を 1 台の縮約電動機として縮約した場合において、① 受電点短絡事故 ② 商用電源停電
③ 商用電源瞬低 ④ 大型電動機始動 の 4 項目の解析結果を比較した部分を抜粋ものです。
補足：
この資料中の単線系統図において、a. 薄緑色で囲った電動機群と薄ピンク色で囲った縮約電動機を切り替えて解析を行い b. 薄青色で囲
った大型電動機は「大型電動機始動」解析時に始動する電動機として用いています。

2021-0092 瞬時電圧低下（瞬低）現象のモデリング
Question
過渡安定度解析で瞬低事故が生じた場合の検討を行うにあたり、需要家の受電母線で瞬低が生じた場合のモ
デリング方法について教えて下さい。
Answer
送電線への落雷や送電系統の短絡事故などによって、需要家の電気設備に瞬時電圧低下 （瞬低） が発生しま
す。 電力会社などの資料によると、特別高圧で受電している顧客で 1 年に 3 回程度、高圧で受電している顧
客で 1 年に 2 回程度発生し、電圧が低下している時間は概ね特別高圧系統で 0.2 秒以下、高圧系統で 0.3
秒以下、約 20%～80%の値に低下するとなっています。
瞬低現象は、需要家の受配電系統内で短絡事故が生じこの短絡事故を遮断するまでの間、および 2 回線受配
電系統で電源切換を行う間などにおいても、同様の現象が生じます。
ここでは、図 2-9 「瞬低モデリングの例題」 の系統図を基に、電力系統解析系統ソフトウェア etap を用いた場
合を例に、左図のような受電系統において 34.5kV 受電母線で短絡事故が生じ、右図のように 0.2 秒間、
34.5kV 受電母線の電圧が 20%まで低下する現象のモデリング方法について説明します。

受電母線

X

図 2-9 瞬低モデリングの例題
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設定方法 （手順） は下記のとおりです。 具体的な設定方法は、関連資料 2-5 「瞬時電圧低下（瞬低）現象のモ
デリング」 (See page 15-54) をご参照下さい。
① 34.5kV 受電母線にリアクタンス X を通して、34.5kV ダミー母線を接続する。
② 34.55kV ダミー母線で短絡事故が生じ、0.2 秒後に事故を解除する。
③ リアクタンス X の値は、概ね X = kV / (√3 x Isc) の値を基に、事故点のリアクタンス値を調整し、 残留電
圧が 20%に近づくよう設定する。

2021-0093 電動機再始動順序のモデリング
Question
質問番号 2020-0091 の質問のように、化学工場や製鉄所などの産業設備では数千台の電動機が運転していま
す。 そして、商用系統での落雷事故、構内での短絡事故や電源切換などによって瞬時電圧降下（瞬低）現象が
生じたることが度々あります。 特に化学工場の場合は、このような場合でも工場を連続運転することが必要であ
り、瞬低後 （電圧回復後） に電動機群が再始動順序に従て再始動するようにしています。 このような場合の電
動機群の再始動順序のモデリング方法について教えて下さい。
Answer
ご質問に対し、電力系統解析系統ソフトウェア etap を用いた場合の方法について説明します。
一般的に ① 高圧電動機用の配電盤には、瞬低が生じても機構的に 「開」 することの無い遮断器が用いられ
ているので、電圧回復と共に 「再加速」 する ② 低圧電動機用の配電盤には、瞬低が生じると離落する電磁接
触器が用いられているので、電圧回復後に電磁接触器を再投入し、電動機を 「再始動」 することが必要です。
ここでは、低圧電動機の場合において、電動機群を再始動グループに分けて再始動するための 「電動機群の再
始動順序のモデリング方法」 について説明します。 電動機再始動の設定方法を 図 2-10 「電動機再始動の設
定方法」 にまとめた。

1.

瞬低再始動グループの分類 （ここでは、下記のように分類する）
① 電圧回復後、直ちに再始動始動するグループ => この例では、005sec としている。
② 設定した時間後に再始動するグループ
=> 再始動順序に従って、電磁接触器を再投入 （再閉路） する。
=> この例では、4 sec, 8 sec, … としている （005sec は電磁接触器の動作時間）
③ 再始動しないグループ => 電磁接触器を閉じない （再投入しない） => 電動機停止

2.

瞬低再始動条件の設定方法
① etap は各母線に、Relay 27（低電圧継電器） と Relay 59（過電圧継電器） を設置することができま
す。 ここ機能を用いて、以下の要領で設定します。
② 母線電圧が 55%に低下したら （Relay 27 で検出）、この母線に接続された電磁接触器が離落する
（002 秒後に離落） => 図 2-10 の 「赤枠」 参照
③ 同時に、Relay 59 を ON にする。
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母線電圧が 80%以上に回復後 （Relay 59 で検出）、瞬低再始動順序に従って電磁接触器を再投入
する。 この例では、4 sec, 8 sec, …（005 sec は電磁接触器の動作時間） => 図 2-10 の 「青枠」
参照

図 2-10 電動機再始動の設定方法
上記の要領で瞬低再始動順序を設定した場合の 「瞬低再始動解析結果 （母線電圧） の例」 を 図 2-11 に示
す。

瞬低後に誘導機群が順序再始動した時の母線電圧
（この例では、1 秒毎に、６ステップで順序再始動している）

図 2-11 瞬低後の順序再始動解析結果 （母線電圧）
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2021-0084 電動機始動時間の計算方法
Question
電動機始動時間の計算方法と計算のために必要なデータについて教えて下さい。
Answer
先ず、電動機始動時間の計算式について確認しておきましょう。
始動時間 t (s) = [ GD2 (kg-m2) x N (rpm) ] / [ 375 x Ta (kgf-m) ]
= [ GD2 (kg-m2) x N (rpm) ] / [ 9.55 x Ta (N-m) ]
ここで、 GD2 : 慣性モーメント （電動機と負荷の合計値）、 N : 電動機の定格速度 (rpm)、Ta : 加速トルク
（電動機発生トルクと負荷トルクの差）です。
電動機の始動時間を計算のために必要なデータとして、 ① 慣性モーメント （GD2 または WR2） あるいは慣性
定数 （H または M） ② 電動機の定格速度または すべり ③ 電動機および負荷のトルク特性、 についてのデ
ータが必要です。 このようなデータを電動機および負荷の試験成績書、あるいはメーカーから入手して、始動時
間を計算します。

1． 慣性モーメント （GD2 または WR2） と慣性定数 （H または M） の関係
慣性定数 （H） と慣性モーメント （WR2） の関係式は、 H = 5.48 x 10-9 x WR2 x rpm2 / MVA
ここで、WR2 (kg-m2) = GD2 / 4 (kg-m2), M = 2H です。
(1) 慣性定数 （H） の一般的な値は、負荷のタイプによって概略 表 3-1 「負荷のタイプと慣性定数」 の値
です。
表 3-1 負荷のタイプと慣性定数

(2) 慣性モーメントの計算方法については、下記の URL をご参考にして下さい。
a. 慣性モーメントの計算方法 （住友重機械工業株式会社のサイト
https://cyclo.shi.co.jp/technical/pdf/inv430.pdf

b. 回転運動に対するまとめ （ATP (EMTP) の小さな研究室のサイト）
http://atp-emtp-reserch.o.oo7.jp/basic_rotational_kinematics_rev3.pdf

2. 電動機の速度と すべり の関係
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同期速度 (Ns)、定格速度 (N) と すべり (s) の関係は、
Ns = 120 x f / P
S = (Ns – N) / Ns
ここで、f は周波数、P は極数 です。

3. 電動機および負荷のトルク特性
図 3-1 は 「電動機および負荷のトルク、始動電流、始動力率特性の例」 です。 左図はメーカーから受領し
た電動機および負荷のトルク特性カーブ、右図は etap でモデリングした (a) 始動トルク、(b) 始動電流、
(c) 始動力率です。

図 3-1 電動機および負荷のトルク、始動電流、始動力率特性の例
「電動機および負荷のトルク特性、電動機の回転速度および始動電流との関係」 については、下記の URL に
分かり易く説明されていますのでご参考にして下さい。
誘導電動機のトルク特性と始動方式 （明電舎のサイト）
https://www.meidensha.co.jp/kof/products/prod_04/prod_04_01/__icsFiles/afieldfile/2019/07/10/1-41_01_E-1-19_01.pdf

問題点と対応策
誘導電動機が始動する場合、定格電流の約 6～8 倍の始動電流が流れ、かつ始動力率が非常に低いため、電
源系統および配電系統の電圧変動の要因となり、電動機の端子電圧がかなり低下します。 電動機の端子電圧
が低下すると電動機のトルクは電圧の 2 乗に比例するため更に大きく低下します （電圧が 70％まで低下すると
トルクはその 2 乗となる 49％まで低下します）。 同時に、電動機の始動電流および始動力率が電動機速度の
上昇に伴って変化します （図 3-1 の右図参照）。
このような誘導電動機の特性により、電動機の始動時間を正確に計算するためにダイナミックな解析が可能なツ
ールが必要です。 「電動機の始動計算に便利なツール」 については、質問番号 2020-0086 に対する回答をご
参照下さい。 上記のような理由により始動時間が非常に長くなる、始動できない （始動渋滞）、あるいは電源系
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統や配電系統に影響を与えることなどが生じます。 このような場合は、適切な始動方法についての検討が必要
です。 「誘導電動機の始動方式」 については、質問番号 2020-0087 に対する回答をご参照下さい。

2021-0085 電動機始動時間計算の必要性
Question
なぜ電動機始動時間の計算が必要なのでしょうか？ 電動機の始動時間を計算して、どのようなことをどのように
検討すれば良いのでしょうか？
Answer
「電動機始動時間の計算方法」 については、質問番号 2020-0084 をご参照下さい。ここでは 「電動機始動時
間計算の必要性」 について整理してみます。

1.

電動機が始動できることを確認する
負荷の慣性モーメント （GD2 または WR2） あるいは慣性定数 （H または M） が大きい、始動時の電圧降
下が大きく加速トルクが不足するなどの理由により ① 電動機が始動できない ② 加速できない （始動渋
滞が生じる） などが無いことを確認する。

2.

電動機が熱的に問題ないことを確認する
始動時の始動電流が大きいおよび始動時間が長いなどの理由によって、電動機が熱的に問題ないことを確
認する。
a. 電動機の熱的強度 （I2t、Hot および Cold 状態において） 以内に始動できること。
b. 電動機の保護装置が電動機の始動電流で動作せず、かつ電動機の熱的強度 (I2t) 以内に動作するよ
う保護協調が正しく設定されているか。 図 3-2 「電動機保護の例」 参照
c. 電動機を工場電気設備防爆指針による爆発危険場所で使用する場合は、許容拘束時間 （爆発性ガス
に触れる恐れのある部分が温度上昇限度に達するまでの時間） 以内に始動すること。

3.

電源系統や他の配電系統に悪い影響を与えることが無いことを確認する
電動機始動時の電圧降下によって、電源系統や他の配電系統に悪い影響を与えることが無いことを確認す
る。
a. 電圧降下に対する一般的な設計基準は、下記の値です。
① 商用電源電圧

> 95%

② 発電機母線電圧

> 93%

③ 電動機母線電圧

> 80%

b. 電圧が 3%下がると照明器具が点滅しはじめ、5%下がると激しく点滅するなどの問題が生じる。

4.

電動機用のケーブルサイズを正しく選定する
ケーブルの電圧降下に対する一般的な設計基準は、下記の値です。
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a. 高圧ケーブル ： 始動時 15%以下

（10%以下としている会社もある）、全負荷運転時

3%以下

b. 低圧ケーブル ： 始動時 20%以下

（15%以下としている会社もある）、全負荷運転時

5%以下

電動機の始動方式を検討する
上記 （1 項～4 項） のような問題をクリアできない場合、適切な始動方式を適用することも一つの解決方法
です。 「誘導電動機の始動方式」については、質問番号 2020-0087 に対する回答をご参照下さい。

図 3-２ 電動機保護の例

2021-0086 電動機の始動計算に便利なツール
Question
電動機の始動計算を手計算で正確に行うのはかなり困難です。 電動機始動計算を正確に行うツールがありまし
たらご紹介して下さい。
Answer
質問番号 2020-0084 「電動機始動時間の計算方法」 に記載した計算方法に従って手計算で概略の始動時間
を求めることが可能です。 しかし、下記のような誘導電動機の特性により、手計算で正確な始動時間を求めるこ
とは困難です。
① 誘導電動機を始動する場合、定格電流の約 6～8 倍の始動電流が流れ、かつ始動力率が非常に低い
ため、電源系統や配電系統の電圧変動の要因となり、電動機の端子電圧がかなり低下する。
② 電動機の端子電圧が低下すると電動機のトルクが電圧の 2 乗に比例して低下する。
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③ 電動機のトルク、電流および力率が電動機速度の上昇に伴って変化する。 （質問番号 2020-0084 の
図 3-1 の右図参照）。
従って、電動機の始動時間を正確に計算するには、電動機が始動開始して始動完了するまでの時間帯に亘っ
て、系統全体の電圧降下計算を同時に進めることが必要です。 そのためには特に下記のように系統のモデリン
グが必要です。
① 単線系統図のモデリング （受電点から変圧器、力率改善用のコンデンサ、ケーブル、そして負荷まで）
② 発電機がある系統では、発電機用の AVR およびガバナのモデリング
③ 電動機等価回路のモデリング
電動機が始動できるかどうかの見当をつけるために、手計算で始動時間を計算できることは電気エンジニアにと
って必須の知識と言えます。
しかし 「a. 手計算による結果では始動できるかどうかの判定が難しい時 （より正確な結果が必要な時） b. 始
動時の電圧降下により他の系統や負荷に影響を及ぼすことがないか c. 電動機を安全に保護できるか」 など
を正しく判断するためにダイナミックな電動機始動解析が可能なツールが必要です。 このようなツールのひとつ
として、電力系統解析ソフトウェア etap を紹介します。
etap による電動機始動解析の例について、関連資料 3-1 「ETAP による Industrial System Model の解析
例」 (See Page 15-56) をご参照下さい。 （Page 5/12 の TS-4、Page 12/12 の Case-6 が電動機始動解析の
例です）

2021-0087 電動機の始動方式
Question
電動機の始動時間が非常に長い、電動機が接続された母線の電圧降下がかなり大きくなるなどの問題がある場
合、電動機の始動方式についての検討が必要になると思います。 電動機始動方式の種類、特長およびその適
用方法について説明して下さい。
Answer
質問番号 2020-0084 「電動機始動時間の計算方法」 に記載した計算方法に従って手計算で概略の始動時間
を求めることが可能です。 しかし、下記のような誘導電動機の特性により、手計算で正確な始動時間を求めるこ
とは困難です。
代表的な電動機始動方式として、① 全電圧始動 （直入れ始動） ② スターデルタ始動 ③ リアクトル始動 ④
コンドルファ始動 ⑤ インバータ始動方式などがあります。 これらの特長を比較すると 表 3-2 「電動機始動方
式の比較」 のとおりです。
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表 3-2 電動機始動方式の比較

電動機始動方式について Web site に貴重な資料がアップロードされています。 下記のような URL をご参考
にして下さい。
① 誘導電動機のトルク特性と始動方式 （明電舎のサイト）
https://www.meidensha.co.jp/kof/products/prod_04/prod_04_01/__icsFiles/afieldfile/2019/07/10/1-41_01_E-1-19_01.pdf

② 電動機の始動方式 （HEISHIN The Engineering Book のサイト）
http://ebw.eng-book.com/pdfs/5a27a7609679640ce176385d0fe44f50.pdf

③ 誘導電動機の始動方法 （Energy Chord のサイト）
http://energychord.com/children/energy/motor/ind/contents/ind_start.html

④ 誘導電動機の始動電流および各種始動法の特長 （日本電気技術者協会のサイト）
https://jeea.or.jp/course/contents/07102/

質問番号 2020-0086 「電動機の始動計算に便利なツール」 で紹介した 「etap にて適用可能な誘導電動機の
始動方式」 を 図 3-3 に、「全電圧始動との比較 （電動機端子電圧、始動トルク、始動電流）」 を 表 3-3 にま
とめた。

（電力系統解析ソフトウェア etap User Guide より）

図 3-3 etap にて適用可能な始動方式
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表 3-3 全電圧始動との比較 （電動機端子電圧、始動トルク、始動電流）

2021-0088 発電機の AVR の有無による電動機の
始動時間への影響
Question
発電機の AVR の有無によって電動機の始動時間にどのような影響があるのでしょうか？ このような検討結果
の実例などがありましたらご紹介して下さい。
Answer
ご質問にお答えするために、「① 発電機が無い系統 ② 発電機がある系統で AVR が有る場合 ③ 発電機が
ある系統で AVR が無い場合」 について、電動機始動時間および系統の電圧降下がどの程度異なるかについ
て、電力系統解析ソフトウェア etap を用いて検討した。 その結果を紹介します。
解析は 「① 電動機始動プログラム（ダイナミック法） ② 過渡安定度プログラム（AVR 無し） ③ 渡安定度プロ
グラム（AVR 有り）」 の３ケースについて行った。 解析にあたり発電機、AVR およびガバナ、電動機のモデリン
グ法の適用は下記のとおりとした。
① 電動機始動プログラム （ダイナミック法） ： プロットの MS (D) 参照
a. 発電機

Constant Voltage (Behind Xd’)

b. AVR およびガバナ

無し

c. 始動する電動機

ダイナミックモデリング

d. 運転中の電動機

Constant kVA
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② 過渡安定度プログラム（AVR 無し） ： プロットの TS (-AVR)
a. 発電機

ダイナミックモデリング

b. AVR およびガバナ

無し

c. 始動する電動機

ダイナミックモデリング

d. 運転中の電動機

Constant kVA

③ 過渡安定度プログラム（AVR 有り） ： プロットの TS (+AVR)
a. 発電機

ダイナミックモデリング

b. AVR およびガバナ

ダイナミックモデリング

c. 始動する電動機

ダイナミックモデリング

d. 運転中の電動機

Constant kVA

上記の３つのケース ①②③ の結果を 図 3-4 「ケース ①②③ 解析結果の比較」 にまとめた。 これらの結果
を比較検討すると、傾向として下記のことが言える。
a. 電動機接続母線の電圧
* 始動直後の電圧は ①②③ 共ほとんど同じである。
* 始動完了後は、②と③ は発電機や他の負荷の影響で若干電圧の回復が遅い。
* 始動完了後の電圧は ①② が同じで始動した電動機のインピーダンス分電圧が低下する。
* ③ は発電機 AVR によって電圧が 100％まで回復する。
b. すべり （始動時間）
* ① は始動完了後すぐに一定 kVA 負荷になるため若干加速が早い。
* ②と③ はほぼ同じ結果となる。
c. 始動電流
* ① はすべりと同じ理由で収まるのが早い。
* ②と③ はほぼ同じ結果となる。
電力系統解析ソフトウェア etap の開発元である OTI 社の Web Site にも電動機始動プログラムと過渡安定度
プログラムによる電動機始動計算結果の比較がアップロードされています。 関連資料 3-2 「Comparison of
ETAP Motor Starting Results Against Transient Stability」 (See Page 15-68) をご参照下さい。
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電圧 （電動機接続母線）

すべり （始動時間

始動電流

図 3-4 ケース ①②③ 解析結果の比較
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2020-0011 過渡安定度解析におけるドループ制御と
調速制御の違い
Question
ドループ制御と調速制御の違いは何でしょうか？
Answer
発電機のドループ制御と調速制御については、下記の URL に分かり易く記載されていますのでご覧になって下
さい。
(一社) 日本内燃力発電設備協会
「教えて！質問箱」 (第 6 回) Q1 「ドループとアイソクロナスの違い？」
https://www.nega.or.jp/publication/press/2011/pdf/2011_03_3.pdf

2020-0012 過渡安定度解析におけるガバナフリー
運転とロードリミット運転
Question
ガバナフリー運転とロードリミット運転について教えて下さい。
Answer
ガバナフリー運転とロードリミット運転の機能については、Web Site にたくさんの説明がアップロードされていま
す。 「ガバナフリー運転」 あるいは 「ロードリミット運転」 で検索してみて下さい。
ここでは過度安定度解析において、ガバナフリー運転とロードリミット運転とでどのような挙動の違いがあるかに
ついて、図 4-1 に示す簡単なモデル系統を基に電力系統解析ソフトウェア etap を用いてご説明します。

図 4-1 解析用モデル系統
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解析のイベントとアクションは下記のとおりとします。
①

イベント１ E1 [0.10 秒] ： 受電点 （母線：Bus1） にて 3 相短絡事故が発生

②

イベント２ E2 [0.30 秒] ： 事故により母線連絡 （遮断器：CB1） がトリップ => 系統解列に至る

Case-1 ： ガバナフリー運転

評価 〇

ガバナフリー運転では 図 4-2 に示す etap に登録されている ガバナモデル GT （ガスタービンモデル） を用
いて計算を実施します。 ガバナフリー運転ではガバナの出力に特に制限が設けられていないので Pmax は発
電機定格出力の +5％ (10MW x 1.05 = 10.5MW) として計算を実施しました。 図 4-2 (b) に計算に使用した
ガバナモデルの定数をまとめます。

図 4-2 GT ガバナモデル （etap Library) - ガバナフリー運転
図 4-3 は Case-1 「発電機を 2 台共ガバナフリー運転モード」 とした場合 の結果です。 系統解列後、発電機
は一括負荷 「Lump1」 の 16.2MW を負担するために機械出力が上昇します。 ガバナモデルをドループ運転と
しているため発電機出力が上昇した後にドループ分の比率で比例して周波数が低下しています。 系統解列後、
電圧は回復し、周波数も整定しているため継続運転可能です。

図 4-3 Case-1 ガバナフリー運転の結果
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評価 X

ロードリミット運転では機械出力が系統整定後、もしくは過度応答中に制限した負荷量以上出力できないよう制
限した負荷量以上出力できないよう制限されています。 ここでは、図 4-2 (b) の Pmax の値をロードリミット運
転にて初期出力 5MW の +5％ （5MW x 1.05 = 5.25MW） 以上出力できないものとして解析を実施します
（図 4-4 (b) 参照）。

図 4-4 GT ガバナモデル （etap Library) - ガバナフリー運転
図 4-5 は Case-2 「発電機を 2 台共ロードリミット運転モード」 とした場合の結果です。 電気出力は発電機の
定格が 10MW ずつあるので十分ですが、機械出力がロードリミット運転によって発電機定格の約半分に制限さ
れているので十分ではありません。 これにより周波数が低下し続け、系統が継続運転できません。

図 4-5 Case-2 ロードリミット運転の結果

Case-3 ： ガバナフリーとロードリミット運転

評価 △

（負荷選択遮断など対応策の検討が必要）

ここまでのケースでは発電機を 2 台共同じ制御方式として解析しました。 Case-3 では、1 台の発電機をガバナ
フリー運転、他の 1 台をロードリミット運転として解析しました。 図 4-6 が Case 3 の結果です。 片方の発電機
は機械出力が上昇し、他方の発電機はロードリミットによって機械出力が制限されます。 系統が安定し始めたと
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ころでロードリミット運転側の発電機は機械出力に合わせて電気出力が絞られていきます。 今回の計算時間 10
秒では周波数の低下が 5％以内 （周波数が 95%以上） に収まっていますが、時間を延長すると波数が低下し
続けて 10％以上低下するので、このままではこのケースも系統解列後継続運転ができません。 このケースの
結果から判断して、系統解列後、遅くても 10 秒以内に負荷選択遮断などの対策の検討が必要と言えます。

図 4-6 Case-3 発電機 1 台ガバナフリー運転、他の 1 台ロードリミット運転の結果

まとめ
今回の例ではロードリミットによって発電機の機械出力の制限が最初からかかっているモデルを用いて解析を実
施しました。 実際のモデルによっては出力を絞る動作が系統安定後や、計算から 1，2 秒後にかかるといった違
いがある場合があります。 系統解列後に発電機の出力が初期値よりも大きくなる場合はロードリミット運転によ
って制限がないかご確認の上解析を実施するようにして下さい。

2020-0013 過渡安定度解析における制御ブロックの
モデリングの評価
Question
メーカーから受領したブロックの通りにモデルを組んでもシミュレーションで応答が一致しない場合があるのはな
ぜでしょうか？
Answer
近年デジタル型の AVR およびガバナはモデル通りに組むことで、シミュレーション結果と実機の負荷遮断試験
結果 （実測値） が近い応答を得られることが多いです。 しかし、古い発電機の場合はブロックの通りにモデル
を組んでも応答が一致しないこともあります。 ご質問者の方がどういった経緯でどういった応答が一致しなかっ
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たのかは分かりませんが、基本的には作成した制御ブロックを下記のような手順で評価し、その上でシミュレーシ
ョンを実施することをお勧めします。 この回答では電力系統解析用ウェア etap を用いて説明します。

1. モデルの作成
通常はメーカーから受領した AVR およびガバナモデルをできるだけ忠実にモデリングします。 ここでは、メーカ
ーから受領したモデルを掲載することができませんので、代わりに 図 4-7 の 「AVR (IEEE Type1) モデル」 と
図 4-8 の「ガバナ (GT) モデル」 を用いて説明します。

図 4-7 AVR (IEEE Type 1) モデル

図 4-8 ガバナ (GT) モデル

2. 負荷遮断試験結果との比較
モデリングが完了したら発電機の納入時に実施した負荷遮断試験の結果を模擬します。 ここでシミュレーション
結果と実測データの応答が近ければ作成したモデルを過渡安定度解析に使用できると判断できます。 調整前
の負荷遮断シミュレーションの結果を 図 4-9 「負荷遮断シミュレーション結果 （調整前）」 にまとめました。
もしこのシミュレーション結果と実測データで大きな差がある時には原因を調べ、場合によってはパラメータを調
整しなければなりません。
（例） 発電機納入時に実施した負荷遮断試験結果の実測データ （最大値と整定値） が下記のデータとします。
最大値

整定値

電圧

7.8kV （0.4 秒）

6.6kV （12.0 秒）

周波数

104％ （0.5 秒）

100％ （12.5 秒）
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この目標値に近づくように AVR およびガバナの定数を調整します。 モデルそのものや発電機の定数を調整して
負荷遮断シミュレーションの結果が一致したとしても、負荷投入シミュレーションなどの挙動が異なることもあるの
で、調整はモデル内の定数のみに行うことをお勧めします。
定数を調整しチューニングした結果が 図 4-10 「負荷遮断シミュレーション結果 （調整後）」 です。
したモデルの掲載は割愛します）

（定数を調整

調整後の結果は、目標値とした発電機納入時に実施した負荷遮断試験結果のデー

タ （最大値と整定値） とかなり一致していると言えます。

107.5% at 0.7sec

周波数

電圧

×
× 7.62kV at 0.3sec

6.61kV at 10sec

×

図 4-9

負荷遮断シミュレーション結果 （調整前）
× 7.8kV at 0.4sec

周波数

電圧

104% at 0.5sec

×

6.61kV at 10sec

100% at 0.5sec

×

図 4-10

×

負荷遮断シミュレーション結果 （調整後）

まとめ
これまでの経験ではシミュレーションと実測があわない理由として下記のようなケースがありました。
① ガバナのブロック図についてだけを、例えばメーカーに質問をしたため 「タービン側の上限および下限リミッ
トが付いていないために応答があわない」 といった、相手側に質問が正確に伝わっていないケース
② デジタル式でないモデルにおいて、モデルを完全に落とし込むのが難しいケース
③ モデルが古すぎて ± の単純な書き間違いのケース
④ 緊急弁等の動作によりガバナのモデル外の制御が実測では起こっているケース
⑤ 受領したモデルの制御モードと実際の現場における制御モードが違うケース
これらの不備を避けるためにもモデルを組んだら、先ずは負荷遮断試験結果との比較を行いましょう。 その時に
挙動に大きな差がある場合はシミュレーションと実測が近しくなるようにモデル内の定数を調整してから過渡安定
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度解析を実施するようにしましょう。 必要に応じてメーカーにブロック図の構成や定数について問い合わせること
も必要です。
（事務局より）
質問番号 2021-0089 に 「発電機 （AVR＆ガバナ） のダイナミックモデリング」 についてのモデリング手法とモ
デリング結果の検証方法について掲載されています。併せてご参照下さい。

2020-0014 過渡安定度解析における AVR と APFR
の応答の違い
Question
過渡安定度解析における AVR と APFR の応答の違いについて教えてください。
Answer
AVR および APFR の機能については、質問番号 2020-0023 「発電機の AVR と APFR の応答の違い」 で、既
に他の方が回答されていますのでご参照下さい。 ここでは 「過度安定度解析にて AVR と APFR で挙動にどの
ような違いがあるか」 について、電力系統解析ソフトウェア etap を用いて説明します。
解析用モデル系統は、図 4-11 に示すモデル （質問番号 2020-0012 「過渡安定度解析におけるガバナフリー
運転とロードリミット運転」 と同じ） を基に、下記のような過渡安定度解析を実施します。

図 4-11 解析用モデル系統 （質問番号 2020-0012 の 図 4-1 と同じ）
解析のイベントとアクションは下記のとおりとします。
①

イベント１ E1 [0.10 秒] ： 受電点（母線：Bus1）にて 3 相短絡事故が発生

②

イベント２ E2 [0.30 秒] ： 事故により母線連絡（遮断器：CB1）がトリップ => 系統解列に至る

解析にあたり ① 初期潮流は、図 4-11 の状態 ② ガバナモデルは、etap に登録されている GT （ガスタービ
ンモデル） を用い Pmax = 10.5MW （ガバナフリーの状態） に設定 （質問番号 2020-0012 の 図 4-2 参照）
③ AVR モデルは、図 4-12 の 「IEEE Type 1 AVR モデル」 を適用します。 この図の赤枠で囲った箇所に力率
および力率の目標値を用いた制御を追加することで APFR モデルとなります。
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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図 4-12 IEEE Type 1 AVR モデル

Case-1 ： AVR 運転 （G1 ,G2 共）

評価 〇

系統解列後、発電機は一括負荷 「Lump1」 の無効電力 7.84 Mvar を負担するため 1.84 Mvar 出力を上げな
ければならない。 AVR が界磁電圧を上げて無効電力の出力を上げ、母線電圧が系統解列前の電圧まで回復し
た。 発電機 「G1」 および 「G2」 に同じモデルを適用しているため挙動は一致した。 「発電機を 2 台共 AVR 運
転」 とした場合の解析結果を 図 4-13 に、系統が安定した 100 秒後の電力潮流の状態を 図 4-14 にまとめた。

(a) 発電機無効電力 （Mvar）

(b) 発電機界磁電圧 （pu）

(c) 母線電圧 （％）
図 4-13 Case-1 AVR 運転の結果
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
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図 4-14 Case-1 2 台共 AVR 運転の結果 （系統が安定した 100 秒後の電力潮流の状態）

Case-2 ： AVR 運転と APFR 運転

運転評価 〇

発電機 「G1」 を AVR 運転、発電機 「G2」 を APFR 運転として検討した。事故直後はどちらの発電機も挙動に
大きな違いはない。 電圧回復後、発電機 「G2」 は APFR の挙動で事故前の力率に戻ろうとし、発電機 「G1」
は発電機 「G2」 の出力が上昇した分、無効電力を絞った。 系統解列前の条件によって発電機 「G2」 の無効
電力出力が大きくなりすぎる場合がある。 今回の例では評価が 〇 だったが条件によっては発電機 「G1」 に
無効電力が進みとなる場合もあるのでよく結果を確認するようにしましょう。 「発電機 「G1」 を AVR 運転、発電
機 「G2」 を APFR 運転」 とした場合の解析結果を 図 4-15 に、系統が安定した 100 秒後の電力潮流の状態
を 図 4-16 にまとめた。

(a) 発電機無効電力 （Mvar）

(b) 発電機界磁電圧 （pu）
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(c) 母線電圧 （％）
図 4-15 Case-2 AVR 運転と APFR 運転の結果

図 4-16 Case-2 AVR 運転と APFR 運転の結果 （系統が安定した 100 秒後の電力潮流の状態）

Case-3 ： APFR 運転（G1 ,G2 共）

評価 △

Case-2 では発電機 「G1」 が AVR 運転だったので最終的に電圧は解列前の電圧に整定した。 両方の発電機
が APFR 運転の場合でも負荷からの要求される力率が 90％なので力率は 90％で整定する。 しかし、APFR 制
御ブロック部分がドループのような働きをし、無効電力が絞られた分電圧が上昇する。 このため、この計算では
電圧 10％ 近く上昇した。 系統は継続運転できるが、電圧が高い状態のため電圧目標値もしくは無効電力を絞
らなければならない。 「発電機を 2 台共 APFR 運転」 とした場合の解析結果を 図 4-17 に、系統が安定した
100 秒後の電力潮流の状態を 図 4-18 にまとめた。

(a) 発電機無効電力 （Mvar）
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(b) 発電機界磁電圧 （pu）

(c) 母線電圧 （％）
図 4-17 Case-3 2 台共 APFR 運転の結果

図 4-18 Case-3 APFR 運転の結果 （100 秒後の電力潮流の状態）

まとめ
今回の例では AVR と APFR の挙動の違いを実際に過度安定度解析で比較した。 ① 電圧が大きく低下する事
故中の応答に大きな差はない ② 電圧がある程度回復すると APFR 運転の発電機が事故前の力率に戻ろうと
する ③ このためすべての発電機が APFR 運転をすると電圧基準ではなく力率基準で整定するためドループの
ような作用をして電圧が高くなってしまう （あるいは低下してしまう） 場合がある。 実際に解析を実施する場合
は発電機の制御方式がどのようになっているか確認しモデリングを行いましょう。

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

61

第４章 過渡安定度解析とその対策

4-13

2020-0023 Ⓨ㟁ᶵ䛾 AVR 䛸 APFR 䛾ᛂ⟅䛾㐪䛔
Question
Ⓨ㟁ᶵ䛾 AVR 䠄Automatic Voltage Regulator, ⮬ື㟁ᅽㄪᩚ⨨䠅 䛸 APFR 䠄Automatic Power Factor
Regulator, ⮬ືຊ⋡ㄪᩚ⨨䠅 䛾㐪䛔䛻䛴䛔䛶ᩍ䛘䛶ୗ䛥䛔䚹
Answer
AVR 䛿⮬ື㟁ᅽㄪᩚ⨨ (Auto Voltage Regulator) 䛷ྠᮇᶵ䛾ບ☢⨨䛻タ⨨䛥䜜㟁ᅽ䜢ㄪᩚ䛩䜛⨨䛷
䛩䚹 䛣䛣䛷䛿䚸Ⓨ㟁ᶵ䛾 AVR 䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䛶ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹 ᇶᮏⓗ䛻䛿䚸Ⓨ㟁ᶵ➃Ꮚ㟁ᅽ䜢タᐃ䛥䜜䛯㟁ᅽ䛻ㄪ
ᩚ䛩䜛䛯䜑䚸ບ☢ᅇ㊰䛾⏺☢㟁ὶ䜢ㄪᩚ䛧䜎䛩䚹
AVR ᶵ⬟䛻䛿䚸㏻ᖖ㐠㌿䛿㟁ᅽ䛾ኚ䛻ᛂ䛨䛶↓ຠ㟁ຊ䛾ศᢸ䜢Ỵ䜑䜛ㄪᐃ⋡䜢ᣢ䛯䛫䛶㐠㌿䛩䜛䛣䛸䛜
ከ䛟䚸㏿ᗘㄪᐃ⋡䛷⦪㍈䛻࿘Ἴᩘ䚸ᶓ㍈䛻ฟຊ 䠄᭷ຠ㟁ຊ䠅 䛜つᐃ䛥䜜䛶䛔䜛䛸ྠᵝ䛻䚸⦪㍈䛻㟁ᅽ䚸ᶓ㍈䛻
↓ຠ㟁ຊ 䠄ᶓ㍈䛿ᐃ᱁⓶┦㟁ຊ䜢 100%䛸ぢ䛺䛩䠅 䛷つᐃ䛥䜜䜎䛩䚹 䛣䛾ㄪᐃ⋡䛿䚸ᶓὶ䜢⿵ൾ 䠄ᢚไ䠅 䛩
䜛ຠᯝ䛸䛧䛶స⏝䛩䜛䛯䜑䚸ᶓὶ⿵ൾჾ 䠄Cross-current Compensator䚸CCC䠅 䛸䜀䜜䛶䛔䜎䛩䚹
䛣䛾 CCC 䛜䚸䛹䛾䜘䛖䛻ᶓὶ⿵ൾ䜢⾜䛖䛛䛸ゝ䛘䜀䚸CCC 䛿↓ຠ㟁ຊ䜢ᶓὶ⿵ൾ್䛻ᚑ䛳䛶㟁ᅽ䛻⟬䛧䛶䚸
᳨ฟ㟁ᅽ䛻⿵ṇ್䛸䛧䛶ຍ䜟䜚䜎䛩䚹 䛘䜀䚸2 ᶵ䛾Ⓨ㟁ᶵ䛜⮬❧䛧䛶୪ิ㐠㌿䛧䛶䛔䛯䛻䚸୍᪉䛜㐍┦㐠
㌿䚸䜒䛖୍᪉䛜㐜┦㐠㌿䛷ᶓὶ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛䛸䛧䜎䛩䚹 CCC 䛿䚸㐍┦㐠㌿䛻ᑐ䛧䛶䛿᳨ฟ㟁ᅽ䜢ୗ䛢᪉ྥ䛻⿵
ṇ䛧䚸㐜┦㐠㌿䛻ᑐ䛧䛶䛿ୖ䛢᪉ྥ⿵ṇ䛧䜎䛩䛾䛷䚸タᐃ㟁ᅽ䛻ᑐ䛧䛶㐍┦㐠㌿䛿᳨ฟ㟁ᅽ䛜ప䛟䚸AVR 䛿
ୖ䛢ᣦ௧䜢ฟ䛧䛶㐍┦ഃ䛛䜙㐜䜜↓ຠ㟁ຊ䜢ቑ䜔䛧䛶㐜┦䛸䛺䜚䚸㐜┦㐠㌿䛿᳨ฟ㟁ᅽ䛜㧗䛟䚸AVR 䛿ୗ䛢
ᣦ௧䜢ฟ䛧䛶㐜䜜↓ຠ㟁ຊ䜢ῶ䜙䛧䛶ᶓὶ䜢ᢚไ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹 Ⓨ㟁ᶵฟཱྀ䛻᪼ᅽኚᅽჾ䜢᭷䛧䛶䛔䜛
ሙྜ䛿䚸䛣䛾ኚᅽჾ䛜 CCC 䛸ྠ䛨ാ䛝䜢䛧䜎䛩䛾䛷䚸CCC 䛾タᐃ䜢ୗ䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
APFR 䠄Auto Power Factor regulator䠅 䛿䚸ຊ⋡ 䠄Power Factor䠅 䜢タᐃ್䛻ไᚚ䛩䜛 AVR 䛾ᶵ⬟䛷䛩䚹
APFR 䛿䚸᭷ຠ㟁ຊ䛻ᑐ䛧䛶ຊ⋡䛜୍ᐃ䛻䛺䜛䜘䛖䛻↓ຠ㟁ຊ䜢ㄪᩚ䛩䜛䛯䜑䚸AVR 䛾㟁ᅽタᐃ䜢ୖୗ䛥䛫䜎
䛩䚹㐜䜜ຊ⋡䛷タᐃ䛥䜜䛶䛔䜛ሙྜ䚸᭷ຠ㟁ຊ䛜ቑຍ䛩䜛䛸ຊ⋡䜢୍ᐃ䛻䛩䜛䜘䛖㐜䜜↓ຠ㟁ຊ䜢ቑ䜔䛩ᚲせ
䛜䛒䜚䜎䛩䛾䛷䚸APFR 䛛䜙 AVR 䛾㟁ᅽタᐃ䛻ୖ䛢ᣦ௧䛜ฟ䜎䛩䚹 ᭷ຠ㟁ຊ䛜ῶ䛳䛯ሙྜ䛿䚸㏫䛻 APFR 䛛
䜙 AVR 䛾㟁ᅽタᐃ䛻ୗ䛢ᣦ௧䛜ฟ䜎䛩䚹 APFR 䛿䚸㟁ᅽ䜢ไᚚ䛧䜎䛫䜣䛾䛷䚸ཷ㟁୪ิ䜔䛾Ⓨ㟁ᶵ䛜㟁ᅽ
䜢ไᚚ䛩䜛ሙྜ䛻䛾䜏㑅ᢥ䛜ྍ⬟䛷䚸ᇶᮏⓗ䛻䛿ཷ㟁ゎิ䛿䚸APFR 䛛䜙 AVR 䝰䞊䝗䛻ษ䜚᭰䛘䜛ᚲせ䛜
䛒䜚䜎䛩䚹䛻䚸ฟຊ䛜ᐃ᱁䛾 10䡚20%௨ୗ䛻䛺䛳䛯ሙྜ䛻䚸APFR 䛜ୗ䛢ᣦ௧䜢ฟ䛩䛸⏺☢႙ኻಖㆤ䝸䝺䞊
䛜ືస䛩䜛㡿ᇦ䜎䛷䚸ไᚚ䛥䜜䛶䛧䜎䛖䛯䜑䚸䛣䛾䜒 AVR 䝰䞊䝗䛻ษ䜚᭰䛘䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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産業用電力系統のトラブルと解析

産業用電力系統におけるトラブルの実
例紹介
Question
発電機を有する自家用電力系統 （電力会社からの受電電力と自家用発電電力を負荷設備には配電する系統）
において、系統連携する送配電系統でトラブルが発生した場合、あるいは自家用電力系統内でトラブルが発生し
た場合に、自家用電力系統の運転を継続するために必要な検討事項について教えて下さい。 また、解析の実
例などがありましたら紹介して下さい。
Answer
オーム誌 2003 年 1 月号から 6 月号に 「産業用電力系統のトラブルと解析」 についての連載記事があります。
そのオーム誌 2003 年 1 月号に、 「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 産業用電力系統におけるトラブルの
実例紹介」 として、送配電系統での事故時に自家用発電設備が共倒れするのを防ぐため、系統を解列するため
に必要な基本的な考え方、自家用電力設備の設計に必要な基本的な考え方などが記載されています。
この記事の中で、下記の 「自家用電力系統におけるトラブル事例」 も紹介されています。
1. 系統連系用リレーの選定及び整定に関る事例
2. 発電機短絡時に脱調現象で過電流リレーリセット
3. 潮流変化による電力動揺現象
詳細は、関連資料 4-1 「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 産業用電力系統におけるトラブルの実例紹介」
(See Page 15-71) をご参照下さい。

2020-0032

出典 「オーム誌 2003 年 1 月号」

産業用電力系統のトラブルと解析

電力系統解析の必要性
Question
発電機を有する自家用電力系統 （電力会社からの受電電力と自家用発電電力を負荷設備には配電する系統）
の問題点を明らかにするために必要な系統解析手法、および汎用系統解析ソフトウェアの必要性について説明
して下さい。
Answer
オーム誌 2003 年 2 月号に、 「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 電力系統解析の必要性」 として、系統解
析技術としての解析項目 （静的解析および動的解析） を紹介し、これらの解析項目の中から特に、発電機を有
する自家用電力系統の検討に必要な 「安定度解析および長時間動特性解析」 について、下記の事項について
具体例を示しながら説明しています。

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

63

第４章 過渡安定度解析とその対策

4-15

1. 系統解析の必要性 （① 同期発電機の過渡安定度と電力動揺検討 ② 自家用発電設備を持つ需要家の
系統が自立運転に移行する際の周波数変動検討 ③ 瞬時電圧低下発生時の電圧と電動機の動向検討
④ その他の解析事例）
2. 簡易解析手法と汎用系統解析ソフトウェア （① 同期電動機の場合 ② 同期発電機の場合）
3． 産業用電力系統の特長
詳細は、関連資料 4-2 「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 電力系統解析の必要性」 (See Page 15-75) を
ご参照下さい。

出典 「オーム誌 2003 年 2 月号」

2020-0033

産業用電力系統のトラブルと解析

電力系統解析のために必要な技術
Question
発電機を有する自家用電力設備を設計、建設、改造、運転する場合、どのような点に留意して検討および解析を
行えば良いでしょうか？ 電力系統解析を行うために必要な知識、技術、ツール、心構えなどについて教えて下さ
い。
Answer
パソコンの高速化および大容量化、汎用系統解析ソフトウェアの進歩により、電機メーカーや研究所のエンジニ
アだけでなく、一般産業の電気エンジニアもこれらのツールを用いて系統解析を自分の手で行えるようになりまし
た。 しかし、適切な解析結果を得て、適切に結果を判定し改善策の検討を行うためには、適切な系統モデリン
グ、電気設備や電気機器の特性、工場設備の運転方法、規格およびソフトウェアについての知識、技術、経験が
必要です。
これらの手助けとして、オーム誌 2003 年 3 月号に、 「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 電力系統解析のた
めに必要な技術」 として、下記の技術情報が記載されています。
1. 系統解析の進め方と技術項目 （① 系統解析の進め方と紹介する技術の範囲 ② 安定度解析の計算手
順）
2. 系統解析の種類と概要 （① 系統現象と解析規模 ② 汎用系統解析ソフトウェア ③ アナログ・ディジタル
シュミレータの例）
3. 電力系統の動特性モデル （① 同期機の基礎と安定化 ② 発電機制御の組み込みと系統動特性方程式
③ 電力系統モデル上での必要技術）
4. 負荷モデル (① 誘導電動機モデル ② 負荷モデルの種類 ③ 誘導電動機負荷の縮約（集約）技術)
詳細は、関連資料 4-3 「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 電力系統解析のために必要な技術」 (See Page
15-80) をご参照下さい。

出典 「オーム誌 2003 年 3 月号」
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産業用電力系統のトラブルと解析

トラブルの実例と解析 (1)
Question
発電機を有する自家用電力系統において、実際にトラブルが生じた実例を基に、系統および設備の概要、事故
の状況、解析の方法と結果、解析結果の考察と対応策の検討方法などについて教えて下さい。
Answer
オーム誌 2003 年 4 月号に、実際に某工場で発生した事故例について説明した記事があります。 このような事
故例についての紹介は、なかなか公開して頂けないのが実情です。 この点からも、このオーム誌 2003 年 4 月
号の記事 「産業用電力系統のトラブルと解析 : トラブルの実例と解析 (1)」 は貴重な資料と言えます。 この記
事では、下記のトラブル事例について紹介しています。
1. 自家用発電設備を有する需要家の系統で、「短絡事故により系統連系保護用短絡方向継電器 （DSR） が
動作したトラブル」 の実例を基に （① 系統および設備概要 ② 事故の状況 ③ 解析の方法と結果 ④ 解
析結果の考察と対応策の検討） について説明
2. 代表的な系統事故の解析事例として （① 需要家構内で短絡が生じた時の同期発電機脱調現象 ② 事故
により自家用発電設備が自立運転に移行した後の電圧確立） の紹介
詳細は、関連資料 4-4 「産業用電力系統のトラブルと解析 : トラブルの実例と解析 (1) 」 (See Page 15-85)
をご参照下さい。

出典 「オーム誌 2003 年 4 月号」

2020-0035

産業用電力系統のトラブルと解析

トラブルの実例と解析 (2)
Question
この前の質問で、発電機を有する自家用電力系統において 「短絡事故により系統連系保護用短絡方向継電器
（DSR）が動作したトラブル」 事例を紹介して頂きましたが、さらに同様のトラブル事例についてご存じでしたら紹
介して下さい。
Answer
オーム誌 2003 年 4 月号に続き、5 月号に実際に某工場で発生した事故例について説明した記事があります。
このような事故例についての紹介は、なかなか公開して頂けないのが実情です。 この点からも、このオーム誌
2003 年 5 月号の記事 「産業用電力系統のトラブルと解析 : トラブルの実例と解析 (2)」 は貴重な資料と言え
ます。 この記事では、下記のトラブル事例について紹介しています。
1. 近隣の工場での大型発電機負荷遮断試験時の影響による動揺現象 （① 電力動揺の状況と系統解析結果
② 電力動揺波形の考察 ③ 大型電動機始動時の発電機界磁喪失トリップ原因）
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2. 鉄塔引込点における雷サージの解析例 （① 雷サージ解析事例の背景と用いた手法 ② 雷サージ解析の
概要 ③ 解析結果）
詳細は、関連資料 4-5 「産業用電力系統のトラブルと解析 : トラブルの実例と解析 (2) 」 (See Page 15-89)
をご参照下さい。

出典 「オーム誌 2003 年 5 月号」

2020-0036

産業用電力系統のトラブルと解析

電力系統解析結果の反映および今後の
課題
Question
発電機を有する自家用電力系統において、電力系統解析を行う場合に注意すべき解析データに対する留意点、
解析結果評価と実際の系統への反映する場合の留意点について教えて下さい。
Answer
オーム誌 2003 年 6 月号に、「産業用電力系統のトラブルと解析 ： 電力系統解析結果の反映および今後の課
題」 として、電力系統解析を行った結果に基づく実際の系統への反映事例、および今後の課題について紹介し
ている。
1. 電力系統安定度解析結果の反映事例 （① 解析対象となる電力系統と設計上の課題 ② 解析結果と問題
点 ③ 対策と効果）
2. 解析データに対する留意点 （① 系統構成機器のデータ ② 発電機本体のデータ ③ AVR とガバナ ④
負荷、および誘導電動機 ⑤ 系統の初期条件と事故条件 ➅ 負荷機器の応動 ⑦ ソフトウェア使用上の
注意事項）
3. 今後の課題 （① 使用機器の変化・環境の変化 ② 発電機以外の解析との連携 ③ 電力系統解析とデー
タ管理 ④ 電力系統解析と最適化）
詳細は、関連資料 4-6 「産業用電力系統のトラブルと解析 : 電力系統解析結果の反映および今後の課題」
(See Page 15-94) をご参照下さい。
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第５章
瞬時電圧低下（瞬低）とその対策
2021-0097

瞬時電圧低下とその対策

5-2

2021-0098

誘導電動機を有する産業設備の瞬時電圧低下対策

5-4

2021-0099

瞬時電圧低下対策の実例 （海外編）

5-6

2021-0100

瞬時電圧低下対策の実例 （国内編）

5-8

関連資料
5-1

瞬低解析の実例紹介(3) 瞬低後の電動機順序再始動の検討
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2021-0097 瞬時電圧低下とその対策
Question
瞬時電圧低下 （瞬低） はどうして生じるのか、瞬低とはどのような現象か、瞬低により電気設備がどのような影
響を受けるのか、その対策について教えて下さい。
Answer
質問番号 2021-0092 「瞬時電圧低下現象（瞬低）のモデリング」 で述べたように、送電線への落雷や送電系統
の短絡事故などによって、需要家の電気設備に瞬時電圧低下 （瞬低） が発生します。 電力会社などの資料に
よると、特別高圧で受電している顧客で 1 年に 3 回程度、高圧で受電している顧客で 1 年に 2 回程度発生
し、電圧低下時間は概ね特別高圧系統で 0.2 秒以下、高圧系統で 0.3 秒以下、約 20%～80%の値に低下す
ると言われています。

1. 瞬時電圧低下の発生メカニズム
送電線への落雷による瞬低発生のメカニズムについては、北陸電力の URL
http://www.rikuden.co.jp/tairai/mechanism.html に分かり易く説明されていますのでご参考にして下さい。

落雷以外にも、瞬低現象は 「a. 需要家の配電系統で短絡事故が生じこの事故を遮断するまでの間 b. 2 回線
受電あるいは配電方式の系統で 1 回線故障あるいは停電により電源切換を行う間 （ATS : Automatic
Transfer System） の最大 2 秒間程度」 同様の現象が生じます。

2. 瞬時電圧低下による負荷機器への影響
瞬低によって影響を受ける負荷機器の種類および瞬時電圧低下耐量は、電気共同研究会の電気共同研究
46.3 (1990.7) によると、概ね下記のようになっています。 （瞬低継続時間および電圧低下が下記の値を超える
と影響を受けます）
継続時間

