
名 称 と 用 途

配線材料・器具・機器類（第１種電気工事士試験によく出る機材）

１ 高圧受変電設備関係

名 称 ・ 写 真 用 途 ・使用方法、目的等、解説

ＰＡＳ ＧＲ 通常、高圧需要家の構内引込み第１柱（構内第１柱）の柱上に取り付

け、写真右に示す地絡継電器と組み合わせて使用し、高圧需要家の高

圧地絡事故発生時はこの高圧気中負荷開閉器を作動させて、高圧地絡

事故による電力会社の他の配電線へ停電波及しない様に、高圧事故需

要家の電路を切り離すものである。また、通常の電路の負荷電流も開

できる。そのため、構内での短絡電流を感知した場合に過電流ロック

機能でＧ付ＰＡＳの開閉を不能にする（この高圧気中負荷開閉器設置

は、電気設備の技術基準で規定されている。電技４１条）高圧気中負

荷開閉器 略称記号は ＡＳで表すが用途として主に前述のように

柱上に取付けて用いる場合が多いため、別名柱上気中負荷開閉器ＰＡ

Ｓと言う。高圧気中負荷開閉器(Ｇ付き)需要家構内の高圧引き込みの

第一支持点に設置し、構内の高圧絡事故時に地絡継電器ＧＲが作動し

ＰＡＳを解放動作させる。

真空遮断器(ＶＣＢ) 高圧受電設備の受電遮断装置として多く用いられ、地絡継電器や過電

流継電器と組合せ連動させて事故時の電路の遮断や、通常の電路の開

閉装置として用いられる。主に高圧受電の主遮断器として設置する。

分岐負荷用としても用いる場合もある。 遮断機の電気能力により、

次の分類がある。

受電用：７/２ｋＶ ６００Ａ，１２．５ｋＡ

分岐負荷用：７/２ｋＶ ２００Ａ，８ｋＡ

真空バルブ(真空遮断器に取り付け) 真空バルブ：高圧交流遮断器に取り付けて、短絡事故の大電流を遮断す

る能力がる。陶器製の真空筒内の接点をスプリングにより開路する

① 絶縁油を使用しないので火災の恐れがない。

② 遮断時間が早い（規格では３サイクル以下）

③ 比較的軽量で取り付け加工がしやすい。

④ 保守点検が容易である。

断路器（ＤＳ） 用途は、遮断器（ＣＢ）の１次側に取り付けＤＳ＋ＣＢのセットで

用いる。負過電流の開閉能力が無いため、遮断器を開放した状態で

開閉する。停電作業時のように無負荷状態でも遮断器の誤投入防止

のためとして用いる。単極単投と三極単投がある。操作はフック棒

（ジスコン棒）で開閉する。開閉機構にスプリングを使用していな

いので開閉時間は人的速度となる。



高圧交流負荷開閉器（ＬＢＳ）

過電流等で PF が溶断した

場合、赤い表示が

飛び出す。

主な目的は、小規模受電設備（３００ＫＶＡ以下）の受電用主開閉装

置や変圧器や高圧コンデンサーの１次側の開閉装置に使用する。

この高圧気中負荷開閉器に電力用ヒューズ（ＰＦ）（または限流ヒュー

ズ）を取付けて、高圧機器（変圧器、高圧コンデンサー等）の過負荷

流や短絡電流を速やか電力ヒュホー内で溶断させ、高圧気中負荷閉器

を開路させる。ヒューズであるため１度溶断すると、取替えが必要に

なる（非再生性） ＰＦが１本でも溶断すると、回路が単相運転になる

恐れがありそれを防止するため、ストライカー装置を取付けて、３極

同時に連動開路する構造になっている。

ＬＢＳの開極時、開路アークが発生する。同時に相間にアークが発生

し相間短絡に発展する恐れがある。この防止策として相間にバリアを

取付けあるいは各相に消弧バリアを設ける。

高圧カットアウトスイッチ（ＰＣ） 変圧器や電力用コンデンサの一次側に取付け、負荷の開閉操作に用い

る。（３００ＫＶＡ以下） 内部にテンションヒューズ又はＰＦを取付

け過負荷保護としても使用する。開閉操作はフック棒で各相単極単投

する。(ＰＣ：プライマリー カットアウトスイッチ 本来、変圧器

の１次側という由来語)

