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(54)【発明の名称】直流電気鉄道高圧地絡による支障の拡大防止回路
(57)【要約】
【課題】

１つの変電所の直流母線地絡や管内の低抵抗

外線地絡によって隣接の他の変電所のき電までが停止し
ないようにする。
【解決手段】

変電所５の接地マット23とレール21の間

に直流高圧接地継電器に代えて放電電圧が直流高圧接地
継電器42の作動電圧より小さい放電ギャップ１と電流検
出用抵抗器43の直列回路を設ける。変電所５の直流母線
地絡24によって放電ギャップ１が放電して交流遮断器
６、直流遮断器10〜13が断となっても、放電ギャップ１
の放電電圧が変電所28の直流高圧接地継電器42の作動電
圧より低いため該継電器42は作動せず、交流遮断器29、
直流遮断器33〜36は断とならずにき電は続く。
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【特許請求の範囲】

継電器である。

【請求項１】

【０００４】直流母線地絡事故は、何らかの工事を行う

下記の各手段を有することを特徴とする

直流電気鉄道高圧地絡による支障の拡大防止回路。

ときに安全のために直流母線を、接地マット接続端子へ

（イ）

着目変電所内の接地マットとき電区間のレール

接続して接地していたのを工事終了後に外し忘れた場合

との間に接続された放電ギャップであって、その放電電

とか、ねずみや蛇等の動物が直流母線と地表に出ている

圧が、隣接変電所内の接地マットと該変電所のき電区間

接地マット接続端子との間にかかったり、或いは外線地

のレールとの間に接続されている直流高圧接地継電器の

絡時に作動した直流遮断器１０〜１３のアークがよく消

作動電圧より低い放電ギャップ

弧されないで変則的に飛んで直流母線と接地マット接続

（ロ）

前記隣接変電所側の高圧地絡の発生による直流

高圧接地継電器の作動に伴って、着目変電所の放電ギャ

端子の間にアークが飛び移ったりした場合などに発生す
10

る。

ップが放電した場合に、指令所において、着目変電所の

【０００５】また、架線の低抵抗地絡は架線の近くで土

遮断器を再投入させる遠隔操作手段

木工事が行われている場合に地中深く打ち込んだ鉄パイ

【請求項２】

ルと架線が接触した場合等に発生する。このような直流

下記の各手段を有することを特徴とする

直流電気鉄道高圧地絡による支障の拡大防止回路。

母線地絡２４或いは外線低抵抗地絡２５が発生すると、

（イ）

隣接し合う変電所それぞれにおいて変電所構内

接地マット２３を通じて接地マット２３とレール２１の

の接地マットとき電区間のレールとの間に接続された放

間に接続された直流高圧接地継電器２２に直流高電圧が

電ギャップ

かかり、これが作動することにより交流遮断器６および

（ロ）

直流遮断器１０〜１３がすべて遮断され架線へのき電が

高圧地絡発生時の前記各放電ギャップの放電電

流を検出する放電電流検出手段
（ハ）

指令所において、前記放電電流を遠隔監視する

すべて停止される。このように、直流高圧接地継電器２
20

２が作動して交流遮断器６、直流遮断器１０〜１３が遮

放電電流遠隔監視手段

断状態になった変電所は、保守員が当該変電所に赴き、

（ニ）