電圧低下

(1) 電磁接触器

0.1 秒

50%

(2) パワーエレクトロにクス応用可変速電動機

0.1 秒

15%

(3) パソコン、プロセス制御用、NC 工作機など

0.6 秒

40%

(4) 高圧放電ランプ

06秒

15%

(5) 医療用機器

1秒

40%

(6) 不足電圧継電器

1秒

20%

3. 瞬時電圧低下対策
瞬時電圧低下によって、プラント内の設備の破損やプラントの停止を招きかねません。 また医療用の設備など
の場合では人命に影響を及ぼすこともあります。 瞬低や停電の状況と設備の重要性を考慮して、適切な瞬低対
策についての検討が必要です。 一般的に下記のような対応策が考えられます。
(1) 電磁接触器
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多数の誘導電動機を使用している化学工場などの場合、瞬低により電磁接触器が離落して電動機が停止し、プ
ラントや設備が停止する事が多々あります。 対応策として、ラッチ式や遅延釈放型のものを採用する、制御電源
を無停電化する、あるいは電動機群を順序再始動するなどの対策が必要です。 「誘導電動機を有する産業設備
の瞬時電圧低下対策」 については、次の質問番号 2021-0098 で、実施例を含め具体的に説明します。
(2) パワーエレクトロにクス応用可変速電動機
瞬低時に内部のパワーエレクトロニクス素子を保護するために、運転を停止する事も考慮する。 また、電圧低下
時に電動機の制御機能をロック状態にし、電圧復帰後自動的に正常運転に戻す機能を持った自動再起動型の
インバータを採用する。
(3) パソコン、プロセス制御システム、NC 工作機など
事務用のパソコン等は必要に応じて小型無停電電装置 (UPS) を使用する。運転を止めることのできない重要
な設備については、無停電電装置 (UPS) や電機メーカー各社製の瞬低補償装置の採用等を検討する。 製造
設備などの場合、停電対策として、非常電源系統に接続することも検討する。
(4) 高圧放電ランプ
瞬低時に放電を維持できずに立ち消えすることがある。 十数分間の再点灯時間を要するので、瞬時再点灯形を
採用することも考慮する。
(5) 医療用機器
設備の重要性に応じて、無停電電装置 (UPS) や電機メーカー各社製の瞬低補償装置の採用等を検討する。
また、停電対策として非常電源系統に接続することも検討する。
(6) 不足電圧継電器
瞬低で不足電圧継電器が動作して保護回路の動作に影響を与える事の無いよう、不足電圧継電器の設定値を
検討する。
電機メーカー各社から 「a. コンデンサやフライホイールを用いた方式 b. コンバータおよびインバータとコンデ
ンサを用いた方式 c. コンバータおよびインバータとバッテリーを用いた方式」 などの多種の瞬低補償装置が
製作されている。 瞬低から停電までの補償時間、設備の重要性、装置のコストなどを総合的に考慮して、ソフト
およびハードの両面から最適の装置やシステムの導入についての検討が必要である。
瞬時電圧低下現象に関する文献として、Web site に 「瞬時電圧低下現象」 IEEJ Journal Vol.128, No.9, 2008
がアップロードされています。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejjournal/128/9/128_9_598/_pdf をご参考に
して下さい。
また、下記の関連する Q&A （質疑応答） もご参考にして下さい。
① 質問番号 2021-0092

瞬時電圧低下 （瞬低） 現象のモデリング

② 質問番号 2021-0093

電動機再始動のモデリング

③ 質問番号 2021-0097

瞬時電圧低下とその対策

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

70

第５章 瞬時電圧低下（瞬低）とその対策

④ 質問番号 2021-0098

誘導電動機を有する産業設備の瞬低対策

⑤ 質問番号 2021-0099

瞬時電圧低下対策の実例（海外編）

➅ 質問番号 2021-0100

瞬時電圧低下対策の実例（国内編）

5-4

2021-0098 誘導電動機を有する産業設備の瞬時電
圧低下対策
Question
化学工場や製鉄所などの産業設備では数千台の電動機が連続運転しています。 このような設備では瞬時電圧
降下 （瞬低） が生じた場合にも設備の運転を継続し生産を維持することが必須です。
このような観点から多数の誘導電動機を有する産業設備において有効な瞬低対策について説明して下さい。 瞬
低対策に関する実施例についても紹介して下さい。
Answer
誘導電動機に対する瞬低対策として、最も有効な方法は、瞬低が継続している間 「電動機用の遮断器や電磁接
触器が閉じたままの状態を保持する」 ことです。 遮断器や電磁接触器が閉じていれば、系統側と電動機端子
側の電圧の位相が一致している （ずれることがない） ので、電圧回復時に大きな突入電流が流れることが無く、
電動機はその始動電流特性に従って、減速した状態の速度から全負荷速度まで再加速して全負荷運転に復帰
します。
これまでの瞬低解析の経験から、「電動機用の遮断器や電磁接触器が閉じたままの状態を保持する」 という条
件で計算すると、電圧が 20%に低下、継続時間 1 秒程度の瞬低であれば、系統および自家用発電機などの運
転に影響を与えることなく、運転継続可能という結果を得ています。 もちろん、実際の系統ごとに影響度が異な
って来ますので、個々のケースごとに実際のデータを基に具体的な検討が必要です。
遮断器や電磁接触器が開いてしまうと、系統側と電動機端子側の電圧の位相にずれが生じ、再投入時に場合に
よっては電動機定格電流の 20 倍程度の突入電流 (Inrush Current) が流れ、機器に損傷を与える、系統に大
きな電圧変動 （電圧降下） を引き起こし、電動機の始動渋滞や変圧器主系統の過電流継電器の動作などによ
り電動機群が一斉停止し、場合によってはプラントや工場の停止に至るようなトラブルに至ります。
その対策として 「電動機用の遮断器や電磁接触器が閉じたままの状態を保持」 することが有効ですが、現実的
に可能でしょうか？ ご存じのように、高圧電動機用の遮断器は投入コイルと引き外しコイルを持っていて、瞬低
が生じても遮断器が機構的に開かない構造になっています。 高圧用のコンビネーションスタータの場合は、ヒュ
ーズと電磁接触器の組み合わせになっていますが、制御電源を直流電源にするなどして瞬低が生じても電磁接
触器が開かない方式にすることが可能です。 ところで、低圧用の電磁接触器の場合はどうでしょうか？ 一般の
電磁接触器は、瞬低の継続時間 0.1 秒、電圧低下 50%を超えると離落してしまい電動機停止に至ります。 この
ような産業用の状況を考慮して、瞬低対策検討の手順 （第 1 項） および 瞬時電圧低下対策検討の実施例 （第
2 項） について検討してみます。
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1. 瞬低対策検討の手順
化学工場や製鉄所などの産業設備における瞬時電圧低下対策の検討手順をまとめてみます。
(1) 高圧電動機および低圧電動機ごとに、遮断器および電磁接触器の構造および動作について確認する。 例
えば、高圧用の遮断器は瞬低時に Close を維持、低圧用の電磁接触器は瞬低時に離落して Open に至
るなどについて調査し確認する。
(2) 高圧電動機 （負荷） を 「a. 瞬低時に停止しても良い負荷 b. 瞬低時に再始動する負荷」 に分類する。 a
の負荷につては、必要に応じて瞬低時に遮断器を Open するようインターロックを設ける。
(3) 低圧電動機 （負荷） を 「a. 瞬低時に停止しても良い負荷 b. 電圧回復後直ちに （電圧回復後 0 秒） 再
始動する負荷 c. 電圧回復後に順序再始動する負荷 （電圧回復後 5 秒、10 秒 … など）」 に分類する。
この負荷の分類にあたっては、プロセスおよび機械エンジニアと慎重な検討が必要である。 b の電圧回復
後に直ちに再始動する負荷には、配線用遮断器で配電しているフィーダなども含まれる。 誘導電動機で電
圧回復後直ちに再始動する場合、出来ればラッチ式のものなど瞬低時に離落することの無い方式とすると良
い。
(4) 再始動順序毎のグループ分けができたら、グループごとに電動機群としての解析ソフトウェアへの入力方法
について検討する。 電動機の縮約方法については、質問番号 2021-0091 「誘導電動機の縮約方法」 をご
参照下さい。
(5) データの入力が終わって、瞬低再始動解析の結果が出ました。 多分 「a. 電動機端子の電圧降下が大きく
て、電動機が再始動できない b. 配電盤母線の電圧降下が大きくて不足電圧継電器が動作してしまう c.
電動機群の一斉始動電流が大きくて変圧器主回路の過電流継電器が動作してしまう d. 発電機の電圧お
よび周波数の動揺が大きく安定度を維持できない e. 受電系統に悪影響を与える」 など諸々の問題が生じ
ると思います。
(6) ここからが 「対応策の検討」 になります。 上記のような諸々な問題をクリアする方法として、下記のような
対応策が考えられます。問題解決のための手法の一つとして、ご参考にして下さい。
a. 低圧電動機用の電磁接触器を瞬低時に離落することの無いラッチ式のものに変える、あるいは制御電
源としてバッテリーからの直流電源または UPS （無停電電源装置） からの電源供給方式とする。 こ
のような方式は機能的には有効ですが、電磁接触器のサイズが大きくなる、高価であるなどの問題が
生じます。 また、バッテリーや UPS からの制御電源一括供給方式だと制御電源を消失した場合、全
ての電動機が同時に停止するという問題も生じます。
このような方式を実際に採用するには経済的にも、電気室のスペースの確保的にも困難だと思います
が、シミュレーション上は自由に行えますので、どのような対応策が有効かを見つけるためにも、トライア
ンドエラーでいろいろ試してみると良いと思います。
b. 次に、低圧電動機の場合、例えば 100kW 以上の電動機用の電磁接触器をラッチ式のものに変えた場
合を検討してみましょう。 意外と良い結果が得られるかもしれません。 容量が大きい電動機の場合、
MCC ユニットの中にスペース的に余裕があり、コスト的のもあまり負担にならないと思います。 この場
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合も、トライアンドエラーでどの電動機用の電磁接触器をラッチ式のものにするのが最適化を検討して
みましょう。
c.

b 項の方法でもまだ安定度を維持できない、あるいはコスト的またはスペース的に採用できないという場
合は、順序再始動方式について検討することになります。 電動機再始動のモデリング手法について
は、質問番号 2021-0093 「電動機再始動順序のモデリング」 をご参照下さい。 この場合も、プロセス
および機械エンジニアの協力を得て、再始動順序の順位付けや組み合わせの変更などを検討し、繰り
返しトライアンドエラーでの検討です。 再始動条件としてプロセスインターロックや、スチーム、空気、
水、潤滑油などで装置自身が Accumulator を持っている負荷は再始動を遅らせるなどの方法も有効で
す。

(7) これでもまだ解決できないことも有ると思います。 このような場合は 「a. 系統のインピーダンスの見直し
（簡単な例ではケーブルサイズを大きくする） b. 系統上の不安定な個所を見つけ出し系統運用を見直す c.
あらかじめ停止せざるを得ない設備を決めておくなど負荷選択遮断について検討する d. すぐにはできませ
んが発電設備を増強する」 などの検討も必要になってきます。

2. 瞬時電圧低下対策検討の実施例
瞬時電圧低下対策検討の実施例として、関連資料 5-1 「瞬低解析の実例紹介(3) 瞬低後の電動機順序再始動
の検討」 (See Page 15-99)

（第 24 回 ETAP ユーザー会のプレゼン資料）

をご参照下さい。

2021-0099 瞬時電圧低下対策の実例 （海外編）
Question
瞬時電圧低下 （瞬低） 対策について、海外での解決策の実例がありましたらご紹介下さい。
Answer
送配電系統が建設されて以来、瞬時電圧低下によるトラブルはほぼ 1 世紀に亘って悩まされてきた問題ではな
いでしょうか？ もう 50 年ほど前になりますが、私もまだ 24 才、ソ連邦 （今のロシア） の化学工場の建設に電
気のスーパーバイザー (SV) として派遣されていました。 モスクワから南に夜行列車で 28 時間、コーカサス山
脈の麓の小さな街でした。 当時のソ連邦は共産圏で何処に行くにも通訳付きで監視されており、街には日本人
は一人もいなく日本食材も全く手に入りませんでした。 Email などはもちろん無く、仕事の通信手段は電報と 1
週間に一度くらい、申し込んで 5 分くらいやっとつながる電話だけが頼りでした。 日本からの電気エンジニアは、
新米の私と電機メーカーからのベテランのエンジニアの人との二人だけでした。
こんな中 1 年半、ソ連邦の電気屋さんにロシア語を教えてもらいながら建設はほぼ順調に進みました。 ところが
試運転に入った頃、落雷による瞬低が度々発生し電動機が一斉に停止してしまうというトラブルが続出しました。
当初、私には何が何だかさっぱりわかりませんでしたが、コンビナート （客先） の電気チーフエンジニアが１日お
きくらいに私のところに来て解決策を迫ります。 ユダヤ系の人で頭の回転が速く優秀なエンジニアという印象の
人でした。 彼はロシアの電気設備技術基準 (PUE) やいろんな文献を持って来て 「電動機は電源を切った後も
0.7 秒ほど残留電圧が残る。 瞬低回復後 （瞬低時間はほぼ 0.2 秒くらいであった） すぐに一斉再始動をかける
ので、電動機の突入電流で電圧降下が生じ電磁接触器が再トリップしてしまう。 瞬低が回復するまでの時間、電
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磁接触器が離落しない （電磁接触器が閉じたまま） にせよ」 という要求でした。 電磁オシログラフを持ち込ん
で、実際に大きな容量の電動機の残留電圧を測定して私に見せてくれました。 （これを見て、彼が言っていること
が私にもやっと理解できた）
このプラントでは、瞬低再始動方式としてコンデンサを内蔵した制御回路を自己保持するリレー (Off Delay
Relay) を用いていました （瞬低で電磁接触器が離落するが、自己保持回路を閉じておいて回復後直ちに再投
入する）。 これに対して彼の要求は 「瞬低時に電磁接触器が離落することの無いように、制御電源として無停
電電源装置 (UPS) を付けよ」 という事でした。 当時、UPS は容量 100kVA 程度のもので数千万円していた
と思います。 とても彼の要求は飲めないので、電機メーカーの SV と二人頭を痛め、「0.7 秒後には残留電圧が
無くなるのだから、0.7 秒以降に再始動すれば良い」 という事を頼りに、下記のような 「対応策」 を考えました。

1. 対応策の検討
当時の検討の過程を整理すると下記のような方法であった。 「瞬低対策検討の手順」 については、質問番号
2021-0098 「誘導電動機を有する産業設備の瞬低対策」 の第 1 項 「瞬低対策検討の手順」 も併せてご参照
下さい。
(1) プロセスエンジニアと相談して、瞬低時に再始動することが必要な負荷の再始動順序を 5 秒間隔で 5 段階
のグループに分類した。 瞬低回復後 「+0 秒、+５秒、+10 秒、+15 秒、+20 秒以上」 というイメージである。
(2) 幸いこのプラントは極寒の地にあり凍結防止のために水による冷却塔が採用できず、低圧負荷の約半分を
占める容量の負荷に Air Fin Cooler （大きな風車のようなもの） を採用していた。 これらの負荷は瞬低後
も惰性でかなり時間回転を続けており、プロセス上 「+20 秒以上」 後に再始動すれば良いという事が分か
った （残留電圧が無くなっている）。 逆にこれらの負荷を原設計では 「+0 秒」 で再始動することになってい
て、大きな残留電圧が残っている状態で再始動することにより、大きな突入電流が流れ、大きな電圧降下を
引き起こす原因の一つになっていた。
(3) 撹拌機のような負荷は、大部分のものが 「+15 秒」 後に再始動すれば大丈夫という事も分かった。
これらの 「+15 秒 および +20 秒以上」 後に再始動する負荷には、内部の空気で動作時間を調整する
Pneumatic Timer を用いて再始動する時間を設定した。
(4) 残りのプロセス工程および機械の保護上重要な負荷を 「+0 秒、+５秒、+10 秒」 後に再始動する負荷に分
類した。 この中で 「+0 秒」 グループの負荷を、瞬低後 （電圧回復後） 直ちに再始動 （電磁接触器を再投
入） した時の大きな突入電流により、許容の電圧降下値以内に抑えることができるかどうか、当時の私の電
卓による計算だけではなかなか良い結果 （大丈夫という結果） が得られなかった。 また、大きな突入電流
による機械へのダメージも心配であることが分かって来た。 （当時は、パソコンも解析ツールもなく、電卓だ
けが頼りであった）
(5) ここで、私は客先のチーフエンジニアからの要求 「瞬低が回復するまでの時間、電磁接触器が離落しない
（電磁接触器が閉じたまま） にせよ」 を思い出した。 制御回路用の電源として無停電電源装置 (UPS) を
付けるという事は出来なかったが、代わりに、系統に与える影響の大きい容量が 100kW 程度以上の電動
機用の電磁接触器をラッチ式構造のものに交換することした。 幸い 「+0 秒」 グループで 100kW 以上の電
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動機は 10 台程度であった。 また 100kW 以上場合、モーターコントロールセンター （MCC） の中に、電磁
接触器を交換するスペースを確保することができた。

2. 改造後の動作試験
この改造案を客先のチーフエンジニアに説明した。 彼は無停電電源装置 (UPS) の採用にかなり固執した。 ま
だ経験の浅い私には胃が痛むような交渉であったが、「実際に瞬低を発生させて、動作を確認する」 という彼の
提示した案で妥協点に至った。 プロジェクトマネジャーを説得し、現場のプロセスおよび機械担当の方々の協力
を得て、プラントを水運転の状態で試験することになった。
試験の方法は 「コンビナート側の変電所で短絡事故を起こし、瞬低時間 0.2 秒、残留電圧 20%程度の瞬低を発
生する」 という方法であった。
私も覚悟を決めて試験に立ち会った。 日ソ協力で、電気担当者は電気室で 「所定どおりに再始動順序に従って
電動機が始動したかどうか」、プロセスおよび計装担当者は 「コントロールルームでプロセスの状態およびインタ
ーロックに問題ないか」、機械担当者は 「現場で機器や装置にダメージがないか」 を確認した。 本当に幸いで
あったが、この試験で、電動機が所定の再始動順序に従って再始動し、プロセス状態やインターロックに問題が
無く、機器や装置にも異常がないことが確認された。
この試験の後、客先のチーフエンジニアは、「無停電電源装置 (UPS) の採用」について一切言ってこなかった。
そして、このプラントの引き渡しが完了した後、後続のプラントとして 30 基を超える同種のプラント （コピープラン
トと言っている） を客先から受注することができた。 更に 6 号基以降から、当時では新規開発のような容量
500kVA の無停電電源装置を追加で注文して頂いた。 すっかり自慢話になってしまいましたが、上記 1 項の
「対応策の検討」 のアプローチ方法などご参考にして下さい。

2021-0100 瞬時電圧低下対策の実例 （国内編）
Question
質問番号 2021-0099 で瞬時電圧低下対策の実例 （海外編） を紹介して頂きましたが、国内での解決策の実
例がありましたらご紹介下さい。
Answer
もう 10 年ほど前になりますが、産業用製造設備を有するお客様より （日本を代表する大きな会社です）、瞬低
対策について 「a. 年に 2～3 回、落雷による瞬低があり、その度にある重要な設備が停止してしまう b. そこで
その設備の高圧から低圧に降圧する変圧器バンクを 1 系列追加して （現在の 3 バンク系統を 4 バンク系統にし
て） 負荷を分散し、電圧降下を軽減する対策をとりたい c. この方式でうまく行くかどうか検討して欲しい」 という
依頼を受けました。
直感的に私は 「a. 変圧器バンクを 1 系列追加するとなると、スペース的に大丈夫か？ b. ケーブルの接続変
更作業が大変だろうな、届かなくなるケーブルも出て来るのではないか？ c. お金もかかりそう、もっと良い方法
があるのではないか？」 という事を考えました。
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そこで下記のような改善案を提案しました。 考え方は、質問番号 2021-0099 の 「瞬時電圧低下対策の実例
（海外編）」 と同じです。
(1) この設備の場合、瞬低対策として既にお客様が瞬低回復後 「+0 秒、+５秒、+10 秒、+15 秒、+20 秒以上」
のようなグループ分けで順序再始動方式を講じていました。 プロセスエンジニアとも相談して決めていると
のことでしたので、この方式はこのままとし変更しないことにした。
(2) 各変圧器バンクの 「+0 秒」 グループの電動機 （瞬低回復と同時に再始動する電動機） の内、容量の大き
い電動機の電磁接触器をラッチ式のタイプに変える。 どの電磁接触器を変えれば良いかを、解析ツールで
瞬低再始動解析 （過渡安定度解析） を行い検討する。
(3) 瞬低時間や残留電圧値、電磁接触器をラッチ式に変更する電動機を色々変えてケーススタディを行い、「容
量が 37kW 以上の電動機用の電磁接触器をラッチ式に変えれば良い」 という結論に至った。 （機密保持上
あまり詳しく書けませんので、ここでは 37kW 以上としておきます）
解析の結果を基にモーターコントロールセンター (MCC) の改造作業はお客様自身で行いました。 数年後にお
客様にお会いした時に、改造後の状況をお聞きしてみました。 「その後何回か瞬低が起こったが、問題なく乗り
切っている。 社内の研究会で、この方式について発表する」 という事をお聞きしています。 残念ながら社外に
は開示できないという事でした。
この Q&A コミュニティの主旨である 「企業の垣根を越えて、電気エンジニア同士が協力して技術力を高め、問
題点を共有し、解決するためのコミュニティを目指します」 のように、このような解析の実例を広く他社の方にも
開示して頂けると電気エンジニアの技術力向上に大きく寄与すると思うのですが、企業の壁はまだまだ高いよう
です。
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2020-0041 高調波とは？
Question
高調波の定義と、電力会社が維持管理している電力系統の電圧歪率、電流歪率 （高調波流出電流） に対する
許容値などについて教えて下さい。
Answer
商用電源に接続された機器の電流には、電源周波数 （50Hz 又は 60Hz） に等しい成分のほかに、その周波数
の何倍かの周波数の成分を含む電流が流れます。 特に機器が半導体電力装置の場合、電流に含まれる高調
波の大きさに注意することが必要です。
電力系統の高調波は 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」 （1994 年に資源
エネルギー庁より通知、2004 年改定） でその上限値が規定されています。 ガイドラインについては、URL
https://home.jeita.or.jp/anzen/taisaku2/pdf/02.pdf をご参照下さい。

2020-0042 高調波発生原因
Question
どうして高調波が発生するのか、高調波発生源の種類 （どのような機器からどのような次数の高調波がどれくら
い発生するのか） について教えて下さい。 出来ましたら、電流源と電圧源の違いについても説明して下さい。
Answer
電源に接続される機器が線形な回路で構成されている場合は、高調波は発生しません。 反対に接続される機
器が、サイリスタや IGBT などの電力半導体などのスイッチング素子を含む機器で構成される変換器の場合、
電源から流れる電流は正弦波とならず、非正弦波の波形には高調波が含まれます。
ここでは高調波に関して、電流源と電圧源の違いを説明します。
① 電源に接続された変換器が、ダイオードやサイリスタ変換器の場合、高調波の成分の大きさは、変換器に
流れる基本波の成分におおよそ比例します。 この場合、変換器が高調波を含む電流源とみなした方が考
え易いです。
② 一方、変換器が PWM 変換器の場合、変換器の高調波成分は負荷の大小によらず、あまり変化しませ
ん。 この場合、変換器を基本波に加え高調波電圧源があるとみなした方が考えやすいです。

2020-0043 コンバータとインバータの高調波
Question
インバータの種類と発生する高調波との関係について教えて下さい。 出来ましたら、インバータ負荷に電力を供
給する場合、インバータ投入時などの問題点と注意すべき点についての説明もお願いします。
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Answer
近年は、インバータは電圧形 PWM インバータが主流になっています。 電圧形 PWM インバータは、直流 （定
電圧） 電源から電動機を駆動する出力周波数の交流を得る変換器です。 従って、インバータは、商用電源から
直流電源を作るコンバータに接続されて、コンバータと対になって動作します。 電動機を駆動するインバータの
高調波は、間に直流電源があるため、商用電源の高調波には関係がほぼなくなります。 商用電源の接続された
交流 / 直流変換器であるコンバータ （順変換器） の種類によって、電源高調波が異なります。
ここでは、コンバータの種類と回路構成について説明します。

ダイオードコンバータ
ダイオード整流器により、交流を直流に変換します。 三相ダイオード変換器の場合、ダイオードを 6 個用いま
す。 ダイオード変圧器は、高調波を減らすために入力に AC リアクトルを接続したり、直流側に DC リアクトルを
接続します。 構成が簡単なため汎用インバータなどに用いられますが、回生が必要な負荷には使えません。

サイリスタコンバータ
サイリスタ整流器により、交流を直流に変換します。 三相サイリスタ変換器の場合、サイリスタを 6 個用います。
出力に DC リアクトルを設け、電源波形を改善します。 サイリスタのゲート制御により、直流電圧を一定に保ちま
す。 回生が必要な用途では、回生用に逆向きに接続されたサイリスタ整流器を併せて用い、回生側のサイリス
タを動作させて、直流のエネルギーを電源に回生します。

PWM コンバータ （active front end とも呼ばれます）
IGBT などの素子を使い、インバータと同様に PWM 制御と入力フィルタによりほぼ正弦波の入力電流が得られ
ます。
インバータ負荷に電力を供給する場合、インバータの制御により電流を流すため、商用電源で電動機を始動する
時のような、電動機定格電流の数倍の始動電流が流れることはありません。 インバータで決められた過負荷使
用で決められた範囲の電流で、負荷の電動機を始動し加速します。 汎用インバータの場合の過負荷耐量は
150% - 60s 位までが普通ですが、鉄鋼の負荷の場合、225% - 60s やそれを超える大きな過負荷耐量をもつ
インバータが用途に応じて用いられます。
なお、コンバータには、直流電圧を平滑するコンデンサがありますので、コンバータを起動する前にコンデンサを
充電するためのプリチャージ回路が備えられています。

2020-0044 高調波による電気機器や設備への影響
Question
高調波によって電気機器や設備がどのような影響やダメージを受けるのか、高調波対策の必要性について教え
て下さい。
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Answer
電源に高調波が過大に含まれると、① 電力系統機器の過熱 ② 電力用コンデンサの過負荷、過熱、騒音の増
大 ③ 精密計測機器などの負荷機器の誤動作や動作不良 （エレクトロにクス機器の誤動作、保護継電器の誤
動作および指示不良など） ④ 通信系統などへの電磁波ノイズによる誘導障害 ⑤ 照明機器のフリッカなどが
発生します。 従って、電源系統に含まれる高調波は、高調波抑制対策ガイドラインや規格に従い、上限値が規
定されています。 高調波歪率 （電圧歪率および電流歪率） の規制値については、質問番号 2020-0049 およ
び 2020-0050 をご参照下さい。

2020-0045 高調波対策 （高調波抑制方法）
Question
高調波電圧歪率、高調波電流歪率 （高調波流出電流） などが規制値を超えている場合、あるいは機器の損傷
（ダメージ） を軽減するための高調波対策 （高調波抑制方法） について教えて下さい。
Answer
高調波対策 （高調波抑制方法） として、下記のような方法が考えられます。
1. まず、高調波の発生量の少ない変換器など負荷機器の採用を行う必要があります。 インバータにおいて
は、PWM コンバータなどの採用がこの例です。
2. 次に負荷機器の変圧器の位相関係を工夫することで、互いの機器の高調波をキャンセルすることを検討し
ます。 例えば、三相サイリスタブリッジ （6 パルス） を 2 つ用いて、例えば一方を Dd0、他方を Yd11 の
変圧器に接続することで、変圧器 2 次電圧に 30 度の位相差を設けます。 6 パルスの変換器の負荷が同
等であれば、12 パルスの変換器となり高調波が減少します。 （図 6-1 参照）
3. これでも高調波が規制値を超える場合、高調波フィルタを設置することを検討します。 高調波フィルタは、高
調波を減らすと同時に電源力率を改善することが可能です。 （図 6-2 参照）
4. さらに電炉負荷のように負荷の変動が大きく、系統電圧に影響が出る時は無効電力補償装置と高調波フィ
ルタを組み合わせ設置します。

図 6-1

6 パルス、12 パルスおよび 24 パルス変換器からの高調波電流値の比較
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etap の高調波解析モジュールに組み込まれている高調波フィルタモデル

2020-0046 進相コンデンサ容量と直列リアクトル
Question
進相コンデンサ容量と直列リアクトルの関係、直列リアクトルによる高調波抑制効果について教えて下さい。
Answer
進相コンデンサは、電源の力率を改善するために電源に並列に接続されます。 進相コンデンサには直列リアク
トルを接続して用いられますが、直列リアクトルが無いと、進相コンデンサと電源が並列共振し高調波が増加する
場合があります。 また直列リアクトルは投入時の突入電流を抑える効果があります。
進相コンデンサの力率改善機能に加え、高調波を積極的に除去できるよう並列共振周波数を調整したものが高
調波フィルタです。 高調波フィルタは、コンデンサと直列に接続されているリアクトルで直列共振を利用して、そ
の共振周波数の系統インピーダンスを下げ、高調波をコンデンサに流入させて、高調波歪の除去を目的としたフ
ィルタです。 高調波フィルタには一つの共振周波数のみを除去する目的の単一調波フィルタと、共振周波数以
上の高調波を除去するハイパスフィルタがあります。 高調波フィルタについては、図 6-2 をご参照下さい。

2020-0047 電力会社から求められる高調波対策と
計算書
Question
電力会社から電力を受給する場合、高調波が電路に流出しないよう抑制することが求められますが、その規制
値、および求められる高調波流出電流計算書についての説明をお願いします。
Answer
電力系統の高調波は 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」 （1994 年に資源
エネルギー庁より通知、2004 年改定） でその上限値が規定されています。
ガイドラインについては、URL https://home.jeita.or.jp/anzen/taisaku2/pdf/02.pdf をご参照下さい。 Page 20 –
Page 25 に、高調波流出電流計算書の様式および記載事例、高調波発生機器製造業者申請書様式および記
載事例が載っています。
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2020-0048 高調波抑制に関する国内および海外の
規定
Question
高調波抑制について、国内では経済産業省の高調波抑制対策ガイドラインがありますが、その他の国内の規格
や規定、高調波抑制対策に関する海外の規格や規定について教えて下さい。
Answer
国内の場合、電力系統の高調波は 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」
（1994 年に資源エネルギー庁より通知、2004 年改定） でその上限値が規定されています。 ガイドラインについ
ては、URL https://home.jeita.or.jp/anzen/taisaku2/pdf/02.pdf をご参照下さい。
米国の高調波に関する規格としては、IEEE 519-2014 などがあります。 これらには、需要家が電力の供給を受
ける場合に順守すべき高調波上限値が記されています。
欧州を中心とした国際規格としては、IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) などがあります。
その翻訳規格として JIS 化された規格が JIS C 61000-3-2 電磁両立性です。
JIS は、国際規格 （ISO 及び IEC 規格） への整合化をとる方向で近年推進してきていますが、国際規格と内容
が異なる部分もあり注意が必要です。 JIS は変換器などが持つべき電磁両立性について以下の規格などで規
定しています。

JIS 規格 (Note 1)
JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第 3-2 部
限度値−高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流が 20 A 以下の機器）
JIS C 61000-4-7 電磁両立性−第 4-7 部
試験及び測定技術−電力供給システム及びこれに接続する機器のための高調波及び次数間高調波の測定方法
及び計装に関する指針
JIS C 61000-4-11 電磁両立性−第 4-11 部
試験及び測定技術−電圧ディップ、短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験

米国規格
米国の高調波規制としては、IEEE 519 が有名です。
IEEE 519-2014, IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power
Systems. 1992 年に続き、2014 年に改訂されています。 高調波を規定する PCC (Point of Common
Coupling) の定義や規定値に対する責務が見直されています。 IEC との整合性も考慮し、規格は IEC 61000
シリーズを参照しています。
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IEC 規格 (Note 2)
IEC 61000-3-2 : 2018+AMD1 : 2020, Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits for
harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
IEC 61000-3-3 : 2013+AMD1 : 2017, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation
of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment
with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
IEC 61000-3-12 : 2011 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) – Part 3-12 : Limits – Limits for
harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >
16 A and ≤ 75 A per phase
IEC 61000-4-7 : 2002，Electromagnetic compatibility (EMC) − Part 4-7 : Testing and measurement
techniques − General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for
power supply systems and equipment connected thereto
IEC 61000-4-15 : 2003 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement
techniques – Section 15: Flickerrmeter – Functional and design specifications

EN 規格
EN 規格は、欧州の統一規格です。 EN 規格は IEC 規格などを基にしていますが、加盟国ではこれを自国の国
家規格として採用することが義務付けられています。

英国規格
G5/4-1, Planning Levels for harmonic Voltage Distortion and the Connection of Non-Linear Equipment to
Transmission Systems and Distribution Networks in the United Kingdom、英国の高調波規格 2005 年に改
訂されています。
(Note 1)

日本産業標準調査会の JIS 検索サイト :
https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html で検索可能

(Note 2)

IEC Webstore : https://webstore.iec.ch/ で検索可能

2020-0049 電圧歪率に関する規制値
Question
高調波電圧歪率に関する国内および海外の規制値（経済産業省の高調波抑制対策ガイドライン、IEEE Std 519
など）について教えて下さい。
Answer
経済産業省の 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」 を解説・補完する民間
技術指針として 「高調波抑制対策技術指針」 は，機器を設置する需要家側が機器を使用するにあたって電力
系統への高調波電流の流出を低減する具体的対策を記載しています。 日本において特定需要家は、これを遵

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

84

第６章 高調波とその対策

6-8

守する必要があります。 ガイドラインについては、URL https://home.jeita.or.jp/anzen/taisaku2/pdf/02.pdf をご
参照下さい。 米国の高調波規制としては、IEEE 519 が有名です。 質問番号 2020-0048 の 「米国規格」 をご
参照下さい。
高調波抑制対策技術指針（JEAG9702-2013） および IEEE std 519 に規定されている電圧歪率の上限値を
表 6-1 にまとめました。 実務で使用する場合は、最新の規格や規定のデータをご確認下さい。
表 6-1 高調波電圧歪率 ： 高調波抑制対策ガイドラインと IEEE std 519 の比較

2020-0050 電流歪率（高調波流出電流）に関する規
制値
Question
高調波電流歪率 （高調波流出電流） に関する国内および海外の規制値 （経済産業省の高調波抑制対策ガイ
ドライン, IEEE Std 519 など） について教えて下さい。
Answer
国内の場合、電力系統の高調波は 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」
（1994 年に資源エネルギー庁より通知、2004 年改定） で、契約電力 1kW 当たりの高調波流出電流上限値が
規定されています。 上限値は受電電圧により異なり、5 次、7 次、11 次、13 次、17 次、19 次、23 次、23 次超
過の上限値が示されています。 ガイドラインについては、下記の URL をご参照下さい。
https://home.jeita.or.jp/anzen/taisaku2/pdf/02.pdf

IEEE 519-2014, IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power
Systems は、1992 年に続き、2014 年に改訂されています。 高調波を規定する PCC (Point of Common
Coupling) の定義や規定値に対する責務が見直されています。
高調波抑制対策技術指針 （JEAG9702-2013） および IEEE std 519 による電流歪率 （高調波流出電流） の
上限値を各々 表 6-2 および 表 6-3 にまとめましたのでご参考にして下さい。 実務で使用する場合は、最新
の規格や規定のデータをご確認下さい。
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表 6-2 高調波抑制対策ガイドライン (JEAC-9702) による高調波流出電流上限値

表 6-3 IEEE std 519 による⾼調波流出電流上限値 （Table 10-3 より）

2020-0051 高調波計算手法と高調波の指標
Question
高調波電流歪率 （高調波流出電流） に関する国内および海外の規制値 （経済産業省の高調波抑制対策ガイ
ドライン, IEEE Std 519 など） について教えて下さい。
国内では、一般的に経済産業省の高調波抑制対策ガイドラインに基づいて高調波流出電流を計算しています
が、より正確に高調波歪率 （合計および高調波次数ごと）、通信線への影響などについて検討するための計算
手法について教えて下さい。 高調波による影響を判定するための高調波の指標についても教えて下さい。
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Answer
電力系統の高調波は 「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」 （1994 年に資源
エネルギー庁より通知、2004 年改定） でその上限値が規定されています。
高調波抑制対策技術指針 （JEAG9702-2013） および IEEE std 519 による高調波電圧歪率および電流歪率
（高調波流出電流） に関する上限値については、各々、先の 質問番号 2020-0049 および 2020-0050 に対
する回答をご参考にして下さい。
電力系統の高調波が、この基準を満たしているかどうかは、系統が簡単な場合、簡易的な計算が行えますが、
複数の高調波発生源と高調波フィルタなどからなる複雑な系統の場合、高調波シミュレーションプログラムで計
算を行う必要があります。 MATLAB などを使いシミュレーションを行うことも可能ですが、etap のような電力系
統解析プログラムを使うとより、潮流解析、電圧降下、短絡電流に加え、高調波の計算を行うことができます。
etap では整数時高調波に加え、非整数時の高調波についても検討できるようになりました。
なお、高調波に非整数時の高調波が含まれているときの指針は JIS C 61000-4-7 に記されています。 JIS C
61000-4-7 第 4-7 部： 試験及び測定技術−電力供給システム及びこれに接続する機器のための高調波及び次
数間高調波の測定方法及び計装に関する指針で, IEC 61000-4-7 を基に作成した日本工業規格です。 この規
格は，50 Hz 及び 60 Hz の電力供給システムの基本波に重畳する 9 kHz 以下の周波数範囲内のスペクトル成
分を測定することを目的とする計装に適用されます。 この規格では，高調波，次数間高調波，およびそれ以外
の高調波周波数範囲 （約 2 kHz） を超え 9 kHz 以下の成分を区別しています。
高調波による影響を判定するための高調波の指標については、関連資料6-1 「高調波による影響を判定するた
めの高調波の指標」 (See Page 15-104) をご参照下さい。 この資料は、電力系統解析ソフトウェア etap の
高調波解析モジュールのマニュアル (User Guide) からの抜粋です。

2020-0052 産業用ドライブ変換器の種類
Question
最近の産業用ドライブ装置について、その種類、それぞれの特長、それぞれの高調波発生量等について教えて
下さい。 半導体の進歩と産業用ドライブ装置の変遷についても教えて下さい。
Answer
最近の産業用ドライブ装置は、低圧インバータも高圧インバータも IGBT、IGCT、IEGT などの半導体電力素子
を使用した電圧形 PWM インバータが多く使われています。 電圧形 PWM インバータは、商用電源の交流をコ
ンバータ （順変換器） で一旦直流に整流し、これを再び交流にインバータで変換して電動機を駆動します。
このコンバータの種類は、用途により異なります。 汎用インバータではダイオードコンバータが使われています。
エネルギーの電源回生が必要なインバータとともに使われるコンバータとして従来はサイリスタコンバータが使わ
れていましたが、最近は高調波が少なく力率の良い PWM コンバータの利用が増えています。
コンバータの種類と回路構成については、先の 質問番号 2020-0043 に関する回答も併せてご参照下さい。
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産業用電力変換器は 1970 年代からサイリスタが多く使われてきました。 1990 年半ばに IGBT (Insulated
Gate Bipolar Transistor) が開発されてからは、IGBT PWM インバータが使われ始め現在に至っています。 高
圧インバータは IGCT や IEGT などの高圧スイッチング素子を使った 3 レベルインバータや、IGBT インバータを
直列に組み合わせた MV インバータが使われています。
汎用インバータの高調波抑制対策と高調波ガイドラインの検討ステップに関しては、JEMA の “汎用インバータ
の高調波抑制対策” 分かり易く解説されています。 下記の URL をご参照下さい。
https://www.jema-net.or.jp/jema/data/inverter2015.pdf

2020-0053 サイリスタ変換器の高調波
Question
サイリスタ変換器の構成と高調波、高調波対策 （抑制） 上注意すべき点について教えて下さい。
Answer
サイリスタ変換器は，小形の単相変換器から，大形の多相変換器までいろいろな構成があります。 最も簡単な
三相変換器は，サイリスタ 6 個を使い 6 パルス三相ブリッジを構成し，三相電源に接続します。 サイリスタは，
ゲート信号により電流オンタイミングを制御します。 電源に対し，サイリスタをオンするタイミングを調整すること
で，出力電圧を制御します。 ゲートをオンするタイミングで素子に順電圧がかかっていないとサイリスタは導通を
開始できません。 従って，サイリスタブリッジが一つの変圧器に複数つながっている場合，他のサイリスタの転
流のタイミングと自分のサイリスタの転流タイミングが重なっても転流が正常に行えるよう入力側に交流リアクト
ルを入れて，転流中の電圧の落ち込みを抑えることが必要です。 直流出力側には，出力電流を平滑する直流リ
アクトルが接続されます。 三相変換器は 5，7，11，13 次などの高調波を発生します。 高調波を低減するため
に大容量の変換器は，複数の三相ブリッジを 2 次電圧位相の異なる変圧器巻き線に接続することで、多相化し
5、7 次などの低次の高調波を打ち消すことで、電流波形の改善を図ります。
図 6-3 は、サイリスタ変換器 （コンバータ） の例です。 正方向のサイリスタ 6 個で三相ブリッジを構成、逆方向
のサイリスタ 6 個で回生用の三相ブリッジを構成し、正逆方向のブリッジを切り替えることで、インバータの力行、
回生運転に対応しています。

図 6-3 サイリスタ変換器 （コンバータ） の例
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2020-0054 PWM 変換器の高調波
Question
PWM 変換器の構成と高調波、高調波対策（抑制）上注意すべき点について教えて下さい。
Answer
IGBT などのパワーデバイスを用いた PWM 変換器 （コンバータ） は、PWM で電圧波形を変調し、入力側にリ
アクトルとコンデンサからなるフィルタを接続することで、ダイオードやサイリスタ変換器に比べて高調波の少ない
電流を得ることができます。 PWM 変換器だけで、高調波フィルタなどの高調波低減手段なしに 「高圧又は特
別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」 を満たすことができる装置もあります。
PWM 変換器は、力率もほぼ 1 に近い特性を持っているものが多く、電源にやさしい機器ですが、発生する高
調波は、PWM 変調の方式や入力側のフィルタの特性で異なりますので、PWM 変換器の製造者・販売者に確認
することをお勧めします。
図 6-4 は、PWM 変換器 （コンバータ） の例です。 IGBT インバータと同じ構成で、入出力を反転して IGBT コ
ンバータとしている。 入力側には電源に流出する高調波を低減するための AC フィルタが設けられている。

図 6-4 PWM 変換器 （コンバータ） の例

2020-0055 再エネおよびパワエネ分野における高
調波抑制技術
Question
パワーコンディショナーなど、再エネおよびパワエネ分野における高調波抑制技術について教えて下さい。
Answer
太陽光発電用のパワーコンディショナーの PV インバータは、太陽電池からの直流電力を、商用電源に同期した
電圧および電流に直流／交流変換して送り出します。 最近のメガソーラ用 PV インバータは 3200kW の定格出
力を持つものもあり、高調波を低減するために 3 レベル PWM 変換器とフィルタを通して商用電源系統に接続
されます。
図 6-5 は、大容量パワーコンディショナーと太陽電池アレイの例です。 大容量のパワーコンディショナーは
PWM 制御の IGBT インバータで、太陽電池の直流エネルギーを最も効率的な動作点で交流に変換します。 変
換された交流電力は高調波フィルタを経て電源に送られます。
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図 6-5 大容量パワーコンディショナーと太陽電池アレイの例

2020-0056 高調波解析とフィルタ設備の設計
Question
高調波フィルタの設計、フィルタ無し / フィルタ有りの場合の比較など高調波解析を行った実例がありましたらご
紹介して下さい。
Answer
電力系統解析ソフトウェア etap を用いた高調波解析および高調波フィルタの設備の検討例を紹介します。 関
連資料 6-2 「高調波解析とフィルタ設備の設計」 (See Page 15-106) をご参照下さい。
長谷良秀、Tanuj Khandelwal、亀田和之共著の Power System Analysis with Computer-Based Modeling
and Analysis の Section 34.5.1 (Page 924) にも高調波解析の解析例が載っていますので、併せてご参照下
さい。
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2020-0015 アークフラッシュ対策とは、どのようなこ
とでしょうか？
Question
最近、アークフラッシュ対策という事を耳にします。どのようなことでしょうか？
Answer
アークフラッシュとは、気中で短絡事故などが生じた場合に、導体間に大電流が連続的に流れることにより生じる
「まぶしい閃光と強烈な熱」 のことです。 このアークフラッシュ事故が生じると、電気設備の損傷だけでなく ①
感電 ② 爆発 ③ 破片の飛散 ④ 人間を吹き飛ばす爆風 ⑤ 聴覚にダメージを与える音波 ➅ 失明の危険の
ある閃光 ⑦ 発火源となるプラズマおよび熱などにより、生死にかかわるようような重大な 「労働災害」 が生じ
ます。 米国では、これらの労働災害から労働者を保護するために、OSHA （米国労働安全衛生局） や NEC
（全米電気設備基準） 等の基準により、この規定を遵守しない場合、事業者に刑事罰や高額な罰金が課せられ
ます。 OSHA は日本の 「労働安全衛生法」、NEC は 「電気設備技術基準」 に相当する基準と言えますが、こ
れらの日本の基準には、このアークフラッシュ事故による労働災害から労働者を保護するための規定は、まだ取
り入れられていません。

（OTI 社の etap カタログより抜粋）

日本では、「電気設備の保守管理がしっかりしているから必要ない」 とか 「運転管理する人がしっかりしている
から大丈夫」 という声を聞きますが、最近では設備が古くなった工場が増えてきている、熟練の運転員が少なく
なってきていることもあり心配です。 最近の COVID-19 （新型コロナウィルス感染症） と同様、「経済性」だけで
なく、「人のいのち」 を優先した対応策が必要ではないでしょうか？ とは言いながら、国内でもアークフラッシュ
対策を実施する工場が徐々に増えて来ています。 しかし、それは主に外資系の企業が中心です。 本国の親会
社の規定により、親会社からの指示により実施し始めているというのが実情のようです。
なお、アークフラッシュに関する法令および規格、計算手法等については、関連する Q&A （質疑応答） を併せ
てご参照下さい。

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

93

第７章 アークフラッシュとその対策

7-3

2020-0016 アークフラッシュ計算手法、規格、および
便利なツール
Question
アークフラッシュ計算を行うための計算手法、規格、および便利なツールについて教えて下さい。
Answer
先の 質問番号 2020-0015 で説明したように、アークフラッシュの検討は、米国において、OSHA （米国労働安
全衛生局） や NEC （全米電気設備基準） 等の基準により 「アークフラッシュ事故による労働災害からから労
働者を保護する」 ために定められています。 このような経緯より、アークフラッシュの検討に関する規格および
計算手法は、① NFPA 70E （Standard for Electrical Safety in the Workplace） ② IEEE 1584 （Guide ｆor
Performing Arc-Flash Hazard Calculations） ③ CSA Z462（Workplace Electrical Safety） などに規定され
ています。 「アークフラッシュの計算手法は IEEE 1584」、「危険度の分類および個人用保護具 （PPE） の適
用などについては NFPA 70E」 によるというのが一般的なようです。
注意 ： NFPA 70E および IEEE 1584 は、これまで数年おきに改定されています。 いつも最新の規格をご参照下さい。 Etap はいつも最
新の規格に対応していますので、etap のユーザーガイドを参照するのも有効です。

これらの点を踏まえ、関連資料 7-1 「アークフラッシュ計算手法と対策」 (See Page 15-110)
ザー会説明資料）

（第 25 回 etap ユー

を基にアークフラッシュ計算手法と対策について説明します。

「アークフラッシュの検討に関する関連規格および規定」 については、関連資料 7-1 の (Page 2/10) 、「アーク
フラッシュの検討の手順」 については、（Page 3/10 以降） をご参照下さい。 検討項目および検討の手順は、
下記のステップに従って進めると理解し易いと思います。

（

） 内は 関連資料 7-1 内の関連するページです。

ステップ ①

アーク電流を求める

（Page 4/10）

ステップ ②

事故除去時間を求める

（Page 5/10）

ステップ ③

事故エネルギーを求める

（Page 6/10）

ステップ ④

保護境界を求める

（Page 8/10）

ステップ ⑤

危険度の分類と個人用防護具（PPE）の選定

（Page 9/10）

ステップ ➅

Arc Flash ラベルを作成する

（Page 10/10）
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アークフラッシュの検討を行うための便利なツールとして 「電力系統解析ソフトウェア etap Power Simulator」
をお勧めします。 etap は下記の規格に基づいて、上記のステップ ①〜➅ の検討を行います。
① 全米防火協会 (National Fire Protection association) NFPA 70E-2018
② IEEE 1584〜2002, IEEE 1584a〜2004, IEEE 1584b〜2011, IEEE 1584〜2018
③ CSA Z462-2015, CSA Z462-2018

2020-0017 アークフラッシュ計算結果の評価方法と
対応策
Question
アークフラッシュ計算結果の評価方法と対応策について教えて下さい。
Answer
アークフラッシュの検討は、① 短絡事故が生じた場合のアーク電流を求める （アーク電流が大きいと、事故エネ
ルギーが大きくなる） ② 事故除去時間 （Fault Clearing Time：FCT） を求める （FCT が大きいと、事故エネル
ギーが大きくなる） ③ 事故点からの距離を考慮して事故エネルギーを求める （事故点からの距離が大きくなれ
ば事故エネルギーが縮小） という手順で進めます。 計算は、対数 （log10） を含むだけの計算式でありそれ程
難しい計算ではありません。 計算手法については、質問番号 2020-0016 「アークフラッシュ計算手法、規格、お
よび便利なツール」 をご参照下さい。

1. アークフラッシュ計算結果の評価方法
アークフラッシュ計算結果を評価する場合に厄介なのは …
(1) 系統運用や、短絡事故発生前の電圧分布等によって、短絡電流値が変わり、アーク電流値が変わる。
(2) 一般的に、アーク電流 （Ia） が小さいと事故エネルギーも小さくなるが、保護協調特性との関係から Ia の
値によって事故除去時間 （FCT） が長くなり、Ia が小さい場合の方が事故エネルギーが大きくなることが
ある。
このため etap は、Ia が 100％の場合と 85％の場合の両方の事故エネルギーを計算し、厳しい結果となる Ia
の値で事故エネルギーを求めます。 このように、安全性の観点から、系統運用や保護協調特性などの条件のパ
ターンを考慮して、複数の条件での検討を行い、最も厳しい条件での事故エネルギーを求めることが必要です。
etap は、アークフラッシュアナライザー （Arc Flash Analyzer） という機能を持っており、複数の条件の基での
事故エネルギー計算を行い、最も厳しい結果の事故エネルギーを選出します。 そして、その事故エネルギーの
値を基に ① 危険度の分類 ② 個人用防護具 (PPE) の適用 ③ 保護境界の距離を求め、アークフラッシュラ
ベルの作成までを行います。

2. アークフラッシュ計算結果に対する対応策
次に、事故エネルギーの値が大きく、個人用防護具 (PPE) の許容範囲を超えている、生産現場では一般の作
業員もいるので、個人用防護具 (PPE) 無しで機械や装置に近づくことのできるよう 「危険度の分類を 0 （事故
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エネルギーが 1.2 Cal / cm2 以下）」 にしたい、などの対応策について考えてみます。 人命に影響する問題です
ので、下記の一般的な対応策を参考に、生産よりも人命優先で慎重な検討が必要です。
(1) 最も安全な方法は、電源を切って作業することです。 特高受電点などはこのようにせざるを得ないと思いま
す。 この方法は工場の運転方法を基に、工場の運転系列などを考慮して配電系統を計画するなどの方法
が考えられます。
(2) 次に安全なのは、短絡電流値そのものを小さくことです。 アークフラッシュ対策の観点からは、系統運用を
見直すなどして、短絡電流が大きくなるような系統運用を避けるような対策が考えられます。
(3) 保護協調を見直して、出来るだけ早く事故点を切り離すようにすることも有効です。 事故除去時間 （FCT）
を早くすれば、事故エネルギーが小さくなります。
(4) 止むを得ない場合は、危険度の分類に適応した個人用防護具（PPE）を着用して作業することになります。
変電所や電気室の中などで、電気屋さんだけが作業するエリアであればこの方法が可能です。 この場合、
配電盤などの電気設備に、危険度の分類、事故エネルギー、保護境界などの値を記載した 「アークフラッ
シュラベルの貼付け」 が必要です。
(5) 生産現場などで一般の作業員もいるようなエリアでは、個人用防護具（PPE）無しで作業できるよう 「危険
度の分類を 0 （事故エネルギーが 2 Cal / cm2 以下）」 にするような対応策が必要です。 このために、配
電盤のフィーダ回路に瞬時動作の MCCB やヒューズを用いて、瞬時で事故点を分離すなどの対策が考え
られます。 危険度の分類を 0 にできない場合は、立ち入りを禁止するような対策が求められます。