三相変圧器（Ｔ）

高圧碍子３ケ 低圧碍子３ケ

単相３線変圧器

高圧碍子２ケ 低圧碍子３ケ

モールド変圧器(乾式変圧器)

電圧切り替え

タップ

変圧器の通常は、電力用(T)として呼称するが計器用変圧器(VT)と

区別する場合のみ電力用変圧器という。可とう導体 (大容量の変圧

器の耐震用として使用)や、変圧器タップ切り替・電圧調整変圧器の

構造図は下図に示す。

変圧器の出力電圧(二次側電圧）は、通常一定であるのが望ましいが

入力電圧(一次側電圧）は一定でなく、配電線路の末端になるほど配

電線の電圧が低下する。（電源に近いほど高い）この現象を緩和･修

正する方法のひとつとして、変圧器内部のタップ切替盤で下の写真

に示す様に段階的に調整できる様に切替え式タップを設けてある。

（高圧回路が活線時は切替え調整が出来ない。停電作業となる。

可とう導体(耐震用) タップ切り替碍盤

直列リアクトル（ＳＲ） ◎ 電力用コンデンサ（ＳＣ）の直近上部に取り付け、高調波による

電力用コンデンサの過熱・焼損を防止する。

◎ 変圧器との区別は写真上部の碍子の大きさが同じ大きさ（１次側

と２次側とも高圧碍子である）。

一般の変圧器（特に電力用変圧器と言う事がある）は高圧側と低圧

側の碍子の大きさが異なる。



電力用コンデンサ（ＳＣ）

高圧碍子３本

一般に、負荷設備はコイル状で出来ている誘導性リアクタンス

が多い。つまり遅れ力率である。負荷設備に電力を供給する場

合、力率は１００％に近づけるのがベストである。遅れ力率を

改善する為に誘導性リアクタンスと反対の性質がある容量性リ

アクタンスいわゆるコンデンサを負荷に並列に接続することで

ある。力率改善用としてのＳＣ容量の計算方法は、従来の選定

基準として、概ね動力（三相）変圧器容量の１／３として選定

していたが、接地型コンデンサインバータ機器の普及により変

圧器容量に対する無効電力の容量地絡電圧検出用（進相コンデ

ンサ）の計算が異なってきている。ちなみに、インバータ回路

の機器の力率は、ほぼ１００％とみなされる。

接地型コンデンサ(地絡電圧検出用)