地絡の原因を調査除去した後各遮断器を再投入すること

指令所において、前記放電電流の小なる変電所

に対し遮断器再投入をさせる遠隔操作手段

になる。

【発明の詳細な説明】

【０００６】以上、変電所５について述べたが、隣接の

【０００１】

変電所２８についても、変電所構内で直流母線地絡を生

【発明の属する技術分野】本発明は、直流電気鉄道にお

じたり、き電中の架線で外線低抵抗地絡を生じた場合に

いて、変電所の直流母線接地やき電線低抵抗地絡等が発

は変電所５の場合と同様の事態に至る。

生した場合に、交流遮断器や直流遮断器の遮断が他の変

【０００７】

電所に及ばないようにする技術の分野に属する。

【発明が解決しようとする課題】しかるに、変電所５の

【０００２】

30

関係で地絡事故が発生した時に、直流高圧接地継電器２

【従来の技術】図３に、従来の直流電気鉄道の、変電所

２が作動して交流遮断器６や直流遮断器１０〜１３が遮

からのき電の状況を示す。変電所５では外部交流送電線

断されるだけでなく、隣接変電所２８の直流高圧接地継

から高圧の交流を受電し、交流遮断器６を経て変圧器７

電器４２が作動して、該変電所２８の交流遮断器２９や

で降圧し、整流器８で整流して直流母線９から架線の各

直流遮断器３３〜３６が遮断され、変電所５からき電し

区間へき電される。例えば、直流遮断器１０と過電流継

ている区間に加えて変電所２８からき電している区間の

電器１４を経て上り架線の区間Ａへき電され、直流遮断

電車も運行停止になることがあるという問題がある。そ

器１１と過電流継電器１５を経て上り架線の区間Ｂへ、

の理由は、地絡により接地マット２３にかかった高電圧

直流遮断器１２、過電流継電器１６を経て下り架線の区

が大地を通して、隣接変電所２８の接地マット４３に伝

間Ｅへ、直流遮断器１３と過電流継電器１７を経て下り
架線の区間Ｆへとき電される。こうして、例えば直流１

わりこれとレール２１との間に接続された直流高圧接地
40

継電器４２が作動してしまうためである。図３では変電

５００Ｖのプラス側が架線１８，１９へ、マイナス側が

所が２つであるが、事故変電所を挟んで両側の隣接変電

レール２１へ接続され電車２０のモータが駆動されるこ

所の計３箇所の変電所がき電停止となることもあり得

とになる。

る。

【０００３】一方、変電所構内には接地マット２３が設

【０００８】このような場合、電車の運行停止が広範囲

けられており、この接地マット２３とレール２１の間

に渡るという問題に加えて、保守員が２箇所、３箇所の

に、直流高圧接地継電器２２が接続されている。これ

変電所に出向いて、地絡原因を調査除去したうえでなけ

は、直流母線９が接地マット２３へ地絡（直流母線地絡

れば遮断器の再投入ができないため、復旧に時間がかか

２４）したり、架線が低抵抗地絡事故を起こしたり（外

るという問題があるため重大な運行障害を来すという問

線低抵抗地絡２５）した場合に、交流遮断器６および直

題がある。

流遮断器１０〜１３を遮断してき電を停止させるための

50

【０００９】本発明の目的は、上記従来技術の問題点に
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鑑みて、１つの変電所で地絡事故が発生しても隣接変電