2020-0018 アークフラッシュ用防護服の購入方法
Question
アークフラッシュ用の防護服を購入したいのですが、どうすれば良いでしょうか？
Answer
質問番号 2020-0016 「アークフラッシュ計算手法、規格、および便利なツール」 の要領でアークフラシュの検討
を行い、質問番号 2020-0017 「計算結果の評価方法と対応策」 を参考に対応策の検討を行った結果、例えば
「電気室内での保守点検のために、個人用防護具 （PPE） を着用する」 というような対応策が必要になって来
ます。

（アゼアス社のカタログより抜粋 URL http://www.azearth.co.jp 参照）
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では、個人用防護具 （PPE） はどのようにして購入すれば良いでしょうか？ 私の知っている範囲では、デュポ
ン社の素材を用いて開発したアゼアス（株）殿の個人用防護具 （PPE） をお薦めします。 上図の防護服に加
え、ヘルメット、フェースシールド、手袋などの防護具も揃っています。
その他、海外製品を輸入販売している会社もあるようです。 Web サイト等で調べてみて下さい。

2020-0030 IEC によるアークフラッシュ計算手法
Question
最近、外資関係の会社から IEC による Arc flash 解析に関する質問を受けることがあります。 IEC による Arc
flash 解析手法、IEEE 1584 による規定との比較等について教えて下さい。
Answer
IEC 規格には、まだ、アークフラッシュエネルギーの計算に関する規定がありません。 一方、欧州/ドイツには、
主に低圧システムに適用される欧州/ドイツ規格 DGUV-I203-078 があります。 この規格に基づき計算された
等価アークエネルギーは、IEC 61482-1-2 「防護服クラス （クラス 1 およびクラス 2）」 に規定の等価エネルギ
ーと比較されます。 このような状況より現状では、IEC 60909 に基づき計算した完全短絡電流を基に、
IEEE1584 のアークフラッシュ計算式を使用して事故エネルギーを計算することをお勧めします。
etap は、IEEE 1584 によるアークフラッシュ事故エネルギーの計算に、IEC 60909 による 3 相完全短絡電流
計算の結果を適用することができます。 さらに etap には、欧州/ドイツ規格 DGUV-I 203-078 による計算機
能が組み込まれており、IEC 61482 による 「活線作業-防護服 (Live-line work-protective clothing)」 の評価
を行うことができます。
注意 ： この回答は 2021 年 1 月現在のものです。 アークフラッシュに関する規格や規定は度々改訂されますので、アークフラッシュの検討
や解析を行う際には最新の情報を確認して行って下さい。

（事務局より）
現状のアークフラッシュ保護に関する規格および法規の関連を整理すると下記のようになります。 ANSI/IEEE
C37, IEEE584, NFPA70, IEC 60909, IEC 61482-1-2, DGUV-I203-078 の関連について、混乱しないようにし
て下さい。
(1) アークフラッシュ保護は米国から始まった作業者の安全に対する規定です。 米国では、ANSI/IEEE C37
により完全短絡電流計算を行い、IEEE1584 にてアークフラッシュ事故エネルギーを計算し、NFPA70 に基
づき活線作業および防護服の評価を行います。
(2) IEC 規格には、IEC 60909 に完全短絡電流計算の規定が、IEC 61482-1-2 に防護服クラス （クラス 1 お
よびクラス 2） に関する規定がありますが、まだアークフラッシュエネルギーの計算に関する規定がありま
せん。
(3) 一方、欧州/ドイツには、欧州/ドイツ規格 DGUV-I203-078 （主に低圧系統に適用） があります。
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第８章
現場とトラブル
2020-0007

電圧変動負荷がある場合の自家発導入

8-2
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2020-0007 電圧変動負荷がある場合の自家用発電
機導入
Question
弊社工場に省エネのための自家発導入を検討しております。 弊社工場には電圧変動負荷 （電気炉のようなも
の） が存在し稼働中は ±10% の電圧変動 （フリッカ） が発生しております。 ① このような条件下で自家発を
系統併入し運用することは可能でしょうか？ （そのような条件下での自家発を系統連系し運用しているケースは
世の中にあるのでしょうか？） ② もしくは、自家発導入可否を判断するためにどのようなことを事前検討する必
要があるでしょうか？ リスク管理として設計上どのようなことに留意すべきでしょうか？ ③ 省エネ投資であるた
め高価なフリッカ対策装置を導入して迄自家発を導入するつもりはありません。 守秘もあり詳細情報提示できま
せんが、何か技術面でヒントになるようなことをご教示いただけると助かります。
Answer
問い合わせに関して当方の経験に基づき回答します。
1. 商用系統への併入は可能です。 但し、同期併入時は電圧変動のない時 （電気炉が停止している時） に行
うこと。 併入がうまく行けば、AVR は電気炉が運転中でも追従します。 余談ですが自家発が併入されたこ
とで 「商用のみ => 商用＋自家発」 となり負荷側から見てインピーダンスが下がることになるので、電圧変
動 （フリッカ） が低減されます。
2. 電気炉負荷 （電流） は不平衡であるため逆相電流により発電機回転子が過熱損傷する可能性があるので
設計段階で留意、対策を考慮する必要があります。 対策として発電機が分担する逆相電流を想定し、発電
機の体格 （容量） をアップすること。 （JEC の規格値以上の逆相電流耐量を確保すること。 当方が要求す
る逆相電流耐量で製造できるかどうか？ メーカーに確認すること。）
(1) 設計段階で、電気炉運転中での商用の逆相電流、高調波電流の計測を実施する。 目的は、発電機が
分担する逆相電流を把握し、経済性も含め正しい発電機の仕様を確定させるため。
(2) 逆相電流は、連系中は商用と発電機のインピーダンスの逆比で按分される。 商用が無くなると全ての
逆相電流が発電機の負担となるため自家発単独運転下での電気炉の運転は基本的に困難だと思わ
れる。
(3) 電気炉の変動は激しい （早い） ので商用、発電機への時間軸における逆相電流の負担についてシミ
ュレーションを行うことを推奨する。

2020-0008 A 種接地（10Ω 以下）系統の誘導電流
Question
設備点検で、A 種接地 （10Ω） の接地母線にクランプメータをあてたところ電流が 10A の表示がでました。 当
然ですが対地と機器、ケーブル間の絶縁抵抗値は健全な数値であり、地絡検出もされておりません。 誘導現象
かと想像しますが、このような現象が起こりうる原因、理論について理解しておく必要があると思いこのサイトに問
い合わせました。
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Answer
該当設備の回路図をお示しの上、電流を測定された箇所を明記して下さい。 接地 「母線」 の電流をクランプメ
ータで測定したのであれば、メーターを挟んで母線の右側から左側 （または上側から下側） へ流れているわけ
ですから、母線と大地 （もしくは接地極または接地網） との接続位置関係も示して下さい。 それを見てみんなで
考えましょう。
（追加質問）
アドバイスありがとうございます。 本件、接地抵抗が出にくいエリアです。 河川敷付近の現場です。 接地方式
は、接地極を複数本打ち込みました。 抵抗値が出にくい場所ということで極を 30m 打ち込んだと聞いておりま
す。 （メッシュ接地ではありません）
接地抵抗値は、5Ω で良好でした。 電気室内接地端子盤 （接地母線） にクランプメータにて測定したところ 5A
程度の表示がありました。 接地端子盤と接地極間は約 50m 離れています。 以上少ない情報ですが何かお気
づきございましたらご教示ください。
（追加回答）
接地は実務として非常に難しく、予想外のことが多々発生します。 小職の実務経験として、「 ① 他接地 （Ｃ，若
しくはＤ接地） との異種間接地の電位差 ② ケーブルの渦電流による誘導の影響」 を経験したことがあります。
そこで、
a. 各種別を分離しているのか、連接接地しているのかご教示下さい。 分離していれば、Ｃ，Ｄ種の電流測定も
お願いしたく考えています。
b. ケーブルの渦電流であれば、配電盤内で高圧ケーブル、特高ケーブル近辺に横配線した接地線はありませ
んか。 渦電流の影響は思いの他、大です。
その上で、考えていきましょう。 皆で頭を悩ますのも、このサイトの強みと思いますので、是非ご返信下さい。

2020-0009 A 種接地（10Ω 以下）の接地場所
Question
引込柱に VT/LA 内蔵の PAS があり、200ｍ先に変電設備キュービクルがあります。 主任技術者によって
意見が分かれてしまうのですが、下記のどれが正しい設置方法なのでしょうか？
① 引込柱付近に接地極を埋設し、キュービクルからの接地を共用接地とする。
② キュービクル付近に接地極を埋設し、引込柱の接地を共用接地とする。
③ キュービクル付近に接地極を埋設し、引込柱付近にも接地極埋設し単独接地とする。
Answer
高圧系統の引込柱に VT/LA を内蔵した PAS があり、そこから 200m 離れた場所にキュービクル （CT 内蔵）
が設置された設備構成と理解しました。 この場合の LA, PAS, キュービクル外箱の保安接地 （A 種接地） と
VT, CT の機能接地が必要になると推定しました。
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保安接地については規定では、接地抵抗を 10Ω 以下にできれば単独接地でも連接接地でも良いが、雷害対策
の LA 用の接地極は近い場所にすべきです。 貴質問中の 2. の LA が引込柱にある場合、キュービクル接地
との 200m 連接接地は避けるべきです。
一方で機能接地の接地抵抗の大きさは選定する保護 Ry、補助 Ry 等の耐電圧と系統の短絡事故電流を考慮し
て、抵抗値を下げる等の対策・設計が必要です。
また、 規定では接地線の太さの選定は φ2.6 ㎜以上とありますが、単に φ2.6 ㎜を選定するのではなく、短絡事
故等の事故電流・事故除去時間も考慮して溶断・溶損しないサイズ （安全に通電できるように） を選定すること
について検討することも必要です。

2020-0010 ケーブルの保護管（電線管）の接地
Question
ケーブルの保護管（電線管）の接地は４ｍを超えたら絶対に必要ですか？ 電圧や、設置場所によって、除外さ
れる条件はありませんか？
Answer
下記の URL の 「金属管の接地と接地工事を省略できる条件」 の項をご参照下さい。
eleking.net 「電気の資格とお勉強」
https://eleking.net/k21/k21c/k21c-metalconduit.html

2020-0024 ハンドホールの点検及び手入れ時の水
抜き
Question
当施設では、高圧ケーブルには絶縁材料に架橋彫りエチレンを使用した CET ケーブルを使用し、低圧ケーブル
には同絶縁材料を使用した CV ケーブルを使っております。 ハンドホールの点検は 3 年以上やったことがなく、
最近になって点検したところ、浸水水位が１００ｍｍを超え、ケーブルが 50%以上水没した箇所が全体の 70%を
超える状況であることが判明しました。 ハンドホールの水抜きは、どのような頻度でやるのが適当でしょうか？
Answer
高圧 CE ケーブルを敷設されていることから、耐薬品性のケーブルの選定が必要と理解しました。 一方で低圧
は CV ケーブルを敷設していることから、水抜きしないと被覆性能が劣化することが考えられます。
対応策として ① どのような水質なのかを調査して耐薬品性のケーブル被覆を選定し引き換える。 ② それが
出来ない場合にはハンドホール、管路を含めて常時、水抜きをして乾燥した状態を保持する。 ③ それも出来な
い場合には空中敷設 （電技の屋側配線等） に変更する、などが考えられます。

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

101

第８章 現場とトラブル

8-5

2020-0026 ケーブルのシースの接地方法（片端接
地方式と両端接地方式）
Question
ケーブルのシースの接地方法について、片端接地方式と両端接地方式の使い分けについて教えて下さい。
Answer
ケーブルシースの接地方法は、片端接地が基本です。 しかし、片端接地で危険な電位上昇が生じる場合は、両
端接地を採用することが必要です。
なお、両端接地の場合には循環電流が流れるので、避雷器 LA を設置するなどの対策が必要です。 特に単芯
ケーブルを敷設する場合には注意が必要です。
また、異相地絡でシース損傷・火災事故にならないように接地線の太さの選定・設計も重要です。 ケーブル芯線
の種類 （単芯、トリプレックス、３芯）、敷設方式、電圧、接地系と接地電流の大きさ等の情報を基に選定・設計し
ます。
注意：
一般に常時のシース電位としては 「30～60V が許容電位」 として用いられることが多い。 わが国では労働安
全衛生規則において、50V 以下では特別の安全対策は必要なく、50V を超える場合においても感電を防止する
ための囲い等を設けることが規定されている。 なお、諸外国ではシース電圧の許容値として、露出されていると
ころで 50V、直埋あるいは人体に接触しない場所で 60～100V とされている。 わが国でも大サイズﾞ大容量ケー
ブルの場合、発電所構内などでは、適切な防護対策を施した上で 100V 以上を許容している例もある。

2020-0027 高圧誘導電動機のメタル付近の異臭の
原因について
Question
過日、10 年ほど使用した 1000kW, 6.6kV 誘導電動機のメタル付近にかすかな異臭がありました。 どのような
ことが考えられるでしょいうか?
Answer
考えられる原因として ① メタル軸受の油温 （軸受温度） が高くないか？ ② 油循環系統の異常がないか？
③ 潤滑油の異常？ ④ メタルの荒れ？ などが考えられます。 このトラブルを解消するためには、一般的に、
下記のようなデータ （異常な状態の確認、および原因調査） が必要です。
1. 異常な状態の確認 : ① メタルの異臭の発生は負荷側？ それとも反負荷側？ ② スラスト軸受？ 発生個
所により原因を推定する。
2. 原因調査 ： ① 軸受振動・軸受温度測定 ② 音響診断 ③ 負荷電流の波形分析、などを行い解析する。
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2020-0028 モータの周期的な異音について
Question
モータに周期的な唸りが聞こえます。 どのような原因が考えられるでしょうか? また、モータの異音について、
一般的にどのような異音が生じることがあるのか、その原因と対策についても教えて下さい。
Answer
モータの周期的な異音として一般的に、① ベアリングの損傷による 「カリカリ」 音や 「シャカシャカ」 音 ② 機
械的な振動による異音 ③ 配管等から伝わる異音、などが考えられます。 これらの異音の原因について検討す
るためには、一般的に下記のようなデータ （モータ仕様の確認、異常な状態の確認、および原因調査） が必要
です。
1. モータ仕様の確認 ： ① 容量および極数 ② 軸受のタイプ（ベアリング / メタル） ③ 負荷機械のタイプ ④
負荷流体の種類、など
2. 異常な状態の確認 ： ① 周期的な異音とはどのくらいの周期か？ ② モータ、負荷・配管等のボルト類の緩
みはないか？ ③ 負荷流体との共振はないか？ など
3. 原因調査 ： ① 架台の振動測定 ② 音響診断 ③ 負荷電流の波形分析、などを行い解析する。
（追加回答）
モータのうなりと言えば、隣国メーカーの新品のモータがロータのバー切れだった事例がありました。 モータメー
カーの試験は合格したものの、納入先機械メーカーの負荷試験でうなりが発生し発覚したもの。
この例では、このメーカーが小型機で採用していた製造方式 （たしか一体鋳造） を初めて少し大きな枠番に
（型式試験をせずに） 適用したものを出荷してきた結果でした。

2020-0037 インバータの寿命（劣化）について
Question
低圧インバータを V/F 制御で使用しています。 インバータの二次側 （出力側） の電流値をクランプメータで計
測した値とインバータ本体が示す電流値とに２倍程度の差 （クランプメータの方が大きい。 計測時の出力周波
数は 55Hz） がありますが、インバータを更新する必要はあるのでしょうか？
導入後１２年を経過していますので、コンデンサと冷却ファンを交換すれば継続して運用できると考えていますが
如何でしょうか？ 皆さんはどの程度やどのような現象に至った時にインバータを更新されていますか？
Answer
インバータの二次側 （出力側） の電流値をクランプメータで計測した値とインバータ本体が示す電流値とで２倍
程度の差がある原因について考えます。 インバータの電流はインバータ出力に取り付けられたホール CT （電
流検出器） で行われます。 信号にはインバータの高調波が乗ることもあるので，これをフィルタで除去してイン
バータのマイコン基板に取り込みます。 クランプメータはその種類にも因りますが，高調波があると正しく実効値
が表示されない可能性があります。 差が 2 倍と大きいですが，インバータの何らかの異常で 2 倍程度の電流が
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流れている場合は，インバータは過負荷などでトリップすると思われます。 可能であれば，インバータの出力電
圧，電流波形をシンクロスコープなどで観測してみて下さい。 インバータは，導入後１２年を経過しているとのこと
ですが，取り扱い説明書に従いコンデンサや冷却ファンなどの部品を交換して下さい。 インバータの交換時期
は，使用されている環境や用途よって異なります。 エアコンのある空気のきれいな部屋に設置されていれば，寿
命は延びますが，高温・湿潤・空気の汚い環境の場合は，部品の劣化を招くので寿命の低下を招きます。

2020-0061 運転中に高圧断路器を誤って手動で
「切」操作によるアーク短絡事故
Question
高圧断路器 (3.3kV) を誤操作により運転中に手動で 「切」 操作をしてしまい、アーク短絡事故に至りました。
短絡事故によるアークフラッシュ電流を計算し、ハザード評価、緩和措置、作業基準を作成したい。 具体的にど
のようにすれば良いか、その手法を教えて下さい。
Answer
この事例のような 「誤操作によるアーク短絡事故事故」 の発生を未然に防止するためには、前もって下記のよ
うな検討を行い、対応策について運転員や作業員に周知徹底 （教育） しておくことが必要です。
1. ハードの面で、「電源が活きている状態で、ドアが開いている場合は断路器を開けない」 など、短絡事故や誤
操作を起こしにくい設備とする。
2. etap のようなソフトウェアを活用して、運転員の誤操作や設備の不良など、起こり得るあらゆる事故や故障
が生じた場合の危険度を前もって評価しておく （ハザード評価、緩和措置の検討）。
3. 危険度の評価を基に、運転操作およびメンテナンスのための作業基準を作成する。
アーク短絡事故とその対応策については、第 7 章 「アークフラッシュとその対策」 をご参照下さい。

2020-0062 66kV 架空送電線断線による停電
Question
自家用送電線にて断線事故が発生し、保護協調不良により停電範囲が拡大してしました。 このような事故に対
して停電範囲を最小限に抑えるために、距離継電器を適正に整定することが必要です。 距離継電器を適正に整
定する方法について教えて下さい。
Answer
架空送電線系統に 1 線断線事故が生じると、即時に 1 線地絡、3 相短絡事故に至りより広い範囲の停電に発展
する恐れがあります。 送電線などの系統事故発生時に事故点までの電気的距離を算出し、その値に応じて事
故検出する保護装置が距離継電器です。 距離継電器についての技術資料として下記のような資料が URL に
アップロードされていますのでご参考にして下さい。
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① 距離リレーの高速化技術 （東芝レビュー62 No.2）
https://www.toshiba.co.jp/tech/review/2007/02/62_02pdf/a06.pdf

② 距離継電器からみた送電線のインピーダンス （日立評第 43 巻第 3 号）
https://www.hitachihyoron.com/jp/pdf/1961/03/1961_03_05.pdf

③ 距離保護の原理と特徴
https://crushtymks.com/ja/protection/1394-principles-and-characteristics-of-distance-protection.html

しかし、1 線断線故障に伴う故障計算を行い、距離継電器の特性を理解して適正に整定するのはかなり難解で
す。 必要に応じて電機メーカーやコンサルティング会社の協力を得ることも必要かと思います。 １線断線故障計
算の例題については、下記の資料が URL にアップロードされていますのでご参考にして下さい。
① 一線断線故障計算の例題 （電気の神髄）
https://denki-no-shinzui.com/3464/

② 送電線の 1 線断線事故に関する計算問題 （電験王 電験 1 種）
https://denken-ou.com/c1/denryokukanrih26-3/

また、距離継電器を設定するためのツールとして、etap StarZ （図 8-1 参照） があります。 etap StarZ につい
ての URL https://etap.com/ja/product/starz-distance-relay-coordination も併せてご参照下さい。

図 8-1 etap StarZ （etap カタログからの抜粋）
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2020-0063 高圧過電流継電器の整定ミスによる過
負荷動作により停電
Question
短絡電流を正しく計算し、短絡電流および高圧モータ始動電流を考慮した保護協調について教えて下さい。
Answer
この事例は、短絡電流、あるいは電動機の始動電流および始動時間、瞬低再始動時の一斉始動電流に対して、
過電流継電器の保護協調がとれていないことにより、上流系統の過電流継電器が事故系統の継電器よりも早く
動作してしまい停電に至った事例です。 保護協調を正しく行うためには下記のような手順での作業が必要です。
① 短絡電流を求める。（保護協調では、事故点に向かって保護継電器を流れる通過事故電流 “Through
Fault Current” を求める）
② 負荷電流を求める。（機器の定格電流だけでなく、電動機の始動電流と始動時間、場合によっては瞬低
再始動時の一斉始動電流を求める）
③ 保護継電器やヒューズなど保護装置の動作特性、設定方法を正しく理解する
④ その上で、etap のようなツールを活用して保護協調図を作成し、評価検討する。
保護協調は 「上記の ② ＜ 継電器の設定値 ＜ 上記の ①」 という条件を満たすことが必要です。 第 1 章
「短絡電流計算と保護」 の 質問番号 2021-0094 「保護協調の必要性と作図」 も併せてご参照下さい。

(a) 電動機始動電流および始動時間との保護協調

(b) 瞬低再始動時の一斉始動電流との保護協調

図 8-2 etap Star プログラムによる保護協調図の例

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

106

第８章 現場とトラブル

8-10

短絡電流計算および保護協調については 第 1 章 「短絡電流計算と保護」、電動機の始動電流および始動時間
の計算については 第 3 章 「電動機始動とその対策」 をご参照下さい。 短絡電流計算は etap の短絡電流プ
ログラムで、電動機始動計算は電動機始動プログラムで計算することができます。 更に、瞬低再始動時の一斉
始動電流は過渡安定度プログラムで、保護協調は etap Star プログラムを用いて、前頁の 図 8-2 「etap Star
プログラムによる保護協調図の例」 のように検討、作図、動作の検証できます。

2020-0064 高圧ケーブルの直線接続部に水侵入に
よる地絡事故により停電
Question
短絡電流を正しく計算し、短絡電流および高圧モータ始動電流を考慮した保護協調について教えて下さい。
高圧ケーブル直線接続部にて地絡事故発生し、当該フィーダ以外の遮断器が地絡継電器の動作によりトリップ
し、波及停電が発生しました。 地絡方向継電器の設定の変更を検討しています。 計算手法、継電器整定につ
いて教えて下さい。
Answer
この事例は、先ず、どうして高圧ケーブルの直線接続部に水が侵入したのか、構造的な問題、周りの環境の問題
等についての調査検討が必要です。 これらのハード面の問題を解決して下さい。 その上で、地絡事故 （1 線地
絡事故あるいは 2 線地絡事故） により、なぜ事故系統の開放だけにとどまらず波及停電に至ったのかの検討が
必要です。
一般的な地絡電流計算手法については 「工場配電」 ：電気学会・工場電気設備技術調査専門委員会編、オー
ム社発行をご参照下さい。 第 2 編 「設計」第 2 章 「故障計算」 2･3 節 「地絡故障の計算」 に記載されていま
す。 URL https://shop.ohmsha.co.jp/shopdetail/000000001398/ をご参照下さい。
etap の短絡電流プログラムでは、IEC 規格 IEC 60909 （工場配電系統） および IEC 61363 （船舶関連）、
米国規格 ANSI/IEEE C37 に基づき、3 相短絡電流計算、線間短絡、2 線地絡、1 線地絡電流計算を同時に行
うことができます。 短絡電流計算および保護協調については、第 1 章 「短絡電流計算と保護」 を見て下さい。

2020-0065 亘長の長いケーブルと電力変換装置に
よる高調波共振現象
Question
近年、大規模の再生可能エネルギー発電所において、ケーブルと電力変換装置による、高調波共振現象による
トラブルを耳にしますが、どのような現象のことでしょうか？
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Answer
亘長の長い 66kV ケーブルおよび 22kV ケーブルが敷設されている 図 8-3 「高調波共振現象シミュレーション
のための系統図」 のような系統において、ケーブルの静電容量と高調波発生源 （電力変換装置） による高調
波共振が生じて、電圧歪の増大、系統への高調波流出電流の増大などにより運転を継続できなくなるというトラ
ブル事例が報告されています。
大規模な再生可能エネルギー発電所の新設、大容量の電力変換装置を増設・更新をするような場合は、計画段
階において、電力潮流計算、短絡電流計算、過渡安定度計算等に加え、高調波解析を行い 「高調波共振の有
無」 について検討することが大切です。 場合によっては、高調波共振を解消するために、配置計画の見直し
（ケーブル長を短くする）、コンデンサや高調波フィルタの設置などの検討を行い有効で経済的な対策の立案が
必要です。

図 8-3 高調波共振現象シミュレーションのための系統図
通常、このような解析は EMTP や PSCAD などの瞬時値解析ソフトウェアを用いて検討されています。 汎用
ソフトウェアである etap を用いた解析でも、解析結果と測定結果が良く一致するという結果が得られてます。 こ
のような現象についての検討事例として、下記のような論文がありますのでご参考にして下さい。
① 22kV CV ケーブルの静電容量が高調波解析結果に与える影響について – 大規模風力発電所での試
算例 – （2019 年電気設備学会全国大会）
② 産業プラントにおける高調波共振現象による変換器運転支障の一事例とその対策 （平成 25 年電気学
会産業応用部門大会）
③ 風力・太陽光発電所への SVC 導入時の高調波共振検討 （平成 25 年電気学会全国大会）

2020-0081 自家用電気設備のトラブル事例
Question
いま Q&A ゾーンに、2021 年 2 月現在で約 20 項目の 「現場とトラブル」 関連の Q&A（質疑応答）が掲載され
ています。 出来れば、もう少したくさんの事例について知りたいのですが、そのような経験や知識をまとめた本や
文献がありましたら紹介して下さい。
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Answer
私の知っている本として、オーム社発行の下記の３冊の本をご紹介します。 下記の URL をクリックしてご覧に
なって下さい。 内容紹介と目次を見ることができます。
① 「自家用電気設備のトラブル事例」 日本電気技術者協会 関東支部編著
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274504174/

② 「電気技術者のための 失敗１００選」 大嶋輝夫著
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274502552/

③ 「続 電気技術者のための 失敗１００選 対策編」 大嶋輝夫著
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274506741/
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2020-0066 再生可能エネルギーとは？
Question
再生可能エネルギーの定義、長所と短所、同義語・類義語・対義語などについて教えて下さい。
Answer
再生可能エネルギー （Renewable Energy） とは、太陽光、風力、地熱のような地球資源の一部であり自然界
に常に存在するエネルギーのことです。 その大きな特長は ① 石油や石炭、天然ガスのような有限な資源であ
る化石エネルギーとは違い 「枯渇しない」 ② 原子力発電のような危険性がなく 「どこにでも存在する」 ③ 地
球温暖化を伴う 「CO2 を排出しない」 の 3 点です。 特に近年、地球温暖化防止の観点から ③ の特長である
CO2 を排出しないクリーンエネルギーとして、再生可能エネルギー（再エネ）の開発、改良が進められています。
再生可能エネルギーの長所と短所については、下記の Wikipedia を参照下さい。 再生可能エネルギーの同義
語・類義語として ① 自然エネルギー ② グリーンパワー ③ 新エネルギー ④ 代替エネルギーなど、対義語
として、枯渇性エネルギーなどがあります。 Web Site を見ると、再生可能エネルギーについての情報がたくさ
ん掲載されています。 下記のようなサイトをご参考にして下さい。
① Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%82%A8%E3%
83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC

② 資源エネルギー庁のサイト
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/renewable/index.html

③ NEDO のサイト
https://www.nedo.go.jp/content/100544816.pdf

④ 環境省のサイト
https://www.env.go.jp/earth/report/h24-08/chpt01.pdf

2020-0067 なぜ再生可能エネルギーが必要か？
Question
なぜ再生可能エネルギーが必要か、再生可能エネルギーの必要性について説明して下さい。 また、関連する
Web Site がありましたら紹介して下さい。
Answer
再生可能エネルギーの必要性について、環境省のサイトの説明を紹介します。 （出典：環境省のサイト）
『再生可能エネルギー導入によるメリットには、① 地球温暖化対策に関するグローバルなものから ② エネルギ
ー自給率の向上や化石燃料調達資金の削減等の我が国のエネルギー政策に関するもの ③ 産業の国際競争
力の強化等の我が国の産業政策に関するもの ④ また雇用の創出や地域の活性化、⑤ 非常時のエネルギー
確保等のローカルなものまで、非常に多岐にわたります。』
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このようなメリットを持つ再生可能エネルギーは、次世代に真に引き継ぐべき良質な社会資本と考えられます。
再生可能エネルギーの必要性について列記すると下記のとおりである。
① 温室効果ガスの削減
② エネルギー自給率の向上
③ 化石燃料調達に伴う資金流出の抑制
④ 産業の国際競争力の強化
⑤ 雇用の創出
➅ 地域の活性化
⑦ ⾮常時のエネルギーの確保
Web Site を見ると、再生可能エネルギーについての情報がたくさん掲載されています。 質問番号 2020-0066
に記載した URL をご参考にして下さい。

2020-0082 再生可能エネルギーに関する技術用語
Question
再生可能エネルギーに関する技術用語について、関連する用語集や技術資料などを紹介して下さい。
Answer
2050 年カーボンニュートラルを日本政府として表明、アメリカもバイデン政権になってパリ協定に復帰へと、グリ
ーン社会の実現に向けての機運が高まってきていることもあり、Web Site にもたくさんの技術資料が公開されて
います。 再生可能エネルギーに関する技術用語についても下記のようなサイトが公開されています。 下記の
URL をご参考にして下さい。
① Wikipedia 「再生可能エネルギー」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%82%A8%E3%
83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC

② 新電力ネット 「用語集」
https://pps-net.org/glossary/liberalization

③ 始めよう！ ”グリーンエネルギー の社会” 「用語集」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/npu/policy09/greenenergy/glossary/index.html#ka01

④ 日本再生可能エネルギー協会 「再生可能エネルギー関連用語集」
http://www.jrep.or.jp/renewables_keywords

⑤ 環境エネルギー政策研究所 「用語集」
https://www.isep.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/04/JSR2012_glossary.pdf
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2020-0039 建築・電気設備に対する最適な雷保護
システムの導入
Question
建築・電気設備に対して最適な雷保護システムを導入するために検討すべきこと、注意すべきことについて教え
て下さい。 関連する法令や規定、規格についても説明して下さい。
Answer
まずは雷のリスク （その地域への落雷頻度、施設の重要性、被害が発生した場合に想定される損失など） と、
必要な雷対策費用 （避雷針、接地システム、SPD （Surge Protective Device : サージ防護デバイス） や耐雷
トランスなどの設置費用） を比較検討し、最適な方針を立案する事が必要です。 ここでその施設への雷対策費
用を算出するには、雷保護システムに関して体系づけられた JIS 規格を参考に検討していくことが良いと思いま
す。 JIS における雷保護規格は JIS Z 9290-1 （雷保護－第 1 部 ： 一般原則） から、総合的な雷保護システ
ムを構成するにあたり、大きくは以下の二つで成り立っています。
1. JIS Z 9290-3 ： 建築物等の保護 （雷保護－第 3 部：建築物等への物的損傷及び人命の危険）
(1) 外部雷保護システム （受雷部、引下げ導線、接地極システムについて）
(2) 内部雷保護システム （等電位ボンディング、安全離隔距離の確保について）
2. JIS Z 9290-4 ： 電気設備の保護 （雷保護－第 4 部：建築物等内の電気及び電子システム）
(1) 雷サージ低減設計
雷保護ゾーン (LPZ : Lightning Protection Zone) の考え方、磁気遮蔽及び配線ルートの検討、接地と
等電位ボンディング
(2) SPD による雷サージ低減
JIS C 5381-11, -12 に規定される電源用 SPD による雷保護設計、JIS C 5381-21, -22 に規定される
通信用 SPD による雷保護設計
総合的な雷保護システムとは、雷の影響に対して建物や人を直撃雷から保護するシステム （上記第 1 項） と、
建物内の電気・電子機器を雷サージ （雷の影響により発生する異常電圧・電流） から保護するシステム （上記
第 2 項） から構成されます。 また関連する法令や規程、「建築基準法」（第 33 条）、「消防法」（第 10 条）、「電
気設備技術基準の解釈」（第 18 条ほか）、「高圧受電設備規程」、「内線規程」 および 国土交通省の 「建築設
備計画基準」 「建築設備設計基準」 「公共建築工事標準仕様書」 や、その他関連する基準などに応じて機器・
システムを選定し構築していくことが必要です。

2020-0040 等電位ボンディング
Question
等電位ボンディングの意味および必要性、等電位ボンディングできない場合の対応策などについて教えて下さ
い。
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Answer
建物への落雷時には、建物内部の金属製部材や設備機器間で電位差が発生し、火花放電の発生や感電の危
険性、または設備機器類の絶縁破壊の危険性などが生じます。 また近傍への落雷時に建物に引き込まれてい
る電力線や通信線、接地線を通じて雷サージ （雷の影響により発生する異常電圧・電流） が侵入し、電気・電子
機器類の絶縁破壊を生じる場合があります。
等電位ボンディングは、JIS Z 9290-3 における 「内部雷保護システム」 と JIS Z 9290-4 の 「電気設備の保
護」 にまたがって関連する考え方になります。 具体的には電位差を抑制するために建物内の金属製部材や設
備機器間を、直接、導体等により接続して 「等電位化（等電位ボンディング）」 を図ります。 ただし、
1. 電力線、通信線など常時電気が流れている回路は勿論、直接導体を接続することはできません。 （短絡、
地絡に至る）
このような直接的に等電位ボンディングできない箇所は、SPD （Surge Protective Device : サージ防護デ
バイス） という 「常時は絶縁状態であり、雷サージのような異常電圧の発生時のみ動作 （導通） しサージ
電流を放流する」 機能を持つデバイスを介して接地システムに接続します。
2. また B 種接地極やその他、単独接地する必要のある個別の機能用接地極がある場合も、直接導体を接地
システムに接続し、等電位ボンディングを図る訳にいきません。
このような場合には接地間用の SPD を用いて接地極間を接続し、雷サージによる電位差が発生した場合
にのみ接地極間を短絡（接続）させる方法が効果的です。
このように、直接的にボンディング出来ない箇所が電気設備には必ず存在するため、上記第 1 項および第 2 項
に示す SPD を用いた等電位化の考え方が必要になります。 また 「電気設備技術基準の解釈」 第 18 条や、
その他関連箇所も確認します。
ちなみに SPD は Surge Protective Device の略称であり従来から 「避雷器」 「保安器」 「アレスタ」 などと
呼ばれていた雷保護装置の内、JIS C 5381-11 （低圧電源用 SPD）、JIS C 5381-21 （通信用 SPD） に準拠
して設計・製作されたものの総称になります。
「JIS Z 9290-4 ： 雷保護－第 4 部 : 建築物等内の電気及び電子システム」 などを参考に電力線、通信線な
ど侵入経路ごとに発生する雷サージの大きさ、保護対象機器の耐電圧を考慮して SPD を選定し、LPZ
（Lightning Protection Zone : 雷保護ゾーン） の考え方を採用して多段階に設置することが効果的といえます。

2020-0060 雷保護に関する技術用語
Question
雷保護に関する技術用語について説明して下さい。 また、関連する技術資料などを紹介して下さい。
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Answer
雷保護に関する技術用語についての技術資料として、① オーム社発行の 「SPD・避雷器と耐雷トランスを用い
た雷保護」 ② 音羽電機工業株式会社 ： 用語集 （主として JIS Z 9290-1 及び JIS Z 9290-4 に基づく） ③
株式会社昭電 ： 雷害対策の用語辞典 などがあります。下記の URL をご参考にして下さい。
① オーム社 「SPD・避雷器と耐雷トランスを用いた雷保護」
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274505638/

② 音羽電機工業株式会社 ： 用語集 （主として JIS Z 9290-1 及び JIS Z 9290-4 に基づく）
https://www.otowadenki.co.jp/glossary/

③ 株式会社昭電 ： 雷害対策の用語辞典
https://www.sdn.co.jp/products/lightn/tisiki/yogo.html
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2020-0057 なぜ鉄は “サビ” るのか？
Question
電気防食についての理解を深めるために、「なぜ鉄は “サビ” るのか」 について教えて下さい。
Answer
金属材料は一部の貴金属 （金や白金等） を除き、自然界にそのままの状態で存在するものではなく、多くは酸
化物や硫化物の形で存在する鉱石から得られるものです。 鉄の場合は、鉄鉱石を原料として精錬することで製
造されます。 化学的には、鉱石中から酸素を取り除き金属を分離させるため、かなり大きなエネルギーを必要と
します。 そのエネルギーの一部は、鉄鋼材料自体の中に蓄えられるため、一般に鉄鋼材料はエネルギーが高
い状態で存在しています。
自然界の変化は、エネルギーの高い状態から低い状態へ移行するため、鉄鋼材料は内蔵エネルギーを放出し
つつ元の鉄鉱石すなわち “サビ” へと変化する宿命を背負っています。 これが金属の腐食であり、図 11-1 「鉄
鉱石からさびへの変化」 はエネルギー関係を模式的に示したものです。 バネを想像して下さい。 バネの自然
の状態が鉄鉱石、バネを伸ばしてエネルギーが高い状態が鉄、その状態を保つことが困難であるためバネが自
然の状態に戻るのがサビ （鉄鉱石） となります。

図 11-1 鉄鉱石からさびへの変化

2020-0058 電気防食の原理と方法
Question
電気防食とはどのようなことでしょうか？ 電気防食の原理や方法について教えて下さい。
Answer
電気防食とは防食対象となる金属表面に直流電流を流入させて、防食電位まで電位を変化させることです。 図
11-2 「鉄の電位－pH」 は、鉄の電位と pH との関係による鉄の腐食状況を示す図です。 一般的な水溶液中に
鉄を浸漬すると、図中の

●

印近傍の電位を示すため 「腐食域」 にあることが分かります。

電気防食は、以下の方法で腐食を抑制させます。
① カソード分極によって 「Fe の安定域」 に移行させる。
② アノード分極によって 不動態域」 に移行させる。
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ここで、分極とは電極面 （鋼材表面） を通過する電流によって生じる電位の変化量のことです。
通常、電気防食とは ① の手法で行うものであり、カソード防食とも呼ばれます。 なお、腐食域と Fe の安定域
の境界が防食電位であり、腐食が停止する電位となります。

図 11-2 鉄の電位－pH 図

2020-0068 腐食の原理
Question
質問番号 2020-0057 で 「なぜ鉄は“サビ”るのか」 について説明していただきましたが、「腐食の原理」 につい
てもう少し詳しく教えて下さい。 また、その説明資料がありましたら紹介して下さい。
Answer
図 11-3 「鉄の電位－pH 図」 は、水の中に鉄 （Fe） と銅 （Cu） を浸漬させて電線で電気的に接続したイメー
ジ図です。 この時、イオン化傾向の高い Fe がイオン化（Fe2+）して鉄の表面に溶出し、金属内部に電子を残し
ます （酸化反応）。 この電子が電線を通って Cu 側へ移動します。 Cu 表面では移動してきた電子を水中の溶
存酸素や水が受け取って水酸化物イオン（OH－）を生成します （還元反応）。
OH－は水中を移動して Fe 側に到達して、Fe 表面の Fe2+ と結合して Fe（OH2） （サビ） となります。
電子が Fe 側から Cu 側に移動するため、その逆方向に電流が流れます。 水中では Fe 側から Cu 側に電流
（腐食電流） が流れます。 上記の電気化学反応を式で示すと以下のようになります。
酸化反応：

Fe → Fe2+ ＋ 2e－

還元反応：

H2O ＋ 1/2 O2 ＋ 2e－ → 2OH－
Fe ＋ H2O ＋ 1/2O2 → Fe(OH)2 (サビ)

上記式より、鉄は水と酸素が存在する環境でサビが生じることが分かります。
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図 11-3 鉄の電位－pH 図
詳細は、URL : http://www.nakabohtec.co.jp/presentation/pdf/presentation01.pdf を御参照下さい。

2020-0069 イオン化傾向
Question
「イオン化傾向」 の意味と腐食 （サビ） との関連について説明して下さい。 説明資料についても紹介して下さ
い。
Answer
イオン化傾向とは、金属のイオン化のしやすさ （溶け出しやすさ） を相対的に示した指標です。
イオン化とは 「M → Mn+ ＋ ne－」 であり、M は金属です。 「イオン化傾向」 を 図 11-4 に示します。

図 11-4 イオン化傾向
例えば、Fe （鉄） と Cu （銅） を比べると Fe のイオン化傾向が大きいので Fe の方が溶けやすいですが、Fe と
Mg （マグネシウム） を比べると Mg のイオン化傾向が大きいので Mg の方が溶けやすくなります。 2 種類の金
属を水に浸漬して電線で電気的に導通させると、イオン化傾向が大きい方の金属が溶け出します。 この溶け出
す現象が腐食 （サビ） となります。
詳細は、URL : http://www.nakabohtec.co.jp/presentation/pdf/presentation01.pdf を御参照下さい。
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2020-0070 腐食の種類と分類
Question
腐食の種類とその分類について説明して下さい。 また、その説明資料がありましたら紹介して下さい。
Answer
腐食の種類とその分類について整理すると 図 11-5 「腐食の種類とその分類」 のようになります。

図 11-5 腐食の種類とその分類
全面腐食 ： 金属表面がほぼ同じ速度で進行する腐食
局部腐食 ： ある部分が選択的に腐食
孔食 ： 局部的に深さ方向に進行する腐食 (ステンレス鋼のような保護皮膜形成されている金属で生じる)
すき間腐食 ： 金属表面の物理的な極小のすき間部で生じる腐食 (ステンレス鋼のような保護皮膜が形成され
ている金属で生じる)
異種金属接触腐食 ： 2 種類の金属が電解質中で接触し、その電位差によって生じる腐食
C/S マクロセル腐食 ： パイプライン等において、一般土壌中とコンクリート中に跨って布設された時に （建屋貫
通部等）環境差が要因となって生じる腐食
通気差腐食 ： 酸素の供給差 （土中であれば土質差） によって生じる腐食
電食 ： 意図した回路以外の通路を流れる電流によって生じる腐食。一般的にはパイプラインで生じる腐食で、
電鉄からの漏れ電流による腐食
詳細は、URL : http://www.nakabohtec.co.jp/presentation/pdf/presentation01.pdf を御参照下さい。

2020-0071

腐食の大きさ

Question
「腐食の大きさ」はどのような要素 （原因） によって決まるのでしょうか？ 関連する資料についても紹介して下さ
い。
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Answer
腐食の大きさとは腐食電流の大きさとなります。 一般的には腐食速度ととして示され，その単位は mm／y とな
ります。
【電気的な腐食の大きさ】 腐食電流はオームの法則に依存します。（I＝V／R）
ここで、V は陽極部と陰極部の電位差を示しており、R は陽極部と陰極部の極間抵抗となる。 陽極部と陰極部
の電位差が大きいほど、あるいはその極間抵抗が小さいほど腐食電流が多く流れるため腐食が大きくなります。
【電気化学的な腐食の大きさ】 腐食反応は以下のように示されます。
酸化反応：

Fe → Fe2+ ＋ 2e－

還元反応：

H2O ＋ 1/2 O2 ＋ 2e－ → 2OH－
Fe ＋ H2O ＋ 1/2O2 → Fe(OH)2 (サビ)

Fe が溶解する酸化反応が進むことで腐食速度が大きくなります。 酸化反応と還元反応は等価で生じるため、酸
化反応を進めるためには同等の還元反応が進む必要があります。 ここで注目すべきは O2 であり、還元反応が
進むためには O2 が供給される必要があります。
したがって、O2 の拡散速度によって腐食の大きさが決まることになります。 つまり、酸素がどれだけ鋼材表面に
到達するかで腐食速度は決定されます。
詳細は、URL : http://www.nakabohtec.co.jp/presentation/pdf/presentation01.pdf を御参照下さい。

2020-0059 電気防食に関する技術用語
Question
電気防食に関する技術用語について説明して下さい。 また、関連する技術資料などを紹介して下さい。
Answer
電気防食に関する技術用語についての技術資料として、① JIS Z 0103-1996 「防せい防食用語」 ② オーム
社発行の 「電食防止・電気防食用語事典」 「電食防止・電気防食ハンドブック」 などがあります。 下記の URL
をご参考にして下さい。
① JIS Z 0103-1996 「防せい防食用語」
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+0103%3A1996 https://webdesk.j
sa.or.jp/preview/pre_jis_z_00103_000_000_1996_j_pr10_i4.pdf

② オーム社 「電食防止・電気防食用語事典」 「電食防止・電気防食ハンドブック」
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274214356/ https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274209734/
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2020-0083 電気鉄道に関する技術用語
Question
電気鉄道に関する技術用語について、関連する用語集や技術資料などを紹介して下さい
Answer
電気鉄道に関する技術用語についての書籍として、① コロナ社発行の 「電気学会 電気専門用語集 No.7 電
気鉄道 （改訂版） 電気学会編」 ② 丸善出版発行の 「第 3 版 鉄道技術用語辞典 公益財団法人 鉄道総合
技術研究所編」 が出版されています。 また、③ 「鉄道技術用語辞典 第 3 版 公益財団法人鉄道総合技術研
究所」 が Web Site にアップロードされています。 下記の URL をご参考にして下さい。
① コロナ社「電気学会 電気専門用語集 7. 電気鉄道（改訂版）電気学会編」
https://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339010466/

② 丸善出版「第 3 版 鉄道技術用語辞典 公益財団法人鉄道総合技術研究所編」
https://www.maruzen-publishing.co.jp/item/b295096.html

③ 鉄道技術用語辞典 第 3 版 公益財団法人鉄道総合技術研究所
https://yougo.rtri.or.jp/dic/third_edition/searchtaiyaku.jsp

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

125

第１３章 電気全般

13-1

第１３章
電気全般
2020-0074

低圧と高圧の電圧区分について

13-2

2020-0078

定電力負荷が定電力である所以

13-3

2020-0076

PLC 入出力設計

13-4

関連資料

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

126

第１３章 電気全般

13-2

2020-0074 低圧と高圧の電圧区分について
Question
定格出力 600V を目指した設備を構築しますが、入力電圧の変動によって出力が 600V を超える可能性があり
ます。 電気設備技術基準で交流は 600V を超えると 「高圧」 となっていますが、600V を少しでも超えるのであ
れば、その設備は高圧設備としての取扱いになるのでしょうか？
Answer
電線路の電圧の種別は、電気設備に関する技術基準で、表 13-1 （左表） のように低圧、高圧及び特別高圧の
三種が定められています。 また、電線路の公称電圧と最高電圧が JEC-0222 で、表 13-1 （右表） のように規
定されています。
表 13-1 電圧の種別と電線路の公称電圧/最高電圧

一方、「一般用低圧三相かご形誘導電動機」 の定格電圧は、JIS C 4210 : 2001 で 200, 220, 400, 440V と規
定されています。 耐電圧は、下記の試験電圧（実効値）の 120%の電圧を 1 秒間加えてこれに耐えることとなっ
ています。
① 電動機定格出力 1kW 未満

2E＋500 (V)

（最低 1000V）

② 電動機定格出力 1kW 以上

2E＋1000 (V) （最低 1500V）

E は定格電圧

電気設備を構築する場合、これらの条件を考慮して配電電圧を決め、配電盤や電動機などの定格電圧を選定す
ることになります。 例えば配電電圧として 600V を適用した場合、JIS C 4210 : 2001 に基づき製作された電動
機が使用できなくなります。
ご質問の本題に戻りますが、「600V を少しでも超えるのであれば、その設備は高圧設備としての取扱いになる
のでしょうか？」 について、残念ながら法規的な解釈について正しく回答することができません。 どなたか、追加
回答をお願いします。
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2020-0078 定電力負荷が定電力である所以
Question
ヒーターや電灯などの定インピーダンス負荷であれば電圧 V が電流 I に比例 （電力 P は電圧 V の 2 乗に比
例）しますが、回転機などの定電力負荷は P=√3VIcosθ が一定であることから電圧 V は電流 I に反比例しま
す。 定インピーダンス負荷はオームの法則で説明がつきますが、定電力負荷において、電力が一定、電圧 V は
電流 I に反比例する原理がわかりません。 素朴な疑問ではありますが回答いただけると幸いです。
Answer
負荷の種類として、ご質問にあるように ① 定電力負荷 (Constant Power Load) ② 定インピーダンス負荷
(Constant Impedance Load) に加え ③ 定電流負荷 (Constant Impedance Load) があります。 電力系統
解析ソフトウェア etap のユーザーガイドからの抜粋 （下記） をご参照下さい。 （図 13-1 「負荷の種類」 参照）
① 定電力負荷 (Constant Power Load)
定電力負荷には、誘導電動機、同期電動機、UPS および充電器などが含まれます。 電力出力は、入力電圧の
変化に対して一定のままです（例えば電圧が上がると電流が減る）。 図(a) は、一定の電力負荷に対するそれ
ぞれの I-V 曲線と P-V 曲線です。
② 定インピーダンス負荷 (Constant Impedance Load)
定インピーダンス負荷には、ヒーター、電灯、コンデンサおよび高調波フィルタなどが含まれます。 入力電力は、
入力電圧の 2 乗に比例して増加します。図(b) は、定インピーダンス負荷の I-V 曲線と P-V 曲線です。
③ 定電流負荷 (Constant Impedance Load)
定電流負荷は、電圧のすべての変化に対して電流が一定のままです。 図(c) は、定電流負荷の I-V 曲線と P-V
曲線です。

図(a) 定電力負荷

図(c)

図(b) 定インピーダンス負荷

定電流負荷

図 13-1 負荷の種類
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ご質問の 『定電力負荷において、電力が一定、電圧 V は電流 I に反比例する原理がわかりません』 について、
図 13-2 「誘導電動機の始動特性」 の誘導電動機場合を例に説明します。
① 図(a) の誘導電動機回路のスイッチを入れると、図(b) のように約 6～8 倍の始動電流 (b) が流れ、電動
機トルク (a) および力率 (c) も電動機の加速と共に 図(b) のように変化します。 また、この大きな始動電
流によりケーブルのインピーダンス等による電圧降下も大きく電動機端子電圧が大きく低下します。 電動機
トルクは電圧の 2 乗に比例して低下するので電動機出力も大きく低下します。
② このように電動機加速中 （過渡状態） においては、電動機トルク、電流、力率が変化し、電動機出力も変化
します。
③ 電動機が加速して、図(c) のように電動機トルク （赤線） と負荷トルク （黒線） の交点で速度は一定となり
電動機は加速が完了して定常運転状態に入ります。 定常状態において電動機は定電力負荷、すなわち入
力電圧の変化に対して一定 （電圧が上がると電流が減る） になります。

図 13-2 誘導電動機の始動特性
系統解析にて負荷をモデリングする時、各計算条件に対する初期運転条件は定常状態でなければなりません。
電動機等の回転機器が定常状態であるならば速度は一定となります。 速度が一定であるならば電動機トルクと
負荷トルクの交点が定まっている状態です。 すなわち、電動機は定常状態において電力が一定なのです。 この
ことから、電動機を潮流計算や簡易的にモデリングする場合は定電力負荷を代用することが一般的です。

2020-0076 PLC 入出力設計
Question
PLC の入出力設計の考え方で御教示頂けますと幸いです。
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① 例えば、電磁弁のコイルを励磁させる回路では、一旦、補助リレーで信号を受けて、その補助接点を電磁弁
コイルの励磁している設計が多いようですが何故でしょうか？
② 同じくセンサーの ON、OFF 信号を入力する際に入力カードに直接入力せずに一旦リレー受けをして、その
接点を入力カードに接続するケースも多くみます。直接入力するのは不可なのでしょうか？
一つ思うのは現場側のセンサーが短絡して大電流が流れたときにカードが破損するかリレー一個の破損で済む
かなどのメリットはあるかなと思いました
Answer
① について
最近の PLC は小型化されているため、COM 共通でトランジスタ出力をしているタイプが多く、そのため電磁弁の
コイル電流を考慮して、補助リレーを経由して出力している場合が多いですね。PLC がリレー接点出力でしたら、
直接出力も可能ですが、開閉頻度や接点容量にも問題ないか確認が必要です。
（補足）