地絡電圧取出し端子２本

高圧母線に並列に取り付け、地絡時に２次端子から検出した地

絡電圧を地絡継電器へ信号を送り地絡継電器を作動させる。

避 雷 器（ＬＡ） 避雷器の設置義務

送配電線路に接続する重要機器を雷電圧から保護する。

引込配線の電源側に近い母線の一次側に次のような箇所に避

雷器を設置し雷が侵入した場合の雷電圧を低減し、機器の絶縁

破壊などの被害を防止する。高圧架空電路から供給を受ける受

電電力５００〔ｋＷ〕以上の需要場所の引込口の接地極に接続

する。 雷多発地域（気象庁の統計による）

左図：高圧ケーブルの端末処理後の仕上げ図

右図：ケーブルブラケット

ＣＶＴ高圧へブル取付用として造営材へ取り付ける

金具。

高圧ケーブルの端末処理図。

特高用断路器 特高開放型電気室に屋外用として用いる場合がある

高圧碍管 電気室等で、外壁貫通部に絶縁管として配線を挿入する。



計器用変圧器（ＶＴ）

電力用ヒューズ

受電設備の常態監視や保護継電器を作動させたり、電源表示として

パイロットランプや配電盤照明の電源としても使用される。

電力ヒューズ(２本) また、ＰＡＳやＶＣＢのトリップ電源としても

使用する場合があるがＶＴのそれなりの容量が必要となる。ＶＴも変

圧器の一種であり受電用として用いる場合が多く、受電遮断器の一次

側に設置する場合がる。この場合、ＶＴ短絡時の保護が出来ないため

ＶＴ本体に遮断能力があるＰＦを取付ける。（写真の白い部分）規格で

は、電圧： ６６００／１１０Ｖ，３３００／１１０Ｖ，４４０Ｖ／

１１０Ｖ、容量：５０ＶＡ，１００ＶＡ，２００ＶＡ等がある。

三相電圧を変成する場合は、ＶＴ２台でＶ結線して、三相１１０Ｖを

取り出し電圧信号を必要とする計器に分配する。電圧を必要とする計

器：電圧計（Ｖｍ）,電力計（Ｗｍ）,力率計（ＰＦ）等

変流器（ＣＴ）

高圧側接続部

二次側配線取出し端子

高電圧回路の電流を低電圧に、大電流を低電圧・低電流（定格５Ａ）

に変成し保護装置や監視装置、計測装置の電流要素を必要とする計測

器類にその電流を送る。

注）① 通電中、ＣＴの２次側は開放してはいけない。開放すると

ＣＴの鉄心が磁気飽和により過熱しコイルの絶縁破壊が生

じる。

② 開放中のコイルの２次配線に高電圧が発生し危険である。

ＣＴの規格により、定格二次電流は５Ａとしている。

例：２０／５Ａ，１００／５Ａ，６００／５Ａ 各段階的に制作され

ているので負荷電流に応じたＣＴ比を選定す。

方向地絡継電器(地絡方向継電器)

(自動記号:６７)

電流感度切替

電圧感度切替

高圧地絡が発生すると、イ)地絡電流が流れる。

同時に、ロ)地絡電圧が発生する。

イ) 地絡電流のみで作動するもの（無方向性地絡継電器ＧＲ）。

ロ）地絡電流と地絡電圧で作動するもの（方向地絡継電ＤＧＲ）

本当の地絡事故でさらに事故点が当該回路の場合のみ作動する。

つまり事故点がＺＣＴ取付け点より２次側（負荷側）に発生した場合

は、事故電流方向は電源側から負荷側への方向となり逆に他所の地

絡事故の場合の事故電流方向は負荷側から電源側への方向となるか、

あるいは事故電流は検出しない。この地絡事故電流の方向と発生した

地絡電圧が合致したときのみ地絡継電器は作動する。

自己構内(回路)の地絡事故のみ検出する。つまり方向性を持たせてい

るている。

イ 地絡事故発生時のＺＣＴの２次側回路に発生する電流は数１００

μＡ程度と微弱である。これを地絡継電器で増幅し、補助電源を

介して高圧開閉器を開路させるが微弱電流で継電器が作動するた

め、通信･無線電波や電源回路の異常信号にも敏感に作動すること

がある。いわゆる誤作動停電となる。

ロ 零相電圧切替 上記 イ) の誤動作停電を防止する。



無向地絡継電器

電流感度切替

地絡電流のみで作動するもの（無方向性地絡継電器ＧＲ）。

電流計 電力計

力率計 周波数計

高圧配電盤等によく使用される計器。

測定値は、各計器のメモリの単位で判別する。

電流計〔Ａ〕 、 電力計〔ｋＷ〕 、 力率計〔COSφ〕

周波数計〔Ｈｚ〕

この計器の種類は、高角度型という。

電力量計(WH) デジタル表示の電力量計で、使用電力量を積算する。（一般に電力会社

の電力使用量の計算の基本なる。）

電力量計(WH) 誘導型電力量計といい消費電力量に対応した電力で内部の円盤

が回転し電力量をカウントする。

絶縁抵抗計(メガー) 電気回路の配線や機器の絶縁抵抗値を測定する。

(高圧用と低圧用があり、他の測定器との判別は計測部の測定単位に

て判定する)測定部の使用電圧により次のように使い分け、電気設備

の技術基準に適合しているかの可否で判定する。下に示す使用対地

電圧に対し、１５０〔Ｖ〕以下：０.１〔ＭΩ以上〕 100V かいろ

３００〔Ｖ〕以下：０.２〔ＭΩ以上〕 200V 回路

６００〔Ｖ〕以下：０.４〔ＭΩ以上〕 400V 回路

高圧回路の良否は規定されていない。(絶縁耐力試験による)

接地抵抗計(アーステスタ) 接地抵抗値を測定する。

(計器部と補助極用の線と補助極用の杭がある。)



回路計(テスタ)