になることはない。

所が連鎖反応で遮断器が断にならないようにするととも

【００１３】逆に、隣接変電所側で地絡事故が発生して

に、ときによって連鎖反応を起こして隣接変電所の遮断

接地マットおよび大地とレール間に高圧がかかり、これ

器が断となっても指令所から直ちに再投入指令を出して

が大地および着目変電所の接地マットを介して放電ギャ

復帰できるようにした、支障の拡大防止回路を提供する

ップに高圧がかかり、放電が起こって着目変電所の交流

ことにある。

遮断器や直流遮断器が断になることがないではないが、

【００１０】

隣接変電所の直流高圧接地継電器が作動していることか

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた

らして、地絡事故が発生しているのは隣接変電所であっ

めに、本発明の、直流電気鉄道高圧地絡による支障の拡
大防止回路は下記の構成を有する。第１の構成は、下記

て着目変電所ではないと判断され、着目変電所の交流遮
10

断器、直流遮断器は指令所から直ぐ再投入操作が行われ

の各手段を有することを特徴とする直流電気鉄道高圧地

短時間でき電が再開される。従って、結果的に長時間き

絡による支障の拡大防止回路である。

電停止が他の変電所まで及ぶことがないということにな

（イ）

る。

着目変電所内の接地マットとき電区間のレール

との間に接続された放電ギャップであって、その放電電

【００１４】以上は、着目変電所の接地マットと隣接変

圧が、隣接変電所内の接地マットと該変電所のき電区間

電所の接地マット間が大地であり導体で繋がっていない

のレールとの間に接続されている直流高圧接地継電器の

場合であるが、例えば、地下鉄などのように地下トンネ

作動電圧より低い放電ギャップ

ル中に変電所が存在する場合にはトンネル構造体の鉄筋

（ロ）

前記隣接変電所側の高圧地絡の発生による直流

によって接地マットが繋がっていたり、或いは変電所の

高圧接地継電器の作動に伴って、着目変電所の放電ギャ

受電が同一送電線で行われている場合そのシースアース

ップが放電した場合に、指令所において、着目変電所の

20

を各変電所の接地マットに落とすので、結局各変電所の

遮断器を再投入させる遠隔操作手段

接地マットが送電線のシースで繋がってしまう場合があ

【００１１】第２の構成は、下記の各手段を有すること

る。

を特徴とする直流電気鉄道高圧地絡による支障の拡大防

【００１５】このような場合には、着目変電所の放電ギ

止回路である。

ャップの放電電圧が直流高圧接地継電器の作動電圧より

（イ）

低くとも、放電ギャップと接地マットの間に直流検出用

隣接し合う変電所それぞれにおいて変電所構内

の接地マットとき電区間のレールとの間に接続された放

の抵抗器が入っているため接地マットの電位は高くな

電ギャップ

り、それがトンネル構造体の鉄筋や送電線のシースを通

（ロ）

して隣接変電所の接地マットにかかり、隣接変電所の直

高圧地絡発生時の前記各放電ギャップの放電電

流を検出する放電電流検出手段
（ハ）

指令所において、前記放電電流を遠隔監視する

流高圧接地継電器が作動しその変電所の交流遮断器や直
30

流遮断器を断にしてしまうことがある。

放電電流遠隔監視手段

【００１６】このように、直流高圧接地継電器が作動し

（ニ）

た場合には、その変電所管内の地絡事故でなくとも指令

指令所において、前記放電電流の小なる変電所

に対し遮断器再投入をさせる遠隔操作手段

所からの遠隔操作による遮断器再投入はできないように

【００１２】

なっており、保守員がその変電所へ行って再投入しなけ

【発明の実施の形態】本発明第１の構成の実施の形態

ればならず、結局、着目変電所の地絡事故が発生した場

は、着目変電所において、従来の直流高圧接地継電器に

合に隣接変電所をも巻き込んでしまい事故の影響が拡大

代えて、放電電圧が、隣接変電所内の接地マットと該変

するということが起こり得る。

電所のき電区間のレールとの間に接続されている直流高

【００１７】そこで、本発明の第２の構成の実施の形態

圧接地継電器の作動電圧より低い電圧の放電ギャップを
設けたものである。こうすることにより、着目変電所側

では、隣接し合う変電所それぞれにおいて、接地マット
40

とレールとの間には放電ギャップと放電電流検出手段を

において直流母線地絡或いは低抵抗外線地絡が発生し

設けるようにするとともに、指令所から放電電流を遠隔

て、放電ギャップに高電圧がかかり放電した場合、それ

監視する放電電流遠隔監視手段を設け、更にその放電電

によって、着目変電所の交流遮断器や直流遮断器を断に

流を比較し、小なる方の変電所に対し遮断器の再投入を

するが、その放電電圧は、隣接変電所の直流高圧接地継

させる遠隔操作手段を設けるようにした。

電器の作動電圧より低いため、たとえ大地および隣接変

【００１８】こうすることにより、着目変電所において

電所の接地マットを通じてその電圧が、隣接変電所の直

地絡が発生し、放電ギャップが放電して遮断器が断にな

流高圧接地継電器にかかったとしてもその直流高圧接地

るとともに、レールに対する接地マットの高電圧が鉄筋

継電器は作動せず従って、隣接変電所の交流遮断器や直

・送電線シース等を通じて隣接変電所の接地マットに伝

流遮断器が断になることはない。即ち、着目変電所側で

達されその変電所の放電ギャップが放電し、遮断器が断

地絡事故が発生しても、隣接変電所が連鎖的に作動停止

50

になることがあっても、鉄筋・送電線シースおよびレー

( 4 )
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ルの抵抗があるため、地絡変電所である着目変電所の放