電磁弁は、種類によっては、開閉の際に大きなサージが発生するものもあり、そのために接点容量の大きなリレ
ーでリレー受けする事が多いと思います。また、サージキラーを、端子台に取り付けることもあります。
② について
PLC の入力信号は、直接入力することが一般的です。補助リレー経由で考えられることは、設計思想として、
PLC 入力はフォトカプラの COM 共通なので PLC 入力カードと分離（アイソレーション）したいという事が考えら
れます。その分コストも高くなります。その他、入力信号を増幅して使用する場合、補助リレーで接点増幅するこ
とも考えられます。
（補足）

多点タイプのＤＣ入力ユニットを使用する場合、極性があり （マイナスコモン、プラスコモン） かつ、そのユニット
に接続する、センサー信号仕様タイプ （プラスコモン、マイナスコモン） が、混在している場合、リレー受けが必
要になるかと思います。
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Question
ETAP News の 「電力技術理論徒然草 （長谷コラム）」 の中に、「電気計算の七つ道具」 についての解説があ
ります。 ３相電気回路の電気量演算手法である、
①

複素数演算法

②

対称座標法

③

dq0 法（Park 理論）

④

PU 法 （per unit）

⑤

Laplace 変換&伝達関数

➅

サージ理論

⑦

αβ0 法 (Clarke components)

の概要について教えて下さい。

（ETAP News については、株式会社エルテクス設計の Web Site をご参照下さい）

Answer

2020-0020 ３相電気回路の電気量演算手法
関連資料 14-1 「電気計算の七つ道具」 (Page 15-120) 参照

2020-0021 電気磁気学の基礎

電気抵抗とインダクタンス、そして Faraday

の法則と電気磁気学の始まり
関連資料 14-2 「抵抗とインダクタンス、そして Faraday の法則と電気磁気学の始まり」
(Page 15-122) 参照

2020-0022 電気磁気学の基礎

電界と電束、そして Capacitance

関連資料 14-3 「電界と電束、そして Capacitance」 (Page 15-125) 参照

2020-0025 複素数演算記号法

(Complex Notation)

関連資料 14-4 「複素数演算記号法 (Complex Notation)」 (Page 15-128) 参照

2020-0029 対称座標法

（Symmetrical Components：012 法）（その 1）

関連資料 14-5 「対称座標法 （Symmetrical Components：012 法） （その１）」 (Page
15-132) 参照
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2020-0038 ᑐ⛠ᗙᶆἲ

(Symmetrical Components䠖012 ἲ) 䠄䛭䛾 2䠅

㛵㐃㈨ᩱ 14-6 䛂ᑐ⛠ᗙᶆἲ 䠄Symmetrical Components䠖012 ἲ䠅 䠄䛭䛾 2䠅䛃 (Page
115-135) ཧ↷

2020-0072 ᑐ⛠ᗙᶆἲ

(Symmetrical Components䠖012 ἲ) 䠄䛭䛾 3䠅

㛵㐃㈨ᩱ 14-7 䛂ᑐ⛠ᗙᶆἲ 䠄Symmetrical Components䠖012 ἲ䠅 䠄䛭䛾 3䠅䛃 (Page
15-139) ཧ↷

2020-0073 ᑐ⛠ᗙᶆἲ

(Symmetrical Components䠖012 ἲ) 䠄䛭䛾 4䠅

㛵㐃㈨ᩱ 14-8 䛂ᑐ⛠ᗙᶆἲ 䠄Symmetrical Components䠖012 ἲ䠅 䠄䛭䛾 4䠅䛃 (Page
15-143) ཧ↷

2020-0079 ᑐ⛠ᗙᶆἲ

(Symmetrical Components䠖012 ἲ) 䠄䛭䛾 5䠅

㛵㐃㈨ᩱ 14-9 䛂ᑐ⛠ᗙᶆἲ 䠄Symmetrical Components䠖012 ἲ䠅 䠄䛭䛾 5䠅䛃 (Page
15-147) ཧ↷

2020-0080 ᑐ⛠ᗙᶆἲ

(Symmetrical Components䠖012 ἲ) 䠄䛭䛾 6䠅

㛵㐃㈨ᩱ 14-10 䛂ᑐ⛠ᗙᶆἲ 䠄Symmetrical Components䠖012 ἲ䠅 䠄䛭䛾 6䠅䛃 (Page
15-150) ཧ↷

2021-0095 PU ἲ䛸ኚᅽჾ䛾➼౯ᅇ㊰ᘧ

䛭䛾 1 䠄༢┦ 3 ᕳ⥺ኚᅽჾ䛾

ሙྜ䠅
㛵㐃㈨ᩱ 14-11 䛂PU ἲ䛸ኚᅽჾ䛾➼౯ᅇ㊰ᘧ 䠖 䛭䛾 1 䠄༢┦ 3 ᕳ⥺ኚᅽჾ䛾ሙྜ䠅䛃
(Page 15-153) ཧ↷

2021-0096 PU ἲ䛸ኚᅽჾ䛾➼౯ᅇ㊰ᘧ

䛭䛾 2 䠄୕┦ᅇ㊰䛾 PU ἲ䠅

㛵㐃㈨ᩱ 14-12 䛂PU ἲ䛸ኚᅽჾ䛾➼౯ᅇ㊰ᘧ 䠖 䛭䛾 2 䠄3 ┦ᅇ㊰䛾 PU ἲ䠅䛃 (Page
15-158) ཧ↷

䠄㐃㍕䛿䜎䛰⥆䛝䜎䛩䛾䛷䚸ᘬ䛝⥆䛝 ETAP News 䜢䛤ཧ↷ୗ䛥䛔䠅
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第１５章
関連資料
質問項目 （Q&A） に関する説明を補足するために、下記の各章で参照した 「関連資料」 をこの第１５章にまと
めた。

第１章

短絡電流計算と保護

1-1

IEC 規格による短絡電流計算の留意点と解析評価

15-3

1-2

ETAP Technical Report – No. 028 ETAP による短絡電流計算結果の評価

15-16

1-3

IEC Published Example Model の結果と etap による計算結果の比較検証レポート

15-22

1-4

発電機および変圧器のインピーダンス補正係数

15-24

1-5

短絡故障計算シミュレーションの時の発電機定数の使い分け

15-27

1-6

保護協調図の作成手順

15-28

1-7

地絡電流に対する回答

15-32

第２章

系統解析のためのモデリング手法

2-1

ETAP-UDM による制御ブロックのモデリング手法

15-35

2-2

誘導電動機のパラメータ推定

15-39

2-3

誘導電動機の縮約方法

15-45

2-4

縮約電動機の検証

15-49

2-5

瞬時電圧低下（瞬低）現象のモデリング

15-54

第３章

電動機始動とその対策

3-1

ETAP による Industrial System Model の解析例

15-56

3-2

Comparison of ETAP Motor Starting Results Against Transient Stability

15-68
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 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

㐺⏝つ᱁䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛

ᰴᘧ♫ 䜶䝹䝔䜽䝇タィ

2018ᖺ11᭶27᪥ 10:00am – 18:00pm

IECつ᱁䛻䜘䜛
▷⤡㟁ὶィ⟬䛾␃ពⅬ䛸ゎᯒホ౯
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2001ᖺ∧ => 2016ᖺ∧
䛺ኚ᭦Ⅼ
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䠎⥺ᆅ⤡

䠏┦▷⤡

▷⤡ᨾ䛾✀㢮

2001ᖺ∧ =>
2016ᖺ∧

䠄ᅗ䠅

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠍⥺ᆅ⤡

⥺㛫▷⤡

Types of Short-Circuit Faults

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

IEC 60909 䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (2/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ETAP 䛿䚸IEC つ᱁䛻䛻‽ᣐ
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┤ὶศ

,GF

,.

㛫

'&&RPSRQHQW

7LPH

$&6\P&RPSRQHQW

ὶ▐್

ὶᑐ⛠ศ

,EV\P
㟁ὶ

$

⣔⤫ᵓᡂ䛾

䠄ᅗ䠅

7RSHQYHORSH

䠄ᅗ 䠅

%RWWRPHQYHORSH

,EDV\P

㛫
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DC Component






(2/2)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ᨾⅬ䛻䛚䛡䜛➼౯㟁ᅽ※ (Equivalent Voltage Source)
ẕ⥺䛾බ⛠㟁ᅽ䛚䜘䜃㟁ᅽಀᩘ䛻ᇶ䛵䛟➼౯㟁ᅽ※
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇 Zk 䜢ồ䜑䜛
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ 䜢㐺⏝䛩䜛

I”K 䛾ィ⟬ᘧ

ึᮇᑐ⛠ᐇຠ್䜢ồ䜑䜛 (I”K)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

 ⇕➼౯▷⤡㟁ὶ್ (Ith) Thermal Equivalent Short-Circuit Current

 ┤ὶศ (idc)

Steady-State Short-Circuit Current

Short-Circuit Breaking Current

 㐽᩿㟁ὶ್ (Ib)
 ᐃᖖ㟁ὶ್ (Ik)

Peak Short-Circuit Current

Initial Symmetrical Short-Circuit Current

 䝢䞊䜽್ (ip)

 ึᮇᑐ⛠ᐇຠ್ (I"k)

IEC 909 䛻䜘䜛▷⤡㟁ὶィ⟬

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (3/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

(1/2)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ึᮇᑐ⛠ᐇຠ್䜢ồ䜑䜛 (I”K)

&XUUHQW

,´.

$

㟁ὶ

LS

▷⤡㟁ὶ䛾ᵓᡂせ⣲ Component of Short-Circuit Currents
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䠄⾲䠅

Voltage Factor (c)

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇 Zk 䜢ồ䜑䜛

㟁ᅽಀᩘ
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Voltage Factor (c)

(2/2)

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇 Zk 䜢ồ䜑䜛

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

(2/5)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

 Ⓨ㟁ᶵ䜔㟁ືᶵ䛾㐣Ώⓗ䛺ᙳ㡪

 㟼ⓗ㈇Ⲵ䛚䜘䜃䝁䞁䝕䞁䝃䛻䜘䜛ᙳ㡪

 ィ⟬್䛸␗䛺䛳䛯ኚᅽჾ䛾䝍䝑䝥್䛷㐠㌿

 㐠㌿≧ែ䛻䜘䛳䛶㟁ᅽ䛜ኚື䛩䜛

䛺䛬䚸㟁ᅽಀᩘ䜢㐺⏝䛩䜛䛾䛛䠛

㟁ᅽಀᩘ䛿䚸㐠㌿≧ែ䛻䜘䛳䛶㐠㌿㟁ᅽ䛜බ⛠㟁ᅽ
䠄ィ⟬䛻⏝䛔䛯್䠅䛸␗䛺䜛ሙྜ䛾 㟁ᅽኚືಀᩘ 䛸䛔
䛘䜛

㟁ᅽಀᩘ

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (4/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

(1/5)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

(1/2)

第１５章 関連資料
15-6

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

(3/5)

(5/5)
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KT,S

ྠᮇⓎ㟁ᶵ䛸Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ (with OLTC) 䛾㛫 (F1) 䛷ᨾ
ྠᮇⓎ㟁ᶵ䛸Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ (with OLTC) 䛾㛫䛾ศᒱᅇ㊰




(F2) 䛷ᨾ

(1/3)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ୖグ௨እ䛾ሙྜ䚸▷⤡㟁ὶ䛿 Far-From-Generator

ྠᮇ㟁ືᶵ䛚䜘䜃ㄏᑟ㟁ືᶵ䛛䜙䛾ᐤ㟁ὶ䛜䚸㟁ືᶵ
䛜↓䛔ሙྜ䛾ึᮇᑐ⛠▷⤡㟁ὶ (I”k) 䛾 5%௨ୖ䛾ሙྜ

䜎䛯䛿

ᑡ䛺䛟䛸䜒1ྎ䛾Ⓨ㟁ᶵ䛜䚸Ⓨ㟁ᶵᐃ᱁㟁ὶ䛾2ಸ௨ୖ䛾ึ
ᮇᑐ⛠▷⤡㟁ὶ (I”k) 䜢ᐤ䛩䜛ሙྜ

ୗグ䛾ሙྜ䚸▷⤡㟁ὶ䛿 Near-to Generator

Near-to Generator 䛸 Far-From-Generator

ὶᡂศ䛾ῶ⾶

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠘 ヲ⣽䛿ヱᙜ䛩䜛䝇䝷䜲䝗䜢ཧ↷ 䠚

KG,SO
KT,SO

ྠᮇⓎ㟁ᶵ䛸Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ (without OLTC) 䛾㛫䛾ศᒱᅇ㊰



(KT,SO = 1)

ྠᮇⓎ㟁ᶵ䛸Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ (without OLTC) 䛾㛫 (F1) 䛷ᨾ



KG,SO

KSO
KG,S

Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ ( without OLTC) 䛾⣔⤫ഃ䛷▷⤡ᨾ



(F2) 䛷ᨾ

KS

K䠣

KT

Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ (with OLTC) 䛾⣔⤫ഃ䛷▷⤡ᨾ

ྠᮇⓎ㟁ᶵ 䠄Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ䛜䛺䛔ሙྜ䠅



(4/5)



㓄㟁⏝ኚᅽჾ (with or without OLTC)



䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ 䜎䛸䜑

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇 Zk 䜢ồ䜑䜛

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (5/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

Generator) 䛸つᐃ䛥䜜䜛䚹

Transformer for

ETAP 䛿䚸
ኚᅽჾ䜶䝕䜱䝍䛷Ⓨ㟁ᶵ
䛾 ID 䜢つᐃ䛩䜛䛣䛸䛻
䜘䜚䚸䛭䛾Ⓨ㟁ᶵ䛾 Ⓨ㟁
ᶵ⏝ኚᅽჾ (Unit

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ 䛾つᐃ

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇 Zk 䜢ồ䜑䜛

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䛣䛣䛷䚸 UrM : ᐃ᱁㟁ᅽ, ILR : ᣊ᮰㟁ὶ, IrM : ᐃ᱁㟁ὶ, SrM : ᐃ᱁⓶┦㟁ຊ

ㄏᑟ㟁ືᶵ䛾䜲䞁䝢䝎䞁䝇

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇 Zk 䜢ồ䜑䜛
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䠄ᅗ䠅

ಀᩘ ɤ 䛿䚸 IEC 䛾ᘧ (57) 䛚䜘䜃 ᅗ12 䛻䜘䜛䚹

䝢䞊䜽್ iS 䛾ᇶᮏィ⟬ᘧ 

䝢䞊䜽್ ip 䛾ィ⟬
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=
=
=
=
=

(2/3)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

initial symmetrical RMS short-circuit current
peak short-circuit current
steady state short-circuit current
d.c component of short-circuit current
initial value of the d.c. component id.c.

᪉ἲB䛾ሙྜ䛾ಀᩘ ɤb 䛿䚸⣔⤫䛾ྜᡂ
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䜢ồ䜑䛶 R/Xẚ䜢⟬ฟ䛩
䜛ሙྜ䛻⏕䛨䜛ㄗᕪ䜢⿵䛖䛯䜑䛻䚸 IEC
䛾 ᅗ12 䜎䛯䛿 ᘧ (57) 䜘䜚ồ䜑䛯ಀᩘ
ɤ 䛻 Ᏻಀᩘ 1.15 䜢䛡䛶ồ䜑䜛䚹

᪉ἲ B :
▷⤡ᨾⅬ䛾 R/Xẚ 䜎䛯䛿 X/Rẚ䜢
⏝䛔䛶ィ⟬

᪉ἲA䛾ሙྜ䛾ಀᩘ ɤa 䛿䚸ᅗ12 䜎䛯䛿
ᘧ (57) 䜘䜚䚸▷⤡㟁ὶ䜢䜒䛯䜙䛩ศᒱᅇ
㊰䛾䛖䛱 ᭱ᑠ䛾 R/Xẚ 䜎䛯䛿 ᭱䛾
X/R 䜢⏝䛔䛶Ỵᐃ䛩䜛 (ɤ = ɤa) 䚹

᪉ἲ A 䠖
୍ᐃ䛾 R/Xẚ 䜎䛯䛿 X/Rẚ 䜢⏝䛔䛶ィ⟬

I”k
ip
Ik
id.c.
A

(3/3)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ὀグ : 1) R/X < 0.3 䛾ሙྜ䛿, ಀᩘ 1.15 䜢㐺⏝䛧䛺䛔䚹
2) 1.15 ɤ(b) 䛾⤖ᯝ䛿䚸 పᅽ⣔⤫䛷䛿 1.8 䜢䚸 ୰ᅽ䛚䜘䜃㧗ᅽ⣔⤫䛷䛿
2.0 䜢㉸䛘䛺䛔䜒䛾䛸䛩䜛䚹

䝢䞊䜽್ ip 䛾ィ⟬

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (6/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

(1/3)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

initial symmetrical RMS short-circuit current
peak short-circuit current
steady state short-circuit current
d.c component of short-circuit current
initial value of the d.c. component id.c.

┤ὶᡂศ 䠄=HUR䜎䛷ῶ⾶䛩䜛䠅

=
=
=
=
=

┤ὶᡂศ 䠄=HUR䜎䛷ῶ⾶䛩䜛䠅

I”k
ip
Ik
id.c.
A

ὶᡂศ 䠄ῶ⾶䛩䜛䠅

ὶᡂศ 䠄ῶ⾶䛧䛺䛔䠅

ὶᡂศ䛾ῶ⾶
Near-to-Generator 䛾▷⤡㟁ὶ

(2/3)

Far-From-Generator 䛾▷⤡㟁ὶ

ὶᡂศ䛾ῶ⾶
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᪉ἲC䛾ሙྜ䛾ಀᩘ ɤc 䛿䚸 ➼౯࿘Ἴ
ᩘ䛸䛾ẚ䜢⏝䛔䛶䚸IEC 䛾 ᅗ12 䜎䛯䛿
ᘧ (57) 䜘䜚ồ䜑䜛䚹

᪉ἲ C 䠖
➼౯࿘Ἴᩘ fc = 20Hz 䠄50Hz 䛾ሙྜ䠅
䜎䛯䛿 24Hz (60Hz 䛾ሙྜ䠅䜢⏝䛔䛶
ィ⟬

(3/3)

䠄ᅗ䠅

(2/6)
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䠄ᅗD䠅

 3┦▷⤡㟁ὶ (Meshed Networks)

(1/6)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠄ᅗE䠅

(3/6)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

㐽᩿㟁ὶ್ Ib sym 䛾ィ⟬ (Near-to-Generator)

䛣䛣䛷䚸
Ib asym = ¥ (Ib sym 2 + Idc 2)

ὶᡂศ䛜ῶ⾶䛩䜛
=> ὶᡂศ䛾ῶ⾶Page (3/3) ཧ↷

Near-to-Generator 䛾▷⤡㟁ὶ

ὶᡂศ䛿ῶ⾶䛧䛺䛔
=> ὶᡂศ䛾ῶ⾶Page (2/3) ཧ↷

Far-From-Generator 䛾▷⤡㟁ὶ

㐽᩿㟁ὶ್ Ib sym 䛾ィ⟬

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (7/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

 3┦▷⤡㟁ὶ (Non-meshed Networks)

ㄏᑟᶵ䛾ᐤ㟁ὶ

ྠᮇᶵ䛾ᐤ㟁ὶ

Non-meshed Network 䛸 Meshed Network

㐽᩿㟁ὶ್ Ib sym 䛾ィ⟬ (Near-to-Generator)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䛣䛣䛷䚸Zc = Rc + jXc Æ ➼౯㟁ᅽ※䛾࿘Ἴᩘ䛜 fc 䛷䛒䜛▷⤡ᨾⅬ䛛䜙ぢ䛯➼౯䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䚹

䝢䞊䜽್ ip 䛾ィ⟬
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䠄䠅
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䠄䠅

䠄ᅗ䠅

䠄䠅

(6/6)

䠄䠅

䠄䠅

䠄ᅗ䠅



ึᮇᑐ⛠್
⣔⤫䛾࿘Ἴᩘ
㐽᩿㛫 WPLQ
5; ẚ

(1/1)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

Meshed Networks 䛾ሙྜ䚸 R/X ẚ 䠄䜎䛯䛿 X/R ẚ䠅 䛿 ᪉ἲC 䛷Ỵᐃ䛩䜛䚹
䡂䞉t 䛾್䛻䜘䜚䚸➼౯࿘Ἴᩘ䛸䛾ẚ fc/ f 䜢ୗ⾲䛾䜘䛖䛻㐺⏝䛩䜛䚹

I”K
f
t
RIX

┤ὶศ i䡀䠿 䛾ィ⟬

(5/6)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

I”kG/IrG 䛜 2 ௨ୗ䛾ሙྜ䛿 (Far-From-Generator)䚸䛶䛾㐽᩿㛫 (tmin) 䛻䛚䛔䛶䚸
ʅ = 1 䛸䛩䜛䚹

ಀᩘ ʅ 䛾ィ⟬ᘧ

ྠᮇᶵ 䛾 Ib 䛾ィ⟬ᘧ

㐽᩿㟁ὶ್ Ib sym 䛾ィ⟬ (Near-to-Generator)

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (8/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

PrM - ᐃ᱁᭷ຠ㟁ຊ (MW)
P - ᴟ䛾ᑐᩘ (number of pairs of poles of the motor)
ୖグ䛾ィ⟬್䛜 q > 1 䛾ሙྜ䚸 q = 1 䛸䛩䜛䚹

䛣䛣䛷䚸

ಀᩘ q 䛾ィ⟬ᘧ

ㄏᑟᶵ 䛾 Ib 䛾ィ⟬ᘧ

(4/6)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

㐽᩿㟁ὶ್ Ib sym 䛾ィ⟬ (Near-to-Generator)

 3┦▷⤡㟁ὶ (Meshed Networks)

㐽᩿㟁ὶ್ Ib sym 䛾ィ⟬ (Near-to-Generator)
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䠄ᅗ䠅

䠄ᅗ䠅

(2/2)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠄ᅗ䠅

䠄2/2)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

⇕➼౯▷⤡㟁ὶ್ Ith 䛾ィ⟬

䠄ᅗ䠅

ᐃᖖ್ I䡇 䛾ィ⟬

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (9/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠄1/2)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

⇕➼౯▷⤡㟁ὶ್ Ith 䛾ィ⟬

 3┦▷⤡㟁ὶ (Meshed Networks)

 3┦▷⤡㟁ὶ (Non-meshed Networks)

䠄,U*Ⓨ㟁ᶵ䛾ᐃ᱁㟁ὶ䠅

᭱ᑠ▷⤡㟁ὶᐃᖖ್ *HQHUDWRUQRORDGH[FLWDWLRQ

᭱▷⤡㟁ὶᐃᖖ್ *HQHUDWRUPD[LPXPH[FLWDWLRQ

 Ⓨ㟁ᶵ༢⊂䛾ሙྜ

ᐃᖖ್ I䡇 䛾ィ⟬
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䠄1/2)

147

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

(See, Study Case / Standard / Short-Circuit Current)

୍⯡ⓗ䛻䚸
 㐽᩿ჾ➼䛾㐽᩿㈐ົ䛻᳨ウ => ್᭱
 ಖㆤ༠ㄪ䛾᳨ウ => ᭱ᑠ್

䐣 ▷⤡㟁ὶ䛾್᭱䜎䛯䛿᭱ᑠ್䜢ồ䜑䜛䛾䛛䠛

1 : ୍ᣓ㈇Ⲵ䛛䜙䛾ᐤ㟁ὶ䜢⪃៖䛧䛶䚸ୗグ䛾䜘䛖䛻ධຊ䛩䜛䚹
 ᥋⥆㈇Ⲵᐜ㔞 => ኚᅽჾᐜ㔞䛾 80%
 ㈇Ⲵ⋡ (% Loading) => 60%
 㐠㌿㈇Ⲵᐜ㔞 => 80% x 60% = 48%
2 : ྠୖ䛾⌮⏤䛻䜘䜚䚸㟁ືᶵ䛸㟼ⓗ㈇Ⲵ䛾ྜ䜢ᣦᐃ䛩䜛䚹

䠄2/2)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䐢 ୍ᣓ㈇Ⲵ䛾ᐜ㔞䜢䛹䛖ධຊ䛩䜛䛛䠛

⣔⤫䝰䝕䝸䞁䜾䛾␃ពⅬ

Book Project – Industrial Model

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (10/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䐢 㟁ᅽಀᩘ䛾㐺⏝䜢䜔䜑䜛䠛 => IEC䛻䜘䜛ィ⟬⤖ᯝ䛸ゝ䛘䛺䛔

䐟 䛹䛾⣔⤫䜎䛷䝰䝕䝸䞁䜾䛩䜛䛛䠛 => ⦰⣙䛾᪉ἲ
䐠 ゎᯒ䛾┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶䚸⤖ᯝ䛜ཝ䛧䛟䛺䜛᮲௳䛾タᐃ
䐡 ᶵჾ䛾⿱ᗘ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔 => ኚᅽჾ䛾 %z䚸䜿䞊䝤䝹㛗䛥䚸䛺䛹

⣔⤫䝰䝕䝸䞁䜾䛾␃ពⅬ

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

㟁Ẽタഛ䛾≉㛗䚸ETAP䛾ᶵ⬟䜢
⌮ゎ䛧䛶䚸⣔⤫䛾䝰䝕䝸䞁䜾䜢⾜䛖
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148

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ETAP䛾ィ⟬⤖ᯝ䛸ಖㆤ⨨䛾
⬟ຊ䜢ᇶ䛻䚸ṇ䛧䛔ホ౯䜢⾜䛖

୕⳻㟁ᶵ䛾䜹䝍䝻䜾䜘䜚
ᢤ⢋

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (11/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䐠 㐽᩿ჾ䛾⬟ຊ䜢ィ⟬䛩䜛
䠄㐽᩿㟁ὶ㠀ᑐ⛠್ Ib asym䚸┤ὶศ Idc䠅

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

㟁Ẽᶵჾ䜔ಖㆤ⨨䛾
ᛶ⬟䚸⬟ຊ䚸ᐃ᱁䛻䛴䛔䛶⌮ゎ䛩䜛

䐟 㐽᩿ჾ䛾ᐃ᱁䝕䞊䝍䜢ධᡭ䛩䜛
䠄ᐃ᱁㐽᩿㟁ὶ䚸ᐃ᱁ᢞධ㟁ὶ䚸ᐃ᱁㐽᩿㛫䠅
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 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䐠 㐽᩿ჾ䛾㐽᩿ᐜ㔞䜢䜰䝑䝥䛩䜛 => 䝁䝇䝖䚸䝇䝨䞊䝇䠛
䐡 㐽᩿ჾ䜢㏻㐣䛩䜛㟁ὶ 䠄Though Fault Current) 䛷ホ౯䛩䜛

 䜿䞊䝤䝹䜢ධຊ䛩䜛 => పᅽ⣔⤫䛷䛿᭷ຠ

 䝸䜰䜽䝖䝹䜢タ⨨䛩䜛

 ኚᅽჾ䛾%Z䜢䛝䛟䛩䜛

䐟 ⣔⤫䛾䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䜢䛝䛟䛩䜛 => 㟁ᅽ㝆ୗ䚸㟁ືᶵጞື䠛

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠄ಖㆤ⨨䛾⬟ຊ䛸▷⤡㟁ὶィ⟬⤖ᯝ䜢ẚ㍑䛩䜛䠅

䐠 ▷⤡㟁ὶィ⟬⤖ᯝ䛾ホ౯䛾

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (12/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ṇ䛧䛔ホ౯䛻ᇶ䛵䛝䚸᭷ຠ䛺
䠄ᐇྍ⬟䛺䠅 ᑐ⟇䜢᳨ウ䛩䜛

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

䠄ಖㆤ⨨䛾⬟ຊ䛸▷⤡㟁ὶィ⟬⤖ᯝ䜢ẚ㍑䛩䜛䠅

䐟 ▷⤡㟁ὶィ⟬⤖ᯝ䛾ホ౯䛻㛵䛩䜛つᐃ
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10MWx1䠄ᕥ䠅䚸1MWx10 㻔ྑ䠅

10MWx1䠄ῶ⾶䛜㐜䛔䠅

=> ㈇Ⲵ䛾ᐜ㔞䛜䛝䛔䛸 Ib ῶ⾶䛜㐜䛟䛺䜛

䐥 ㈇Ⲵ䜢䛝䛺ሢ䜚䛻䛧䛺䛔

ẕ⥺㐃⤖㐽᩿ჾ Close

150

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

Thank you!

ୖグ䛾᪉ἲ䛾⤌ྜ䜘䜚䚸᭱ၿ⟇䜢ぢ䛴䛡䜛䟿

䐦 㐽᩿㛫䜢⪃៖䛩䜛 => ETAP 䛾 Minimum time delay
䐧 㟁ᅽಀᩘ䛾㐺⏝䜢䜔䜑䜛䠛 => IEC䛻䜘䜛ィ⟬⤖ᯝ䛸ゝ䛘䛺䛔
䐨 ⣔⤫䜢ศ䛩䜛 => 䛘䜀䚸ᐜ㔞䛾ኚᅽჾ䜢⏝䛧䛺䛔䠄పᅽ⣔⤫䠅

X/R = 20

X/R = 100

䐤 X/R 䜢ぢ┤䛩䠄ᑠ䛥䛟䛩䜛䠅=> ip, Ib asym, Idc 䛜ᑠ䛥䛟䛺䜛

関連資料 1-1 IEC規格による短絡電流計算の留意点と解析評価 (13/13)

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

1MWx10 㻔ῶ⾶䛜᪩䛔䠅

 (OWHFKV(QJLQHHULQJ &RQVXOWLQJ&R,QF$OO5LJKWV5HVHUYHG

ẕ⥺㐃⤖㐽᩿ჾ Open
䜎䛯䛿 ༶᩿䝠䝳䞊䝈㏣ຍ

䐢 ⣔⤫㐠⏝䜢ไ㝈䛩䜛 => ྍ⬟ᛶ䠛
䐣 㐽᩿ჾືస๓䛻⁐᩿䛩䜛༶᩿䝠䝳䞊䝈䜢㏣ຍ䛩䜛
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㻱㼀㻭㻼㻌 䛻䜘䜛▷⤡㟁ὶィ⟬⤖ᯝ䛾ホ౯㻌 㻔㻵㻱㻯㻢㻜㻥㻜㻥㻙㻜㻘㻌㻞㻜㻜㻝㻕㻌

㻝㻚
㻞㻚
㻟㻚
㻠㻚
㻡㻚
㻢㻚
㻣㻚
㻤㻚

㟁ᅽಀᩘ㻌 㼏㻌 㻌 Î㻌 㟁ᅽ䛾⿵ṇ
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ㻌 㻷㻳㻌 䛚䜘䜃㻌 㻷㻿㻌 䜎䛯䛿 㻷㻿㻻㻌 㻌 Î㻌 Ⓨ㟁ᶵ䛾▷⤡䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛾⿵ṇ
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ㻌 㻷㻳䚸㻿㻌㻘㻌㻷㼀䚸㻿㻌 䜎䛯䛿㻌 㻷㻳䚸㻿㻻㻌㻘㻌㻷㼀䚸㻿㻻㻌 㻌 Î㻌 㒊ศ▷⤡㟁ὶ䛾⿵ṇ㻌 䠄Ⓨ㟁ᶵ䛸ኚᅽჾ㛫䛷䛾▷⤡䛾ሙྜ䠅
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ㻌 㻷㼀㻌 㻌 Î㻌 㓄㟁⏝ኚᅽჾ䛾▷⤡䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛾⿵ṇ
ಀᩘ㻌 䃙㻌Î㻌 ▷⤡㟁ὶ䝢䞊䜽್䛾ィ⟬
ಀᩘ 䃛 䛚䜘䜃㻌 㼝㻌 㻌 Î㻌 ྠᮇ㟁ືᶵ㻔䃛㻕㻌 䛚䜘䜃㻌 ㄏᑟ㟁ືᶵ䠄䃛㻘㻌㼝䠅䛾ᐤ㟁ὶ䛾ῶ⾶
ಀᩘ 䃚㻌 㻌 Î㻌 ▷⤡㟁ὶᐃᖖ್䛾ィ⟬
ಀᩘ㻌 㼙㻌 䛚䜘䜃㻌 㼚㻌 㻌 Î㻌 ⇕➼౯▷⤡㟁ὶ㻌 㻔㼀㼔㼑㼞㼙㼍㼘㻌㻱㼝㼡㼕㼢㼍㼘㼑㼚㼠㻌㻿㻯㻯㻕㻌 䛾ィ⟬

⿵㊊䠖㻌 䛣䜜䜙䛾ㅖಀᩘ䛾ヲ⣽䛻䛴䛔䛶䛿㻌 㻵㻱㻯㻌㼀㻾㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻙㻝㻌 䜢䛤ཧ↷ୗ䛥䛔䚹㻌

䛣䛣䛷䛿䚸ୗグ䛾㢟䜢ᇶ䛻䚸㻝㻝㼗㼂㻌 ẕ⥺㻌 㻔㼍㼠㻌 㻲㻝㻕㻌 䛷㻌 䠏┦▷⤡ᨾ䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾▷⤡㟁ὶ䛻䛴䛔䛶䚸㻱㼀㻭㻼㻌
䛻䜘䜛▷⤡㟁ὶィ⟬䛾⤖ᯝ䛸䚸䛣䛾㢟䛻㛵㐃䛩䜛ୖグ䛾ㅖಀᩘ䜢㐺⏝䛧䛯ᡭィ⟬䛻䜘䜛▷⤡㟁ὶィ⟬䛾
⤖ᯝ䜢ẚ㍑䛧䛶䜏䜛䛣䛸䛻䛧䜎䛩䚹㻌 䛺䛚䚸⣬㠃䛾㒔ྜୖ䚸䠏┦▷⤡䚸ึᮇᑐ⛠ᐇຠ್㻌 㻔㻵”㼗㻕㻌 䛻䛴䛔䛶䛾䜏䛾ẚ
㍑䛸䛧䜎䛩䚹㻌 㻌 㻌
⿵㊊䠖㻌 㻵㻱㻯㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻙㻠㻘㻌㻞㻜㻜㻜㻌㻱㼤㼍㼙㼜㼘㼑㻌㻠㻌 䛻ᇶ䛵䛟䚸䠏┦▷⤡㟁ὶ㻌 㻔㻵”㼗㻘㻌㻵㼜㻘㻌㻵㼎㻘㻌㻵㼗㻕㻌 䛚䜘䜃㻌 䠍⥺ᆅ⤡㟁ὶ㻌 㻔㻵”㼗㻘㻌㻵㼜㻕㻌 䛻㛵䛩䜛ホ౯䝺
䝫䞊䝖䛜㻌 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼑㼠㼍㼜㻚㼏㼛㼙㻛㼝㼍㼋㼏㼍㼟㼑㼐㼛㼏㼟㻚㼔㼠㼙㻌 䜘䜚䚸䝎䜴䞁䝻䞊䝗䛷䛝䜎䛩䛾䛷䚸ే䛫䛶䛤ཧ↷ୗ䛥䛔䚹㻌

㢟䠖㻌 㻝㻝㼗㼂㻌 ẕ⥺㻌 㻔㼍㼠㻌㻲㻝㻕㻌 䛷㻌 䠏┦▷⤡ᨾ䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾▷⤡㟁ὶ㻌 䠄㻵”㼗㻌㻦㻌 ึᮇᑐ⛠ᐇຠ್䠅䛻䛴䛔䛶᳨ド䛩
䜛䚹㻌 㟁ᅽಀᩘ䛿㻌 㼏㻌㻩㻌㼏㻌㼙㼍㼤㻌㻩㻌㻝㻚㻝㻌 䛸䛩䜛䚹㻌 㻌

F1

11kV

UT

UT
MVASC = 10,000 (MVA)
X/R = 10

TR

TR
20 (MVA)
66/11 (kV)
Ibase = 1,050 (A)
X”d = 8.9%
X/R = 29.5

ITR/UT

IIM

ISM

SM

SM
7,500 (kW)
11 (kV)
IfL= 438.9 (A)
X”d = 26 %
X/R = 35
pf@100% = -95%
IM
2,500 (kW)
11 (kV)
IfL= 862 (A)
ILR/IrM = 650%

IM
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㻵” 㼗㻌㻩㻌㻞
㻞㻜㻚㻢㻤㻥㻌㻔㼗㻭㻕㻌
㻵㼜㻌㻩㻌㻡㻞㻚㻡㻜㻥㻌㻔㼗㻭㻕㻌
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㻵㼗 㻩㻌㻝㻟㻚㻥㻞㻤㻌㻔㼗㻭㻕㻌
ᡭィ⟬䛾⤖ᯝ䠄ḟ㡫௨㝆ཧ↷䠅㻌

F1

㻵㻲㻝㻌㻔㻵” 㼗㻕㻌㻩㻌㻞
㻞㻜㻚㻢㻤㻤㻌㻔㼗㻭㻕㻌

⤖ᯝ䛾ᕪ㻌 㻔㻵” 㼗㻕㻌 㻌 㻩㻌 㻌 㻜㻚㻜㻜㻠㻤㻌㻑㻌
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㻲㻝㻌 䛷▷⤡ᨾ䛜⏕䛨䛯ሙྜ䛾➼౯䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䝎䜲䜰䜾䝷䝮㻌

㻵㻲㻝㻌㻩㻌㻵㼀㻾㻛㼁㼀㻌㻗㻌㻵㻿㻹㻌㻗㻌㻵㻵㻹
㻝㻚

ၟ⏝㟁※⣔⤫㻌 㼁㼀㻌 䛾ṇ┦䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇㻌 䠄㼆㼁㼀䠅

c  U nQ

ZUT

1.1 u 112
10,000

MVASC

0.01331 :

0.01331

ZUT

X UT

㻞㻚

2

§ 1 ·
¸¸
1  ¨¨
© X R¹
2

RUT

ZUT  X UT

? ZUT

RUT  jX UT

2

㻵㻱㻯㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻔㻜㻕㻙㻞㻜㻜㻝㻌 䛾ᘧ㻌 㻔㻠㻕㻌

0.01324 :

2

§1·
1 ¨ ¸
© 10 ¹

2

0.013312  0.01324 2

㻵㻱㻯㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻔㻜㻕㻙㻞㻜㻜㻝㻌 䛾ᘧ㻌 㻔㻡㻕

0.001363 :

0.001363  j 0.01324 :

ኚᅽჾ㻌 㼀㻾㻌 䛾ṇ┦䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇㻌 䠄㼆㼀㻷䠅

KT  ZT

Z TK
䛣䛣䛷䚸㻌

KT

㼆㼀㻷㻌

㻨㻝㻪㻌

㻵㻱㻯㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻔㻜㻕㻙㻞㻜㻜㻝㻌 䛾㻌 㻟㻚㻟㻚㻟 㡯

㻨㻞㻪㻌

㻵㻱㻯㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻔㻜㻕㻙㻞㻜㻜㻝㻌 䛾ᘧ㻌 㻔㻝㻞㼍㻕

䠖㻌 ಟṇᚋ䛾ኚᅽჾ䛾䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇㻌

㼆㼀㻌

䠖㻌 ኚᅽჾ䛾䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇㻌

㻷㼀㻌

䠖㻌 ⿵ṇಀᩘ㻌

0.95 u

䛣䛣䛷䚸㻌

K T  RT  jX T

C max
1  0 .6 u X T

㻯㼙㼍㼤㻌 㻌
㼄㼀㻌 㻌
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¸
© 100 ¹

2
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2

2
kVTR
§ % Z TR · 11 8.9
¨
u
0.53845 :
¸
MVATR © 100 ¹ 20 100
Z TR Ohm
0.53845
0.53814 :
2
2
§ 1 ·
§ 1 ·
1 ¨
¸¸
¸
1  ¨¨
© 29.5 ¹
© X R¹

X TR

RTR

2

Z TR  X TR

䛩䛺䜟䛱䚸㻌 Z TR

2

0.53845 2  0.53814 2

RTR  jX TR

0.0182686 :
関連資料 1-2 ETAP Technical Report ‒ No. 028 ETAP による短絡電流計算結果の評価 (4/6)

? Z TR Ohm

0.0182686  j 0.53814 : 㻌 䛸䛺䜛䚹

ḟ䛻䚸㻼㼑㼞㻌㼁㼚㼕㼠㻌 䝸䜰䜽䝍䞁䝇㻌 㻔㼄㼀㻾㼜㼡㻕㻌 䜢ồ䜑䜛䚹㻌

X TR
2
kV MVA

X TRpu

0.53814
112 20

0.0889488 pu

ᘧ㻌 㻨㻞㻪㻌 䜘䜚㻌

0.95 u

KT

C max
1  0.6 u X TRpu

0.95 u

1 .1
1  0.6 u 0.0889488

0.992055

ᘧ㻌 㻨㻝㻪㻌 䜘䜚㻌

K T  Z TR

Z TRK
㻟㻚

0.992055 u 0.0182686  j 0.53814

0.018123  j 0.533864 :

ၟ⏝㟁※䛚䜘䜃ኚᅽჾᅇ㊰䛾䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇㻌 㻔㼆㼀㻛㼁㼀㻕㻌 䛸ᐤ㟁ὶ

Z TRK  ZUT

Z TR / UT

0.018123  j 0.533864  0.001363  j 0.01324 㻌

0.019486  j 0.547104 :

䛣䛾ᅇ㊰䜢ὶ䜜䜛▷⤡㟁ὶ㻌 㻔㻵㼀㻛㼁㼀㻕㻌 䛿䚸㻌

c  Un

I TR / UT

㻵㻱㻯㻌㻢㻜㻥㻜㻥㻔㻜㻕㻙㻞㻜㻜㻝㻌 䛾ᘧ㻌 㻔㻞㻥㻕

3  Z TR / UT

1.1 u 11
3 u 0.019486 2  j 0.547104 2

T TR UT

tan 1 X R

12.7608 kA

㻨㻝㻝㻪㻌

tan 1 0.547104 0.019486 87.96q

I TR UT

R

12.7608 u cos 87.96q

0.454249 kA

I TR UT

X

12.7608 u sin 87.96q

12.752712 kA
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㻠㻚

ᘧ㻌 㻨㻠㻪㻌 䜘䜚㻌

Un
C max

U rG 1  X d"  sin M rd

K GSM

2

§ X d" ·
¨¨
¸¸  X d"
X
R
©
¹

Z GSM

2

11,000
1 .1

11,000 1  0.26 u sin cos 1 0.95

1.0174

2

§ 0.26 ·
2
¨
¸  0.26
35
©
¹

0.2601061 pu

ᘧ㻌 㻨㻟㻪㻌 䜘䜚㻌

K GSM  Z GSM

Z GKSM

1.0174 u 0.2601061 0.264632 :

䛣䛾ᅇ㊰䜢ὶ䜜䜛▷⤡㟁ὶ㻌 㻔㻵㻿㻹㻕㻌 䛿䚸㻌

c  U n  I fLSM

I SM

Z GKSM

T SM

tan 1 X R

1.1 u 1.0 pu u 438.9 A
0.264632

1.8244 kA

㻨㻝㻞㻪㻌

tan 1 35 88.36q

I SM

R

1.8244 u cos 88.36q

0.052213 kA

I SM

X

1.8244 u sin 88.36q

1.823653 kA
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ETAP IEC Short-Circuit
The ETAP V&V process for the IEC Short-Circuit program has over 1100 test case scenarios that are run before
each ETAP release. The following cases are excerpts from the Short-Circuit IEC 3-phase and unbalanced shortcircuit results.

Short-Circuit IEC Comparison Case # 1

Excerpts from Validation Cases and Comparison Results (TCS-SCIEC-082)
Highlights
x Comparison of ETAP unbalanced fault results against published results in IEC Standard 60909-4 2000
Example 4.
x Compares system results for high and medium voltage systems.
x Compares the initial symmetrical current (I”k).
x Compares the peak current (Ip) for both method B and C.
x Compares the maximum steady state current value (Ik max).
x Compares both balanced 3-phase and unbalanced LG results.
System Description
This is 3-phase system operating at 50Hz. The Utility connection is operating at 380 kV. The utility connection
transformers are two 350 MVA (primary winding rating) with 350 MVA 120 kV secondary and 50 MVA 30 kV
tertiary windings. The system has two PowerStation units. One is operating at 21 kV and is rated for 150 MVA.
The second unit is operating at 10.5 kV and is rated for 100 MVA.
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Comparison of ETAP Short-Circuit IEC Calculations against Published Example
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Bus
1
2
3
4
5
6
7
8

IEC

ETAP

I"K (kA)

I"k

IEC

ETAP

%Diff Ip(b) (kA)

Ip(b)

%Diff

IEC

ETAP

Ip©

Ip©

IEC

ETAP

%Diff

Ib

Ib

IEC

ETAP

%Diff

Ik (kA)

Ik

%Diff

40.6447 40.6449

0.0

100.577

100.5783

0.0

100.568 100.576

0.0

40.645

40.64

-0.0

40.635

40.635

0.0

31.7831 31.7817

-0.0

80.8249

80.50905

-0.4

80.6079 80.6963

0.1

31.57

31.576

0.0

31.663

31.662

-0.0

19.673

19.6724

-0.0

45.8249

45.82378

-0.0

45.8111 45.9764

0.4

19.388 19.398

0.0

19.623

19.623

-0.0

16.2277 16.2273

-0.0

36.8041

36.80346

-0.0

36.8427 37.0397

0.5

16.017 16.015

-0.0

16.196

16.195

-0.0

33.1894 33.1873

-0.0

83.6266

83.62118

-0.0

83.4033 83.5906

0.2

32.795 32.807

0.0

32.997

32.995

-0.0

37.5629 37.5626

-0.0

99.191

99.19047

-0.0

98.1434 99.2752

1.1

34.028 34.166

0.4

34.356

34.356

-0.0

25.5895 25.5893

-0.0

59.094

59.09395

0.0

51.6899 51.8932

0.4

23.212 23.305

0.4

22.276

22.276

0.0

13.5778 13.5777

-0.0

36.9201

36.92002

0.0

36.9227 36.6847

-0.6

13.578 13.578

0.0

13.573

13.573

-0.0

Table 9: Comparison of ETAP 3-phase short-circuit IEC results against IEC Standard example for I”k, Ip and Ik.

IEC

ETAP

IEC

ETAP

Bus

I"K LG

I"K LG

%Diff

Ip© LG

Ip© LG

%Diff

2

15.9722

15.972

-0.0

40.5086

40.553

0.1

3

10.4106

10.41

-0.0

24.2424

24.33

0.4

4

9.0498

9.049

-0.0

20.5463

20.655

0.5

5

17.0452

17.045

-0.0

42.8337

42.931

0.2

Table 10: Comparison of ETAP unbalanced short-circuit IEC results against IEC Standard example for I”k and Ip.

Reference
1. IEC Standard 60909-4 2000, Example 4.
2. ETAP Short Circuit IEC V&V Documents, Case Number TCS-SCIEC-082.
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Comparison of Results
The following tables of comparison show the differences between ETAP Results and those published in the IEC
Standard example. Please note that the percent difference for the initial symmetrical current (I”k) is less than
0.002 % in most cases. The difference in the peak current values is less than 0.5% in most cases.
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⣔⤫ᵓᡂ䛾







.762 

.*62
.762

䠘ᘧ  䛿䠏ᕳ⥺ኚᅽჾ䛾⿵ṇಀᩘ䠚

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ n.7|

䠘 ヲ⣽䛿ヱᙜ䛩䜛䝇䝷䜲䝗䜢ཧ↷ 䠚

 ྠᮇⓎ㟁ᶵ䛸Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ ZLWKRXW2/7& 䛾㛫䛾ศᒱᅇ㊰
) 䛷ᨾ

) 䛷ᨾ
 ྠᮇⓎ㟁ᶵ䛸Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ ZLWKRXW2/7& 䛾㛫 ) 䛷ᨾ .*62

.6

.䠣

 Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ ZLWK2/7& 䛾⣔⤫ഃ䛷▷⤡ᨾ

.7

 ྠᮇⓎ㟁ᶵ 䠄Ⓨ㟁ᶵ⏝ኚᅽჾ䛜䛺䛔ሙྜ䠅

䜎䛸䜑

 㓄㟁⏝ኚᅽჾ ZLWKRUZLWKRXW2/7&

䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇⿵ṇಀᩘ
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関連資料 1-4 発電機および変圧器のインピーダンス補正係数 (2/3)
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関連資料 1-4 発電機および変圧器のインピーダンス補正係数 (3/3)
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関連資料 1-5 短絡故障計算シミュレーションの時の発電機定数の使い分け (1/1)
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R-PM100
Maker : GE Multilin
Model : 369
CT Ratio : 300/5

52-5G11
Maker : Westinghouse
Model : MCP, 4 Pole
Size : 400 Amp
Trip Device: MCP
Sensor : 400 Amp

R-52S1G
Maker : Toshiba
Model : NCO11P
CT Ratio : 600/5

R-TR1
Maker : Merlin Gerin
Model : Sepam 80
CT Ratio : 50/5

R-521
Maker : Alstom
Model : P122
CT Ratio : 150/5

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄3/12䠅

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄1/12䠅

▷⤡㟁ὶ䛾ィ⟬

関連資料 1-6 保護協調図の作成手順 (1/4)

➨ᅄ❶ ಖㆤ༠ㄪ

52-S1
Maker : ABB
Model : E1B, 4 Pole
Size : 1200 Amp
Trip Device: SACE PR112
Sensor : 1200 Amp

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄2/12䠅

- 㛫-㟁ὶ≉ᛶ᭤⥺

- ಖㆤ⨨䛾ᆺ䚸䝯䞊䜹䞊

• ༠ㄪ䛾ホ౯

• ᶵჾ≉ᛶ᭤⥺䛾ྲྀᚓ / 䝥䝻䝑䝖

• ಖㆤ⨨

• ᅛᐃⅬ䜢䝥䝻䝑䝖 (䝎䝯䞊䝆᭤⥺, ….)

• 䜿䞊䝤䝹 / 䝁䞁䝎䜽䝍䞊

• 㐺ษ䛺ᶵჾ / タᐃ䜢㑅ᢥ

• ᶵჾಖㆤ䛾ᣦ㔪䜢Ỵᐃ

(ືస୰䛾㈇Ⲵ, 㐣㈇Ⲵ, ᨾkA)

• ィჾ⏝ኚᡂჾ (CT, PT)

• ▷⤡㟁ὶ

• ㈇Ⲵ

• ኚᅽჾ

• Ⓨ㟁ᶵ

• ⣔⤫䛾㟁ὶ䛾₻ὶ☜ㄆ

• ༢⥺⤖⥺ᅗ䛾‽ഛ

• ༢⥺⤖⥺ᅗ

• ၟ⏝㟁※

༠ㄪᅗసᡂ䛾ᡭ㡰

ಖㆤ༠ㄪ䛻ᚲせ䛺䝕䞊䝍

ಖㆤ༠ㄪ䛾సᡂᡭ㡰
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㟁ືᶵ䛾

ᗘ㝈⏺᭤⥺䝰䝕䝹

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄6/12䠅

STAR-TCC1

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄4/12䠅
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関連資料 1-6 保護協調図の作成手順 (2/4)

50

 㛗㝈≉ᛶ䠄LT䠅
SWGR-1 䛚䜘䜃 TR-1䜢㐣㈇Ⲵ䜘䜚ಖㆤ
• ᳨ฟタᐃ TR-1 䛾ᐃ᱁㟁ὶ 䜒䛧䛟䛿 SWGR-1 ẕ⥺㟁ὶ䛾䛖䛱ప䛔᪉䛾125䠂
1.25 x 721.7= 902.1
• 㛗㝈≉ᛶ䛜㟁ືᶵ㐣㈇Ⲵ䝸䝺䞊䛸 TR-1 䝎䝯䞊䝆䜹䞊䝤䛾㛫䛻䜎䜛䜘䛖タᐃ
3
 ▷㝈≉ᛶ
SWGR-1 䛚䜘䜃 TR-1䜢▷⤡㟁ὶ䜘䜚ಖㆤ
• TR-1䝎䝯䞊䝆䜹䞊䝤䛸52-SG-11䛾㛫䛻䜎䜛䜘䛖タᐃ
2 x 2064 = 4128 A § 4200 A
• ▷㝈䝞䞁䝗 ᭱ᑠ䜢タᐃ
0.05
 ▐
• ୗὶ䛾ಖㆤ⨨䛸䛾༠ㄪୖ䜸䝣䛸䛧䛯

3) 52-S1 CB タᐃ
TR-1䛾䝎䝯䞊䝆䜹䞊䝤䜘䜚᪩䛟ືస䛩䜛䜘䛖タᐃ

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄7/12䠅

2) 52-SG11 CB タᐃ
 ▐䠄㟁ືᶵ䜢▷⤡㟁ὶ䜘䜚ಖㆤ䠅
• ᳨ฟタᐃ ጞື㟁ὶ䛾1.2 䡚 2 ಸ (ᅇ䛿1.6ಸ䜢᥇⏝)
1.6 x 6 x 215 = 2064 A

1) R-PM100 䝸䝺䞊タᐃ
㟁ືᶵ PM-100 䛾⇕㝈⏺䛸ຍ㏿᭤⥺䜢⪃៖
 㐣㈇Ⲵ
• ᳨ฟタᐃ  㟁ືᶵ㈇Ⲵ㟁ὶ䛾115%
1.15 x 215 = 247.25 A
• ᭤⥺䜢ຍ㏿᭤⥺䛸⇕㝈⏺䛾㛫䜢㏻䜛䜘䛖䛻タᐃ
Curve Multiplier 1
 ຍ㏿
• ᳨ฟタᐃ䠄㐣㈇Ⲵ䛸ྠᵝ䛸䛧䛯䠅
247.25 A
• 㐜ᘏ㛫䛿ຍ㏿㛫䛸ᣊ᮰㛫䛾㛫䛻䜎䜛䜘䛖タᐃ
5.5 sec.