クランプ型

回路の電圧、抵抗値、電流の測定に用いる。

クランプ型は、電流測定時配線を分離することなく負荷電流を測定で

きる。

検相器 動力回路の相回転順(Ｒ,Ｓ,Ｔ)を調べる>

計器面の矢印の方向で正・逆を判定する。

照度計 照度の測定に用いる。

（計器のメモリ盤の照度単位Ｌｘ(ルックス)と、受光部で他の測定

器との違いを判別できる)。

回転計 電動機の回転軸に接触させてその回転数を計測する。

保護継電器試験装置 電流継電器(過電流継電器、地絡継電器)、電圧継電器(過電圧継電器、

不足電圧継電器)等や、他の補足測定装置を取り付けて、絶縁耐力試験

等にも利用できる。

絶縁油破壊試験機 電圧調整部(左)と昇圧用変圧器(右)に分かれ、昇圧用変圧器(右)上部

の透明なカップに被試験油を満たし、右の操作部で電圧を上昇・調整

する。

放電棒(線) 受電設備や絶縁耐力試験時、無充電確認後その回路に特に高電圧回路

に充電されている残留電荷を放電させる。

高圧用検相器 ２本の検電器のようなもので、Ｒ,Ｓ,Ｔ順次検電し、その検電反応に

より高圧回路の相順を確認する。



安全帯 電柱作業や高所作業で、落下防止に腰に巻き付けて使用。

高圧支持碍子 高圧架空配線時、電柱に腕金(アーム)や造営材に鋼材やアングルを

介して支持碍子を取付け、高圧絶縁電線をバインド線にて、結束し

取り付ける。碍子の１部に赤い線(写真では黒い)を巻付け、塗装を

施こし回路電圧を低圧回路と区別している。

高圧引留め碍子 高圧架空配線時、電柱に腕金(アーム)や造営材に鋼材やアングルを

介して支持碍子を取付け、高圧絶縁電線をバインド線にて、結束し

取り付る。末端回路の電柱の引留め用とし、碍子の１部に赤い線(写

真では黒い)を巻付け塗装を施どこし、回路電圧を低圧回路と区別し

ている。写真の左側は高圧電線を巻き付け、右側の金具にはワイヤ

クリップを介して造営材に取り付ける。

線張器(シメラー) 架空線工事で、電線のたるみや支線の弛みを取るため架空線を引っ

る。(語源は通称、締めるからシメラーあるいは引っ張るからヒッパ

ラーという。)

電動機の内部構造

回転子 固定子鉄心及び巻線

この写真は比較的小容量の単相電動機である。電源リード線が２本

(100V)

または４本(200V)である。３本または６本の場合は３相電動機である

電磁開閉器(マグネットスイッチ) イ：サーマルリレー：過負荷による過電流を検出しそれに内蔵された

バイメタルにより操作 OFF 回路と直列に接続されているｂ接点

を開き、その運転中の主回路マグネットスイッチを解放する。

そのバイメタルの作動原理として次の２通りがある。

1) 負荷電流自体の発熱によるバイメタルの作動(小負荷)。

2) 大電流がバイメタル自体に直接流れた時のその電磁力によ

りバイメタルを作動させる。

ロ：主接点部

ハ：主接点部＋サーマルリレー

ニ：タイマー 自動運転時の時間を設定し開閉操作する。



リミットスイッチ(LS) リミットスイッチ

工作機械の自動運転や扉等自動開閉または停止等の動作をさせると

きに用いる。

用途も多く多種あり、光センサーによる機能を持たせている場合が多

い(ホトセンサ)。

タイマー 自動制御システムでマグネットスイッチを入り切りする場合に

目的の時間設定等により分、時間、日、年等の種類があり使用

時、タイマーが作動するとタイマ接点が「入り」や「切り」に

機能を使い分けられる。

制御回路部品 イ：パイロットランプ(Ｗ：白電源表示、Ｒ：赤運転中、

Ｇ：グリン停止・休止中)

ロ：切替開閉器(電圧、電流または運転状態の自動または手動等)

ハ：ブザー 警報用

ニ：押しボタン 運転停止、開始または緊急停止用としてボタン

の色で区別する。 Ｇ緑運転停止、 Ｒ赤運転開始または緊急

停止。