隣接の変電所２８で直流母線地絡等が発生したとき、前

電電流に較べて隣接変電所の放電電流は小さい。この、

記或る変電所５の放電ギャップ１が放電して遮断器類が

両変電所の放電電流を指令所で遠隔監視し、両放電電流

断となっても指令所から直ちに再投入できるので実質的

を比較して放電電流の小なる変電所は地絡事故の発生し

には影響を及ぼさないということになる。

ていない変電所と判断して指令所の遠隔操作手段により

【００２３】これに対して、地下鉄などのように変電所

遮断器の再投入が行われることになるので、従来、直流

５の接地マット２３と変電所２８の接地マット４３が、

高圧接地継電器を用いていた場合のように保守員が変電

トンネルの鉄筋コンクリートの鉄筋で繋がってしまって

所まで出向いて遮断器の再投入を行わなければならなか

いたり、或いは、各変電所へ送電する送電ケーブルのシ

った場合のように事故の影響が拡大するということを防
止することができる。

ースを変電所毎に接地マットへ接地することにより接地
10

マット同士が送電線のシースで繋がってしまっている場

【００１９】

合には、図１のように、一方の変電所５が放電ギャップ

【実施例】以下、本発明の、直流電気鉄道高圧地絡によ

１を用い、他方の変電所２８が直流高圧接地継電器４２

る支障の拡大防止回路の実施例を図面を参照して説明す

であると、変電所５で直流母線地絡等が発生すると放電

る。図１は、本発明の第１の構成の実施例の回路を示す

ギャップ１が放電し、交流遮断器６、直流遮断器１０〜

図である。今、変電所５において直流母線９が接地マッ

１３が断になるとともに、変電所２８の直流高圧接地継

ト２３に地絡したり（直流母線地絡２４）或いは変電所

電器４２が作動し交流遮断器２９、直流遮断器３３〜３

５からき電されている架線が接地マット２３に地絡した

６が断になってしまうことがあり、そうなると保守員が

のと同等の低抵抗の地絡（外線低抵抗地絡２５）をした

地絡事故が発生した変電所５の他、変電所２８へも出向

場合についてみる。このような地絡が発生すると接地マ

いて遮断器を再投入しなければならずその間変電所２８

ット２３に直流高電圧がかかり、レール２１がマイナス

20

の管内の電車も運行停止状態となる。

ライン（リターンライン）となっているので、レール２

【００２４】これは、地絡により接地マット２３にかか

１と接地マット２３の間に電流検出用抵抗器４３を介し

った高圧が鉄筋やシースによって接地マット４３へ伝わ

て接続されている放電ギャップ１に高電圧がかかり放電

り易くなったためと考えられる。そこで、このような場

を起こし大電流が流れ、このとき交流遮断器６および直

合にも、地絡事故による影響の拡大を防止しようとする

流遮断器１０〜１３が断となるが、放電ギャップ１の放

のが本発明の第２の構成である。

電電圧は、変電所２８の直流高圧接地継電器４２の作動

【００２５】図２は、本発明の第２の構成の実施例の回

電圧より低いうえ、接地マット２３と接地マット４３の

路を示す図である。図１と異なる点は、図１の直流高圧

間の大地２６の抵抗があるため直流高圧接地継電器４２

接地継電器４２に代えて、放電ギャップ３と電流検出用

は作動せず、結局、変電所５側の地絡は隣接の変電所２

抵抗器４とした点である。その他接地マット２３と接地

８には影響を及ぼさないということになる。
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マット４３が鉄筋・送電線シース等４４で繋がった状態