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄5/12䠅
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53

関連資料 1-6 保護協調図の作成手順 (3/4)

54

 㝈≉ᛶ
㐣㈇Ⲵ 䛚䜘䜃 ▷⤡㟁ὶ䛾ಖㆤ
• ᳨ฟタᐃ ẕ⥺ SWGR-A 䜢ὶ䜜䜛㟁ὶ䛾125% 䛻タᐃ (100A䛸௬ᐃ)
1.25 x 100 = 125 A
• ୗὶ䛸䛾㛵ಀ䜢⪃៖䛧䛯䜹䞊䝤䝍䜲䝥䜢㑅ᢥ
ANSI Extremely Inverse
• 䝍䜲䝮䝎䜲䜰䝹 ୗὶ䛾ᶵჾ䛸䛾㛫㝸䛜 0.20 sec 䛻䛺䜛䜘䛖タᐃ
1.3
 ▐≉ᛶ
䜸䝣䛸䛧䛯

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄11/12䠅

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄10/12䠅
5) R-521 䝸䝺䞊タᐃ

52

STAR-TCC2

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄9/12䠅

51

 㝈≉ᛶ
TR-1 ḟഃ䛻䛚䛡䜛▷⤡ᨾ䛾䝞䝑䜽䜰䝑䝥 䠄㈇Ⲵ㟁ὶ䛾 600% ௨ୗ䠅
• ᳨ฟ TR-1㈇Ⲵ㟁ὶ䛾2ಸ䛸䛧䛯
2 x 20.92 = 41.84 § 41.5 A
• ฟ᮶䜛㝈䜚ḟഃ䛻㏆䛔᭤⥺䝍䜲䝥䜢㑅ᢥ
IEEE Extremely Inverse
• 䝍䜲䝮䝎䜲䜰䝹 㐽᩿ჾ52-S1䛸 0.17 ⛊௨ୖ㞳䛧䛯
0.21
 ▐≉ᛶ
ኚᅽჾ୍ḟഃ䜢▷⤡ᨾ䜘䜚ಖㆤ
• ḟഃ䛾▷⤡㟁ὶ䛾1.6ಸ 䜒䛧䛟䛿 ✺ධ㟁ὶ䛾䛝䛔᪉䜢᥇⏝
1.6 x 13,415 = 21,464 kA, ୍ഃ⟬ = 21,464 *0.4/13.8 = 622.14 A
• 䝍䜲䝮䝎䜲䜰䝹 ྍ⬟䛺㝈䜚᪩䛟
0.05

4) R-TR1 䝸䝺䞊タᐃ

STAR-TCC1

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄8/12䠅
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 ᆅ⤡
• ᳨ฟ ୕┦ 1200 A 䛾30䠂䜢᥇⏝
0.3 x 1200 = 360 A
• 䜹䞊䝤 Definite Time 䜢㑅ᢥ
• 䝍䜲䝮䝎䜲䜰䝹 ୗὶ䛸䛾㛫㛫㝸䛜 0.17 ⛊䛻䛺䜛䜘䛖タᐃ
0.29

3) 52-S1 CBタᐃ

 ᆅ⤡
• ᳨ฟタᐃ TR-1㈇Ⲵ㟁ὶ䛾30%
LT = 0.3 x 721.7= 216.51

2) 52-S1 CBタᐃ

関連資料 1-6 保護協調図の作成手順 (4/4)

58

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ ᆅ⤡䠄3/3䠅

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ ᆅ⤡䠄2/3䠅

STAR-TCCG

56

ᆅ⤡༠ㄪ䜶䝸䜰

STAR-TCCG

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ ᆅ⤡䠄1/3䠅

55

 ᆅ⤡
• ᳨ฟタᐃ 30%
0.3 x 215 = 64.5 A

1) R-PM100 䝸䝺䞊タᐃ

STAR-TCC2

ಖㆤ༠ㄪ - ᐇ⩦ 䠄12/12䠅
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ఈݬཀྵͳͤΖʥ͗ଡ͚࢘ΚΗͱ͏Ήͤɽ
̑ʥN9 ഓుܧ౹ʤ఼ඉંஏܧʥ
ೖຌ N9 ഓుܧͺnඉંஏͳ|ܧস͠Ηͱ͏Ήͤ͗ɼືݭͶ͏͓ͻnΨʖϕϱυϩν݃ત &7 Ͷ
߶ఏ߇ R Νͯ͵͏Ͳɼ તஏཙ࣎Ͷ I a

3I 0 1㹼5 $PS ఖౕஏཙుླྀ͗ླྀΗΖΓ͑Ͷ͵ͮͱ͏

Ήͤɽඏঘ͵ుླྀ͗ླྀΗΖͲ͖ͤΔືݭͶͺඏંஏ๏ࣞͳͲসͤ΄͖͘͢ΗΉͦΞɽ તஏ
ཙͲஏཙుླྀ I 0 ͗ΆͳΞʹླྀΗ͵͏Ͳ V0 I 0 ࣞ๏ϨϪʖࣆࣰ͓࢘ΉͦΞɽҲൢͶௗ͏
ഓుતஏཙࣆݗބड़Ώࣆݗؔۢބड़ͺ༲ҝͲͺ͍ΕΉͦΞɽഓుત࿑Ͳधંஏ͵ʹ͗
ਫ਼ͣͱஏཙࣆݗބड़͗Ͳͥ͘Ւࡄ͵ʹͶఴͪ͢ΔรͲ͖ͤΔɼࠕೖ༹ʓ͵ϨϪʖ๏ࣞ
ྙ͗କ͏ͱ͏Ήͤɽ
̒ʥߑ಼ಊྙܧܧ౹
ࢴۂةߑ಼ಊྙܧ౹ʤรѻ͗حϸʗϸ݃ત ʛN9 څͻ͍͏͵ʹʥͲͺ  ഓుતͳ
ಋঘҡͳ͏͑͞ͳͶ͵ΕΉͤ͗ɼҲൢͶ  ۢؔ๎ࣻܧ౹ʤ਼ۢؔߑͲͺ͵͏ʥͲ͍Ζ
఼ͺ༙ཤͳ͵ΕΉͤɽ 
  ߑ಼ఁѻܧʤ9 ҐԾʥ
࣯͍ͮͪ͟ 9 յ࿑ͺช࣊௪ΕͶn఼ඉંஏ|յ࿑Ͳ͢Β͑ɽ ͞Ηͺ͑ช࣊
௪Ε I 0 # 0 ܧ౹Ͳ͢Β͖͑Δྷ૮ుѻͳྷ૮ుླྀ͘͠ͳҒ૮ܐؖΝർֳͤΖఈݬཀྵ͗ༀ
Ͷཱིͪ͵͏ɽͪ͗ͮ͢ͱ๏ΝఈͤΖϨϪʖ͗ࡠΗ͵͏ͳ͏͑͞ͳͶ͵ΕΉͤɽ
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࣯͟մͺҐͲͤɽ

ͳ͞ΘͲ࣯ҮΝ͓Ήͤ͗ɼ
ʀʀʀ
͞Γ͑Ͷસ͚nඉંஏ๏ࣞ|ͳͤΗͻรѻحࢀ૮ϗέφϩుѻ va , vb , vc ͕Γ;ుѻ v0ʤ va , vb , vc
ࡠΖుѻࢀֱԟ఼ՀࢢుѻʥͺஏుѻͶଲ͢ͱఈΔΔয়ସͳ͏͑͞ͳͶ͵ΕΉ
͖ͤΔఁѻʹ͓͏ͳܧઊԓͳ͖҈સͲͺΉ͢͏͞ͳͲͺ͍ΕΉͦΞɽ ͨ͞Ͳෝ՛ଈʤྭ͓ͻ 
૮ుಊؽʥ఼ͲંஏΝͤΖ๏ࣞͳ͖ɼ ૮  તࣞͶ͢ͱ  તΝΠʖηતͳͤΖ๏ࣞ͵ʹ͗ࡀ༽͠
ΗΉͤɽ Ήͪɼർֳదڇڛҕ͗ݸΔΗͪఁѻܧյ࿑Ͳͺ҅Ζ̏૮ʤྭ͓ͻ a ૮ʥΝંஏ͢ͱ͢Ή͑๏
͍ࣞΕ͓Ήͤɽ ͞ɼుѻࢀֱܙ a ૮ࢢ͗ଲஏుѻ̎Ͷ͵ΖͲ b ૮ c ૮ଲஏుѻͺ௪
Ͳ 3 Ͷ͵Ζ͞ͳͶ͵ΕΉͤ͢ɼΉͪ a ૮ஏཙ͗ਫ਼ͣͱஏཙుླྀͺླྀΗΉͦΞ͗ b ૮ʤRU c ૮ʥஏཙ
͗ਫ਼ͥΗͻཙుླྀ૮ుླྀ͗ླྀΗΖ͞ͳͶ͵ΕΉͤɽ
ถحؽࡠ࣎ҡݳেʤถࣨഌʀઊԓഃշʀరʹ͵৾ڠʥԗҾͳ͵ΕΉͤͲΉ͚͍͢ΕΉ
ͦΞɽ ଲেͳ͢ͱ͏Ζܧ౹ંஏয়ڱΝ͖ͮ͢ΕۅݡΌΖ͞ͳ͗،གྷͲͤɽ

Ґ࣯͗͟ͶଲͤΖͳΕ͍͓ͥմͲͤɽ

ֱ͵Ͳɼ͑ঙ͢ཀྵద͵ึଏઈΝԾͪ͢͏ىΉͤɽ
ͨΗͶͺ  ૮յ࿑Νଲস࠴ඬ๑ཀྵͶԌͮͱཀྵմͤΖචགྷ͍͗ΕΉͤɽ 
ҲൢͶқࢀ૮յ࿑ࣆ ) ఼ބՀࢢ͖Δյ࿑ΝݡΖଲস࠴ඬ๑ͶΓͮͱఈٝ͠ΗΖਜ਼૮ʀٱ૮ʀ
ྷ૮ LPSHGDQFH Ν Z1 # Z 2 , Z 0 ͳ͢Ήͤɽ ) ఼  તஏཙ͗ਫ਼ͣͪ ) ఼ཙుླྀͳ૮ుѻͺ
Ծى͟ͳ͚Ͷ͵ΕΉͤɽ
ଲস࠴ඬ๑  ҮͲͺ

Ea

'

I0

I1

I2

V0

Z0
 Ea  V1
'

abc ҮͶรͤΗͻ
3  Ea
Ia
, ib
Z1  Z 2  Z 0
Va

R
 Ea , Vb
'

ͪͫ͢ '

Z0  Z2
 Ea  V2
'

ic

Z2
 Ea                   ࣞ  
'

0

(a 2  a ) Z 2  (a 2  1) Z 0  a 2  3R
 Ea , Vc
'

(a  a 2 ) Z 2  (a  1) Z 0  a 2  3R
 Ea 
'

Z1  Z 2  Z 0  3R , R # 0  ʤ R ͺஏཙ఼Πʖέఏ߇ͲΆ·κϫʥ   ࣞ  
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͠ͱͨ͞Ͳ࣯ࣆߴͶཱིͬศͮͱɼϸʖϸંକรѻحఁѻ 9 ଈյ࿑ͺ͏ΚΑΖ఼ඉંஏʤྷ૮
LPSHGDQFH Z 0

Z0

f  

f ʥͳ͢Ήͤɽ ͞յ࿑Ͳ  તஏཙ͗ਫ਼ͤΖͳ͢Ήͤɽ͞ͺ
Z1 Z 2
#
# 0   R # 0  ' # Z0                    ࣞ  
Z0 Z0

ࣞ  ড়݇Νࣞ ̐ ̑ ͶͱͺΌΖͳԾࣞΝಚΉͤɽ
 ҮͲͺ

I0

I1

I 2 # 0  V0 # Ea   V1 # V2 # 0                                           ࣞʤʥ

abc Ү
3  Ea
Ia
# 0   Va # 0  
Z1  Z 2  Z 0
(a 2  1) Z 0
 Ea # (a 2  1)  Ea
Z1  Z 2  Z 0

Vc

(a  1) Z 0
 Ea # (a  1)  Ea
Z1  Z 2  Z 0

ja 3  Ea ? Vb # 3  Ea 
 ja 2 3  Ea ? Vc # 3  Ea            ࣞ  


ࣞ  ΓΕɼ఼ඉંஏ  તஏཙͲͺஏཙుླྀͺΆ·κϫɼͪͫ݊͢સ૮ుѻ͗Ά· 3 ഔͶ
͗ Ζ ͞ ͳ Ν қ ັ ͢ Ή ͤ ɽ Ή ͪ ɼ ࣞ  Γ Ε ɼ ࣆ  ބ Ͷ ͺ (V0 , I 0 )

(0, 0) Ͳ ͍ ͮ ͪ  ͗ ࣆ  ޛ ބͶ ͺ

(V0 , I 0 ) # ( Ea , 0) ͳ͵Ζ͞ͳΚ͖ΕΉͤɽ  nΆ·|ͳॽ͘Ήͪ͗͢ɼࣰࡏ 9 յ࿑Ͳͺࢋܯޣ
ࠫགྷҾͳ͢ͱᶅଡঙͺࢀ૮ฑߩɼᶆࣆ఼ބΠʖέఏ߇ R Ӫ͍͗ڻΕΉͤ͢ɼΉͪᶇյ࿑ΗΫϡϏ
ενϱη & ͶΓΖैుుླྀ͗ঙʓླྀΗΖ͞ͳͶ͵Ζ͖ΔͲͤɽ
 ͵͕ىͺఈ͍ͲࢋܯΕɼࣆބޛͶ͕͏ͱ࣎ؔ͵͗ΔգోݳেΝ͑͞ͳͺ͏͑ΉͲ͍ΕΉ
ͦΞɽ 9 յ࿑Ͷుಊؽෝ՛͍͗Ζͳ͞ͳͲͤͲ͞գోݳেͺঙʓࡸ͖ͯ࣎ؔదͶௗ͚͵Ζ
Ͳ͍Θ͑ͳ͏͓Ήͤɽ͖͢͢͵͗Δ͞գోؔغɼΝΌͱࣆޛބஏཙుླྀ I a ΆͳΞʹླྀΗ͵͏͞
ͳͶͺรΚΕͺ͍ΕΉͦΞɽ
                                    ʤҐ ʥ
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etc…

Ⓨ㟁ᶵጞື䞉Ṇ
ᐜ㔞㟁ືᶵጞື 䞉Ṇ
¾ ⣔⤫ษ᭰
etc…
¾

¾

䛺䛔

ᣲື䛾☜ㄆ

䛒䜛

ヨ㦂䝕䞊䝍䛜

㻿㼍㼙㼜㼘㼑㻌㻰㼍㼠㼍䜢⏝

䛺䛔

୍⮴
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ヨ㦂䝕䞊䝍䛸ẚ㍑䜢⾜䛔䚸ᚲせ䛷䛒䜜䜀ᐃᩘ䛾ㄪᩚ䜢⾜䛖

䛒䜛

ヨ㦂䝕䞊䝍䛜

㼁㻰㻹䛾సᡂ

୍⮴

ไᚚ䝤䝻䝑䜽䛜㻱㼀㻭㻼䛾Ⓩ㘓䝰䝕䝹䛸

䛒䜛

㻱㼀㻭㻼Ⓩ㘓䝰䝕䝹

2

4

㻱㼤㼏㼕㼠㼑㼞䚸㻳㼛㼢㼑㼞㼚㼛㼞䚸㻼㻿㻿㡯䜘䜚
㐺⏝䛩䜛䝰䝕䝹䜢㑅ᢥ
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㼀㼥㼜㼑䚸䝥䝹䝎䜴䞁䝞䞊䜘䜚
⏝䛩䜛ไᚚ䝰䝕䝹䜢㑅ᢥ

䐟䝰䝕䝹䛾㑅ᢥ

᫂

(7$3Ⓩ㘓䝰䝕䝹䛾㐺⏝

ືⓗ䝰䝕䝹䛾ไᚚ䝤䝻䝑䜽䛜

࿘Ἴᩘ䛾ᛂ⟅

㻳㼛㼢㼑㼞㼚㼛㼞

⤖ᯝ䛾⢭ᗘ䛻Ⓨ㟁ᶵືⓗ䝰䝕䝹䛜䛝䛟ᙳ㡪䟿䟿

㟁ᅽ䛾ᛂ⟅

㻭㼂㻾㻛㻱㼤㼏㼕㼠㼑㼞

⣔⤫ෆ㒊䛾ྛ㈇Ⲵ 䛚䜘䜃 Ⓨ㟁ᶵ䛿⥅⥆㐠㌿ྍ⬟䛛䠛

¾

¾

㟁
ẕ⥺▷⤡
¾ ▐ప

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ䛷䛿ᵝ䚻䛺⣔⤫ືᦂ䛜᳨ウྍ⬟

ບ☢ᶵ䠄$95([FLWHU䠅䚸ㄪ㏿ᶵ䠄䜺䝞䝘䠅䚸⣔⤫Ᏻᐃ⨨䠄366䠅
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Ⓨ㟁ᶵືⓗ䝰䝕䝹㐺⏝䝏䝱䞊䝖

E100JP

ບ☢ᶵ䠄$95([FLWHU䠅䚸ㄪ㏿ᶵ䠄䜺䝞䝘䠅䚸⣔⤫Ᏻᐃ⨨䠄366䠅

Ⓨ㟁ᶵືⓗ䝰䝕䝹

ETAP User Group Japan

第１５章 関連資料
15-35

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

㻹㻭㼀㻸㻭㻮㻛㻿㼕㼙㼡㼘㼕㼚㼗䛷సᡂ䛧䛯䝰䝕䝹䛾
䞉䜲䞁䝫䞊䝖
䞉䜶䜽䝇䝫䞊䝖

171

関連資料 2-1 ETAP-UDM による制御ブロックのモデリング手法 (2/4)

7

㻻㼡㼠㼜㼡㼠䠄㻱㼤㼏㼕㼠㼑㼞䠅
䞉⏺☢㟁ᅽ
䞉Ἴᙧ 㼑㼠㼏䈈

㻵㼚㼜㼡㼠䠄㻱㼤㼏㼕㼠㼑㼞䠅
䞉➃Ꮚ㟁ᅽ
䞉䝍䜲䝬䞊 㼑㼠㼏䈈

ไᚚ䝤䝻䝑䜽
䞉✚ศჾ
䞉ไ㝈ჾ 㼑㼠㼏䈈

⏬㠃䛾タᐃ

㻸㼛㼍㼐

㻵㼚㼜㼡㼠㻌䛚䜘䜃 㻻㼡㼠㼜㼡㼠䛿
㼁㻰㻹䛾䝍䜲䝥䛻䜘䜚␗䛺䜛

㻼㻿㻿

6

㼃㼀㻳
8
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㼁㻰㻹 㻱㼐㼕㼠㼛㼞䛷䛿
㼁㻰㻹䛾䞉䞉䞉
᪂つసᡂ
ᐃᩘ䛾ኚ᭦
䝁䞁䝟䜲䝹
䛜⾜䛘䜛
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㼁㻰㻹䛾䝰䝕䝹䝍䜲䝥䜢㑅ᢥ

㻳㼛㼢㼑㼞㼚㼛㼞

䐡8'0䝰䝕䝹䝍䜲䝥䛾タᐃ

䞉᪂つసᡂ
䞉䝥䝻䝆䜵䜽䝖䝣䜷䝹䝎ෆ䛾㼁㻰㻹䜢㛤䛟
䞉㻱㼀㻭㻼䛻Ⓩ㘓䛥䜜䛶䛔䜛㼁㻰㻹䜢㛤䛟

8'0䛾㐺⏝

䝁䞁䝟䜲䝹䛧䛯䝰䝕䝹䜢
䝥䝹䝎䜴䞁䝞䞊䜘䜚㑅ᢥ
䠄䝁䞁䝟䜲䝹䛧䛯䝰䝕䝹䛜
䛺䛔䛿⾲♧䛥䜜䛺䛔䠅

䐠8'0(GLWRU

㼁㻰㻹⏝䛿
㼁㻰㻹䜢㑅ᢥ

8'0䛾㐺⏝
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䝰䝕䝹䜢☜ㄆ䛧䛺䛜䜙ᐃᩘ䜢ධຊ

㟁ᅽ䜢ไᚚ䛩䜛ẕ⥺䜢ᣦᐃ

䐟䝰䝕䝹䛾㑅ᢥ

䐠ᐃᩘ䛾ධຊ

㻰㼍㼠㼍䛜᫂䛺ሙྜ
㻿㼍㼙㼜㼘㼑㻌㻰㼍㼠㼍䜢⏝

8'0䛾㐺⏝
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䐥8'0䛾㑅ᢥ

㻜㻚㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻝㻚

8'0䛾㐺⏝
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9

䐤8'0䝰䝕䝹䛾䝔䝇䝖

ฟຊ䠖
▮༳ ↓

䝁䞁䝟䜲䝹ᐇ⾜

8'0䛾㐺⏝

ධຊ䠖
▮༳ ᭷

㻱㼀㻭㻼䛾䝅䝇䝔䝮䝰䝕䝸䞁䜾䛸
ྠᵝ䛾᧯స䛷ྛ䝤䝻䝑䜽䜢᥋⥆

㻼㼞㼛㼜㼑㼞㼠㼕㼑㼟䛻
䝕䞊䝍䜢ධຊ

䐣8'0䛾䝁䞁䝟䜲䝹

䐢8'0䝰䝕䝸䞁䜾

䝗䝷䝑䜾䠃䝗䝻䝑䝥䛻䛶
ไᚚ䝤䝻䝑䜽䜢⏬㠃ୖ䛻㓄⨨

8'0䛾㐺⏝

8'0䛾㐺⏝
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䝣䜯䜲䝹ྡ

㼁㻰㻹䝁䞁䝟䜲䝹ᚋ
䝥䝹䝎䜴䞁䝞䞊䛛䜙㑅ᢥ

ཧ↷್䛾タᐃ
䝥䝹䝎䜴䞁䝞䞊䜘䜚ཧ↷್䛸䛺
䜛㻯㼛㼚㼟㼠㼍㼚㼠䛾ྡ⛠䜢㑅ᢥ䛩䜛

䞉้䜏㛫
䞉ィ⟬㛫

䝔䝇䝖タᐃ
䞉䝔䝇䝖䝍䜲䝥
䞉ྛᐃᩘ䛾ึᮇ್

┤᥋ἲ
ึᮇタᐃ

ἲ
ึᮇタᐃ

䝰䝕䝹䝍䜲䝥
ึᮇ᮲௳

⫼ᬒⰍ
⏬㠃䝃䜲䝈
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関連資料 2-1 ETAP-UDM による制御ブロックのモデリング手法 (4/4)

15

䐢8'0ෆไᚚಙྕ䛾䝥䝻䝑䝖

㐣ᗘᏳᐃᗘゎᯒᐇ⾜䛻᥋⥆䛧䛯
⟠ᡤ䛾ಙྕ䜢ᩘ್䛷ฟຊ䛩䜛䚹

8'0䛾౽䛺ᶵ⬟

䐡ึᮇ್ィ⟬䛻䛚䛡䜛䝞䜲䝟䝇

㐣ᗘᏳᐃᗘゎᯒ䛾㐠㌿ษ䜚᭰䛘䜲䝧䞁䝖䛻䜒ᑐᛂ䚹

䝗䝹䞊䝥

䜰䜲䝋䜽䝻䝘䝇

8'0䛾౽䛺ᶵ⬟
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㻝㻚㻌䜒䛧䛟䛿 㻞㻚䜽䝸䝑䜽ᚋ
䝣䜱䞊䝹䝗䜢ᣦᐃ䛧䚸
ධຊ䜢⾜䛖

㻝㻚䝔䜻䝇䝖䛾ᤄධ
㻞㻚⏬ീ䝣䜯䜲䝹䛾ᤄධ

䐠䝗䝹䞊䝥㐠㌿ 䜰䜲䝋䜽䝻䝘䝇㐠㌿䛾ษ䜚᭰䛘

䐟7H[W䛚䜘䜃 ,PDJH䛾ᤄධ

㻝㻚㻌㻌㻌㻞㻚
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⍮ࠄߥ߆ߞߚޔETAP ߩߎࠎߥᯏ⢻㧍
ETAP TIP – No. 008J

䊌䊤䊜䊷䉺ផቯ (Parameter Estimation)
ㆡ↪䈪䈐䉎 ETAP 䈱䊋䊷䉳䊢䊮 : 5.5.0, 5.5.5, 5.5.6
(䈖䉏䉌એ೨䈱䊋䊷䉳䊢䊮䈪䈲䇮એਅ䈱⺑ᚻ㗅䈫䈲ᄙዋ⇣䈭䉎䈖䈫䈏䈅䉍䉁䈜䇯)

In Transient Stability Analysis, if the influence of induction motors is perceived to be crucial to the
stability of the system or if the motor acceleration or reacceleration profiles are to be analyzed in
detail, their dynamic model should be specified in the study. The motor dynamic model is
comprised of the following:

The above may be available from the motor manufacturer. More often than not, rather than the
motor equivalent circuit, the manufacturer provides machine performance characteristic data (i.e.
Motor Speed Vs Torque, Current, and Power Factor curves). However, even with this machine
performance characteristic data only, ETAP can be able to estimate a corresponding equivalent
circuit model of the motor using the PARAMETER ESTIMATION program.
The required data for Parameter Estimation and the corresponding estimated circuit model
(Single-Cage Circuit) are as follows:
Estimated Circuit Model
“Single-Cage w/ Deep-bars”

Required Data
Locked-Rotor
x Locked-rotor current
x Locked-rotor power factor
x Locked-rotor torque
Full Load
x Rated full load slip
x Full load power factor
x Full load efficiency

Parameter
Estimation

Maximum Torque
x Maximum torque

See Fig. 8 for sample of determining the above data from the Motor Characteristic Curves

www.etap.com
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⍮ࠄߥ߆ߞߚޔETAP ߩߎࠎߥᯏ⢻㧍
⺑ (Illustration):
“Example-ANSI.OTI” 䈮䈅䉎”㔚᳇ቶ 2A”䈱Უ✢䈮ᣂ䈚䈇⺃ዉᯏ䉕ㅊട䈚䇮䊌䊤䊜䊷䉺ផቯ䉕䈚䉁䈜䇯
“䉿䊷䊦䊋䊷䊙䉾䊒” 䋨ETAP TIP No. 003J 8䊕䊷䉳ෳᾖ䋩 䈎䉌એਅ䈱ᚻ㗅䈪ᠲ䈚䉁䈚䉊䈉䇯
ᚻ㗅 (Procedure):
1. “Study View” 䈱න✢࿑䉕䉪䊥䉾䉪
䊑䈮䈚䉁䈜䇯
2. "䊝䊷䊄” 䉿䊷䊦䊋䊷䈱

(䉁䈢䈲 “䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊎䊠䊷” 䉕䈕 “䉴䉺䊂䉞䊎䊠䊷” 䊐䉤䊦䉻䊷䉕䉪䊥䉾䉪)

䈚䇮䉝䉪䊁䉞

“✬㓸” 䉝䉟䉮䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈚䇮✬㓸䊝䊷䊄䈮ಾ䉍ᦧ䈋䉁䈜䇯
࿑ 1 ෳᾖ

関連資料 2-2 誘導電動機のパラメータ推定 (2/6)

3. “㔚᳇ቶ 2A” 䈱Უ✢䈮ᣂ䈚䈇⺃ዉᯏ䉕ធ⛯䈘䈞䉁䈜䇯

࿑1

4. “Mtr7” (䈖䈱䉝䉟䊁䊛ฬ䈫⇣䈭䉎႐ว䈏䈅䉍䉁䈜) 䈱䉲䊮䊗䊦䉕䉻䊑䊦䉪䊥䉾䉪䈚䇮 “⺃ዉᯏ䈱䉣䊂䉞䉺” 䉻䉟䉝䊨䉫
䉡䉟䊮䊄䉡䉕㐿䈐䉁䈜䇯

www.etap.com
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⍮ࠄߥ߆ߞߚޔETAP ߩߎࠎߥᯏ⢻㧍
5. “㌏᧼” 䉺䊑䉕䉪䊥䉾䉪䈚䇮“ቯᩰ” 䈱䊕䊷䉳
䈮એਅ䈱䊂䊷䉺䉕ജ䈜䉎:㩷 ࿑ 2 ෳᾖ
HP = 2,500
kV = 13.2
%PF@100% = 92.83
%Eff@100% = 97.99

5

%Ṗ䉍 = 0.9

関連資料 2-2 誘導電動機のパラメータ推定 (3/6)

ᭂᢙ = 4

࿑2
6

6. “䊝䊂䊦” 䈱䊕䊷䉳䉕䉪䊥䉾䉪䈚䇮એਅ䈱䊂
䊷䉺䉕ജ䈜䉎:㩷 ࿑ 3 ෳᾖ
“᜔᧤”
LRC = 576 %
PF = 19%

7

“䊃䊦䉪”
LRT = 88%
Max T = 244%

࿑3

7. “䊌䊤䊜䊷䉺ផቯ” 䊗䉺䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈜䉎
࿑ 3 ෳᾖ
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⍮ࠄߥ߆ߞߚޔETAP ߩߎࠎߥᯏ⢻㧍
8. “䊌䊤䊜䊷䉺ផቯ” 䉻䉟䉝䊨䉫䉡䉞䊮䊄
䉡䈱“ⷐ᳞” 䈮䈅䉎“䊥䊐䊧䉾䉲䊠” 䊗䉺
䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈚䇮䉴䊁䉾䊒 5䇮6 䈪ജ
䈚䈢⺃ዉᯏ䈱䊂䊷䉺䈮ᄌ឵䈚䉁䈜䇯

8

࿑ 4 ෳᾖ

9. “⸃ᴺ䊌䊤䊜䊷䉺” 䈱 “♖ᐲ” 䈫 “ടㅦ
ଥᢙ”.䉕ജ䈜䉎䇯 ೋᦼ⸳ቯ୯䈲䈠
䉏䈡䉏 2%䋬0.25 䈮䈭䈦䈩䈇䉁䈜䇯

9

࿑ 4 ෳᾖ

11

10. ផቯ䊌䊤䊜䊷䉺ᰣ䈱ਅ䈮䈅䉎 “䊧䊘䊷
䊃ㆬᛯ䊥䉴䊃”䈪 “Prompt” 䉕ㆬᛯ䈚䉁
䈜䇯 䈖䉏䈲䊌䊤䊜䊷䉺ផቯታⴕᤨ
䋨"ផቯ”䊗䉺䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈜䉎ᤨ䋩 䈮䊧䊘䊷䊃ฬ
䉕ᄌᦝ䈜䉎႐ว↪䈚䉁䈜䇯 ࿑ 4 ෳᾖ

10

関連資料 2-2 誘導電動機のパラメータ推定 (4/6)

࿑4

11. " ផ ቯ ” 䊗 䉺 䊮 䉕 䉪 䊥 䉾 䉪 䈚 䉁 䈜 䇯
࿑ 4 ෳᾖ
ᵈ⸥ 䋺
“ജ䊧䊘䊷䊃䊐䉜䉟䊦ฬ” 䉻䉟䉝䊨䉫䊗䉾䉪䉴䈏
␜䈘䉏䉎䈱䈪䇮છᗧ䈱䊐䉜䉟䊦ฬ䉕ജ䈚 (ೋᦼ⸳
ቯ䈪䈲䇮⺃ዉᯏ䈫ห䈛ฬ೨䈮䈭䈦䈩䈇䉁䈜) “Ok”
䊗䉺䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈚䉁䈜䇯

12. ⺃ዉᯏ࿁〝䊌䊤䊜䊷䉺䈲䇮䈖䉏䉌䈱
䊌䊤䊜䊷䉺䉕䊔䊷䉴䈮ផቯ䈘䉏䇮ᣂ䈚
䈇⺃ዉᯏ䊂䊷䉺䉕⸘▚䈚䉁䈜䇯
࿑ 5 ෳᾖ
ᵈ⸥ 䋺
ജ䈚䈢䊂䊷䉺䈍䉋䈶⸃ᴺ䊌䊤䊜䊷䉺䉕ਅ䈮⺃ዉ
ᯏ䈱࿁〝䊌䊤䊜䊷䉺䈏ផቯ䈪䈐䈭䈇ᤨ䈲䇮એਅ䈱
⼊๔䈏␜䈘䉏䉁䈜䇯䈠䈱႐ว䈲䇮ജ䊂䊷䉺䉕
ౣ䉼䉢䉾䉪䈚䇮ᔅⷐ䈭⺞ᢛ䉕䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯

࿑5
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⍮ࠄߥ߆ߞߚޔETAP ߩߎࠎߥᯏ⢻㧍
13. “ᦛ✢” 䉺䊑䉕ㆬᛯ䈚䇮ផቯ䈘䉏䈢࿁〝
䊝䊂䊦䈫䋦Ṗ䉍ኻ䋦䊃䊦䉪䇮Current
䈫 Power Factor 䈱ᦛ✢䈏৻⥌䈜䉎
䈖䈫䉕⏕䈚䈩䈒䈣䈘䈇䇯 ࿑ 6 ෳᾖ

13

14. “ᦝᣂ” 䊗䉺䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈚䇮 “䊝䊷䉺䊌
䊤䊜䊷䉺ᦝᣂ” 䉣䊂䉞䉺䉕㐿䈐䉁䈜䇯
14

15. “䊝䊷䉺䊌䊤䊜䊷䉺ᦝᣂ” 䈪䈲ផቯ䊝䊂
䊦䊂䊷䉺䇮ផቯ䊌䊤䊜䊷䉺䊝䊂䊦䉕ၮ
䈮⸘▚䈘䉏䈢䊂䊷䉺䈍䉋䈶⁁୯䈏
␜䈘䉏䈩䈇䉁䈜䇯 ࿑ 7 ෳᾖ

関連資料 2-2 誘導電動機のパラメータ推定 (5/6)

࿑. 6
16. ⁁୯䉕ᦝᣂ䈜䉎䈢䉄䈮䇮䈠䉏䈡䉏
䈱 “ᦝᣂ” 䉼䉢䉾䉪䊗䉾䉪䉴䉕 “䉼䉢䉾
䉪” 䈚䇮“ᦝᣂ” 䊗䉺䊮䉕䉪䊥䉾䉪䈚䉁䈜䇯
࿑ 7 ෳᾖ

17. એ䈪䊌䊤䊜䊷䉺ផቯ䈮䉋䉎⺃ዉᯏ
䈱╬ଔ࿁〝䊝䊂䊦䈏ᚑ䈪䈐䉁䈚䈢䇯
䈖䉏䈮䉋䉍䊝䊷䉺䉻䉟䊅䊚䉾䉪䊝䊂䊦
䈏ቢᚑ䈚䇮“⺃ዉᯏ䈱䉣䊂䉞䉺” 䉻䉟䉝
䊨䉫䈮䈅䉎 “ᘠᕈቯᢙ” 䈫 “⽶⩄䊝䊂
䊦” 䈮⺃ዉᯏ䈱ᘠᕈቯᢙ䈫 ⽶⩄䊝
䊂䊦䈏␜䈘䉏䉁䈜䇯 ࿑ 2 ෳᾖ

16
- ⁁୯
- ផቯࡕ࠺࡞ࠍၮߦ⸘▚ߐࠇߚ࠺࠲
- ផቯࡕ࠺࡞࠺࠲

࿑. 7
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関連資料 2-2 誘導電動機のパラメータ推定 (6/6)

⺃ዉᯏ․ᕈ

࿑. 8
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❗⚂ࡕ࠲

12.6 ❗⚂䊝䊷䉺
❗⚂䊝䊷䉺䈲ⶄᢙ䈱 AC 䊝䊷䉺䈎䉌ᚑ䈘䉏䈩䇮㔚᳇♽⛔䈱േ⊛䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮 (䈜䈭䉒䈤േ⊛䊝䊷䉺ᆎേ
⸘▚䇮ㆊᷰቯᕈ⸘▚䈭䈬) 䈱䈢䉄䈮䉒䉏䉎᨞ⓨ䈱ⷐ⚛䈪䈜䇯⸃ᨆ䈜䉎♽⛔䈱ਛ䈮䇮ᢙ 100 䉁䈢䈲
1000 䉋䉍ᄙ䈒䈱䊝䊷䉺䈏䈅䉎䈫䇮േ⊛⸘▚䈱᧤䈲ዋ䈚㔍䈚䈇䈎䇮ᤨ䇱น⢻䈪䈲䈭䈒䈭䉍䉁䈜䇯䊝䊷䉺䈱䉫
䊦䊷䊒䉕න৻䈱❗⚂䊝䊷䉺䈪⟎䈐឵䈋䉎䈖䈫䈲䇮㔚᳇♽⛔䉕䈜䉎ⴕ䈱ᰴర䉕ᷫ䉌䈚䇮⸵ኈ䈘䉏䉎♖ᐲ䊧
䊔䊦䉕⛽ᜬ䈚䈭䈏䉌⸘▚䉕ᚑഞ䈘䈞䉎䈖䈫䉕䉋䉍ኈᤃ䈮䈚䉁䈜䇯

kVA1
Pole1
H1
%Load1

ኈ㊂
ᭂᢙ
ᘠᕈቯ
ቯᢙ
⽶⩄₸
₸

kVA2
Pole2
H2
%Load2

kVA3
Pole3
H3
%Load3

kVA4
Pole4
H4
%Load4

kVA0
Pole0
H0
%Load0

䉁䈢䈖䉏䉌䈱㊀ⷐ䈭䊌䊤䊜䊷䉺䈱䈉䈤 7 䈧䈲 ETAP 䉸䊐䊃䉡䉢䉝䈱䊝䊷䉺䊌䊤䊜䊷䉺ផቯ(PE)䊒䊨䉫䊤䊛䈪䉒
䉏䇮એਅ䈱䊥䉴䊃䈱ㅢ䉍䈪䈜䇯
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

LRC (%):
PFlr (%):
Tlr (%):
Tmax (%):
S (%):
PF100 (%):
EFF100 (%):

᜔᧤㔚ᵹ
᜔᧤ᤨജ₸
᜔᧤䊃䊦䉪
േ(ᦨᄢ)࠻࡞ࠢ
䊝䊷䉺Ṗ䉍
ో⽶⩄ᤨജ₸
ో⽶⩄ᤨല₸

❗⚂䊝䊷䉺⸘▚䈏ታⴕ䈘䉏䉎䈫䇮DataX e-DPP 䉟䊮䉺䊐䉢䊷䉴䉕ㅢ䈚䈩 ETAP 䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈮䈖䉏䉌䈱⸘▚୯䉕
䉣䉪䉴䊘䊷䊃䈜䉎䈖䈫䈏䈪䈐䉁䈜䇯⚦䈮䈧䈇䈩䈲 16 ┨䇮䉶䉪䉲䊢䊮 16.1 䉕䈩䈒䈣䈘䈇䇯

12.6.1 䊝䊷䉺䈱❗⚂ᣇᴺ
䊝䊷䉺䈱❗⚂䈲䇮❗⚂䊝䊷䉺䈱એਅ䈱䊌䊤䊜䊷䉺䉕⸘▚䈜䉎䇮䉁䈢䈲ቯ䈜䉎䊒䊨䉶䉴䈪䈜䋺
(1)
(2)
(3)
(4)

ኈ㊂ (kVA)
ᘠᕈቯᢙ (⑽)
⽶⩄₸ (%)
ᭂᢙ

ࢃࠛ࡞࠹ࠢࠬ⸳⸘
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৻⽶⩄䈏䈇䈒䈧䈎䈱䊝䊷䉺&㕒ᱛ⽶⩄䈱ว⸘䈪䈅䉍䇮䇱䈱⽶⩄䈎䉌䈲ᅤ䈭䉎േ⊛䈭․ᓽ䉅ᜬ䈚䈩䈇
䈭䈇৻ᣇ䇮❗⚂䊝䊷䉺䈲േ⊛䉲䊚䊠䊧䊷䉲䊢䊮䈱䈢䉄䈮ᔅⷐ䈫䈘䉏䈩䈇䉎䈇䈒䈧䈎䈱㊀ⷐ䈭䊌䊤䊜䊷䉺䉕ᜬ䈚
䈩䈇䉁䈜䇯એਅ䈱䇸䊝䊷䉺䉕❗⚂䈜䉎ᣇᴺ䇹䈫䈇䈉䉶䉪䉲䊢䊮䈪⺑䈘䉏䉎䉋䈉䈮䇮䇺䊝䊂䊦䇻䊝䊷䉺䈏ᦨ䉅䉋䈇ㄭ
ૃ䈱ᣇᴺ䈮䉋䈦䈩ቯ䈘䉏䈢ᓟ䈮䇮䉨䊷䊌䊤䊜䊷䉺䈏䊝䊷䉺䊤䉟䊑䊤䊥䉁䈢䈲䊒䊨䉳䉢䉪䊃䊂䊷䉺䊔䊷䉴䈎䉌ข
䉍䈘䉏䉁䈜䇯㵬䊝䊂䊦㵭䊝䊷䉺䉅䉁䈢᨞ⓨ䈱ⷐ⚛䈪䈅䉍䇮䊤䉟䊑䊤䊥䉁䈢䈲䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱䊝䊷䉺䈱 1 䈧䈫╬ଔ䈪
䈜䇯

第１５章 関連資料

15-46

⽶⩄㓸⸘



❗⚂ࡕ࠲

⸘▚ᑼ
1 䈧䈱䊝䊷䉺䈮❗⚂䈘䉏䉎䊝䊷䉺䈏 n บ䈅䉍䇮䈠䉏䉌䈱ኈ㊂䈏ᰴ䈱ㅢ䉍䈪䈅䉍䋺

kW1 , kW2 , kW3 ,  , kWn
kVA1 , kVA2 , kVA3 ,  , kVAn
ᘠᕈቯᢙ䈏ᰴ䈱᭽䈮䈘䉏䋺

H 1 , H 2 , H 3 ,, H n
䈠䈚䈩䇮⽶⩄₸䈏ᰴ䈱᭽䈮䈘䉏䉎䈫䈐䋺

% Load 1 , % Load 2 , % Load 3 ,  , % Load n
kW0 䈫 kVA0 䈲䇱䈱䊝䊷䉺ኈ㊂䈱ว⸘䈫䈚䈩⸘▚䈘䉏䉁䈜䋺
n

kW0

¦ kW

i

i 1

n

¦ kVA

kVA0

i

i 1

H 0 䈫⽶⩄₸ %Load 0 䈲䇮䈠䉏䈡䉏䇱䈱ኈ㊂ kVAi 䈫 kWi 䈱ട㊀ᐔဋ䈫

❗⚂䊝䊷䉺䈱ᘠᕈቯᢙ
䈚䈩⸘▚䈘䉏䉁䈜䋺
n

¦H
H0

i

u kVAi

i 1

(sec)

kVA0
n

¦ % Load

% Load 0

❗⚂䊝䊷䉺䈱ᭂᢙ

i

u kWi

i 1

kW0
Pole0 䈲એਅ䈱䉴䊁䉾䊒䈪ቯ䈘䉏䉁䈜䋺

䉴䊁䉾䊒 1䋺

ห䈛ᭂᢙ䈱䊝䊷䉺䈱 kW 䉕ว⸘䈜䉎

䉴䊁䉾䊒 2䋺

ว⸘䈘䉏䈢 kW 䈏ᦨᄢ䈪䈅䉎ᭂᢙ䉕ㆬ䈹

ᘠᕈቯᢙ H 䈲䊝䊷䉺䇮⽶⩄䈍䉋䈶䉦䉾䊒䊥䊮䉫䈱ว⸘୯䈪䈅䉍䇮એਅ䈱⸘▚ᑼ䈮䉋䈦䈩⸘▚䈘䉏䉁䈜䋺
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❗⚂ࡕ࠲

5.48 u10 9 u WR 2 u RPM 2
MVA

H

(sec)

䈖䈖䈪䋺
WR 䈲䊝䊷䉺䇮䉦䉾䊒䊥䊮䉫䈍䉋䈶⽶⩄䈱ว⸘ᘠᕈ䊝䊷䊜䊮䊃
RPM 䈲ቯᩰᯏ᪾ㅦᐲ
MVA 䈲䊝䊷䉺䈱ኈ㊂

䊝䊂䊦䊝䊷䉺 (ઍᯏ)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ᵄᢙ (50 䉁䈢䈲 60Hz)
䉮䊷䊄/ⷙᩰ(ANSI, IEC, JIS)
ቯᩰ㔚
ᭂᢙ
ቯᩰ kW

ᵄᢙ䈫䉮䊷䊄/ⷙᩰ䈲䈱䊒䊨䉳䉢䉪䊃↪䈮ቯ⟵䈘䉏䈢䉅䈱䈫ห䈛䈪䈜䇯
䊝䊂䊦䊝䊷䉺䈱ቯᩰ㔚䈲䇮ਅ⸥䈱䉶䉪䉲䊢䊮 12.6.2 䈪⚦䉕ㅀ䈼䉎䉋䈉䈮䇮䇸❗⚂䊝䊷䉺䉣䊂䉞䉺䇹䈱䉻䉟䉝䊨
䉫䈪䊡䊷䉱䊷䈏ജ䈪䈐䉁䈜䇯䊂䊐䉤䊦䊃୯䈲䇮䇸㐿ᆎ䇹䉺䊑 㸢 䇸䊒䊨䉳䉢䉪䊃䇹 㸢 䇸㔚㓏⚖䇹 㸢 䇸䊝䊷䉺
ቯᩰ(kV)䇹䈎䉌ขᓧ䈘䉏䇮䉻䉟䉝䊨䉫䈮⸳ቯ䈘䉏䉁䈜䇯
ᭂᢙ䈲䈪⺑䈚䈢䉴䊁䉾䊒䈪ቯ䈘䉏䉁䈜䇯
䊝䊂䊦䊝䊷䉺䈱ቯᩰ kW 䈲એਅ䈱䉴䊁䉾䊒䈪ቯ䈘䉏䉁䈜䋺
䉴䊁䉾䊒 1䋺

ห䈛 kW 䈫ቯ䈘䉏䈢ᭂᢙ䈱䊝䊷䉺䈱 kW 䉕ว⸘䈜䉎

䉴䊁䉾䊒 2䋺

ᦨᄢ䈱ቯᩰ kW 䉕ㆬ䈹

䈋䈳䇮❗⚂䈘䉏䉎 6 䈧䈱䊝䊷䉺䈏એਅ䈮␜䈜ㅢ䉍䉎႐ว䇮

kW
kVA
ᭂᢙ

H (sec)
%Load

Motor 1
37
43
2
2.0
85

Motor 2
55
65
2
2.0
80

Motor 3
55
65
2
1.6
77

Motor 4
75
88
2
3.6
80

Motor 5
55
66
4
0.8
90

Motor 6
75
94
6
0.6
80

❗⚂䊒䊨䉶䉴䈲ᰴ䈱ㅢ䉍䈮䈭䉍䉁䈜䋺
6

kW0

¦ kW

i

37  55  55  75  55  75

352 (kW )

i 1
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6

¦ kVA

kVA0

i

❗⚂ࡕ࠲

43  65  65  88  66  94

421 (kVA)

i 1

❗⚂䊝䊷䉺䈱ኈ㊂䈲 352kW (421kVA) 䈫⸘▚䈘䉏䉁䈜䇯
6

¦H
H0

i

u kVAi

i 1

kVA0

2 u 43  2 u 65  1.6 u 65  3.6 u 88  0.8 u 66  0.6 u 94
421

1.77 (sec)

❗⚂䊝䊷䉺䈱ᘠᕈቯᢙ䈲 1.77 sec. 䈫⸘▚䈘䉏䉁䈜䇯
6

% Load 0

¦ % Load

i

u kWi

0.85 u 37  0.80 u 55  0.77 u 55  0.80 u 75  0.90 u 55  0.80 u 75
352

i 1

kW0

0.816

ᭂᢙ = 2 䈱 kW 䉕ว⸘:
ᭂᢙ = 4 䈱 kW 䉕ว⸘:
ᭂᢙ = 6 䈱 kW 䉕ว⸘:

関連資料 2-3 誘導電動機の縮約方法 (4/4)

❗⚂䊝䊷䉺䈱⽶⩄₸䈲 81.6% 䈫⸘▚䈘䉏䉁䈜䇯
37+55+55+75=222kW
55kW (䊝䊷䉺 1 บ䈱䉂)
75kW (䊝䊷䉺 1 บ䈱䉂)

222kW 䈏ᦨᄢ䈭䈱䈪䇮ᭂᢙ = 2 䈏❗⚂䊝䊷䉺䈫䊝䊂䊦䊝䊷䉺䈱ਔᣇ䈱ᭂᢙ䈫䈚䈩ቯ䈘䉏䉁䈜䇯
ᭂᢙ = 2 䈎䈧 kW=37 䈱 kW 䉕ว⸘: 37kW (䊝䊷䉺 1 บ䈱䉂)
ᭂᢙ = 2 䈎䈧 kW=55 䈱 kW 䉕ว⸘: 55+55=110kW
ᭂᢙ = 2 䈎䈧 kW=75 䈱 kW 䉕ว⸘: 75kW (䊝䊷䉺 1 บ䈱䉂)
110kW 䈏ᦨᄢ䈭䈱䈪䇮kW = 55 䈏䊝䊂䊦䊝䊷䉺䈱ቯᩰ kW 䈫䈚䈩ቯ䈘䉏䉁䈜䇯
⸘▚⚿ᨐ
❗⚂䊝䊷
䊷䉺
䊝䊂䊦䊝䊷䉺䋨䋨ઍᯏ䋩

kW
kVA
ᭂᢙ

H (sec)
%Load

352
421
2
1.77
81.6

55
2
-

12.6.2 䊝䊷䉺ౣᆎേ䉫䊦䊷䊒
㔚ജ䈱⍍ᤨᄌേ䈏ㅢᏱ䈱䊒䊤䊮䊃Ⓙਛ䈮⊒↢䈜䉎䈫䇮ㆇォਛ䈱䊝䊷䉺䈲ᱛ䈚⼔⛮㔚ེ䈱䊝䊷䉺ౣᆎ
േᯏ⢻䈮䉋䉍䇮೨એ䈩ቯ䈘䉏䈢ᤨ㑆㑆㓒䈱ᓟ䈮ౣᆎേ䈚䉁䈜䇯❗⚂䊝䊷䉺䉕⸘▚䈜䉎⋡⊛䈱 1 䈧䈲䇮ౣᆎ
േ䈘䉏䉎䊝䊷䉺䈱ㆡᱜ䈭䊝䊂䊦䉕ឭଏ䈜䉎䈖䈫䈪䈜䇯
❗⚂䊝䊷䉺䊒䊨䉫䊤䊛䈲䊡䊷䉱䊷䈮䇮䊝䊷䉺䉕䉫䊦䊷䊒ൻ䈜䉎ᣇᴺ䉕ㆬ䈹䉥䊒䉲䊢䊮䉕ឭଏ䈚䉁䈜䋺

(1) 䊝䊷䉺ౣᆎേ䉫䊦䊷䊒䈮䉋䉎

ࢃࠛ࡞࠹ࠢࠬ⸳⸘

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

12-37

ᣣᧄ⺆ e-DPP 4.5.0

183

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

ᙹٻȗȩȳȈȷئưƸᩓѣೞӨૠƕૠႊƔǒૠҘ
ƦƷവǜƲƸן˯ݱᩓѣೞ
ᩓѣೞȡȸǫȸƔǒᛇኬȇȸǿƕࢽǒǕƳƍ
ݱᩓѣೞƢǂƯƷѣႎȢȇȫ҄Ƹ٭ٻ
ѣႎƴȢȇȫ҄ƠƯǋᚘምችࡇƸƦǕǄƲɥƕǒƳƍ
ҲƬƯӓளᚘምƕᩊƴƳǔئӳƕƋǔ

184

3

2

䠄Ⓨ㟁ᶵ㐠㌿୰䚸ၟ⏝㟁䠅
䠄Ⓨ㟁ᶵ㐠㌿୰䚸ၟ⏝㟁䚸㻜㻚㻞⛊ᚋ㟁※ᖐ䠅
䠄Ⓨ㟁ᶵ㐠㌿୰䚸㻞㻜㻜㼗㼃㟁ືᶵጞື䠅

ՠဇᩓเͣᩓ
 ՠဇᩓเქͣ
ٻᩓѣೞڼѣ
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4
ƠƯဇƍƨŵ

0QVGU

䠄Ⓨ㟁ᶵṆ୰䚸ṧ␃㟁ᅽ㻡㻜䠂䚸⥅⥆㛫㻜㻚㻞⛊䠅

 Ӗᩓໜჺዂʙ

ᚐௌᚘም̊

ኖᩓѣೞƱ '6#2ᢅบࡇܭܤᚘም

⦰⣙㟁ືᶵ䠖 Lumped Motor
௦⾲ᶵ䠖
Model Motor
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関連資料 2-4 縮約電動機の検証 (2/5)
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関連資料 2-4 縮約電動機の検証 (3/5)

ኖȢȸǿ

ȢȸǿϐڼѣࢸŴ
ᩓןƕᲟசƱ
ƳǔƨǊϐڼѣڂ

̾КȢȸǿ

ՠဇᩓเͣᩓ

ኖᩓѣೞƱ '6#2ქ˯ϐឪѣᚘም

ՠဇᩓเͣᩓ

ኖᩓѣೞƱ '6#2ქ˯ϐឪѣᚘም
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̾КȢȸǿ
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関連資料 2-4 縮約電動機の検証 (4/5)
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関連資料 2-4 縮約電動機の検証 (5/5)
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ჷǒƳƔƬƨŴETAP ƷƜǜƳೞᏡᲛ
ETAP Technical Report – No. 015 


ქᩓ˯ןɦྵᝋƷȢȇȪȳǰ
ಒᙲᲴ
ᡛᩓዴǁƷᓳᩑǍჺዂʙƳƲƴǑƬƯŴᩔᙲܼƷᩓൢᚨͳƴქᩓ˯ןɦᲢქ˯ᲣƕႆဃƢǔʙƕƋǓǇ
ƢŵிʮᩓщƷ૰ƴǑǓǇƢƱŴཎК᭗ןưӖᩓƠƯƍǔܲư 1 ࠰ƴ 3 ׅᆉࡇŴ᭗ןưӖᩓƠƯƍǔ
ܲư 1 ࠰ƴ 2 ׅᆉࡇႆဃƠŴᩓ˯ןɦ᧓ƸಒƶཎК᭗ןኒወư 0.2 ᅺˌɦŴ᭗ןኒወư 0.3 ᅺˌɦŴኖ 20%
᳸80%Ʒ͌ƴ˯ɦƢǔƱƳƬƯƍǇƢŵ

関連資料 2-5 瞬時電圧低下（瞬低）現象のモデリング (1/2)

ETAP ƷئӳŴƜƷǑƏƳྵᝋǛƋǔዴưჺዂʙƕႆဃƠƨƱƍƏவˑưȢȇȪȳǰƢǔʙƕЈஹǇƢŵ
ᩓ˯ןɦ᧓ƸჺዂʙǛᚐ્Ƣǔ᧓ƱƠƯŴᩓ˯ןɦᲢǇƨƸസသᩓ͌ןᲣƸʙໜƷȪǢǯǿȳǹ
͌ưᚨܭƠǇƢŵ

ᚨ૾ܭඥᲴ
1.
2.
3.

ǨȬȡȳȈ “Impedance” ǛŴქ˯ǛႆဃƞƤ
ƨƍዴ (Utility Bus) ƴዓƢǔŵ
ʙዴƱƠƯ Dummy Bus Ǜ “Impedance”
ƷӒͨݣƴዓƢǔŵ
ǨȬȡȳȈ “Impedance” ƷȪǢǯǿȳǹ (X)
͌Ƹ ETAP ƷǤȳȔȸȀȳǹȷǨȇǣǿǑǓ
λщƠǇƢŵX Ʒ͌ƸಒƶɦᚡƷૠࡸǑǓም
ЈƠǇƢŵ
X = kV / (Ď3 x Isc)

1

ƜƜưŴ

2

X

=

ǨȬȡȳȈ“Impedance”ƷȪǢǯǿȳǹ ()

KV

=

ࠎஓƷസသᩓ( ͌ןkV)

Isc

=

Utility Bus Ʒჺዂᩓ්͌ (kA)

(Ǩȇǣǿဒ᩿ư Ohm Ǜᢠ৸Ơƨئӳ)

4.

ᩓ˯ןɦ᧓ƸᢅบࡇܭܤᚐௌƷǹǿȇǣǱ
ȸǹᚨܭဒ᩿ǑǓɦᚡƷǑƏƴᚨܭƠǇƢ
ᲢᲫӋༀᲣŵƜƷئӳŴᩓ˯ןɦ᧓Ƹ 0.2
sec ƱƳǓǇƢŵ

3

Event 1: Fault at DummyBus at 0.1 sec.
Event 2: Clear the fault at 0.3 sec
5.

ᢅบࡇܭܤᚐௌȗȭǰȩȠǛܱᘍƠƯŴࠎஓ
Ʒᩓ˯ןɦᲢǇƨƸസသᩓ͌ןᲣƓǑƼᩓ
˯ןɦ᧓ƕȢȇȪȳǰưƖƯƍǔƜƱǛᄩ
ᛐƠƯɦƞƍᲢᲬӋༀᲣŵ
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関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (1/12)

2019ᖺ11᭶26᪥
ᰴᘧ♫䜶䝹䝔䜽䝇タィ
ட⏣ அ

ETAP 䛻䜘䜛 Industrial
System Model
䛾ゎᯒ

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ

30th ETAP User Group

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

第１５章 関連資料
15-56

191

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ
関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (2/12)

Load Flow
Cable Ampacity & Cable Sizing
Underground Cables
Short Circuit
Grounding Grid System
Motor Starting
Harmonic
Transient Stability

Industrial System

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

Transmission System
Industrial System
Renewable Energy System

Example Project

Load Flow
Short Circuit

Renewable Energy System

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

Load Flow
Impedance & Ampacity of Transmission line
Optimal Power Flow
Short Circuit
Transient Stability
Reliability Assessment

Transmission System

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ
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ՠဇͣᩓ
ՠဇქ˯
ዴჺዂ
ᩓѣೞڼѣ

ᒵȇȸǿᲢᛔݰᩓѣೞŴӷᩓѣೞŴɟਙᒵᲣ

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

ກ්ᚘምƴ࣏ᙲƳ
ȇȸǿǛλщƢǔŵ
ກ්ᚘምǛܱᘍƢǔŵ
Иກ්Ʒȁȥȸȋ
ȳǰᲢʙȷኒወѣ
ੵƕឪƜǔЭƷᩓщ
ກ්ཞ७Უ

ᩓщກ්ᚘምƴ
࣏ᙲƳȇȸǿ

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

ႆᩓೞŴᩓщǳȳȇȳǵŴǱȸȖȫƷȇȸǿ

ՠဇኒወŴዴŴ֥ן٭Ʒȇȸǿ

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (3/12)

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4

ᚐௌႸ

Industrial System
Transient Stability

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ
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ᢅบࡇܭܤᚘምƴ࣏ᙲƳ
ȇȸǿǛᡙьλщƢǔŵ
ႆᩓೞܭૠᲢИᢅบܭ
ૠ : Subtransient)
AVR, Governor, PSS
ॹࣱܭૠ
ᩓѣೞƷȀǤȊȟȃǯȢ
ȇȪȳǰ

ᢅบࡇܭܤᚘምƴ
࣏ᙲƳȇȸǿ

ᛔݰᩓѣೞ (5450kW, 4 pole) ƷȀǤȊȟȃǯȢȇȪȳǰ

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4

ՠဇͣᩓ
ՠဇქ˯
ዴჺዂ
ᩓѣೞڼѣ

ᚐௌኽௐ

Industrial System
Transient Stability

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

AVR (IEEE Type 1), Governor (ST1), Inertia (H)

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (4/12)

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

ႆᩓೞܭૠ 䠄ึᮇ㐣Ώᐃᩘ : Subtransient)

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ
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関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (5/12)

ྠᮇ㟁ືᶵ┦ => ᅇ

ྠᮇ㟁ືᶵ㏿ᗘ => ᅇ

Ⓨ㟁ᶵ┦ => ᅇ

Ⓨ㟁ᶵ㏿ᗘ => ᅇ

11kVẕ⥺㟁ᅽ => ᅇ

66kVẕ⥺㟁ᅽ => ᅇ

Results:

ᨾゎ㝖, at 0.3sec.

Action 2:

0.2⛊ᚋ䛻ᨾゎ㝖

Event 2:

ẕ⥺ Bus-CB-T1-3 䛷3┦▷
⤡ᨾ, at 0.1sec.

Action 1:

11kVẕ⥺▷⤡

6.6kV ẕ⥺㟁ᅽ => 92%

66kV ẕ⥺㟁ᅽ => 95%

㟁ືᶵ㟁ὶ => ᅇ

㟁ືᶵ➃Ꮚ㟁ᅽ => 90%

ຍ㏿䝖䝹䜽 => ᅇ

㟁ືᶵ䛩䜉䜚 => 9sec.

Results:

Start IM-3, at 0.1sec.

Action 1:

IM-3 (5.45MW) ጞື

Event 1:

ՠဇͣᩓ
ՠဇქ˯
ዴჺዂ
ᩓѣೞڼѣ
TS-4

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4

Event 1:

ՠဇͣᩓ
ՠဇქ˯
ዴჺዂ
ᩓѣೞڼѣ

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

ྠᮇ㟁ືᶵ┦ => ᅇ

TS-3

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

ᶵᲔฟຊᅇ

Ⓨ㟁ᶵ㏿ᗘᅇ

Results:

Open CB-T1-3 at 0.3sec.

Action 2:

㈇Ⲵ㑅ᢥ㐽᩿ (50MW)

Event 2:

Open CB-66kV at 0.1sec.

Action 1:

ྠᮇ㟁ືᶵ㏿ᗘ => ᅇ

Ⓨ㟁ᶵ㏿ᗘ => ᅇ

ၟ⏝㟁

Event 1:

11kVẕ⥺㟁ᅽ => ᅇ

66kVẕ⥺㟁ᅽ => ᅇ

Results:

66kVཷ㟁ẕ⥺㟁ᅽ䛜䚸2⛊
㛫20%䛻పୗ

Action 1:

ၟ⏝▐ప

Event 1:

TS-2

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ

TS-1A

ᶵᲔฟຊ㣬

Ⓨ㟁ᶵ㏿ᗘ႙ኻ

Results:

Open CB-66kV at 0.1sec.

Action 1:

ၟ⏝㟁

Event 1:

TS-1

TS-1
TS-2
TS-3
TS-4

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ - ETAP 䛻䜘䜛 Industrial System Model 䛾ゎᯒ
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Sample Project

㐣ΏᏳᐃᗘゎᯒ

LUMP2
3.5 MVA

CB27

T22

CB11

CB25
NO

Sub2B

Sub23

Bus6

CB6

CB5

Syn1
1250 HP
T23
CB26

Net1

CB4

Gen1
7.5 MW

CB1

Sub3 Net

CB9

Sub 3
CB18

T1

CAP1
450 kvar

CB10

2.ǤșȳȈ &ǢǯǷȧȳƷᚨܭ

4.ȀǤȊȟȃǯȢȇȫƷᚨܭ

3.PlotᲢǰȩȕᲣƷᚨܭ

6WXG\&DVH䛾タᐃ

䝇䝍䝕䜱䜿䞊䝇䛾タᐃ

ㄏᑟ㟁ືᶵ䛾䝰䝕䝸䞁䜾

Ⓨ㟁ᶵ䛾䝰䝕䝸䞁䜾

▐㟁ᅽపୗ⌧㇟䛾䝰䝕䝸䞁䜾

ಖㆤ⥅㟁ჾືస䛻䜘䜛䜰䜽䝅䝵䞁䛾タᐃ

䜲䝧䞁䝖䛚䜘䜃䜰䜽䝅䝵䞁䛾タᐃ

Mtr2
3500 HP

Sub22

Bus7

Sub2A

T2

CB2

Main Bus

Utility

1.Иກ්ᚘምƷᚨܭ

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (6/12)

ึᮇ₻ὶ䛾䝏䝳䞊䝙䞁䜾

タᐃ㡯┠

ᐜ㔞㟁ືᶵጞື

Ⓨ㟁ᶵṆ

⣔⤫ษ

▷⤡ᨾ

▐ప

㟁

Cable22

ETAP Workshop E100JP

Cable23

ᨾ䞉⣔⤫ືᦂ

CB23

CB22

DC System

Bus1

CB19
T4

CB8
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&$6(%㟁   !/RDG6KHG

&$6($㟁 











CBǦ1Open
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”
@time=0.5 sec

CBǦ1Open
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”
@time=0.5sec

&$6(%㟁   !/RDG6KHG

&$6($㟁 

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (7/12)

 CBǦ31Open@time=0.8sec
(LoadShedding)



EVENTS



EVENTS
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&$6(%ẕ⥺▷⤡   !ᨾゎ㝖

&$6($ẕ⥺▷⤡   !ᨾ⥅⥆







3PhaseFault@time=0.5sec

TripCBǦ2&CBǦ3
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”@time=0.7sec



&$6(%ẕ⥺▷⤡   !ᨾゎ㝖

&$6($ẕ⥺▷⤡   !ᨾ⥅⥆

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (8/12)

3PhaseFault@time=0.5sec



EVENTS



EVENTS
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&$6('ẕ⥺▷⤡   !/RDG6KHGE\)UHT5HOD\





&$6(&ẕ⥺▷⤡   !/RDG6KHGGLQJ



TripCBǦ2&CBǦ3
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”@time=0.7sec
CBǦ31Open@time=0.8sec
(LoadShedding)





&$6('ẕ⥺▷⤡   !/RDG6KHGE\)UHT5HOD\

&$6(&ẕ⥺▷⤡   !/RDG6KHGGLQJ

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (9/12)

LoadShedbyFreq.Relay
(TripCBǦ32:99%,1sec)
(TripCBǦ34:98%,2sec)

TripCBǦ2&CBǦ3
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”@time=0.7sec





3PhaseFault@time=0.5sec



OnFrequencyRelay

EVENTS

3PhaseFault@time=0.5sec



EVENTS
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&$6($Ⓨ㟁ᶵṆ 

&$6(▐ప 




ClearFault@time=0.7sec
(or0.9sec)(atF1)



GenǦ1ADelete,
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”
@time=0.5sec

&$6($Ⓨ㟁ᶵṆ 

&$6(▐ప 

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (10/12)



UtilityOFF,GenǦ1ASwing

EVENTS

3PhaseFault@time=0.5sec
(atF1)



OnSW1,FreqRelayOff

EVENTS
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&$6(⣔⤫ษ 



&$6(%Ⓨ㟁ᶵṆ   !/RDG6KHGGLQJ



&$6(⣔⤫ษ 

&$6(%Ⓨ㟁ᶵṆ   !/RDG6KHGGLQJ

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (11/12)

CBǦ12Open@time=0.5sec
CBǦTClose@time=0.7sec



CBǦTOpen

EVENTS

CBǦ31Open@time=0.8sec
(LoadShedding)





GenǦ1ADelete,
Gen1operatingModechange
to“ISOCH”
@time=0.5sec



UtilityOFF,GenǦ1ASwing

EVENTS
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䜰䜽䝅䝵䞁 䛾タᐃ

&$6(ᐜ㔞㟁ືᶵጞື 



Mtr2Accelerate
@time=0.5sec

䜰䜽䝅䝵䞁 䛾タᐃ

&$6(ᐜ㔞㟁ືᶵጞື 

関連資料 3-1 ETAP による Industrial System Model の解析例 (12/12)



EVENTS
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Motor Starting Comparison Case # 2
Comparison of ETAP Motor Starting Results Against Transient Stability

Highlights
x Comparison of ETAP Motor acceleration results against Transient Stability results that have been
validated against field measured data and hand calculations.
x Motor is rated at 200 HP at 0.46 kV. RPM = 1800. %PF = 91.71 and %Eff = 92.75.
x Motor CKT model is a Single (Single-cage with deep bars).
x The mechanical load model (Torque) is represented by the following polynomial equation T = 100 * Z
(constant slope ramping load).
x The compared results include the motor current, motor real and reactive power demand and the motor
slip. Please note that the Motor Starting study is able to predict the acceleration time very accurately.
x Refer to cases 1 to 5 published in http://www.etap.com/qa_tsvvcasedocs.htm for some TS validation
results.
System Description
This is 3-Phase system that consists of three induction motors. One of the induction motors at the 0.480 kV bus
is being started at t = 0 sec. The CKT model parameters are as shown on the Model page. The motor being
started is 50St100Ld-1.

Comparison of Results
The following plots show the similarity between motor acceleration results obtained using ETAP Motor Starting
and those obtained using ETAP Transient Stability. The TS model has been validated against hand calculations
and field measured results as shown in the TS Verification & Validation Test Cases published on the ETAP
Web site.
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関連資料 3-2 Comparison of ETAP Motor Starting Results Against Transient Stability (1/3)

Excerpts from Validation Cases and Comparison Results (TCS-MS-083)
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The compared plots are the Motor Current (Amps), Motor Electrical Power Demand (MW), Motor Reactive
Power Demand (Mvar) and the Motor Slip (%).

Motor Current in TS and MS (Amps)
1600
1400
1000

Current (TS)
Current (MS)

800
600

関連資料 3-2 Comparison of ETAP Motor Starting Results Against Transient Stability (2/3)

Amperes

1200

400
200
0
0

1

2

3

4

5

6

Time (sec)

Motor Electrical Power in TS vs MS (MW)
0.4
0.35
Power (MW)

0.3
0.25
MW (TS)
MW (MS)

0.2
0.15
0.1
0.05
0
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ª ᨾ䜶䝛䝹䜼䞊 (Incident Energy)
ª 䝷䝧䝹䛾⾲♧ 䞉 㜵ㆤ᭹ (PPE) 䛾╔⏝

¾ ંஏ๏ࣞ *URXQGLQJ6\VWHP

¾ ࡠ ړۂ:RUNLQJ'LVWDQFH 

¾ ࣆބঈ) ؔ࣎ڊDXOW&OHDULQJ7LPH 

¾ Πʖέుླྀ $UFLQJ&XUUHQW

ª IEEE 1584 䛚䜘䜃 NFPA 70E

䜰䞊䜽䝣䝷䝑䝅䝳䛻㛵䛩䜛᳨ウ㡯┠
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> 15.0 kV

1.0 to 15.0 kV

0.208 to 1.0 kV

䜰䞊䜽㟁ὶ䜢ồ䜑䜛 (IEEE 1584)
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䠏┦▷⤡㟁ὶ (Ibf = I”k) 䜢ồ䜑䜛 (ETAP-SC)

関連資料 7-1 アークフラッシュ計算手法と対策 (4/10)
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IEC : Min Time Delay, ANSI : Cycle

FCT = 䝸䝺䞊ືస㛫 + 㐽᩿ჾ㛤ᴟ㛫
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Lee ᡭἲ (15.0 kV ㉸㐣)

ᨾ䜶䝛䝹䜼䞊䜢ồ䜑䜛 (IEEE 1584)
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㛤ᨺ䚸䜻䝳䞊䝡䜽䝹䚸
䜿䞊䝤䝹ẕ⥺
18 䜲䞁䝏 +
Cal/cm2 or J/cm2

㛤ᨺ䚸䜻䝳䞊䝡䜽䝹
18 䜲䞁䝏 +
Cal/cm2 or J/cm2

䠄IEEE 1584-2002, Table 4䠅

䜼䝱䝑䝥 䛸 ㊥㞳 x 䠄䜶䝑䜽䝇䠅 ಀᩘ

D = 18 䜲䞁䝏 (45cm)
⭎䛾㛗䛥

సᴗ㊥㞳 D

సᴗ㊥㞳
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ᨾ䜶䝛䝹䜼䞊䛾༢

సᴗ㊥㞳

ᑐ㇟

ไ㝈䛺䛧

0.7 kA to 106 kA

16 kA – 50 kA

㟁ὶ䛾⠊ᅖ
ไ㝈䛺䛧

208 – 15 kV (⤒㦂ⓗᡭἲ)
15 kV+ (Lee ᡭἲ)

208 V – 600 V

㟁ᅽ䛾⠊ᅖ

䜰䞊䜽㛫䛾⠊ᅖ

IEEE 1584

NFPA 70E

つ᱁䛾㐺⏝⠊ᅖ

関連資料 7-1 アークフラッシュ計算手法と対策 (7/10)
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NFPA 70E-2012, Table 130.4(C)(a) 䛻䚸㟁ᅽ䝺䝧䝹䛤
䛸䛻㊥㞳䛜Ỵ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䚹
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䜹䝔䝂䝸䞊䛾グྕ䛸ᨾ䜶䝛䝹䜼䞊㝈⏺䛾㛵㐃
䜢䝴䞊䝄䞊䛜᪤ᐃ䛷䛝䜛䚹

ᨺฟ䛥䜜䜛ᨾ䜶䝛䝹䜼䞊
䜢ồ䜑䜛

ᶵჾ䛻㐺ษ䛺䝷䝧䝹
䛾㈞

㐺ษ䛺ಶே⏝㜵ㆤල (PPE) 䛾╔⏝
(Personal Protective Equipment)

䜰䞊䜽䝣䝷䝑䝅䝳 ಶே⏝ಖㆤල (PPE)
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関連資料 14-1 電気計算の七つ道具 (1/2)
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ୖ㏙䛾₇⟬ἲ䛸䛧䛶㻌䐟」⣲₇⟬䠄㻌㼖䃨㻌䠅ἲ䛸䐦䝟䝽䜶 䝺ᅇ㊰⌮ㄽ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛿Ꮫ䜆
ᶵ䜒䛒䜛䛷䛧䜗䛖䚹㻌䛸䛣䜝䛜䐠ᑐ⛠㻌ᗙ᪉ἲ䙷㼐㼝㻜㻌ἲ䜢䛿䛨䜑䛸䛧䛶䐢䐣䐤䐥➼䛾⌮
ㄽయ⣔䛻䛴䛔䛶䛿୕┦ᅇ㊰䜢ᢅ䛖㔜㟁⣔䛾㟁Ẽᢏ⾡⪅䛻㻌䛸䛳䛶䛿ᚲ㡲䛷䛒䜛䛻䜒䛛
䛛䜟䜙䛪Ꮫ䛷䛨䛳䛟䜚Ꮫ䜆ᶵ䛿Ṥ䛹䛺䛔䛸䛔䛘䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛘䛧䜗䛖䛛䚹㻌Ꮫ䛷Ꮫ
䜆ᶵ䛾䛺䛛䛳䛯⌮ㄽ䛻䛴䛔䛶䛿ᴗᩍ⫱䛷⤌⧊ⓗ䛻Ꮫ䜆ᶵ䛜䛒䜛䛛䛸䛔䛘䜀䛭
䜜䜒୍⯡ㄽ㻌䛸䛧䛶䛿䛣䛣䜝䜒䛸䛺䛔䚹㻌䛭䛣䛷㔜㟁⣔䛾䛻ᦠ䜟䜛᪉䛾ᢏ⾡⪅䛿
䛂⮬ศ䛷ᚲせ䛺▱㆑䛿⮬ศ䛷㻌㻻㻶㼀㻌ⓗ䛻Ꮫ䜆䛧䛛䛺䛔䛜㞴䛧䛔䚹䛃䛸䛔䛖ཝ䛧䛔⌧ᐇ䛻
┤㠃䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛭䛧䛶䛂䛺䜣䛸䛺䛟㻌▱䛳䛶䛔䛶䛔䜎䛔䛱䜟䛛䜙䛺䛔䛃䛸ឤ䛨䚸䛥
䜙䛻䛿䛂௰㛫䜒ఝ䛯䜚ᐤ䛳䛯䜚䛷ᩍ䛘䜢ஒ䛖䛾䜒䜎䜎䛺䜙䛺䛔䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛻䜒䛺䜚䜎䛩䚹䚷
䛣䜜䛿⚾⮬㌟䛜ⱝ䛛䜚䛧䛻⤒㦂䛧䛯ᐇឤ䛷䛩䛜䚸ⓙ䛥䜣䜒ᴫ䛽ྠᵝ䛾≧ἣ䛷䛿䛺䛔
䛷䛧䜗䛖䛛䚹
㼫㼫ᶵჾ䛾Ⓨὀᵝ᭩䛻Ⓩሙ䛩䜛㻵㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑ᐃᩘ䛾ᣦᐃ䛿䛹䛖䛧䛯䜙䜘䛔䛾䛛䠛䚷㻌タഛ
ቑタィ⏬䛷䝃䜲 䝆 䞁䜾┠ⓗ䛷⾜䛖㈇Ⲵ㟁ὶὶィ⟬䚸▷⤡㟁ὶィ⟬䠄⡆༢䛺ᅇ㊰䛾➹⟬
䜢⾜䛖䛻䛫䜘㻱㼀㻭㻼➼䛷つᶍ䛺ᅇ㊰ィ⟬䜢⾜䛖䛻䛫䜘䠅㻌䛾ධຊ䝕䞊䝍䛿䛣䜜䛷䜘䛔
䛛䠛䚷ィ⟬⤖ᯝ䛿ṇ䛧䛔䛛䠛䚷㐽᩿ჾ䞉㑊㞾ჾ䛾ᵝᣦᐃ䛿䛣䜜䛷䜘䛔䛾䛰䜝䛖䛛䠛䚷
ಖㆤ䝸䝺䞊䛾㑅ᐃ䛸ᩚᐃ䛿䛣䜜䛷䜘䛔䛛䠛䚷㻌Ᏻᐃᗘ㝈⏺ィ⟬䛸ಖㆤ䝸䝺䞊䛾ືస༠ㄪ
䛻ぢⴠ䛸䛧䛿䛺䛔䛛䠛䚷㧗ㄪἼ➼䛾ၥ㢟䛿⏕䛨䛺䛔䛛䠛䚷ᴗᡤᵓෆ䛾㐣㟁ᅽ䛸䛛⤯
⦕༠ㄪୖ䛾ၥ㢟䛿䛺䛔䛛䠛䚷䞉䞉䞉䚹
㼫㼫ಶ䚻䛾ᢏ⾡⪅䛜ᢪ䛘䜛ᢏ⾡ㄢ㢟䛻ᑐ䛩䜛䝬䝆 䝑䜽ⓗゎỴἲ䛺䛹䛿䛒䜛䛿䛪䜒䛺䛟䚸䛯
䛰ᆅ㐨䛻⮬ศ䛾ᢏ⾡ⓗ▱ぢ䜢ቑ䜔䛧䛶ᰂ㌾䛺ᛂ⏝ᢏ⾡ຊ䜢☻䛟䛧䛛䛺䛔䛾䛷䛩䛜䚸㻌䛭
䜜䛻䛿䜎䛪䛿๓㏙䛾䛴㐨ල䛻ᑐ䛩䜛⌮ゎ䜢῝䜑䜛䛣䛸䛜㠀ᖖ䛻ษ䛺䛔䛾䛷䛿䛺䛔
䛷䛧䜗䛖䛛䚹䚷䛺䛬䛺䜙䜀䚸
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䛔䛷䛿䛺䛔䛷䛩䛛䠛䇿䛸ၥ䛔䛯䛔䛷䛩䚹䚷㻌䜋䜣䛾䛱䜗䛳䛸䛧䛯䛝䛳䛛䛡䛷䇾᎘䛔䛰䛳䛯
⣡㇋䜔䝢䞊䝬䞁䛜ዲ≀䛻䛺䛳䛯䚹䇿䚷䇾㛗䛔㛫ⱞ䛧䜣䛰ၥ䛜ᑠ䛥䛺䝠䞁䝖䛷୍▐䛻ị
ሢ䛧䛯䚹䇿䚷䛸䛔䛖య㦂䛿ㄡ䜒䛜ᣢ䛳䛶䛔䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹䚷㻌Ꮚ౪䛾䛣䜝⮬㌿㌴䛻䜜䜛䜘
䛖䛻䛺䜛䜎䛷䛻᧿䜚യ䜢ἑᒣస䛳䛶Ἵ䛝䜉䛭䜢䛛䛝䜎䛩䛜୍᪦䜜䜛䜘䛖䛻䛺䜛䛸䚸
ᗘ䛿⮬㌿㌴䛷㌿䜌䛖䛸䛧䛶䜒㌿䜉䜛䜒䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹䚷㻌せ䛿ᑠ䛥䛺䛝䛳䛛䛡䛷䝁䝒
䜢ᢚ䛘䜛䛣䛸䛷㞴ၥ䛜ịሢ䛷䛝䛶䚸㞴䛧䛛䛳䛯䛣䛸䛜ᐇ䛻⡆༢䛺䛣䛸䛻䛺䜚䚸⏕ᾭᛀ䜜䜛
䛣䛸䛜䛺䛔⮬ศ䛾ᐇຊ䛻䛺䜛䛾䛷䛩䚹㻌㼫㼫ḟྕ௨㝆䛷䛿ⓙ䛥䜣䛾⌮ゎ䛻ᙺ❧䛴䛱䜗䛳䛸䛧
䛯䝠䞁䝖䞉䝁䝒䜢ᥦ౪䛩䜛䛣䛸䛻ᚰ䛜䛡䛺䛜䜙㟁ຊ䞉ືຊ䝅 䝇䝔䝮䛾ᵝ䚻䛺⾲䜔⌮ㄽ䝒
䞊䝹䛾⪃䛘᪉䛻䛴䛶㻌⚾䛺䜚䛾ᢏ⾡ᚐ↛ⲡ䜢᭩䛝⥛䛳䛶䜏䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛤 ᮇ
ᚅ䛟䛰䛥䛔䚹䚷䠄㻞㻜㻞㻜㻙㻜㻡㻙㻞㻜㛗㇂Ⰻ⚽䠅
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関連資料 14-1 電気計算の七つ道具 (2/2)
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ᢠ䞉䜲 䞁䝎䜽䝍䞁䝇䛭䛧䛶㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥ἲ๎䛸㟁☢ẼᏛ䛾ጞ䜎䜚





㼫㼫䛥䛶䚸๓ᅇ䛾䝁䝷䝮㻺㼛㻚㻟䛷䛿⚾䛾ᢏ⾡ᚐ↛ⲡ䝅 䝸䞊䝈 䛸䛧䛶䜎䛪䛿䛂㟁Ẽィ⟬䛾䛴㐨
ල䛃䛻䛴䛔䛶᭩䛝⥛䛳䛶䜏䛯䛔䛸㏙䜉䜎䛧䛯䚹䚷㻌䛧䛛䛧䛺䛜䜙䚸」⣲₇⟬䛸䛛ᑐ⛠ᗙᶆἲ➼
䛾ఱ䛛䜙᭩䛝ጞ䜑䜛䛛䛸ᛮ䛔䜑䛠䜙䛧䛯䛸䛝䚸㻌䛭䛾๓䛻䛹䛖䛧䛶䜒㟁☢ẼᏛ䛾䜒䛳䛸䜒ᇶ♏
ⓗ䛺䛣䛸䛻䛴䛔䛶⩦䛧䛶䛚䛟ᚲせ䛜䛒䜛䛸ᛮ䛔⮳䜚䜎䛧䛯䚹䚷㻌䛷䛩䛛䜙䛧䜀䜙䛟䛿ⓙ䛥䜣䛤
Ꮡ䛨䠄䛾䛿䛪䠅䛾㟁☢ẼᏛ䛾⩦䛛䜙ጞ䜑䜎䛩䚹



関連資料 14-2 抵抗・インダクタンス、そして Faraday の法則と電気磁気学の始まり (1/3)



 

䝹䞊䝥≧䛾㔠ᒓᑟయ䛻㟁※㻔㉳㟁ຊ㻌䠖㻱㼘㼑㼏㼠㼞㼛㼙㼛㼠㼕㼢㼑㻌㼒㼛㼞㼏㼑㻕䜢┤ิ䛻⧅䛠䛸⮬⏤㟁Ꮚ䛜ᑟ
యෆ䜢⛣ື䛧ጞ䜑䜎䛩㻔ᅗ㻠㻚㻝䠅䚹䚷㻌䛣䛾䛣䛸䜢㏻ᖖ䛿≀⌮Ꮫ䛷䛔䛖䛾ᴫᛕ䛸䛧䛶䛂㉳㟁
ຊ㻌䛻䜘䛳䛶㟁Ⲵ㻌䛜⛣ື䛥䛫䜙䜜䜛䠄㉳㟁ຊ䛜䜢䛩䜛䠅䛃䛸⾲⌧䛧䜎䛩䚹䚷㻌䛭䛧䛶㟁Ⲵ䛾
⛣ື㏿ᗘ㻌䜢㟁ὶ㻌䛸ᐃ⩏䛧䛶䛔䜎䛩䚹䚷ᘧ䛷᭩䛡䜀

ᢏ⾡⪅┦ᡭ䛾ㅮ⩏䛾ሙ䛺䛹䛷⚾䛿䛣䛾ᘧ䜢♧䛧䛯䛖䛘䛷䚸ḟ䛻䛂㟁Ẽᅇ㊰䛻ฟ䛶䛟䜛ᢠ
䛸䛿ఱ䛷䛩䛛䠛䛃䛸㉁ၥ䛧䜎䛩䚹䚷㻌䛩䛠䛻ᅇ⟅䛜㏉䛳䛶䛣䛺䛔䛸䛂㻻㼔㼙䛿ఱ䜢Ⓨぢ䛧䛯䛾䛷䛩
䛛䠛䛃䛸㉁ၥ䜢ኚ䛘䜎䛩䚹㻌䛂ᢠ䜢Ⓨぢ䛧䜎䛧䛯䛃䛺䛹䛸䛔䛖ゝⴥ䛜㏉䛳䛶䛟䜛䛸ᗘ䛿䛂䛭䛾
ᢠ䛹䛣䛛䛾༤≀㤋䛻ᒎ♧䛧䛶䛒䜚䜎䛩䛛䠛䚷㻌㢧ᚤ㙾┿䛿䛒䜚䜎䛩䛛䠛䛃䛸␚䜏䛛䛡䜎
䛩䚹䚷䛂㟁ὶ䜢ὶ䛩䛸⇕䜢Ⓨ䛩䜛≀䜢Ⓨぢ䛧䜎䛧䛯䛃䛸䛔䛖䝁䝯䞁䝖䛻䛿䛂⚾䛿ᢠჾ䛾䛣䛸䜢䛝
䛔䛶䛔䜛䛾䛷䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹㻌㟁Ẽ⏝ㄒ䛾㼞㼑㼟㼕㼟㼠㼍㼚㼏㼑䛿䛺䛻䠛䛸㉁ၥ䛧䛶䛔䜎䛩䛃䛺䛹䛸⪺䛝
㏉䛧䜎䛩䚹䚷䛂⛉Ꮫ⪅㻻㼔㼙䛿㟁ᅽ䛸㟁ὶ䛜ẚ䛩䜛䛣䛸䜢Ⓨぢ䛧䛯䚹䚷㻌ᢠ䛸䛿㟁ᅽ䛸㟁ὶ
䛾ẚಀᩘ䛷䛩䚹㻻㼔㼙䛿䛭䛾ẚ㛵ಀ䜢Ⓨぢ䛧䜎䛧䛯䚹䛃䛸䛔䛖⟅䛘䜢ᘬ䛝ฟ䛩䛾䛻⤖ᵓ
㛫䛜䛛䛛䜚䜎䛩䚹

䛣䛾ẚ㛵ಀ䜢              㻔㻝㻣㻤㻣㻙㻝㻤㻡㻢㻕䛜㻝㻤㻞㻡ᖺ䛻Ⓨぢ䛧䛶ᐃᘧ䛧䛯䛾䛷䛩䚹
䝹䞊䝥≧㔠ᒓᑟయ䛻௦䜟䛳䛶Ⓨ㟁ᶵ䛻㈇Ⲵ䜢᥋⥆䛧䛯≧ែ㻔䛣䜜䜒䝹䞊䝥䛷䛩䠅䛷䜒䛿
ྠ䛨䛷䛩䛽䚹㻌ᢠ䛿Ⓨ㟁ᶵ䛻䜒⥺㊰䛻䜒㈇Ⲵ䛻䜒䚸䛚䜘䛭㟁ὶ䛾ὶ䜜䜛䝹䞊䝥䛾ᵓᡂ䝯䞁
䝞䞊䛭䜜䛮䜜䛻ᅛ᭷䛾ᐃᩘ್䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛣䛸䜢ᡃ䚻䛿▱䛳䛶䛔䜎䛩䚹

     
㼫㼫ḟ䛻㉁ၥ䛧䜎䛩䚹䛂㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛿㏻ᖖ 䛸᭩䛝䜎䛩䚹㻌䛥䛶㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛸䛿䛺䛻䛷䛩䛛䠛䛃
䜒䛖䛺䛛㻌䛺䛛ṇ䛧䛔⟅䛘䛜ฟ䛶䛝䜎䛫䜣䚹㻌䛭䛖䚸        

  䚹㻌Ꮫ䛾㟁Ẽ⣔Ꮫ⛉䛷䛿ᚲ䛪Ꮫ䜣䛷䛔䜛䛾䛻䛣䛖⟅䛘䜛ே䛿Ṥ
䛹䛔䜎䞉䞉䞉䚹㻌  ᅇᕳ䛾䝁䜲 䝹䛻㟁ὶ  䜢ὶ䛩䛸☢᮰㻌  䛜䛷䛝䜛䚹㻌㟁ὶ䜢䛝䛟䛩䜛䛸☢
᮰䜒ẚⓗ䛻䛝㻌䛟䛺䜛䚹㻌☢᮰  䛿㟁ὶ䜢㻌㻺㻌ᅇษ䜛䠄㙐䛩䜛䠅䛾䛷㙐☢᮰ᩘ
䠄㼘㼕㼚㼗㼕㼚㼓㻌㼒㼘㼡㼤䠅䛿   䛸䛺㻌䜛䚹㻌䛣䛾䛸䛝  䛸  䛿ẚ䛩䜛䛾䛷䛭䛾ẚಀᩘ 㻌䛜  
  㻔㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻕䛸䛧䛶ᐃ㻌⩏䛥䜜䜎䛩䚹㻌ᘧ䛷⾲䜟䛫䜀



 



䛣䛾ᐇ䛿     
 
 㻔㻝㻣㻣㻣㻙㻝㻤㻡㻝㻕䛜㻝㻤㻞㻜㻌ᖺ䛻Ⓨぢ䛧䜎䛧䛯䚹䜎䛯䛭䜜
䜢ఏ䛘⪺䛔䛯㻌             㻔㻝㻣㻣㻡㻙㻝㻤㻟㻢㻕䛜┤䛱䛻ヲ䛧䛟ᐃᘧ䛧䛶ྠᖺ䛻Ⓨ⾲
䛧䜎䛧䛯䚹㻌䛥䛶䚸ᘧ㻔㻠㻚㻟㻕䛻䜘䜚ᐃ⩏䛥䜜䛯㻌㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑 䛿୍䛴䛾䝁䜲 䝹䠍 䛻ὶ䜜䜛㟁ὶ 
䛜స䜛☢᮰  䛻㻌䛴䛔䛶㏙䜉䛶䛔䜎䛩䛛䜙ᡃ䚻䛾ゝⴥ䛷ゝ䛘䜀
   㻸 㻝 㻝

   㻸 㻝 㻞 㻔㼛㼞 㻕㻌䛻䛴䛔䛶䛿㻝㻝㻌ᖺᚋ䛾

䛾ㄝ᫂䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛴䛾䝁䜲 䝹䛻㻌
㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥㻌䛾Ⓩሙ䜢ᚅ䛯䛽䜀䛺䜚䜎䛫䜣䚹



    
㼫㼫䛥䛶䛣䛣䛷೧䛺䜲 䜼 䝸䝇ே    !     㻔㻝㻣㻥㻝㻙㻝㻤㻢㻣㻕䛾Ⓩሙ䛷䛩䚹㻌㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥㻌䛿
"
䛸䛧䛶୍ᮏ䛾ᑟయ䠄༢┦Ⓨ㟁ᶵ䛾䝁䜲 䝹䛸䛧䛶䜒ྠ䛨䛷䛩䠅䛾䛭䜀䛻☢▼䜢㏆䛵
䛡䜛ᐇ㦂䛷䚸
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䜎䛯ᡃ䚻䛿㻹㻷㻿᭷⌮༢⣔䛷㙐☢᮰ᩘ㻺㻌
㻔㼠㻕䛸㼕㻔㼠㻕䛾ẚಀᩘ䜢䜲 䞁䝎䜽䝍䞁䝇㻸 㻌䛸ᐃ
⩏䛧䛶䛔䜎㻌䛩䚹㻌㔜せ䛺ᘧ㻔㻠㻚㻟㻕䜢グ䛧䜎䛧䜗䛖䚹





ᘧ㻔㻠㻚㻡㻕䜢ゝⴥ䛷⾲⌧䛩䜜䜀
䛸ᐃ⩏䛧䛯㻌䛣䛸䛻䜒䛺䜚䜎䛩䚹
䜎䛯ᘧ㻔㻠㻚㻡㻕䜢ᘧ㻔㻠㻚㻠㻕䛻௦ධ䛧䛶㙐☢᮰ᩘ
㟁ὶ㻌  䛾㛵ಀᘧ䜢ᚓ䜎䛩䚹
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  䜢ᾘཤ䛩䜜䜀䜘䜚䛺䛨䜏᫆䛔㟁ᅽ  䛸

㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥㻌䛾䛣䛾ᐇ㦂⤖ᯝ䛾Ⓨぢ䛿ḟ䛾⌮⏤䛷Ṕྐୖᴟ䜑䛶㔜せ䛺Ⓨぢ䛺䛾䛷䛩䚹
䘟㻌㟁Ẽ䛛䜙☢᮰䜢స䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䠄䛣䜜䛿䛩䛷䛻㻻㼑㼞㼟㼠㼑㼐㻌䜔㻭㼙㼜㼑㼞㼑㻌䛜♧䛧䛶䛔䜎
䛧䛯䠅䛰䛡䛷䛺㻌䛟☢᮰䛛䜙㟁Ẽ䜢స䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䛣䛸䜢♧䛧䛯䛾䛷䛩䚹
䛧䛶䛔㻌䜛䛣䛸䜢ึ䜑䛶♧䛧䛯䛾䛷䛩䚹㻌䛭䜜䜎䛷ู䚻䛾⌧㇟䛸⪃䛘䜙
䜜䛶䛔䛯㟁Ẽ䛸☢Ẽ䛾⌧㇟䛜୍యⓗ㻌䛺㟁☢Ẽ䛸䛧䛶ㄆ㆑䛥䜜䛶䚸⛉Ꮫⓗ䛺ព䛷䛾
䛸䛺䛳䛯䛾䛷䛩䚹
䘟㻌୍ᮏ䛾ᑟయ䠄༢┦䝁䜲 䝹䠅䛾䛭䜀䛻☢▼䜢㏆䛵䛡䛶ື䛛䛫䜀㟁ᅽ䛜Ⓨ⏕䛩䜛䚹䜎
䛯䚸䛭䛾☢▼䜢Ỉ㌴㻌䛺䛹䛾ᶵ䛡䛷䛟䜛䛟䜛ᅇ䛫䜀ᑟయ䛾➃Ꮚ㛫䛻ὶ䛾㟁ᅽ䛜
Ⓨ⏕䛩䜛䚹
⛉Ꮫ⪅䛜ேᕤⓗ䛺㟁ᅽ䜢ᚓ䜘䛖䛸䛩䜜䜀
          䜢㉎ධ䛩䜛䛧䛛䛺
䛛䛳䛯㻝㻤㻟㻝㻌ᖺ㻌䛻㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥㻌䛿䛂ᑟయ䛸☢▼䛥䛘䛒䜜䜀ேຊ䛒䜛䛔䛿

䛃䛩䛺䜟䛱

         䛾᪉ἲ䜢♧䛧䛯䛾䛷䛩䚹㻌㟁Ẽ䛸☢Ẽ䛜⛉Ꮫ䛾㻌ᑐ㇟䛰䛳䛯௦䛛䜙
䛸䛺䛳䛯䜟䛡䛷䛩䚹
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㼫㼫䛥䛶䚸䛭䜜䛷䛿䛹䛾䜘䛖䛺㟁ᅽ䛜ᚓ䜙䜜䜛䛛䠛㻌㻝㻌ᮏ䛾ᑟయ㻔㼛㼞㻌Ⓨ㟁ᶵ䛾䝁䜲 䝹㻕䛻᥋㏆䛧
䛶㻿㻺㻌ᴟ䛾☢㻌▼䜢⨨䛝䚸䛭䜜䜢ゅ㏿ᗘ䃨㻌䛷ᅇ㌿䛥䛫䜜䜀ᑟయ䛾୧➃䛻వᘻἼᙧ䛾㟁ᅽ

 䛜ᚓ䜙䜜䜛䛾䛿㻌᫂䜙䛛䛷䛩䚹㻝㻌ᮏ䛾ᑟయ䛸☢▼䚸䜎䛯☢▼䜢ᅇ䛩ᶵᲔⓗ
䛡䜢⏝ព䛩䜜䜀Ⓨ㟁䠄ὶ㟁ᅽ  䛾Ⓨ⏕䠅㻌䝅 䝇䝔䝮䛜ᐇ⌧䛷䛝䜛䛾䛷䛩䚹㻌䜎䛯䛣䛾ᑟయ
䜢䝹䞊䝥≧䛻䛩䜜䜀䠄㈇Ⲵ䜢᥋⥆䛩䜜䜀䠅㟁ὶ  䛜䛺䛜㻌䜜䜛䛣䛸䛷䛧䜗䛖䚹

  տྎ 䛷䛂      
       !"    #     ਾ 
$%&' ࣛ        ( #   㻔ᅗ㻠㻚㻞㻕䛃䜢䜒ゝⴥ
䛷♧䛧䜎䛧䛯䚹
㼫㼫䝁䜲 䝹㻝䛾㟁ὶ   䛻䜘䛳䛶☢᮰   䛜స䜙䜜䜛䚹㻌☢᮰   䛿➨㻞䛾䝸䞁䜾≧䝁䜲 䝹䜢
ษ䜛☢᮰    䠄䝁䜲 䝹㻝㻘䝁䜲 䝹㻞䛾㻌   โ
 ਾ 䠅䛸   ) โ 
    โ !" ਾ 䠄䝁䜲 䝹㻝䛾 ࠣ ( ਾ 䠅㻌   䛻䛺䜛䚹ᘧ䛷♧䛫䜀ḟ䛾䜘
㼫㼫㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥䛿䛥䜙䛻䛩䛤 䛔䛣䛸䜢ぢ䛴䛡䛶䛔䜎䛩䚹ᙼ䛿









䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

Ⓨ㟁ᶵ䛷䛔䛘䜀䝁䜲 䝹㻝䛿䝻䞊䝍䚸䝁䜲 䝹㻞䛿䝇䝔䞊䝍䛷䛩䛛䜙 

 䛿䝻䞊䝍䝁䜲 䝹䛾➃Ꮚ㟁

ᅽ䚸㻌     䛿₃䜜☢᮰䛻䜘䜛㟁ᅽ㝆ୗ䛷䛩䚹     䛿䝁䜲 䝹䛜䛻ᕳ䛔䛶䛒䜜䜀ቑ䛘䚸

䝋䝺䝜䜲 䝗䝁䜲 䝹䛾䜘䛖䛻ᐦ䛻ᕳ䛔䛶䛒䜜䜀ῶ䜛䛣䛸䛿᫂䜙䛛䛷䛩䚹㻌
㼫㼫ḟ䛻䚸   䛻䜘䛳䛶➨㻞䛾䝁䜲 䝹䠄䝇䝔䞊䝍䝁䜲 䝹䠅䛻䛿㉳㟁ຊ   䛜ㄏ㉳䛥䜜䜛䛣䛸䛻





䛺䜛䚹㻌䝁䜲 䝹䠎 䛜䝹䞊䝥䛻䛺䛳䛶䛚䜜䜀㟁ὶ    䛜ὶ䜜䜛䛣䛸䛻䛺䜚䚸䜎䛯➨䠎 䝁䜲 䝹㟁ᅽ

䠄Ⓨ㟁ᶵ➃Ꮚ䠅䛾㟁ᅽ䛿    䛸䛺䜛䚹
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䛿ᘧ㻔㻠㻚㻤㼎㻕䛻䜘䛳䛶ᐃ⩏䛥䜜䜛ẚᐃᩘ䛷䛩䚹䚷䝁䜲 䝹㻝䠈㻞䜢Ⓨ㟁ᶵ
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䛚䜚୧䝁䜲 䝹㛫䛾䝟䝽䞊䛾ఏ㐩䛻䛿ᐤ䛩䜛㟁ᅽ䛷䛒䜛䚹ྑ㎶➨㻞㡯  

 㻌䝁䜲 䝹䠍 䛿₃

䜜☢᮰䛻䜘䜛㟁ᅽ㝆ୗศ䜢♧䛧䛶䛚䜚䚸୧䝁䜲 䝹㛫䛾䝟䝽䞊䛾ఏ㐩䛻䛿ᐤ䛧䛺䛔䚹



䛺㛵ಀ䛻䛒䜛䛣䛸䛿⮬᫂䛷䛒䜛䛛䜙ᘧ䠄㻠㻚㻤㼍䠅䛸䛾䝨
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䛺䛚䝁䜲 䝹䠍 䛸䠎 䛿┦䛻
䜰 䛷ḟᘧ䜒ᡂ❧䛧䛶䛔䜛䚹



㼫㼫䛥䛶䛣䜜䛷㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥䛿䛣䛾➨㻞䛾ᐇ㦂䛷
䜢䜒Ⓨぢ䛧䛯䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䛽䚹
㼫㼫䛸䛣䜝䛷䜰 䝯䝸䜹 ே         㻔㻝㻣㻥㻣㻙㻝㻤㻣㻤㻕䜒ྠᖺ䛾㻝㻤㻟㻝ᖺ䛻㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥䛸䛿䛟⊂❧
䛻ᆅ㟈䛾ᐇ㦂ᐊ䛷ྠ䛨⤖ㄽ䜢ᚓ䛶䛔䜎䛩䚹䚷㻌䛥䜙䛻㻠㻜ᖺ䜒ᚋ䛾䛣䛸䜢᭩䛝ຍ䛘䜜䜀䚸
   㻌䛿䛣䛾㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥䛾ヲ⣽ᴟ䜎䜛ᐇ㦂グ㘓䛻ὀ┠䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶㻝㻤㻣㻟ᖺ䛻䛂㟁☢Ἴ
⌮ㄽ䠄䜶 䝛䝹䜼 䞊䛿┿✵୰䛷䜒ఏᦙ䛩䜛䚹㻌䜶 䞊䝔䝹䛿せ䠅䛃䛸䛔䛖ୡ⣖䛾⌮ㄽ䜢ᡴ䛱❧䛶
䜛䛾䛷䛩䚹䚷䛣䛾ヰ䜒䛔䛴䛛᭩䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹㻌  ዅ
㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥䛜䛚䛣䛺䛳䛯➨㻞䛾ᐇ㦂䛷䛿䜎䛰㕲ᚰ䛿Ⓩሙ䛧䜎䛫䜣䚹䛣䛾ཎ⌮䛻㕲ᚰ䜢㏣ຍ䛧䛶
䛴䛾䝁䜲 䝹䛻㙐䛩䜛☢᮰䛾㔞䜢㣕㌍ⓗ䛻ቑຍ䛥䛫䛯㻌⌧ᅾ䛾ኚᅽჾ䛜Ⓩሙ䛩䜛䛾䛿䛥
 䛾
䜙䛻ᚋᖺ䛾㻞㻜ୡ⣖ึ㢌䛷䛩䚹䚷䛱䛺䜏䛻䝁䜲 䝹䠍 䛸䝁䜲 䝹䠎 䛾᪉䛻䝸䞁䜽䛩䜛☢᮰
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ਾ

䛣䛸䜢ኚᅽჾ䜔ᅇ㌿ᶵ䛾ᢏ⾡⏝ㄒ䛸䛧䛶
       䛸䜣䛷䛔䜎䛩䚹㻌䝁䜲 䝹䠍 䛷⏕
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㛫䠄䛒䜛䛔䛿ᅇ㌿ᶵ䛾䝇䝔䞊䝍䛸䝻䞊䝍㛫䛾䠅䛾䝟䝽䞊䛾䜔䜚ྲྀ䜚䜢௰䛩䜛☢᮰䛸䛺䜛䛾
䛷䛩䚹
䚷㻌䛸䛣䜝䛷㻽㼡㼕㼦䛷䛩䚹䛂㕲ᚰෆ䜢㏻㐣䛩䜛☢᮰䛿䛩䜉䛶㻹㼍㼕㼚㻙㼒㼘㼡㼤䛷䛒䜛䚹㼅㼑㼟䛛㻺㼛䛛䠛䛃䚷
⟅䛘䛿㼅㼑㼟䛷䛩䚹䚷䛺䛬䛺䜙䜀㻝ḟ䝁䜲 䝹䜒㻞ḟ䝁䜲 䝹䜒㕲ᚰ䛻䛭䜜䛮䜜ᕳ䛝䛡䜙䜜䛶䛔䜛
䛾䛷㕲ᚰෆ☢᮰䛿ᚲ䛪㻝ḟ䝁䜲 䝹㟁ὶ䛸䜒㻞ḟ䝁䜲 䝹㟁ὶ䛸䜒㙐䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛛䜙䛷䛩
䛽䚹㻌  ዅ
㼫㼫䛥䛶䚸㟁☢ẼᏛⓗ䛺どⅬ䛷䛾⪃ᐹ䛿୍᪦ᡴ䛱ษ䛳䛶䚸
䠄ኚᩘ䛸䛧䛶䛾☢᮰䛿ᾘཤ䛥䜜䛶䛔䜛䠅䛻❧䛶䜀⚾䛯䛱䛿ᅗ㻠㻚㻟䜢䜲 䝯䞊䝆 䛧䛶⮳
ᴟ⡆༢䛺ḟᘧ䜢䛖䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
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䠄㛗㇂Ⰻ⚽䚷㻞㻜㻞㻜㻙㻜㻢㻙㻜㻞䠅
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䜒䛧䜒᥋㏆䛧䛶┦ᑐ䛩䜛⨨䛻䛒䜛䛴䛾ᯈ㟁ᴟ  䛻㟁※㟁ᅽ  䜢䛴䛺䛠䛸㟁ᴟ  䛻
䝥䝷䝇㟁Ⲵ㻌 䛜䚸㟁ᴟ  䛻䝬䜲 䝘䝇㟁Ⲵ ღ 䛜⏕䛨䚸୧㟁ᴟ䛾㟁ᕪ䛜  䛸➼䛧䛟䛺䜛
䜎䛷ቑ䛧䜎䛩䠄ᅗ㻌㻔㼍㻕㻔㼎㻕㻔㼏㻕ཧ↷䠅䚹䛣䜜䛿᭷ຠ㠃✚ 䠄䜺䜴䝇㠃䛸䛔䛔䜎䛩䠅䛾୧㟁ᴟ
䛜Ꮡᅾ䛧䛶䛔䜛䛸⌮ゎ䛥䜜䜎䛩䚹㻌䛭䛧䛶㟁
䛾㛫䛻㟁⏺  䛜⏕䛨䛶㟁Ẽຊ⥺䛾᮰㻌


関連資料 14-3 電界と電束、そして Capacitance (1/3)

Ⲵ㔞 㼝㻔㼠㻕䛿㻌㻭䛸㻱㻔㼠㻕䛻ẚ䛩䜛䛸⪃䛘䜛䛾䛜⮬↛㻌䛷䛧䜗䛖䚹ᐇ䛿䛭䛾㏻䜚䛷䛩䚹

䛭䛧䛶䛣䛾㟁⏺ᙉᗘ䜢୧㟁ᴟ䛾㊥㞳䛰䛡✚ศ䛧䛯್䛜୧㟁ᴟ㛫䛾㟁ᕪ䛸䛺䜚䜎䛩䚹

ᘧ㻌㻔㻡㻚㻝㼍㻕㻌㻔㻡㻚㻝㼏㻕䛷㟁⏺㻱㻌䜢ᾘཤ䛩䜛䛸㻘

୧㟁ᴟ䛾㟁Ⲵ  㻌㻘୧㟁ᴟ䛾㟁ᕪ  䛸䛩䜛䛸䚸 䛸㼢䛿ẚ䛩䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛩䚹䛭䛣䛷
䛭䛾ẚಀᩘ㻌䛸䛧䛶㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑㻌  㻌䜢ḟ䛾䜘䛖䛻ᐃ⩏䛧䛯䛾䛷䛩䚹

䛣䛣䛷 㻌䛿㟁ᴟ䛾㠃✚㻘  䛿㟁ᴟ㛫䛾㊥㞳䛷䛒䜛䛛䜙㟁⏺䛾ᵓ㐀䛷Ỵ䜎䜛ᅛ᭷್䛷䛩䚹
䜎䛯䚸㻌㼟㻌   ኵ  䛿୧㟁ᴟ㛫䛾㟁⏺✵㛫䜢‶䛯䛩≀㉁䛾ㄏ㟁⋡䛷䚸✵Ẽ䛾ሙྜ䛻
䛿┿✵✵㛫䛾ㄏ㟁⋡䃔 㻜 䛻㻌䜋䜌➼䛧䛔䠄ẚㄏ㟁⋡䃔 㼟 䍙㻝㻚㻜㻌䠅䛾䛷䃔䍙䃔 㻜 䛷䛩䚹㻌䛺䛚㻜㻌

 

䛿⚾䛯䛱䛜ᬑẁ䛳䛶䛔䜛㻹㻷㻿᭷⌮༢⣔㻌㻔  㻘  㻘  ༢⣔㻕䛷䛿ḟᘧ䛷䛘䜙䜜䜛ᩘ
್䛷䛩䚹䠄༢⣔䛻䛴䛔䛶䜒䝁䝷䝮䛷䛔䛴䛛᭩䛝䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䠅

䛥䛶䚸⌧௦䛾ᡃ䚻䛿ୖ㏙䛾㛵ಀ䛜▐್䛸䛧䛶ᡂ❧䛩䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䜎䛩䛛䜙䛭䛾䛣
䛸䜢ᙉㄪ䛩㻌䜛䛯䜑䛻  䛻  䜢䛧䛶  䚸  䛸⾲⌧䛧䜎䛧䜗䛖䚹

䜎䛯ᡃ䚻䛿㟁ὶ䛾ᐃ⩏ᘧ䛸䛧䛶ḟᘧ䜢▱䛳䛶䛔䜎䛩䛽䚹

ᘧ㻔㻡㻚㻟㼎㻕䛿๓ᅇ᭩䛝䜎䛧䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶㻔㻡㻚㻟㼍㻘㼎㻕୧ᘧ䜘䜚ᅇ㊰ⓗ䛻䜘䜚䛺䛨䜏῝䛔ḟᘧ䜢
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ᚓ䜎䛩䚹

䛂୧㟁ᴟ㛫䛻ὶ䜜䜛㟁ὶ    䛿㟁ᅽ䛾ኚ⋡         㻌䛻ẚ䛧䚸䛭䛾ẚಀᩘ䛜
㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑  䛷䛒䜛䛃䛸⾲⌧䛩䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜎䛩䛽䚹



 
ᘧ㻔㻡㻚㻝㼍㻕䛸㻔㻡㻚㻟㼎㻕㻌䜘䜚



  

䛸䛺䜚䜎䛩䚹䛣䜜䛿㻹㼍㼤㼣㼑㼘㼘㻌䛜㻝㻤㻡㻢ᖺ䛻Ⓨ⾲䛧䛯㟁☢Ἴ⌮ㄽ䛾୰䛷ᐃ⩏䛧䛯ኚ㟁ὶ
䛷䛩䚹㻌ᑟయ䛻ὶ䜜䜛㟁ὶ 䠄⛣ື䛩䜛㟁Ⲵ 䠅䛻క㉮䛩䜛䜘䛖䛻㻔㟁Ⲵ䛾㐍⾜᪉ྥ䛻┤


ゅ䛺㠃䛻㻕☢⏺䃅 㻹 䛸㟁⏺㻌 㻌䛜⏕䛪䜛䚹㟁Ⲵ䜢㉳Ⅼ䛻䛧䛶㟁⏺䛜⏕䛨䛶䚸㟁⏺䛻ἢ䛳䛶
୧㟁ᴟ㛫䛾✵㛫䛜䛯䛸䛘┿✵✵㛫䛷䛒䛳䛶䜒㟁᮰㻌䃅 㻱 䛷‶䛯䛥䜜䜛䚹䜎䛯䛭䛾㛫ኚ
⋡䛸䛧䛶ᐃ⩏䛥䜜䜛ᘧ㻔㻡㻚㻠㻕䛾㟁ὶ 䛜୧㟁ᴟ㛫䛻ὶ䜜䜛䚹㻌䛣䜜䜢㻹㼍㼤㼣㼑㼘㼘㻌䛿ኚ㟁
関連資料 14-3 電界と電束、そして Capacitance (2/3)



ὶ䛸ᐃ⩏䛧䛯䛾䛷䛩䚹㻌䛯䛸䛘┿✵✵㛫䛷䛒䛳䛶䜒ኚ㟁ὶ䛿ὶ䜜䜛䛾䛷䛒䛳㻌䛶䜶 䞊䝔
䝹䠄㻱㼠㼔㼑㼞䠅䛺䛹䛸䛔䛖፹య䛿せ䛷䛒䜛䚹
⚾䛯䛱䛜䛂㏦㟁⥺䛾₃䜜㟁ὶ䛃䛺䛹䛸䛧䛶⌮ゎ䛩䜛ᴫᛕ䛿㻹㼍㼤㼣㼑㼘㼘䛾㼐㼕㼟㼜㼘㼍㼏㼑㼙㼑㼚㼠
㼏㼡㼞㼞㼑㼚㼠䛻䜋䛛䛺䜚㻌䜎䛫䜣䛽䚹㻌㌟㏆䛺㻮㼘㼡㼑㼠㼛㼛㼠㼔㻌䜔ேཱྀ⾨ᫍ䛛䜙䛾㻳 㻼㻿ಙྕ䛸䛧䛶
⏝䛥䜜䛶䛔䜛㻳 㻴㼦㡿ᇦ䛾㟁Ἴ䛺䛹䜒㻌ྠᵝ䛷䛩䚹㻌ᡃ䚻䛜䛖㟁⏺䛒䜛䛔䛿㟁᮰䛸䛔䛖
ゝⴥ䛿㻹㼍㼤㼣㼑㼘㼘䛜య⣔䛧ྡ䛧䛯ኚ㟁ὶ䛾ᚋୡ㻌䛻䛚䛡䜛ูྡ䛸䜒䛔䛘䜛䛷䛧䜗䛖䚹

ѻ





     
  

㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑ᅇ㊰䠄㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼛㼞䠅䛻ὶ㟁※䜢䛴䛺䛔䛷䜏䜎䛧䜗䛖䚹

 䛷䛩䛛䜙䚸㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛾ᐃᖖ㟁ὶ䛿㟁※㟁ᅽ䛜࿘Ἴᩘ 䛾ὶ䛺䜙䛭䜜䜘䜚

㻥㻜ᗘ㐍䜏䛾㟁ὶ㻌䛜ὶ䜜䜛䚹┤ὶ㟁ᅽ䠄 㻩㻜㻴㼦䛾ὶ䠅䛷䛒䜜䜀㟁ὶ䛿
䜜䛺䛔䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌

 



䛸䛺䛳䛶ὶ

ḟ䛻䛣䛣䛷㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑㻌  䛾ᾘ㈝䛩䜛▐䝟䝽䞊     䜢ィ⟬䛧䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹



㻌䛿Ἴ㧗್㻔㻔㼏㼞㼑㼟㼠㻌㼢㼍㼘㼡㼑㻕⾲⌧䚸 

 

㻌㻵 㼞㼙 㼟 㻌䛿ᐇຠ್⾲⌧䛷䛩䚹㻌

㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛜ᾘ㈝䛩䜛▐䝟䝽䞊     䠄༢㼃㼍㼠㼠䠅䛿ẖ༙䝃䜲 䜽䝹㻘㻝㻤㻜ᗘ䛤 䛸䛻➢
ྕ䛜ධ䜜᭰䜟䜚䜎㻌䛩䚹䛭䛾㻝䝃䜲 䜽䝹ᖹᆒ䝟䝽䞊䛿

䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛿༙䝃䜲 䜽䝹䛾㛫䛿䝟䝽䞊䜢ཷ䛡ྲྀ䜚㻔䜶 䝛䝹䜼 䞊䛸䛧䛶
✚䛧䛶䠄㈇Ⲵ䝰 㻌䞊䝗㻕䚸ḟ䛾༙䝃䜲 䜽䝹䛷䛿䝟䝽䞊䜢ᨺฟ䛧䛶䜶 䝛䝹䜼 䞊䜢䛩䜉䛶ྤ䛝
ฟ䛩䠄Ⓨ㟁䝰 䞊䝗䠅ᛶ㉁䛜䛒䜛䛸㻌䛔䛘䜎䛩䚹㻌✚䛸ᨺฟ䛷┦ẅ䛻䛺䜛䛾䛷ᬑ㏻䛻䛿
䛂㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼛㼞㻌䛿㻔㖡ᦆ䞉㕲ᦆ௨እ䛻䛿㻕䝟䝽䞊䜢ᾘ㈝㻌䛧䛺䛔䛃䛸䛔䛖䜟䛡䛷䛩䚹༙䝃䜲 䜽䝹
䛷䛾᭱✚䜶 䝛䝹䜼 䞊䠄㟁ຊᐜ㔞䠅䛿▐䝟䝽䞊     䜢㻜ᗘ䛛㻌䜙㻝㻤㻜ᗘ䜎䛷✚ศ䛧䛶
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関連資料 14-3 電界と電束、そして Capacitance (3/3)

ዅ   
㻺㻻㻚㻠䝁䝷䝮䛷ㄝ᫂䛧䛯䜘䛖䛻䚸㻹㻚㻲㼍㼞㼍㼐㼍㼥㻌䛸㻶㻚㻴㼑㼚㼞㼥䛻䜘䛳䛶           䛾ᴫᛕ䛜
ᥦ♧䛥䜜䛯䛾㻌䛿㻝㻤㻟㻝ᖺ䚹䛭䛾ᚋ䛾㻳 㼍㼡㼟㼟䜙䛾ά㌍䛷㟁ὶ䛸☢᮰䛾㛵ಀ䠄㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻌 
䛾㛵ಀᘧ➼䠅䛜᫂䜙䛛䛻䛺䛳㻌䛶䛔䛝䜎䛩䚹㻌䛸䛣䜝䛜㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛾ᘧ㻌     ኵ     
䛻฿㐩䛩䜛䛾䛿䛥䜙䛻㻞㻡ᖺ䜒ᚋ䛾㻝㻤㻡㻢㻌ᖺ䛻㻹㼍㼤㼣㼑㼘㼘䛻䜘䜛㟁⏺䚸㟁᮰䛾⌮ㄽ䛾Ⓩሙ䜎
䛷ᚅ䛴ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛧䛯䚹㻌
ⓙ䛥䜣䛭䛾⌮⏤䛿䛺䛬䛷䛧䜗䛖䛛䠛㻌䝁䜲 䝹䛾ᢠ㻾㻌㻘㻌㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻌  㻌䛻䛿㟁ὶ㏻㊰䛸䛧
䛶䛾ᑟయ䛜㻌䛒䜛䛾䛷 䜔  䛿㟁Ẽᅇ㊰䛾≉ᛶ䛸䛧䛶⌮ゎ䛜ᐜ᫆䛰䛳䛯䛾䛷䛧䜗䛖䚹㻌䛸䛣
䜝䛜㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑䛾ᇶ㻌ᮏᴫᛕ䛸䛺䜛ᑐ㟁ᴟ䛾㛫䛻䛿㼟㼜㼍㼏㼑✵㛫䠄✵Ẽ䠅䛜䛒䜛䛾䜏䛷
ᑟయ䛜䛺䛔䚹㻌㻳 㼍㼡㼟㼟➼䛾ά㌍䛧䛯㻝㻥㻌ୡ⣖๓༙䛾௦䛿㻞Ⅼ㛫䛾㼜㼛㼣㼑㼞䛾ఏ㐩䛻䛿ᚲ
䛪䛭䛾፹య䜶 䞊䝔䝹䛜Ꮡᅾ䛩䜛䛸䛧䛶ከ䛟䛾⛉Ꮫ⪅䛜㻌䜶 䞊䝔䝹᥈䛧䛻ⱞປ䛧䛶䛔䛯
௦䛷䛩䚹㻌┿✵䛻㏆䛔✵Ẽ䜢䛧䛶ᑐᓖ䛩䜛䛴䛾㟁ᴟ䛾✵㛫䜢㟁㻌ὶ䛾ὶ䜜䜛䝟䝇䛸
䛧䛶⪃䛘䜛Ⓨ䛿⡆༢䛻⏕䜎䜜䜛䛿䛪䜒䛺䛛䛳䛯䛾䛷䛩䚹㻌䜒䛖୍䛴ู䛾⌮⏤䜒㻌䛒䛳䛯
䛷䛧䜗䛖䚹㻳 㼍㼡㼟㼟䛾௦䛾⛉Ꮫ⪅䛿㟼ⓗ䛺㟁Ⲵ䛸㟁⏺䛻㛵䛩䜛㛵ಀᘧ䛸䛧䛶ᘧ㻔㻡㻚㻝㼍㻕䡚
㻔㻡㻚㻞㼏㻕䜢㻌ᑟ䛝䜎䛧䛯䚹㻌⚾䛜䛣䜜䜙䛾ᘧ䛻㻔㼠㻕㻌䜢䛥䛺䛛䛳䛯䛾䜒䛭䛾䜘䛖䛺⌮⏤䛻䜘䜚䜎
䛩䚹㻌䛂㟼ⓗ䛃㻌䛸䛿䛂ኚ䛧䛺䛔䛃䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛒䜚䚸ኚ䛧䛺䛔㟁䞉㟁ᅽ䛸䛿ᡃ䚻䛾ゝⴥ
䛷䛿䛂୍ᐃ್䛾┤ὶ㻌㟁ᅽ䛃䛷䛩䚹㻌䛭䛧䛶㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼛㼞䛻┤ὶ㟁ᅽ䜢ຍ䛘䛶䜒㟁ὶ䛿ὶ䜜
䛺䛔䚹㻌㻭㻯䛸䛔䛖ᴫᛕ䛜䜎䛰⏕䜎䜜㻌䛶䛔䛺䛔䛾䛷䛭䛾ᑐㄒ䛷䛒䜛㻰㻯䛸䛔䛖ᴫᛕ䜒᫂☜䛻
ព㆑䛥䜜䜛䛣䛸䛿䛺䛛䛳䛯䛷䛧䜗䛖䛧䚸ᙜ䛾ே䚻䛜㻌䛂㻞䛴䛾ᑐᓖ䛩䜛㟁ᴟ㛫䛻㟁ὶ䛺䛹
ὶ䜜䜛䛿䛪䜒䛺䛔䛃䛸⪃䛘䜛䛾䜒ᑬ䜒䛺䛣䛸䛷䛩䛽䚹䚷㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑䛸䛛㻯㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼛㼞䛾㻌ᴫ
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&ÿ()*+,-./012

対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その2） (2/4)

34156
789:;<()*+9=,>?@A1BC2:DEFG9ÿ+HI/JKL2LMNOPQRSTU
V+WX2ÿA1BÿY+2/ZG&ÿUV+2L[\1]^_:`aA2bEFGcd+eRSTfRghijkgl
mRSTfRghmjkgn+ÿ[\2/o()LpM:qM2bEF&cdLrs1]tuAvw+A1B
C2:1ALZG&ÿUV+2L[\x5Q2A1yz{|y7}c~+LMw BY
AY+ÿ2+o|L2EFG~+9ÿ/{PM1B

関連資料 14-6

99&ÿ:bEFGdL0PQvLAÿ99&GA1uMuM
B
PQyM

9c~ÿUV+2bEF&dyZG&ÿUV+2bEF9dL[\x5PQB2:A1yZG&ÿUVA:
+ÿ ¡¢:£ZG&¤9&£9c~9l]Yly1BÿZG&UVA+ ¡¢
£ZG&:£9c~/9&lÿ9ÿA¥¦§¨©ANOx5]Yl/0PMw1B
ªÿ2«¬A:ÿh®¯®hA1°u¬+±²s5³´:µ¶·A1B
ÿÿÿÿQl´6ÿ¹ºÿÿ»ÿ2L¼+9/u]l½ÿ{ÿ9¹º9»ÿQ:¾
ÿÿÿÿ¹º9ÿÿ»9ÿ:ÿ¿ÀÿA1yz9¹ºÿÿ»9:*ÁwA1B
ÂÃÄÅÿÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÑÕ
ÿÿDEFG9ÿARSTÿo=+Ö×ØÙyÚÛAÜ]ÝÞx5Mw]l156oß+àá¡â
ã¢lÿ=*+=ä¡âã¢:
l1BÿY+åæA£ZG&¤b9F£9c~9&dyç+vL]/è¬PM1B
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対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その2） (3/4)

'()*+,-./012345678*9:;<=>

関連資料 14-6

*+,-?/0@ABCD.ÿFGH9IJ*+,-K0LMN=O9)PQ.ÿFGHABCQRS*1TU?
VW4XÿYZ[J*+,-\/0]O^1+,-\_09:;<=>ÿGHC`Qabcdebfgh1TU?
VW@1ijÿCQghklm1=nJop4:qJ^<=>rFs`tuFs`tvFs`
4Fwabexybfzÿ:{|}~bD:^P9LIJ^<=><PQ*;TU?ÿVW@
Q s`9IJÿ,-U_ÿL<=>ÿÿVW@1F4FwabexybfD]OQ@
FL4P91@<ÿD)TU?ÿVW4XYZ[O9uvrF4Fwabexyb
fD:J)uFtvFtrF[[ÿ:.ÿQ:ABCs`4:OQ@=>
IC`DGH@]O9I<=>Q1abcdebfgh+,-0Q¡Q¢£Q9P
¤¥Pÿ¤4¦§¦§9Tÿ4¨^©Z:ª«D¬;<=+®/¯°ÿ±/²¯³́ÿ9^^<=0>uFtvFt
rFs`Qÿ4µ^FwabcdebfD]O9^P9@=>ÿ¶IGH·1¸¹ºA
BC@1»¼@OÿI)½¹ºABC@1¾¿4ÀÁDgÂ[OQ@¾¿QªÃÄÅ@1
GH9ÆÇJuFtvFtrFsÿ`L9IJ^<=>
ÈÉÊËÿÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÿÚÛ
ÿÿÝOÞ½QABC41,-?/ÿQ4F9Fiß4àáâãybfDäåI<=>
,-?_ÿQÿ4æFGH9=[7)/ÿFç§è[éOêBBë³/ÿ1ì*9:;<=>
_ÿFíÿîÿF4^Jïð@=ç§/_îÿVW@QghI9IJì*Dñ;ò<=>

ZJ)/_îÿVW@QêBBë*+,-ó0LTU?ÿVWQ*4XYIJôJ¶Z^>õö;÷[
¤ø9^^ÿ<=>P[1iùúûü4÷[:ýZþQÿ0@=>ÿXYZ[*DuI6
[7,-?îQ sÿ`9¾2=O13@=>
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ÿ
ÿ

関連資料 14-6

対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その2） (4/4)
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ÿ)*+,-./01ÿ3456ÿ789:;<ÿ

ÿ

=>?@ABCDEEFGHIJKLÿNOEPOQFQGRSTUVÿAWSXYZ
ÿÿ\]^Y_Oàb=>?@AcdeKfJÿgYhijklmTnUnVÿgYhiopqors
toporbÿutvcwmxyz{XYor|}~or|Y|mzzÿ\
^_ `ÿbdgUÿ^ÿjm=>?@ATUVÿAqorstAq{z
zgB{tWÿcsTUVÿbdg}~g}g^
Yg ¡¢£¤¥¢¦}g §¨©ª¥¢¦qÿ«¬{~^mX®
¯q°±vcb²tvcmzz
ÿÿ³Y´µcz{¶·dvvbe¸¹YutjweVÿ^º»q¼t½^Y
¾¿wY^ÀÿÁÂ°q{ÃsÄ²bsÅÆÇzsjYÈnNnÉ
ppÊÀqËY¼±q«tÿÌq{dÍ^zqzzÎ±
ÿ
65ÏÐÿÑ)ÒÓÔÕÖ×ØÙÓÚÏÛÿÜÝ
Þdßjàq{bsÿßjàqdáâq«tjàãCGKGOHcäåæçjå
måz{^èstÿäåçémêÂës^èãBÉOGOHWuÂsìY^èstäå
çíBî¥îWmïðbYÿjàãKÿgfÿgJÿgñ¡òg qUVTÿóYôõqö
õ{s÷øùgñ¡òqdBî¥îÿúûàYàüýb^èstvcq¼¬{
çéoþB^èWstYbXYçéYoþB^èWÿóq01ÿzÅÌôgUVTÿó2
3«tj45÷6ÿ5ø6ÿ5ùm89zsB KHK KDÿY UÿA bsWvYj4mÿßjàY
89j4BQGHFHQKLÿROHJFWcsÿÅzñ¡òYKfJÿgãq
ÿ{ßjàqdjå÷6ÿø6ÿùåsKfJÿgñ¡òqdg
«g ¡¢ÿî£¢¦utYbãj4÷6ÿø6ÿùdjåq¼tj4 !"
#5÷6ÿ5ø6ÿ5ùc3«tÊc«ÂsXvÿbßjàY$%&«÷øùg'(^cz{)
*ÙÿY¼±q+,z-«ÂsÿßjàY./Y01^dvð«%&YYbd«{ñ¡ò2êh3«öõq«¬{tYb4ÿô5Y¡¢î£¢¦h3q6Â7
ðbsÿz¬{ßjàY÷øùgñ¡òY¡¢î£¢ÿ¦m)*ÙÿY¼±«%&«
^cz{+,stvcqd80uÂsÿjY¾¿dËY¹9qÿ{÷øù
g:;g=Àöõcº»Y<=>?@«YbËY¹95Y¡¢î£¢¦=>?
@Åÿz¬{AB;Y¡¢î£¢¦dXqCDmE#t"#bA¡¢î£¢
¦cz{+,b²ÿtYbzÅßjàbdX±dÌ«c±vcbs
ßjàY^cz{)*ÙÿdFmG{ÂÅßjàãHIYJKLMbYNO
,PcÌßjÿàYûQRSm0zÅutdTUqVst¾¿qd)*ÙÿdW
XYðz-+,stZqÿd[\]Aorm^Wz^cz{°±_`uÂ
sÿ"./YáâB;cz{dßjàY=Ìÿqo4a}j}«ËY¡¢î
£¢¦b«tYbÅ^B;cz{dßjàYcF«+,ÿde{=Ëfg
c«h«-«Âsz¬{ÅiåjklMmjkm½±¾¿qdßjà^ÿm)
*ÙÿY¼±q+,stB"zMmjkY¾¿qdJKLMäÍYYnoBTp
JDJLFnpUÿqnUÿqpWq¼¬{¡¢î£¢¦m6rXtWvcbst uÿcXsÿ
ÿ
ÿÿ{ÅvwY9m0z±XbÅßjàYHxÀ«^cz{)*Ùÿmyzstvcq
zsvYÿ)mßjàY|b+,sÞ|c«ÂsÿÿÿßjàYKfJÿY|

22
2!"#$%
電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

ÿ

ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

関連資料 14-7 対称座標法 (Symmetrical Components：012法） （その3） (1/4)

010123123第１５章
4

274

32&

010123123第１５章
4

関連資料

56789



15-140

関連資料 14-7 対称座標法 (Symmetrical Components：012法） （その3） (2/4)

ÿÿ()*++,-./01234(56789:;<=>ÿ@ÿAÿBCDEFBFGGG1HI4J4K
7L
ÿ
MNOCEPQ>R8-SEBÿTU8VW4JXL+YM8Z[\]\ÿY^_,X6`>abXc1

dMeYfghi./ÿjklmnÿ:o;pqorZstZuvsZmnÿewx./ÿPGyzÿ>{|)|
\ÿ^^_14}ÿ~4}JXL

J*ZstZuvsZm-M8 CFÿ,44.YMNFCQ1,X{
Y>Xc1
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関連資料 14-7 対称座標法 (Symmetrical Components：012法） （その3） (3/4)
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4

()*+,-./012345-ÿ78()*+94.:;9,ÿ<=>?@ABCDEFG>HI0123
(JKLMNO:ÿPQ78RSATUVWR*+,ÿ3HX>YLZ[\ÿ012/]^_`J
KI/ab>cde^3f>ÿ^ghijklim/YnoOpOqrAB78SATs
tJuINS/vwLZ[\ÿxyJ[/Mz{|M)*+,-.3st}~JAZA
X\z{|}(st)*+,-.ÿJAMÿstATn{H\ÿ3~4ÿJ
OwbTZ[/M[TJ[w\
ÿ

 ÿ¢£¤¥¦§¨©ª«¬®ÿ¯°
ÿÿ²³´µ4¶·}¸¹>º»3¼YI½¾{Z¿ZÀÁ3ÂÃ²³3ÄÅÆJ[\ÿºÇ
3ÈÉÊË3ÿ²³3ÉÅ>}ÌÍÎÎ¶ÎÏÿÐ3²³3º»ÑÒÓÔÕki/wYL}
uLATIÉÅÖKLZ[\ÿ1×ØÙ3ÚÛ378Ü3ÉÅ>}Ý1?1Þ3²³
S}½ßàáâ²³Sã1ÚÛ3²³3ÄÅÆÿSXNS>YLZ[\7Ó2²³Mä
Çå²³{Z¿ZJ[/NO}¸¹>ÄÅ²³SATæçÿ[INS>YLZ[\ÿè
éê^ghijklim/äÇY²³´µëì4¶·SíY[NS>ATî(ÿ3HXYïð
ñ(SATòXNS>YLZ[\
ÿÿAwAN3ZZJ}CDEFG>?@[ISc^d^e^783^gf>ó3
-ëôÿ/õZOÿINS}ö>÷;+øÿJ3ùúwûwJ[\ÿoNJÀn3ÉÅM²³
}üLýT]^_`78òÿ:AZ[\ÿtþ3²³ÿ>}0^²³:}12SAT3
_`²³Ö4ZOZ[/NO}JuIVÿ_`[IHX>Ì^ÏÿÌ^f>_P56{
7IY83ã9/{OINSM Y83 Öþ {OIÿNSwå>}
]^_`SbTHSXNSJ[\
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ÿÿWX<YZ<[\]^_W`6abcdefghgijÿW^_H2;<=EFGlm6no
56pqÿsÿptEWÿuUIvwxyz^_W`H2pqÿ{ÿptHIVQ|v}R~<zv
W^_EWe>?W`H2ÿpqÿ{ÿptÿEQRWe NPIe(EeHQ
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ÿ

ÿ
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㼫㟁ຊᢏ⾡⌮ㄽᚐ↛ⲡ㻌㻺㼛㻚㻝㻜㻌䠄㛗㇂Ⰻ⚽䠅㼫
ᑐ⛠ᗙᶆἲ䠄㻿㼥㼙㼙㼑㼠㼞㼕㼏㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼜㼛㼚㼑㼚㼠㼟䠖㻜㻝㻞㻌ἲ䠅䠖䛭䛾㻠

関連資料 14-8 対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その4） (1/4)

㼫㼫㻺㼛㻚䠓䛷ᑐ⛠ᗙᶆἲ䜢ᐃ⩏䛧䚸㻺㼛㻚㻤㻘㻺㼛㻚㻥㻌䛷㏦㟁⥺䚸Ⓨ㟁ᶵ䚸㈇Ⲵᅇ㊰ᘧ䛾㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䜈
䛾ኚ䛸➼౯ᅇ㻌㊰䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹䛔䜘䛔䜘ᨾ㞀ィ⟬䛾ㄝ᫂䛻䛿䛔䜚䜎䛩䚹㻌
ᮏᙜ䛿䛣䛣䛷ኚᅽჾ䛾ᅇ㊰䛻㻌䛴䛔䛶㏙䜉䛯䛔䛸䛣䜝䛷䛩䛜䛭䜜䛿ᚋᅇ䛧䛻䛧䜎䛩䚹
㻝㻜㻚㻝㻌ᨾ㞀ィ⟬䛾⪃䛘᪉
㼫㼫ᅗ㻝㻜㻚㻝㻌䛿ᨾ㞀ィ⟬䛾⪃䛘᪉䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌⚾䛯䛱䛿䜎䛪ึ䜑䛻ᑐ㇟ᅇ㊰䛻䛴䛔䛶
ᨾ๓䛾≧ἣ䜢㻌㼍㼎㼏㻌┦㡿ᇦ䛷䜲䝯䞊䝆䛧䜎䛩䠄ᅗ୰䛾䝇䝔䝑䝥㼍㻝䠅䚹ḟ䛻䛭䛾ᅇ㊰䛾㻜㻝㻞㻌㡿
ᇦ䛷䛾ᅇ㊰䜢ᥥ䛝䜎䛩䠄ᅗ䛾㻌㼍㻞䠅䚹䛣䛣䜎䛷䛾䝇䝔䝑䝥䛿Ⓨ㟁ᶵ䞉㏦㟁⥺䞉㈇Ⲵᅇ㊰䛻䛴䛔
䛶䛩䛷䛻ゎㄝ䛧䜎䛧䛯䚹䛥䛶ḟ䛿ᨾⅬ䛾㻌≧ἣ䜢㼍㼎㼏㻌㡿ᇦ䛾ᘧ䛷⾲⌧䛧㻔㼎㻝㻕㻌ḟ䛻䛭䜜䜢
㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛻ኚ㻔㼎㻞㻕䛩䜛䛾䛷䛩䚹㻌䛭䜜䛻䜘䛳䛶㻔㼍㻞㻕䛸㻌㻔㼎㻞㻕䛛䜙ᨾⓎ⏕ᚋ䛾ᅇ㊰ᘧ䚸䛒
䜛䛔䛿ᅇ㊰ᅗ䜢㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷⾲⌧䛷䛝䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛭䛧䛶㻜㻝㻞㻌㡿㻌ᇦ䛷ᅇ㊰䛾ゎ䜢ồ䜑
䛶㻔㼏㻕䚸᭱ᚋ䛻䛭䛾ゎ䜢㼍㼎㼏㻌㡿ᇦ䛻䜒ฟ䛫䜀䜘䛔䛾䛷䛩䚹

㻝㻜㻚㻞㻌㻝㻌⥺ᆅ⤡䛾ᨾ㞀ィ⟬䠖䛭䛾䠍
㼫㼫ᅗ㻝㻜㻚㻞㼍㻘㼎㻘䛷ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹ᅗ㼍㻌䛾Ⅼ⥺ෆ䛿ᑐ㇟䛸䛩䜛ᅇ㊰䛾ᨾ๓䛾≧ἣ䜢㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷
♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌ୖ䛛䜙㡰␒䛻ṇ┦䞉㏫┦䞉㞽┦ᅇ㊰䜢♧䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸Ⓨ㟁ᶵ䞉㏦㟁⥺䞉㈇
Ⲵ䛾䛔䛪䜜䜒䛜䠏┦ᖹ⾮䛸⪃㻌䛘䛶ṇ┦䞉㏫┦䞉㞽┦ᅇ㊰䛿┦䛻⊂❧䠄┦ㄏᑟ䛜䛺䛔䠅
䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹ᅗ䛷䛿⥺㊰䛿㻝㻌ᅇ⥺䛷䛭䛾ᕥ㻌ྑ䛻Ⓨ㟁ᶵ䠄୍᪉䛜㈇Ⲵ䛷䜒䜘䛔䠅䛛䜙䛺䜛
᭱䜒⡆༢䛺ᅇ㊰䛸䛧䛶⾲⌧䛧䛶䛔䜎䛩䛜䚸ᑐ㇟ᅇ㊰䛿䛹䜣䛺㻌ᅇ㊰䛷䜒ᵓ䜟䛺䛔䛣䛸䛻␃ព
䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
㼫㼫䛥䛶䛣䛾ᅇ㊰䛾௵ព䛾ᆅⅬ䡂䛷㼍㻌┦䛾㻝㻌⥺ᆅ⤡ᨾ䛜⏕䛨䛯䛸䛧䜎䛩䚹㻌䛣䛾䛾㼒㻌Ⅼ䛾㼍㻌
┦ᨾ䛾≧㻌ἣ䜢ᅗ㻔㼎㻕䛻♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌ᨾⅬ㼒㻌䛛䜙௬䛾㼍㼎㼏㻌┦➃Ꮚ䜢ᘬ䛝ฟ䛧䛶䛝
䛶䚸䛭䛾㼍㻌┦➃Ꮚ䛿㻔䜰䞊䜽㻌ᢠ䜢ᐃ䛧䛯㻾㻌䜢䛧䛶᥋ᆅ䛧䚸䜎䛯㼎㻌┦㼏㻌┦䠄┦䠅䛾
௬➃Ꮚ䛿㛤ᨺ≧ែ䛷䛩䚹
䛥䛶䛣䛣䛷ᑐ⛠ᗙᶆἲ䜢㐺⏝䛩䜛ୖ䛷ษ䛺㻞㻌䛴䛾๓ᥦ䠄⣙᮰䠅䛻䛴䛔䛶ᣦ䛧䛶䛚䛝
䜎䛩䚹
⣙᮰䛭䛾䠍䠖
㼫㼫ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛷䛿㟁※䜢」⣲㟁※䛸䛧䛶♧䛧䛶」⣲ᅇ㊰ィ⟬䜢⾜䛔䜎䛩䚹㻌ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛷
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関連資料 14-8 対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その4） (2/4)

㼫㼫䛿ኚᐃ⩏ᘧ䛜」⣲ᩘ⾲⌧䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䛣䜜䛿䛔䛴䛾ሙྜ䜒๓ᥦ䛷䛩䚹
⣙᮰䛭䛾㻞䠖
㼫㼫⚾䛯䛱䛿㼍㻌┦ᇶ‽䛾ᑐ⛠ᗙᶆἲ䜢䛚䛖䛸䛧䛶䛔䜎䛩䛛䜙䚸ᆅ⤡┦䛾ᐇྡ䛜㻾㻘㻿㻘㼀㻌┦䛾
㼫㼫䛔䛪䜜䛷䛒䛳䛶䜒ᨾ㞀ィ⟬䛾䛖䛘䛷䛿ᆅ⤡┦䜢㼍㻌┦䛸䛧䛶ィ⟬䛧䜎䛩䚹
⣙᮰䛭䛾㻟䠖
㼫㼫ᑐ㇟ᅇ㊰ෆ䛾䛹䛾ᆅⅬ䛻䛚䛔䛶䜒䚸䜎䛯ᨾⅬ䡂䛛䜙ᘬฟ䛧䛯ᯫ✵➃Ꮚ䛻䛴䛔䛶䜒䚸」
⣲
㼫㼫㟁ᅽグྕ䛾」⣲㟁ὶグྕ䛾ྥ䛝䛿 㼍㼎㼏 ┦䛾」⣲㟁Ẽ㔞䛿ྠ䛨▮༳᪉ྥ䛻ᐃ⩏䛧䜎䛩䚹
㼫㼫ᅗ䛷㻔 㼒 㼂 㼍 㻘 㼒 㼂 㼎 㻘 㼒 㼂 㼏 㻕㻌䛸䛛㻔 㼒 㻵 㼍 㻘 㼒 㻵 㼎 㻘 㼒 㻵 㼏 㻕㻌䛾༳䛾ྥ䛝䛜ྠ䛨๏ྥ䛻ᐃ⩏䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻␃ព
㼫㼫䛧ᚓ䛟䛰䛥䛔䠄ᐇ㝿䛾ྛ┦㟁Ẽ㔞䛜䠇䠉䛾䛔䛪䜜䛾್䛻䛺䜛䛛䛿ูၥ㢟䛷䛩䠅䚹

䛥䛶䚸䛔䜘䛔䜘ᨾ㞀ィ⟬䛷䛩䚹
ᅗ㻔䠾㻕䛻♧䛩㼍㼎㼏㻌㡿ᇦ䛷䛾㼍㻌┦㻝㻌⥺ᆅ⤡䛾≧ἣ䜢ᘧ䛻䛶♧䛧䛶䜏䜘䛖䚹

ᅗ㻔䠾㻕䛾≧ἣ䜢♧䛩䛯䜑䛾ᚲせ༑ศ䛺ᘧ䛿ୖᘧ㻔㻝㻜㻚㻝䠅䛸䛺䜚䜎䛩䚹ᆅ⤡Ⅼ䡂䛻䛚䛡䜛ቃ⏺
᮲௳䛸䛺䜛ᘧ㻌䛷䛩䚹㻌㟁ᅽ 㼒 㼂 㼎 㻘 㼒 㼂 㼏 㻌䛻䛴䛔䛶䛿⌧ẁ㝵䛷䛿ᘧ䛸䛧䛶䛿ఱ䜒つᐃ䛷䛝䜎䛫䜣䚹㻌
ḟ䛻䛿䛣䛾ᘧ㻔㻝㻜㻚㻝㻕䜢㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛻ኚ䛧䜎䛩䚹ᘧ㻔㻝㻜㻚㻝㻕䛻ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛾ኚᐃ⩏ᘧ䜢௦
䛩䜛䛰䛡䛷䛩䚹

⤖ᒁ䚸ᅗ㻝㻜㻚㻞㼎㻌䛾ᆅ⤡≧ἣ䜢♧䛩ᘧ㻔㻝㻜㻚㻝㻕䜢㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛻ኚ䛧䛯ᘧ䠄㻝㻜㻚㻞䠅䛿ᩚ⌮䛩䜜䜀
ୗᘧ㻔㻝㻜㻚㻟㻕䛸䛺䜛䛾䛷䛩䚹
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3DJHRI
15-145

ᘧ㻔㻝㻜㻚㻟㻕䛜㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷⾲⌧䛥䜜䛯ᨾⅬ䛾௬➃Ꮚ䛾ṇ┦䞉㏫┦䞉㞽┦㟁ᅽ䞉㟁ὶ䛾㛵ಀ
ᘧ䛸䛔䛖䛣䛸䛻㻌䛺䜚䜎䛩䚹䡂Ⅼ䛾௬➃Ꮚ䛜ᘧ㻔㻝㻜㻚㻟㻕䜢‶䛯䛩䜘䛖䛺᥋⥆ᅗ䛿ᅗ㻝㻜㻚㻞㻔㼍㻕䛾䜘
䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛭䛧䛶㼒㻌Ⅼ㻌䛷㼍㻌┦ᆅ⤡䛜⏕䛪䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷䛣䛾ᅗ䛻䛚䛔䛶䝇
䜲䝑䝏㻿㻌䜢㛢䛨䜛䛣䛸䛸➼౯䛻䛺䜚䜎䛩䚹
㼫㼫䛥䛶䚸䛣䛾ᅇ㊰ィ⟬䜢䛩䜜䜀ᨾⅬ䛾㟁ᅽ 㼒 㼂 㻜 㻘 㼒 㼂 㻝 㻘 㼒 㼂 㻞 㻘㟁ὶ 㼒 㻵 㻜 㻘 㼒 㻵 㻝 㻘 㼒 㻵 㻞 㻌ゎ䛜ᩘ್䛸䛧䛶ィ⟬
䛷䛝䜛㻌䛧䚸䜎䛯ᅇ㊰ෆ䛾௵ព䛾ᆅⅬ䛾ᑐ⛠ศ㟁ᅽ䞉㟁ὶ䜒ィ⟬䛷䛝䜎䛩䚹㻌ᐃᖖィ⟬ゎ䜢
ồ䜑䜛ሙྜ䛻䛿⥺㊰䞉㻌㈇Ⲵ䛺䛹䛾ᅇ㊰ᐃᩘ䛿䛶 㼞㻗㼖䃨㻸 䛾」⣲ᅇ㊰䛺䛹䛸䛧䛶₇⟬䛩䜜
䜀䜘䛔䛧䚸⟅䛘䜒」⣲㔞䛸䛧䛶ᚓ䜙㻌䜜䜎䛩䚹㻌䛣䛖䛧䛶ᚓ䛯㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛㟁ᅽ䞉㟁ὶ䛾
」⣲ゎ䛿᭱ᚋ䛾䝇䝔䝑䝥䛸䛧䛶ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛾㏫㻌ኚᐃ⩏ᘧ䛻䜘䛳䛶㼍㼎㼏㻌┦䛾㟁ᅽ䞉㟁ὶ
䛻ኚ䛩䜜䜀䜘䛔䛾䛷䛩䚹
䛺䛚ୖ㏙䛾ィ⟬䛷䛿ᨾ๓䛾㈇Ⲵ㟁ὶ䛜ὶ䜜䛶䛔䜛ሙྜ䛻䛿ᕥྑ䛾ṇ┦㟁※㟁ᅽ䛜㼑㻓 㻝

関連資料 14-8 対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その4） (3/4)

㻔㼠㻕㻩㻱㻓 㻝 㼑 㼖 䃨 㼠 㻌䛸㻌㼑㻎 㻝 㻔㼠㻕㻩㻱㻎 㻝 㼑 㼖㻔 䃨㼠 㻙 䃓㻕 䛾䛤䛸䛟┦ᕪ䃓㻌䜢䛭䛾䜎䜎⧊䜚㎸䜣䛷ィ⟬䛧䛶䜒䛔䛔
䛧䚸₻ὶᨾ๓䛾㈇Ⲵ㟁ὶ䛜䛺㻌䛔ሙྜ䠄䃓㻩㻜䠅䛾ィ⟬䜢䛧䛶䚸䛭䛾䛾䛱ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶ᨾ
๓䛾㈇Ⲵ㟁ὶ䜢䝧䜽䝖䝹ⓗ䛻㔜␚䛧䛶䜒Ⰻ䛔䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹
㼫㼫㐣Ώィ⟬䛜ᚲせ䛺ሙྜ䜒ྠ䛨➼౯ᅇ㊰ᅗ㻝㻜㻚㻞㻌䛾㻜㻝㻞㻌➼౯ᅇ㊰䛷ィ⟬䜢䛧䛶⤖ᯝ䜢㏫ኚ
䛩䜜䜀䜘䛔䛣䛸䛿ࣙ᫂䛷䛩䚹
㻝㻜㻚㻟㻌㻝㻌⥺ᆅ⤡䛾ᨾ㞀ィ⟬䠖䛭䛾䠎
㼫㼫㼍㻌┦㻝㻌⥺ᆅ⤡ᨾ㞀ィ⟬䛾䜒䛖୍䛴䛾᪉ἲ䛻䛴䛔䛶ᅗ㻝㻜㻚㻟㻌䛷ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹
⣔⤫䛿䠏┦ᖹ⾮䠄ṇ┦䞉㏫┦䞉㞽┦ᅇ㊰䛜⊂ཱི䛻ᥥ䛡䜛䠅䛸䛧䛶ᨾⅬ㼒㻌䛾௬➃Ꮚ䛛䜙⣔
⤫ഃ䜢䛾䛮䛝㻌ぢ䜛ᑐ⛠ศ㻌㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌 㼒 㼆 㻝 䍙 㼒 㼆 㻞 䞉 㼒 㼆 㻜 䛜ุ䛳䛶䛔䜛䛸䛧䜎䛩㻔㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌㼙㼍㼜㻌
䛛䜙ィ⟬䛷䛝䜎䛩䛽䚹㻌 㼒 㼆 㻝 䛿㼒㻌ᆅⅬ䛾▷⤡ർ㻿㻯㻾㻌䛾㏫ᩘ䛷䜒䛒䜚䜎䛩㻕䚹䛺䛚⥺㊰䜔ኚᅽ
ჾ䛾ṇ┦䞉㏫┦㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌䛿 㼒 㼆 㻝 㻌䛸㻌 㼒 㼆 㻞 䛿ྠ䛨䛷䛩䛛䜙Ⓨ㟁ᶵ䜔㈇Ⲵ䛾ṇ┦䞉㏫┦
㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌䛾ᕪ䜢↓ど䛩䜜䜀 㼒 㼆 㻝 䛸 㼒 㼆 㻞 䛿ྠ䛨䛻䛺䜚䜎㻌䛩䚹䜎䛯ᨾⅬ䡂䛾ᨾ┤๓䛾㟁ᅽ
䛜 㼒 㻱 㼍 㻔㻩 㼒 㻱 㻝 㻩㻝㻚㻜㻕㻘 㼒 㻱 㼎 㻔㻩㼍 㻞 䞉 㼒 㻱 㻝 㻕㻘 㼒 㻱 㼏 㻔㻩㼍䞉 㼒 㻱 㻝 㻕䛷ุ䛳䛶䛔䜛䛸䛧䜎䛩䚹
䛣䛾≧ែ䛷㼒㻌Ⅼ௬➃Ꮚ䛷㻝㻌⥺ᆅ⤡䛜⏕䛪䜛䛸㼍㼎㼏㻌㡿ᇦ䛷䛿ᘧ㻔㻝㻜㻚㻝㻕䛜ᡂ䜚❧䛴䛾䛷䛣䛾
᮲௳䜢㻜㻝㻞㻌㡿㻌ᇦ䛻ኚ䛧䛶ᘧ㻔㻝㻜㻚㻞㻕䜢ᚓ䛶䛥䜙䛻ᩚ⌮䛩䜜䜀ᘧ㻔㻝㻜㻚㻟㻕䜢ᚓ䜎䛩䚹㻌䛭䛣䛷
㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛾ᅇ㊰䛸䛧䛶ᘧ䠄㻝㻜㻚㻟䠅㻌䛾᮲௳䜢‶䛯䛩䜘䛖䛻⤖⥺䛩䜜䜀ᅗ㻝㻜㻚㻟㻔㼍㻕䜢ᚓ䜎䛩䚹㻌䛥
䛶䚸ᅗ㻝㻜㻚㻟㻔㼍㻕䛷ᨾ๓䛿ṇ┦ᅇ㊰䛾㟁Ẽ㔞䛰䛡䛜Ꮡᅾ䛧䚸ṇ┦ᅇ㊰䛾㼒㻌Ⅼ䛛䜙⣔⤫ഃ䜢
ぢ䜛䛸㟁ᅽ㻌䛿 㼒 㻱 㻝 㻩㻝㻚㻜㻘㻌ṇ┦㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌䛿 㼒 㼆 㻝 䛷䛩䚹㻌䛭䛧䛶㻝㻌⥺ᆅ⤡䛜ਫ਼䛪䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛿
䛣䛾௬➃ࢢ䛻㻌 㼒 㼆 㻞 㻌㻗㻌 㼒 㼆 㻜 㻌㻗㻌㻟㻾㻌䜢᥋⥆䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛷䛩䛛䜙㻌㼀㼑㼢㼑㼚㼕㼚㻌䛾ᐃ⌮䜢
㐺༽䛩䜜䜀௬➃ࢢ䛛䜙ὶ䜜㻌ฟ䜛ᨾ㟁ὶ䛜ୗグ䛾䜘䛖䛻䛯䛱䛹䛣䜝䛻ィ⟬䛷䛝䜎䛩䚹㻌

電気エンジニアのためのQ&Aコミュニティ

KWWSVZZZHOWHFKVFRMS(OWHFKV1HZVBMVKWPO

280



㟁ຊᢏ⾡⌮ㄽᚐ↛ⲡ䠄㛗㇂䝁䝷䝮䠅

3DJHRI
15-146

関連資料 14-8 対称座標法 （Symmetrical Components：012法） （その4） (4/4)

第１５章 関連資料

௨ୖ䛷ᨾⅬ㼒㻌䛾㟁ᅽ䛸ᨾⅬ௬➃Ꮚ䛛䜙ὶฟ䛩䜛ᨾ㞀㟁ὶ䛜ィ⟬䛷䛝䜎䛧䛯䚹
䛺䛚䛣䛾ᨾ㞀㟁ὶ㻌 㼒 㼕 㻝 㻌㻘㻌 㼒 㼕 㻞 㻌㻘㻌 㼒 㼕 㻜 㻌㻔ᨾ๓䛾㈇Ⲵ㟁ὶ䛾᭷↓䛻㛵ಀ䛧䛺䛔㻕䛿䛭䜜䛮䜜ṇ┦䞉
㏫┦䞉㞽┦ᅇ㊰䛻㻌䛚䛔䛶㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌㏫ẚ䛷ᨾⅬ䛾ᕥྑ⣔⤫䛻ศὶ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾
䛷䚸ᨾⅬ䛾ྑഃ㟁ὶ䚸ᕥഃᅇ㊰䛾㻌㟁ὶ䜒䛭䜜䛮䜜ィ⟬䛷䛝䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛧䛯䛜䛳
䛶䚸ᨾⅬ䛾ᕥྑ䛾௵ព䛾ᆅⅬ䛾ᨾ㞀㟁ὶᡂศ㻌䜒ィ⟬䛷䛝䜛䛣䛸䛻䛺䜛䛾䛷䛩䚹㻌ᚲせ䛻
ᛂ䛨䛥䜙䛻ᨾ๓䛾㈇Ⲵ㟁ὶᡂศ䜢」⣲㔞䛸䛧䛶㔜␚䛩䜛䛣㻌䛸䜒䛷䛝䜎䛩䚹

㼫㼫䛥䛶䚸Ⓨ㟁ᶵ䞉㏦㟁⥺䞉㈇Ⲵ䝰䝕䝹䛾㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷䛾⾜ิ᪉⛬ᘧ䛸䛭䛾➼౯ᅇ㊰䛻䛴䛔䛶
ゎㄝ䛧䜎䛧䛯䚹
ᅇ䛿䛣䛣䜎䛷䛸䛧䜎䛧䜗䛖䚹
㻞㻜㻞㻜ᖺ㻝㻜᭶㻡᪥䚷㛗㇂Ⰻ⚽

ΞϮϬϮϬůƚĞĐŚƐΘŽŶƐƵůƚŝŶŐŽ͕͘>ƚĚ͘ůůƌŝŐŚƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚ
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第１５章 関連資料

15-147

㟁ຊᢏ⾡⌮ㄽᚐ↛ⲡ㻌㻺㼛㻚㻝㻝㻌䠄㛗㇂Ⰻ⚽䠅
ᑐ⛠ᗙᶆἲ䠄㻿㼥㼙㼙㼑㼠㼞㼕㼏㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼜㼛㼚㼑㼚㼠㼟䠖㻜㻝㻞㻌ἲ䠅䠖䛭䛾㻡
㻌㻌๓ᅇ㻺㼛㻚㻝㻜㻌䛷䛿ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛾ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉䛸䚸䠍⥺ᆅ⤡䛾ሙྜ䛻䛴䛔䛶ᨾⅬ䡂䛻䛚
䛡䜛㟁ᅽ䠃㟁ὶ㻌䛾㻜㻝㻞㻌㡿ᇦゎ䛸㼍㼎㼏㻌㡿ᇦゎ䛾ồ䜑᪉䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䛧䜎䛧䛯䚹ᗘ䛿ู
䛾ᨾ㞀䝰䞊䝗䛷䜒䛖ᑡ䛧ィ⟬䛾⦎㻌⩦䜢䛧䜎䛧䜗䛖䚹
㻝㻝㻚㻝㻌 㼎㼏 ┦㻞⥺▷⤡䛾ィ⟬
㻌㻌୕┦ᅇ㊰䛒䜛Ⅼ䡂䛷 㼎㼏 ┦㻞㻌⥺▷⤡䛜⏕䛨䛯䛸䛧䛶䛭㼒㻌Ⅼ䛾䛷㟁ᅽ㟁ὶ䛾ィ⟬䜢䛧䜎䛩䚹
䛺䛚ᨾ๓䛾㻌㼒㻌Ⅼ㐠㌿㟁ᅽ䛿 㻱 㼍 㻘㻱 㼎 㻔㻩㼍 㻞 㻱 㼍 㻕㻘㻱 㼏 㻔㻩㼍㻱 㼍 㻕 㻌䛸䛧䜎䛩䚹㻌ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛷䛿䛩䜉䛶
関連資料 14-9 対称座標法 (Symmetrical Components：012法） （その5） (1/3)

䛾ኚᩘ䛿」⣲⾲⌧䛷䛒䜛㻌䛣䛸䜢ᛀ䜜䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹

ᘧ䐠䛿 㼍 㻞 㻗㼍㻗㻝㻩㻜 䛾㛵ಀ䜢䛘䜀ᘧ䐠䛿 㻞 㼒 㻵 㻜 㻙 㼒 㻵 㻝 㻙 㼒 㻵 㻞 㻩㻜 䛸䛺䜛䛾䛷䛥䜙䛻䐟䜢䛘䜀
㻞
㼒 㻵 㻜 㻩㻜 㻘㻌 㼒 㻵 㻝 㻗 㼒 㻵 㻞 㻩㻜 䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌䜎䛯䐡䛿㻌 㻔㼍 㻙㼍㻕㻔 㼒 㼂 㻝 㻙 㼒 㼂 㻞 㻕㻩㻜 㻌䍈 㼒 㼂 㻝 㻩 㼒 㼂 㻞 㻌䛸䛺䜚䜎䛩䚹ᚑ䛳䛶

ᘧ䠄㻝㻝㻚㻞䠅䛿ḟᘧ䛾䜘䛖䛻ᩚ㡻䛷䛝䜎䛩䚹

ቃ⏺᮲௳䛾ᘧ㻔㻝㻝㻚㻝㻕䜢㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛻ኚ䛧䛯䜙ᘧ㻔㻝㻝㻚㻟䠅䜢ᚓ䜎䛧䛯䚹䛣䜜䛜䚸㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛻䛚
䛡䜛ቃ⏺᮲௳㻌䛷䛩䚹㻌䛣䛾᮲௳㏻䜚䛾⤖⥺䜢䛩䜜䜀㻲㼕㼓㻚㻝㻝㻚㻝㻔䠾㻕䛾➼౯ᅇ㊰䜢ᚓ䜎䛩䚹㻌䛣
䜜䛜㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷䛾➼౯ᅇ㊰㻌䛷䛩䚹㻌ṇ┦ᅇ㊰䛻㏫┦ᅇ㊰䜢⧅䛠䛰䛡䛾➼౯ᅇ㊰䛷䛩䛜䚸
䛭䛾᥋⥆方ἲ䛿䛂㢌䛸㢌䚸ᑿ䛸ᑿ䜢䛴䛺䛠䛃㻌䛣䛸䛜大ษ䛷䛩䚹䠄㏫䛻䛴䛺䛠䛸 㼒 㼂 㻝 㻩㻙 㼒 㼂 㻞 䛾㛵
ಀ䛻䛺䛳䛶䛧䜎䛔䜎䛩䚹䠅䚹㻌䛺䛚䚸㞽┦ᅇ㊰䛻䛿ෆ㒊㟁㻌※䛿↓䛟䚸䛛䛴➃ 子 䛜㛤ᨺ䛺䛾䛷
⤖ᯝ䛸䛧䛶 㼒 㼂 㻜 䛸䛔䛖䛣䛸䛻␃ព䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
䛥䛶㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ➼౯ᅇ㊰ᅗ㻲㼕㼓㻚㻝㻝㻚㻝㻔䠾㻕䛜ồ䜑䜙䜜䛯䛾䛷䛣䛾ᅗ䛻㼀㼔㼑㼢㼑㼚㼕㼚 ʻ 㻸㼍㼣㻌䜢䛳䛶㼒
Ⅼ㟁ὶ㟁ᅽ䛻㻌䛴䛔䛶ୗグ䛾ᘧ䜢䛘䜎䛩䚹

ᨾⅬ䛾ᨾ㞀㟁ὶ䛜㻜㻝㻞㻌㡿ᇦ䛷㻔᪤▱䛾⣔⤫䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛸ᨾⅬ䛾ᨾ๓㟁ᅽ䛰䛡
䛷⾲⌧䛥䜜䛶㻕ồ㻌䜑䜙䜜䜎䛧䛯䚹ṧ䜛䛿䛣䛾㏫ኚ䛰䛡䛷䛩䚹
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ᨾⅬ䛾㟁ᅽ䞉㟁ὶ䛜䛶ồ䜑䜙䜜䜎䛧䛯䚹
䛸䛣䜝䛷㏦㟁⥺䛻Ⓨ㟁ᶵ➼䜒ྵ䜑䛶ᢠศ䜢↓ど䛧䛶⣔⤫య䛸䛧䛶ᴫ
䛽 㼒 㼆 㻝 䍙 㼒 㼆 㻞 䍙 㼖 䃨 㻸 㻝 䛸䛧䜎䛧䜗 䛖䚹䛣䛾ሙྜᘧ䠄㻝㻝㻚㻡㼎䠅䜘䜚 㼒 㼂 㼎 㻩 㼒 㼂 㼏 㻩㻙㻜㻚㻡 㼒 㻱 㼍 䛸䛺䜛䛾䛷䚸
ᨾ䛾㻌 㼒 㼂 㼎 㻘㻌 㼒 㼂 㼏 㻌䛿ᴫ䛽 㼒 㻱 㼍 㻌䛾༙ศ㻌䛾㟁ᅽ䛷㏫┦䛻䛺䜛䛣䛸䛜ศ䛛䜚䜎䛩䚹㻌䜎䛯ᘧ
䠄㻝㻝㻚㻡㼍䠅䜘䜚 㼒 㻵 㼎 䛿 㼒 㻱 㼍 䛸䜋䜌ྠ┦䚸 㼒 㻵 㼏 䛿㏫ ┦䛻䛺䜛䛣䛸䜒᫂䜙䛛䛷䛩䚹

㻝㻝㻚㻞㻌 㼎㼏 ┦㻞⥺▷⤡䚸㟁ᅽ䞉㟁ὶ䝧䜽䝖䝹䛾ྍど
㻌㻌䛥䛶ḟ䛻䚸ᨾⅬ㼒㻌䛻䛚䛡䜛 㼎㼏 ┦㻞㻌⥺▷⤡䛜 生 䛨䛯ሙྜ䛾㟁ᅽ䞉㟁ὶ䝧䜽䝖䝹䛾ᅗᘧⓗ
䛺ྍど䜢ヨ㻌䜏䜎䛩䚹㻌⡆༢䛾䛯䜑Ⓨ㟁ᡤ䛛䜙ኚᅽჾ䜢䛧䛶㻝㻌ᅇ⥺㏦㟁⥺䛜䛴䛺䛜䜛
⣔⤫䛾ඛ䛾䛒䜛ᆅⅬ䡂䛷▷⤡㻌䛜 生 䛨䛯ሙྜ䜢ᐃ䛧䜎䛩䚹㻌㻲㼕㼓㻚㻝㻝㻚㻞㻔㼍㻕䛾➼౯ᅇ㊰ᅗ䛷䛿
Ⓨ㟁ᶵ⫼ᚋ㟁ᅽ➃子㻔㼜㻕䚸ᨾⅬ䡂䛸䛧䛶䛭㻌䛾㛫䛾䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛜 㼦 㻝 㻩㼖㼤 㻝 䠄ᢠ 㼞 䛿↓
ど䠅䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜎䛯䚸௵ព䛾୰㛫Ⅼ㻌㼙䜢ᐃ䛧䚸䛭㻌䛾⨨䛿㼒㻌Ⅼ䛛䜙䡌Ⅼ䜎䛷䛾䝸䜰
䜽䝍䞁䝇㼤 㻝 㻌䜢㼗 㻝 㻦㻔㻝㻙㻌㼗 㻝 㻌㻕䛷ศ䛧䛯ᆅⅬ䛸䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻲㼕㼓㻚㻝㻝㻚㻞㻔㼍㻕䛾㻌㏫┦ᅇ㊰㒊䜢ᢡ䜚⣬
䛾䜘䛖䛻䛚䜚ᡠ䛩䛸㻲㼕㼓㻝㻝㻚㻞㻔㼎㻕䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛣䛾ᅗ㻔㼎㻕䛿㟁※㟁ᅽ 㻱 㻌䛸䛾ᑐ 比 䛷୕㻌䛴䛾ᆅ
Ⅼ㼜㻘㼙㻘㼒㻌䛻䛚䛡䜛ṇ┦㟁ᅽ䞉㏫┦㟁ᅽ䛾⤯ᑐ್䛸䛧䛶䛾 大 䛝䛥䛸┦㛵ಀ䠄㟁※㟁ᅽ 㻱 䛸
ྠ┦䠅㻌䜢ṇ䛧䛟ᫎ䛧䛶䛔䜎䛩䚹㻌䛭䛣䛷㻲㼕㼓㻚㻔䠿㻕䛾䜘䛖䛻ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛾ᐃ⩏䛻ᚑ䛳䛶㼒
Ⅼ䚸䛒䜛䛔䛿㼙㻌Ⅼ䛾㻌 㼂 㼍 㻘㻌 㼂 㼎 㻘㻌 㼂 㼏 㻌䜢ྜᡂ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㻌⤖ᯝ䛸䛧䛶㻲㼕㼓㻚㻝㻝㻚㻞㻔䠿㻕䛾䜘
䛖䛻ྛᆅⅬ䛾㟁ᅽ䜢ྍど䛩䜛䛣㻌䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹㻌䛺䛚䚸㏦㟁⥺䛿䠄ᢠศ䜢↓ど䛧䛶䠅䝸
䜰䜽䝍䞁䝇ศ䛾䜏䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛷ṇ┦㟁ὶ㻌 㼒 㻵 㻝 㻔㻩㻙 㼒 㻵 㻞 㻌䛾┦䛿䠄 㼍 ┦䛾⫼ᚋ㟁ᅽ 㻱 䜘䜚␎㻌㻥㻜
ᗘ㐜䜜┦䛸䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛭䛧䛶ᘧ䠄㻝㻝㻚㻡䠅䛷䛩䛷㻌䛻示䛧䛯䜘䛖䛻 㼒 㻵 㼎 㻌䛿㻱㻌䛻䛯䛔䛧䛶␎㻥㻜
ᗘ㐜䜜┦䚸 㼒 㻵 㼏 㻌䛿 㼒 㻵 㼎 㻌䛾㏫┦䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛺䛚㻌䛣䛾䝰䝕䝹䛷䛿㏦㟁⥺㻝㻌ᅇ⥺
䛾䜏䛸䛧䛶䛔䜛䛾䛷ྛᆅⅬ䛾㟁ὶ䛿ྠ䛨䛷䛩䚹
㻌㻌㻌㻌ὀ䠅䛭䛾䜋䛛䛾ᨾ㞀䝰䞊䝗䛷䜒䛣䛾䜘䛖䛺ᅗᘧྍど䛜ྍ⬟䛷䛩䚹
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㻌㻌㻌㻌㻌㻌ヲ䛧䛟䛿ᣋⴭ䠄ၿ∧䜎䛯䛿㼃㼕㼘㼑㼥㻌∧䜢ཧ↷䛟䛰䛥䛔㻌䠅
ᢏ⾡⪅䛿㟁ᅽ䞉㟁ὶ⌧㇟䜢 方 ⛬ᘧ䛸䛧䛶⌮ゎ䛷䛝䜛䛣䛸䛜 大 ษ䛷䛩䛜䚸䛥䜙䛻䛣䛾䜘䛖䛻
㟁ᅽ䞉㟁ὶ䛾ᐇ㻌㝿䛾ጼ䜢䜲䝯䞊䝆䛷䛝䜛䛣䛸䛜⌧㇟䜢⌮ゎ䛩䜛䛸䛔䛖ព䛷 非 ᖖ䛻 大 ษ䛷
䛩䚹

㻞㻜㻞㻜ᖺ㻝㻝᭶㻝㻞᪥㻌㛗㇂Ⰻ⚽
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㟁ຊᢏ⾡⌮ㄽᚐ↛ⲡ㻌㻺㼛㻚㻝㻞㻌䠄㛗㇂Ⰻ⚽䠅
ᑐ⛠ᗙᶆἲ䠄㻿㼥㼙㼙㼑㼠㼞㼕㼏㼍㼘㻌㻯㼛㼙㼜㼛㼚㼑㼚㼠㼟䠖㻜㻝㻞㻌ἲ䠅䠖䛭䛾㻡

関連資料 14‑10 対称座標法 （S ym m etricalC om ponents：012法）（
その6） (1/3)

㻌㻌๓ᅇ㻺㼛㻚㻝㻜㻘㻝㻝㻌䛷䛿ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛾ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉䛸䚸䠍⥺ᆅ⤡䛾ሙྜ㻞㻌⥺▷⤡䛾ᨾ㞀ィ
⟬䛻䛴䛔䛶ゎㄝ䛧㻌䜎䛧䛯䚹㻌ᗘ䛿 㼍 㻌┦᩿⥺䚸 㼎㼏 㻌᩿⥺䛺䛹᩿⥺䝰䞊䝗䛾ᨾ㞀ィ⟬䛻䛴䛔
䛶ゎㄝ䛧䜎䛩䚹
㻌㻌㏦㟁⥺䛺䜣䛶᩿⥺䛧䛺䛔䚹ఱᨾ䛭䜣䛺ィ⟬䛜ᚲせ䛺䛾䛛䠛䛺䛹䛸䛔䜟䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹
䛘䜀㐽᩿ჾ㻌䛜༢┦㛢㊰୰䛾㛫ᖏ䛷䛒䜛䛸䛛䚸㐽᩿ኻᩋ䛧䛯ሙྜ䚸䜎䛯ᕤሙ㈇Ⲵ
ᅇ㊰䛾㻲㼡㼟㼑㻌䛜㻝㻌┦ษ䜜䜜䜀䛣䜜㻌䛿䛔䜟䜖䜛᩿⥺䝰䞊䝗䛷䛩䚹㻌䜎䛯୕┦▷⤡䛜⏕䛨䛯䛸
䛧䛶䚸㐽᩿ჾ䛿㻟㻌┦ྠ㐽᩿ᣦ௧䜢ཷ䛡䛶ᶵᲔ㻌ⓗ䛻䛿䜋䜌ྠ䛻㛤ᴟ䛧䜎䛩䛜䚸ᐇ㝿
䛻䛿䜰䞊䜽㟁ὶ䛿ὶ䜜⥆䛡䛶䚸➨㻝㻌┦䠄 㼍 ┦䠅䛾㟁ὶ䝊䝻Ⅼ䛷➨㻝㻌┦㟁ὶ䛜ษ䜜䚸䛭䜜䜘
䜚㻡㼙㼟䠄㻥㻜㻌ᗘ䠅䜋䛹㐜䜜䛶 㼎㼏 ┦䛜㐽᩿䛥䜜䜎䛩䚹㟁Ẽⓗ䛻䛿➨㻝㻌┦䛜ඛ⾜䛷㐽᩿ 䛧
䛾㻞㻌┦䛿ᑡ䛧㐜䜜䛶㐽᩿䛧䜎䛩䚹䛧䛯䛜䛳䛶䛣䛾⣙㻡㼙㼟㻌䛾㛫ᖏ䛷䛿 㼍 ┦᩿⥺䝰䞊䝗≧ែ
䛷䛒䜚䚸㻌 㼍 ┦㐽᩿ჾ䛾ᴟ㛫䠄ᅛᐃ᥋ゐᏊ䛸ྍື᥋ゐᏊ䛾㛫䠅䛻䛿㐣䛺㐣Ώᅇ㟁ᅽ
䠄㼀㼞㼍㼚㼟㼕㼑㼚㼠㻌㻾㼑㼏㼛㼢㼑㼞㼥㻌㼂㼛㼘㼠㼍㼓㼑䠖㻌㼀㻾㼂䠅䛜Ⓨ⏕䛧䜎䛩䚹㻌㐣Ώ㟁ᅽ㼀㻾㼂㻌䛾⤯ᑐ್䜒䛝䛔
䛷䛩䛜Ἴᙧ䛜㠀ᖖ䛻ᛴᓧ䛷㻾㻾㻾㼂㻔㼠㼔㼑㻌㻾㼍㼠㼑㻌㼛㼒㻌㻾㼕㼟㼑㻌㼛㼒㻌㻾㼑㼏㼛㼢㼑㼞㼥㻌㼂㼛㼘㼠㼍㼓㼑㻦㼀㻾㼂㻌䛾㛫
ᚤศ್㻕䜒㠀ᖖ䛻䛝䛔䚹㻌㐽᩿ჾ䛜㐽᩿ᡂຌ䛩䜛䛛䛹䛖䛛䛿㐽᩿㻌ჾ䛜㻝㻌⥺᩿⥺䝰䞊䝗䛸
䛺䜛䛣䛾䜟䛪䛛㻡㼙㼟㻌䛾㛫ᖏ䛻㐣Ώⓗ䛻Ⓨ⏕䛩䜛㼀㻾㼂㻌䛸㻾㻾㻾㼂㻌䛻䛭䛾ᴟ㛫䛾⤯㻌⦕⪏
ຊ䛾ᅇ䛜ᡴ䛱䛴䛛䛹䛖䛛䛷Ỵ䜎䜛䛸䛔䛘䜎䛩䚹㻌ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛿䛣䛾䜘䛖䛺㐽᩿⌧㇟䜔
䛭䛾䛻㻌Ⓨ⏕䛩䜛㽀㼟㼑㼏㻌䜸䞊䝎䞊䛾㛤㛢䝃䞊䝆䛾ゎᯒィ⟬䛾ᇶ♏䛸䜒䛺䜛䛾䛷䛩䚹
㻝㻞㻚㻝㻌 㼎㼏 ┦᩿⥺≧ែ䛾ィ⟬
㻌㻌㻲㼕㼓㻚㻝㻞㻚㻝㼍㻌䜢ཧ↷䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹୕┦ᅇ㊰䛒䜛ᆅⅬ䡂䛷㻟㻌┦㐽᩿䜢䛧䛯䛸䛣䜝 㼍 ┦䛜㐽᩿䛷
䛝䛪䚸 㼎㼏 ┦᩿⥺䛾≧ែ䛜⏕䛨䛯䛸䛧䜎䛩䚹㐽᩿ჾ䛾ᕥഃ䜢Ⅼ㼜㻘ྑഃ䜢Ⅼ㼝㻌䛸ྡ䛡䜛䛣
䛸䛻䛭䜎䛩䚹㻌䠄 㼍 㻌┦ᇶ㻌‽䛷ᐃ⩏䛧䛯䠅ᑐ⛠ᗙᶆἲィ⟬䜢⾜䛖䛾䛷䛩䛛䜙䚸ᐇ㝿䛻᩿⥺䛧䛶
䛔䜛┦ྡ䛜 㼍㼎㼏 䛒䜛䛔䛿 㼁㼂㼃 䛾䛹䜜 䛷䛒䜜ゎᯒ䛷䛿᩿⥺䛧䛯┦䜢 㼍 ┦䛸䛧䛶ゎᯒ䛩䜛䛣
䛸䜢ᛀ䜜䛺䛔䛷䛟䛰䛥䛔䚹㻌䜎䛯䚸䛩䜉䛶䛾ኚᩘ䛿」㻌⣲㔞䛷䛒䜛䛣䛸䜒ᙜ↛䛷䛩䚹ᅗ䛷㼜㻌䜘
䜚ᕥഃᅇ㊰䜢ぢ䜛ᑐ⛠ศ㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌䜢 㼜 㼆 㻜 㻘 㼜 㼆 㻝 㻘 㼜 㼆 㻞 䛸䛧䚸䜎䛯㼝㻌䜘䜚ྑഃᅇ㊰䜢ぢ
䜛㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌䜢 㼝 㼆 㻜 㻘 㼝 㼆 㻝 㻘 㼝 㼆 㻞 䛸䛧䛶䛣䜜䜙䛿᪤▱䛷䛒䜛䛸䛧䜎䛩䚹㻌㟁※䞉㈇Ⲵ䛾᭷㻌↓䛿㛵
ಀ䛒䜚䜎䛫䜣䚹
㻌㻌䛿䛨䜑䛻㐽᩿┤๓䛻䛚䛔䛶 㼍㼎㼏 ┦㟁ὶ䛜䛹䜜䛰䛡ὶ䜜䛶䛔䛯䛛䜢☜ㄆ䛧䛶䛚䛝䜎䛧䜗
䛖䚹䛣䛾≧ែ䛷㻌䛿ṇ┦ᅇ㊰䛰䛡䜢⪃䛘䜜䜀䜘䛔䛾䛷䛩䛛䜙

䛸䛺䜚䜎䛩䚹
㻌㻌䛥䛶䚸㼒㻌Ⅼ䛾 㼎㼏 ┦᩿⥺䛻䛚䛡䜛┦㟁ὶ㼕 㼍 㻘㼕 㼎 㻘㼕 㼏 䛸㐽᩿ჾ᥋ゐᏊ㛫㟁ᅽ㼢 㼍 㻘㼢 㼎 㻘㼢 㼏 䜢ᅗ㻝㻞㻚㻝㼍
䛾䜘䛖䛻ྡ㻌䛡䜎䛩䚹
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䛯䚹㻌㻌㻌䛥䛶ᙜヱ䛾ṇ㏫㞽┦ᅇ㊰䛷ᘧ㻔㻝㻞㻚㻟㻕䜢‶㊊䛩䜛䜘䛖䛺⤖⥺᪉ἲ䛿㻲㼕㼓㻚㻝㻞㻚㻝㼎㻌䛾䜘䛖
䛻䛺䜚䜎䛩䚹䛣䜜㻌䛷ᑐ⛠ᗙᶆἲ䛻䜘䜛➼౯ᅇ㊰䛜ồ䜑䜙䜜䜎䛧䛯䚹

関連資料 14‑10 対称座標法 （S ym m etricalC om ponents：012法）（
その6） (2/3)



㐽᩿ჾ䛻ὶ䜜䜛㟁ὶ㼕 㻜㻝㻞 㻘ᴟ㛫㟁ᅽ㼢 㻜㻝㻞 䛜ィ⟬䛷䛝䜎䛧䛯䚹䛒䛸䛿ୖグ䛾㟁ᅽ㟁ὶ䜢 㼍㼎㼏
┦㔞䛻㏫ኚ䛩䜛㻌䛰䛡䛷䛒䜚⟅䛘䛿ḟᘧ䛾䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

㼍 ┦䛻ὶ䜜䜛㟁ὶ㼕 㼍 䛸 㼎 ┦䛚䜘䜃 㼏 ┦䛾ᴟ㛫䛻⏕䛪䜛㟁ᅽ㼢 㼎 㻘㼢 㼏 䠄ᅇ㟁ᅽ䠖㻾㼑㼏㼛㼢㼑㼞㼥
㼢㼛㼘㼠㼍㼓㼑䠅䛜ィ⟬ฟ㻌᮶䜎䛧䛯䚹
䛭䛣䛷⡆༢䛺䜽䜲䝈䛷䛩䚹㐽᩿ኻᩋ䛻䛺䛳䛯≧ែ䛷 㼍 ┦䛻ὶ䜜䜛㟁ὶ㼕 㼍 䛿㐽᩿๓䛻ὶ䜜
䛶䛔䛯㟁ὶ䛾ఱಸ㻌䛻䛺䜛䛷䛧䜗䛖䛛䠛㻌ᘧ䠄㻝㻞㻚㻝㼍䠅䛸䠄㻝㻞㻚㻡㼍䠅䜢ẚ㍑䛩䜛䛰䛡䛷䛩䛛
䜙㻟㼆 㻝 㻛㻔㼆 㻝 㻗㼆 㻞 㻗㼆 㻜 㻕ಸ䛻䛺䜚䜎䛩㻌䛽䚹㻌௬䛻୰ᛶⅬ┤᥋᥋ᆅ⣔䜢䜲䝯䞊䝆䛧䛶
䛸䛩䜜䜀㼕 㼍 䛿㻜㻚㻣㻡㻌ಸ䛻䛺䜛䛣䛸䜢☜䛛䜑䛶䛟䛰䛥 䛔䚹 䜎䛯㧗ᢠ᥋ᆅ⣔䜢䜲䝯䞊䝆䛧䛶
䛸䛩䜜䜀㼕 㼍 䛿䜋䛸䜣䛹ὶ䜜䛺䛔䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌䜎䛯ᘧ㻔㻝㻞㻚㻡㼎㻕䛻䜘䜚䚸ᴟ㛫
䛾ᅇ㟁ᅽ㼢 㼎 㻘㼢 㼏 䛿㐽᩿┤๓䛻ὶ䜜䛶䛔䛯㟁ὶ䛾䛝䛥䛻ẚ䛩䜛䛣䛸䜒᫂㻌䜙䛛䛷䛩䚹
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㻝㻞㻚㻞㻌䠍⥺䠄 㼍 ┦䠅᩿⥺≧ែ䛾ィ⟬
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㟁ຊᢏ⾡⌮ㄽᚐ↛ⲡ㻌㻺㼛㻚㻝㻟㻌䠄㛗㇂Ⰻ⚽䠅
㻼㼑㼞㻌㼁㼚㼕㼠㻌ἲ䛸ኚᅽჾ䛾➼౯ᅇ㊰ᘧ䠖䛭䛾㻝㻔༢┦㻟㻌ᕳ⥺ኚᅽჾ䛾ሙྜ㻕

関連資料 14-11 PU法と変圧器の等価回路式 ： その1 （単相3巻線変圧器の場合） (1/5)

㻌㻌䝁䝻䝘➨㻝㻌Ἴ䛾┿䛳᭱୰䛾ᖺ㻠㻌 月 䛻୕ 氏 䛾ᥦ䛷䛣䛾⚾ὶ䛾ᢏ⾡ᚐ↛ⲡ䜢䝇䝍
䞊䝖䛥䛫䛶䛛㻌䜙᪩䜔ᅇ䛷㻝㻟㻌ᅇ 目 䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹ᯝ䛯䛧䛶䛹䛾⛬ᗘ䛾 方 䚻䛻䛤ぴ䛔䛯
䛰䛔䛶䛔䜛䛛䠛㻌䜎䛯ከᑡ㻌䛿䛚ᙺ䛻 立 䛳䛶䛔䜛䛛䠛㻌䛸䛔䛖䜘䛖䛺㡪䜔䛤ព 見 䛜䛟⚾
䛻䛿ᒆ䛝䜎䛫䜣䛾䛷䜎䛒 手 䛻 自己 㻌ὶ䜢㈏䛔䛶᪂ᖺ䜒ᛮ䛔䛴䛟䜎䜎䛻᭩䛝㐍䜑䛶䛔䛝
䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
㻌㻌௧㻟㻌ᖺ㻘 西 ᬺ㻞㻜㻞㻝㻌ᖺṇ 月 䛿䝁䝻䝘䛾⇿Ⓨ䛷㛵ᮾ䠐㒔┴䛾⥭ᛴែᐉ 言 䛾Ⓨ
௧䛷ጞ䜎䜚䚸ඛ㻌䛜䛟 見 ㏻䛫䛺䛔Ᏻ䛺䝇䝍䞊䝖䛸䛺䜚䜎䛧䛯䚹㻌་⒪ᔂቯ䞉ኻᴗ䞉ಽ⏘䞉
Ꮫᰯ㛢㙐䞉䞉䚸ᅜ୰䛷ᝒ㻌䛺≧ἣ䛷⁄䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌䛭䜜䛷䛴䛔ヰ㢟䛾㝮䛻㏣䛔䜔䜙䜜
䛜䛱䛷䛩䛜ᖺ䛿䛒䛾㻞㻜㻝㻝㻌ᖺ㻟㻌 月 㻝㻝㻌 日 䚸 大 ᆅ㟈䞉 大 ὠἼ䛭䛧䛶⚟ᓥཎ 子力 㻝㻲㻌䛾⿕
⅏䛻䜘䜛ᨺᑕ⬟ởᰁ䛸䛔䛖 大 䛛䜙㻝㻜㻌ᖺ䛷䛩䚹㻌⚾㻌㐩䛜䛣䛾㻝㻜㻌ᖺ㛫䛻⤒㦂䛧䛴䛴䛒
䜛ୡ⏺つᶍ䛷䛾♫య䛾ᵝ䚻䛺 大 ⃭ኚ䜢䜚㏉䛳䛶䜏䜛䛸௦䛾㻌ኚィ䛜䛹䜣
䛹䜣ຍ㏿䛧䛴䛴䛒䜛䜘䛖䛻ᛮ䛘䛶䛧䜎䛔䜎䛩䚹䝔䝺䝡䛾␒⤌䛷సᐙ䛾ሷ㔝 生 䛥䜣㻌䛜
䛂䞉䞉䞉䚸Ṕྐ䛳䛶㒊䛭䛖䛺䜣䛷䛩䚹ㄡ䜒䛜䛟ண䛧䛶䛔䛺䛛䛳䛯䛣䛸䜀䛛䜚䛺䜣䛷䛩䚹
ᐃ㻌እ䛾㐃⥆䛺䜣䛷䛩䛃䛸ㄒ䛳䛶䛔䜎䛧䛯䚹ᮏᙜ䛻䛭䛾㏻䜚䚸㻝㻜㻌ᖺ๓䜒䛭䛧䛶䜒⚾䛯
䛱䛿䛭䛾㉸䝗⣭㻌䛾ฟ᮶䛻立䛱䛳䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜝䛖䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
㻌㻌䛥䛶ᮏ㢟䛷䛩䚹㻌㻺㼛㻚㻝㻞㻌䜎䛷䛷㟁 力 䝅䝇䝔䝮⌮ㄽ䛸䛧䛶䚸䛒䜛䛔䛿䛭䛾ゎᯒ⌮ㄽ䛸䛧䛶
ᚲ㡲䛾ᑐ⛠㻌ᗙᶆἲ䛻䛴䛔䛶ᇶ♏ⓗ䛺ゎㄝ䜢䛧䛶䛝䜎䛧䛯䚹㻌ḟ䛻䛿㻼㼁㻌ἲ䠄䠂⾲ 示 ἲ䠅䛸
ኚᅽჾ䛾ྲྀ䜚ᢅ䛔䛻䛴㻌䛔䛶ゎㄝ䛧䛯䛔䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹
㻝㻟㻚㻝㻌༢┦ᅇ㊰䛾㻼㼑㼞㻌㼁㼚㼕㼠㻌ἲ
䜎䛪䛿༢┦ᅇ㊰䛾㻼㼁㻌ἲ䛛䜙ጞ䜑䜎䛩䚹㻌⚾㐩䛿㻹㻷㻿㻌᭷⌮༢ἲ䛻䜘䛳䛶㟁Ẽ㔞䜢ୗ
グ䛾䜘䛖䛺ᐇ㻌用༢䛷⾲⌧䛧䜎䛩䚹

ୖᘧ䛿▐್䛸䛧䛶䜒ᡂ䜚 立 䛳䛶䛔䜛䛾䛷㛫㛵ᩘ䛷䛒䜛䛣䛸䜢ᙉㄪ䛧䛶㼂㻔㼠㻕䛺䛹䛸グ
㍕䛧䛶䜒䛔㻌䛔䛾䛷䛩䛜↹㞧䛺䛾䛷㻔㼠㻕䛾グ㍕䛿┬␎䛧䜎䛩䚹
䛥䛶䛣䜜䜙䛾㟁Ẽ㔞 㼂㻘㻌㼆㻘㻌㻵㻘㻌㼂㻭 㻌䜢㻼㼁㻌䠄ⱥㄒ䛷䛿㼡㼚㼕㼠㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻌䛸 言 䛔䜎䛩䠅䛩䜛䛯䜑䛻
䛿䛭䜜䛮䜜䛾㻌㟁Ẽ㔞䛾㼎㼍㼟㼑㻌㔞 㼂 㼎㼍㼟㼑 㻘㻌㻵 㼎㼍㼟㼑 㻘㻌㼆 㼎㼍㼟㼑 㻘㻌㼂㻭 㼎㼍㼟㼑 㻌䜢タᐃ䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎
䛩䚹㻌㟁ᅽ㻟㻜㻜㼢㼛㼘㼠㻌䛿㟁ᅽ䛾㼎㼍㼟㼑㻌㔞䛸㻌䛧䛶 㼂 㼎㼍㼟㼑 㻌㻩㻌㻝㻜㻜㼢㼛㼘㼠 㻌䜢䛸䛩䜜䜀㻌㻟㻚㻜㼜㼡㻌䛻䚸䜎䛯

㼂 㼎㼍㼟㼑 㻌㻩㻌㻝㻜㻜㻜㼢㼛㼘㼠 㻌䛸䛩䜜䜀㻌㻜㻚㻟㼜㼡㻌䛸䛔䛖䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌䛥䛶䛭䛾㼎㼍㼟㼑㻌㔞䜢Ỵᐃ䛩䜛
䛻䛒䛯䛳䛶ୗグ䠏䛳䛾⡆༢䛺䝹䞊䝹䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌
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䛭䛾⪃䛘方䛿㻲㼕㼓㻝㻟㻚㻝㻌䛾䜘䛖䛻⾲⌧䛷䛝䜛䛷䛧䜗䛖䚹
ලయⓗ䛻⪃䛘䜎䛩䚹㻌䜎䛪 㼂㻭 㼎㼍㼟㼑 㻌㻔༢䛿 㼢㼛㼘㼠 䞉 㼍㼙㼜㼑㼞㼑 㻕䛸 㼂 㼎㼍㼟㼑 㻔༢䛿 㼢㼛㼘㼠 㻕䜢㼟㼏㼍㼘㼍㼞
್䛸䛧䛶Ỵᐃ䛧㻌䜎䛩䚹ḟ䛻 㻵 㼎㼍㼟㼑 㻌㻘 㼆 㼎㼍㼟㼑 䛿ᘧ㻔㻝㻟㻚㻞㼍㻕䛒䜛䛔䛿䠄㻝㻟㻚㻞㼎䠅䛜ᡂ䜚立䛴䜘䛖䛻

関連資料 14-11 PU法と変圧器の等価回路式 ： その1 （単相3巻線変圧器の場合） (2/5)

Ỵᐃ䛧䜎䛩䚹

䛣䜜䛷 㼂㻛㼂 㼎㼍㼟㼑 㻘㻌 㻵㻛㻵 㼎㼍㼟㼑 㻌➼䛾ᙧ䛸䛺䛳䛶䛶䛾㟁Ẽ㔞䛜㻼㼁㻌䛥䜜䛶䚸䜎䛯㛵ಀᘧ䛸䛧
䛶ඖ㻌䛾ᙧ䛜ಖ䛥䜜䛶䛔䜎䛩䚹㻌䛯䛰䛣䛾䜎䜎䛷䛿⾲グἲ䛸䛧䛶↹䜟䛧䛔䛾䛷䛣䛾䝁䝷
䝮䛷䛿㻌㻼㼁㻌䛥䜜䛯㟁Ẽ㔞䛿ኚᩘ䛻㼡㼜㼜㼑㼞㻌㼎㼍㼞㻌䜢䛡䛶⾲⌧䛩䜛䛣䛸䛻䛧䜎䛧䜗䛖䚹
ᘧ㻔㻝㻟㻚㻟㻕䛿ḟᘧ㻌䛾䜘䛖䛻䝅䞁䝥䝹䛻⾲⌧䛷䛝䜎䛩䚹

ᐇ 用 ༢䛾㟁Ẽ㔞 㼂㻘㻵㻘㼆㻘㻼㻘㻽 䛾」⣲ᩘ㛵ಀᘧ䛜㻼㼁䛥䜜䛶↓༢䛾㟁Ẽ㔞
㻌
㻌䛾」⣲ᩘ㛵ಀᘧ䛻⨨䛝䛘䜙䜜䜎䛧䛯䚹㻌䛺䛚䚸㼎㼍㼟㼑㔞䛸䛧
䛶㼟㼏㼍㼘㼍㼞䠄䛒䜛䛔䛿┦䌴㻜㼻䛾㻌㼢㼑㼏㼠㼛㼞䠅䜢タᐃ䛧䛶䛔䜎䛩䛛䜙㻼㼁䛥䜜䛯ᚋ䛾
ᘧ㻔㻝㻟㻚㻠㻕䛻䛚䛔䛶䜒㼢㼑㼏㼠㼛㼞㻌䛸䛧䛾 大 䛝䛥䛸┦㛵ಀ㻌➼䛿ಖ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛻␃ព䛧䛶
䛟䛰䛥䛔䚹㻌䜎䛯ྛኚᩘ䛾㼎㼍㼟㼑㔞䜢⚾䛯䛱䛿▱䛳䛶䛔䜎䛩䛛䜙㻌ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶䛔䛴䛷䜒ḟ
ᘧ䜢䛳䛶㻼㼁್䛛䜙ඖ䛾ᐇ用༢್䛻ᡠ䛩䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩䚹
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㻝㻟㻚㻞㻌༢┦㻟ᕳ⥺ኚᅽჾ䛾㻼㼁㛵ಀᘧ

関連資料 14-11 PU法と変圧器の等価回路式 ： その1 （単相3巻線変圧器の場合） (3/5)

㻌㻌㻲㼕㼓㻚㻝㻟㻚㻞㻔㼍㻕䛻 示 䛩༢┦㻟ᕳ⥺ኚᅽჾ㻔䛯䛰䛧ኚᅽჾ䛾ບ☢㼕㼙㼜㼑㼐㼍㼚㼏㼑㻌䛸㼏㼍㼜㼍㼏㼕㼠㼍㼚㼏㼑
䜢↓ど䛧䛯䝰䝕㻌䝹㻕䛾㛵ಀᘧ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛧䜎
䛩䚹㻝ḟ㻔㻼㼞㼕㼙㼍㼞㼥㻕㻘㻞ḟ㻔㻿㼑㼏㼛㼚㼐㼍㼞㼥㻕㻘㻟ḟ㻔㼀㼑㼞㼠㼕㼍㼞㼥㻕䛾㻟㻌䛴䛾ᕳ⥺䛻䛿䛭䜜䛮㻌䜜 自
己 㼟㼑㼘㼒㻙㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛸㼙㼡㼠㼡㼍㼘㻙㼕㼚㼐㼡㼏㼠㼍㼚㼏㼑㻌䛜䛒䜛䛛䜙䛭䛾㻝ḟ㻘㻞ḟ㻘㻟ḟᕳ䛝⥺ഃ䛾㟁ᅽ
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」⣲㟁ὶ㻌
㻌䛾ྥ䛝䜢䛩䜉䛶ὶ䜜㎸䜐方ྥ䛻⣙᮰䛧䛶䛔䜎䛩䛾䛷䛣䜜䜙䛾
㻭㼙㼜㼑㼞㼑䞉㼠㼡㼞㼚㻌⥲ᩘ䛿䝊䝻䛻䛺䜚䜎䛩䛛䜙ᘧ䐠䛜ᡂ䜚立䛱䜎䛩䚹
䛥䛶ḟ䛻䛿ୖᘧ䛾㻼㼁䜢 行 䛔䜎䛧䜗䛖䚹㻼㼁䛻䛒䛯䛳䛶㕲๎䛸䛧䛶䜎䛪㻝ḟ㻘㻞ḟ㻘㻟ḟᕳ
⥺䛤䛸䛻㻌ᐜ㔞㼎㼍㼟㼑㻌䛸㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䜢Ỵᐃ䛧䛺䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䛜䛣䛣䛷ኚᅽჾ䛾㼎㼍㼟㼑
㔞䛾Ỵᐃἲ䛸䛧䛶Ᏺ䜛䜉㻌䛝ཎ๎䛜䛒䜚䜎䛩䚹㻌

ཎ๎䐟䛻䜘䛳䛶㻝ḟ㻘㻞ḟ㻘㻟ḟᕳ⥺ᐜ㔞㼎㼍㼟㼑䛿⤫一್㼂㻭 㼎㼍㼟㼑 䛸䛧䜎䛩䚹㻌䜎䛯ཎ๎䐠䛻䜘
䛳䛶㻝ḟ㻘㻞㻌ḟ㻘㻟ḟᕳ⥺ഃ䛾ᐃ᱁㟁ᅽ䜢䛭䜜䛮䜜䛾㼎㼍㼟㼑㔞䛸䛧䛶 㻼 㼂 㼎㼍㼟㼑 㻘㻌 㻿 㼂 㼎㼍㼟㼑 㻘
㼀 㼂 㼎㼍㼟㼑 䛾䜘䛖䛻タᐃ䛧䜎䛩䚹䛴䜎㻌䜚ḟᘧ㻔㻝㻟㻚㻣㻕䛾䐟䐠䛜ᡂ立䛩䜛䜘䛖䛻㻟㻌䛳䛾ᕳ⥺䛾ᐜ

㔞㼎㼍㼟㼑㻌䛸㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䜢Ỵᐃ䛧䜎䛩䚹㻌
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関連資料 14-11 PU法と変圧器の等価回路式 ： その1 （単相3巻線変圧器の場合） (4/5)
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㊰䛸䛧䛶⾲⌧䛷䛝䛭䛖䛷䛩䚹

䛛䜙䛺䜛ᅇ

䛭䜜䛻䛿㻲㼕㼓㻚㻝㻟㻚㻞㻔㼎㻕䛸ᘧ㻔㻝㻟㻚㻤㻕䐟䛜一⮴䛩䜛䜘䛖䛻㻌
㻌䜢Ỵ䜑䜛᮲௳䜢ᑟ䛝ฟ
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㻌䛻䛚䛔䛶䜒୧⪅䛜一⮴䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
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関連資料 14-11 PU法と変圧器の等価回路式 ： その1 （単相3巻線変圧器の場合） (5/5)

䛷䛩䛛䜙䛣䜜䜢㻌
㻌䛸⾲グ䛩䜛䛣䛸䛸䛧䜎䛩䚹
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ᐃ䜑䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶
⤖ᒁ䚸ୗᘧ㻔㻝㻟㻚㻝㻜㻕䛾㛵ಀ䛜‶䛯䛥䜜䜛䜘䛖䛻㻌
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関連資料 14-12 PU法と変圧器の等価回路式 ： その2 （3相回路のPU法） (1/5)
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┦ᑐᆅ㟁ᅽ䜢༊ู䛧䛶䛔ศ䛡䜛䚹
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ḟ䛻䚸㟁ὶ䛸䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛾㼎㼍㼟㼑㻌㔞䛿ᚑᒓⓗ䛻ୗグ䛾䜘䛖䛻Ỵ䜑䜎䛩䚹
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㻌㻌௨ୖ䛷ᑐ㇟䛸䛩䜛⣔⤫䛾ᡈ䜛༊㛫䛾㻮㼍㼟㼑㻌㔞䛿䛶Ỵᐃ䛥䜜䛯䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹ලయ
ⓗ䛻䜔䛳䛶䜏䜎䛧䜗䛖䚹
㻌㻌ලయ
䚸Ⓨ㟁ᶵ㻔ᐃ᱁㻝㻞㻜㻹㼃㻘㻟㻢㼗㼂㻕䛜㻞㻣㻡㼗㼢㻌⣔䞉㻝㻡㻠㼗㼂㻌⣔䞉㻢㻢㼗㼢㻌⣔䜢⤒䛶㓄㟁⥺㻢㼗㼂㻌䛻
䛴䛺䛜䜛㻌⣔⤫䜢⪃䛘䜎䛩䚹㻌䜎䛪ᐜ㔞㼎㼍㼟㼑㻌䛸㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䜢Ỵ䜑䜎䛩䚹㻌ᐜ㔞㼎㼍㼟㼑㻌䛸ゝ䛘
䜀㏻ᖖ䛿୕┦ᐜ㔞㻌䝧䞊䝇 㼂㻭 㻟 䃥 㼎㼍㼟㼑 䜢䚸㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䛸䛿㏻ᖖ䛿⥺㛫㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌 㼂 㼘㻙
㼘㼎㼍㼟㼑 䜢ព䛧䜎䛩䚹

㻌㻌㻱㼤㼏㼑㼘㻌⾲䜢䛤ぴ䛟䛰䛥䛔䚹
㻌㻌 㼂㻭 㻟 䃥 㼎㼍㼟㼑 䛿⮬⏤䛻Ỵ䜑䜜䜀䜘䛔䛾䛷䛩䛜䚸Ⓨ㟁ᶵ䛜㻝㻌ᶵ䛾䜏䛾䝅䝇䝔䝮䜢⪃䛘䜛䛸
䛝䛿䛭䛾Ⓨ㟁㻌ᶵ䛾ᐃ᱁ᐜ㔞䜢 㼂㻭 㻟 䃥 㼎㼍㼟㼑 䛸䛩䜛䛣䛸䛜ከ䛔䛛䜒䛧䜜䜎䛫䜣䚹 ᵝ䚻䛺ᐜ
㔞䛾Ⓨ㟁ᶵ䛜」ᩘ䛒䜛⣔⤫㻌䛷䛿㻝㻜㻹㼂㻭㻘㻝㻜㻜㻹㼂㻭㻘㻝㻜㻜㻜㻹㼂㻭㻌䛺䛹䛾䛔䛪䜜䛛䜢㑅䜆䛣
䛸䛜ከ䛔䛷䛧䜗䛖䚹䛣䛣䛷䛿㻌㻝㻜㻜㻹㼂㻭㼎㼍㼟㼑㻌䜢㑅䜆䛣䛸䛻䛧䜎䛩䚹㻌㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䛿ྛ༊㛫䛤
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䜚䚸㻝㼜㼡㻌䛾䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛸䛿㻝㻞㻚㻥㻢䃈䛸䛔䛖䛣䛸䛷䛩䚹
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関連資料 14-12 PU法と変圧器の等価回路式 ： その2 （3相回路のPU法） (3/5)

್䜢㻌௨ୗ䛷䛿
ḟ䛾䜘䛖䛻䛺䜚䜎䛩䚹

㻌㻌䛭䛣䛷ᐜ㔞㼎㼍㼟㼑㻌䜔㟁ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䜢ኚ᭦䛩䜛䛸㼜㼡㻌್䛿ᙜ↛ኚ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䜚䜎䛩䚹㻌ᡈ
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⣔䛷䛿䝎䝑䝅䝳༳㼿䜢㻌䛩䛣䛸䛻䛧䜎䛩䚹㻌㻮㼍㼟㼑㻌㔞䜢ኚ᭦䛩䜛䛰䛡䛷䛒䜚ᐇ⏝༢䛾㟁
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㼎㼍㼟㼑㻌䛾㻌㻝㼜㼡㻘䛸㟁㻌ᅽ㼎㼍㼟㼑㻌䛾㻝㼜㼡㻌䛸䛿䛭䜜䛮䜜㻌 㻹㼂㻭 㻟 䃥 㼎㼍㼟㼑 㻩㻢㻜㼇㻹㼂㻭㼉 㻘 㼗㼂 㼘㻙
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ᚑ䛳䛶䛣䛾Ⓨ㟁ᶵ䛾ᐃ᱁㟁ὶ䛿䜒䛱䜝䜣㻝㼜㼡䠙㻥㻢㻞㻭㻌䛷䛩䚹
䜲䞁䝢䞊䝎䞁䝇䛿㻌㼤 㼐 㻩㻝㻚㻣㼜㼡㻩㻝㻚㻣㼤㻞㻝㻚㻢㻩㻟㻢㻚㻣㼇䃈㼉䚸䛩䛺䜟䛱㻟㻢㻚㻣䃈䛸䛔䛖䛣䛸䜢ព䛧䛶
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䛩䜛䛣䛸䜢⪃䛘䜎㻌䛩䚹㻌䛣䛾Ⓨ㟁ᶵ䛿㻢㻜㻹㼂㻭㼎㼍㼟㼑㻌䛷⾲⌧䛧䛶㻝㻚㻣㼜㼡㻌䛷䛩䛛䜙䛣䜜
䛿㻝㻜㻜㻹㼂㻭㼎㼍㼟㼑㻌䛷䛾್䛻ኚ䛩㻌䜛䛻䛿ᘧ㻔㻝㻠㻚㻡㼎㻕䜢䛔䜎䛩䚹
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