【００２０】逆に、変電所２８において直流母線地絡或

が示されているが、これは要件ではなく、このような場

いは低抵抗の外線地絡が発生した場合、直流高圧接地継

合でも電車の運行停止の範囲拡大を防止できるというこ

電器４２が作動し、変電所２８の遮断器が断となること

とである。

に加えて、接地マット４３にかかった高電圧が大地２６

【００２６】このような場合には、どちらの変電所で直

を通じて接地マット２３にかかり、変電所５の放電ギャ

流母線地絡が発生しても接地マットにかかった直流高圧

ップ１が放電することがときにある。放電すると交流遮

は鉄筋・送電線シース等４４を通じて他方の変電所の接

断器６、直流遮断器１０〜１３が断となる。

地マットにもかかる。従って、地絡の発生した変電所の

【００２１】しかし、この場合には、前述のように直流

放電ギャップは勿論のこと他方の変電所の放電ギャップ

高圧接地継電器４２が作動しているので、指令所では変
電所２８の地絡であり、変電所５の方の事故ではないと

も放電することがあり、そのときはいずれの変電所にお
40

いても遮断器は断となる。

分かるので、指令所から直ぐ、変電所５の遮断器の再投

【００２７】このとき、各変電所の電流検出用抵抗器

入を行うので、変電所５管内の電車の運行には殆ど影響

２，４によって検出された放電電流は指令所の放電電流

を及ぼさないこととなる。

遠隔監視手段によって監視されている。この放電電流

【００２２】このように、各変電所の接地マット間が導

は、地絡事故の発生した変電所の方が大きく、他方の地

体で繋がっておらず大地のみである場合には、或る変電

絡事故の発生していない変電所の方が小さい。その理由

所５において、従来の直流高圧接地継電器に代えて放電

は、地絡事故の発生していない変電所の放電ギャップに

ギャップ１および電流検出用抵抗器４３にすると、隣接

対しては、地絡事故の発生した変電所の放電ギャップに

の変電所２８が従来通りの直流高圧接地継電器４２のま

対してよりも、両変電所間のレール２１の抵抗および鉄

まであっても、前記或る変電所５で直流母線地絡等が発

筋・送電線シース等４４の抵抗が直列に入ることになる

生しても隣接の変電所２８へ影響を及ぼさないし、逆に
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からその分だけ放電電流は小さくなるということであ

( 5 )

特開２００３−３２８８２

7

8

る。

【図１】本発明の第１の構成の実施例の回路を示す図で

【００２８】そこで、指令所では放電電流遠隔監視手段

ある。

で監視された放電電流の大小を比較し、小なる方の変電

【図２】本発明の第２の構成の実施例の回路を示す図で

所は地絡事故が発生していない変電所と判断して直ちに

ある。

遠隔操作手段により断となっている遮断器を再投入す

【図３】従来の直流電気鉄道における変電所からのき電

る。このように地絡事故の発生していない方の変電所も

の状況を示す図である。

遮断器が断となることはあるが保守員が出向くことなく

【符号の説明】

可及的速やかに再投入されるので実質的には事故の影響

１ 放電ギャップ

を受けないということになる。
【００２９】

２ 電流検出用抵抗器
10

３ 放電ギャップ

【発明の効果】以上説明したように、本発明の直流電気

４ 電流検出用抵抗器

鉄道高圧地絡による支障の拡大防止回路は、複数の変電

５ 変電所

所の１つ又は隣接変電所において、従来の直流高圧接地

６ 交流遮断器

継電器に代えて、放電電圧が直流高圧接地継電器の作動

７ 変圧器

電圧より小さい放電ギャップとそれに直列の放電電流検

８ 整流器

出手段とを用いるようにしたので、変電所の接地マット

９ 直流母線

間に導体による接続がなければ、放電ギャップを設けた

１０，１１，１２，１３

直流遮断器

変電所において直流母線地絡が発生して放電ギャップが

１４，１５，１６，１７

過電流継電器

放電しても、隣接の変電所の直流高圧接地継電器を作動

１８

上り架線

させることはなく、地絡の影響を及ぼすことはないとい

１９

下り架線

う利点があるし、逆に、隣接の変電所で直流母線地絡が

２０

電車

発生し、直流高圧接地継電器が作動し、その影響で放電

２１

レール

ギャップが放電してその変電所の遮断器が断となって

２２

直流高圧接地継電器

も、指令所で直流高圧接地継電器の作動が検出されれ

２３

接地マット

ば、地絡事故は直流高圧接地継電器が設置されている変

２４

直流母線地絡

電所の事故と判断できるので、放電ギャップが設置され

２５

外線低抵抗地絡

ている変電所に対しては、指令所から直ちに遮断器の再

２６

大地

投入ができるので、その変電所管内の電車の運行に事実

２７

マイナスライン

上支障を来すことはないという利点がある。

２８

変電所

２９

交流遮断器

ップとすることにより、両変電所の接地マットが導体で

３０

変圧器

接続状態になっていて、一方の地絡事故が他方の放電ギ

３１

整流器

ャップをも放電させて遮断器を断にさせた場合でも、指

３２

マイナスライン

令所で放電電流を監視し、その大なる方が地絡事故発生

３３，３４，３５，３６

直流遮断器

変電所と判断できるので、他方の変電所に対しては指令

３７，３８，３９，４０

過電流継電器

所から直ちに遮断器再投入ができるので、その変電所管

４１

電車

内の電車の運行に事実上支障を来たすことがないという

４２

直流高圧接地継電器

利点がある。

４３

接地マット

【図面の簡単な説明】

４４

鉄筋・送電線シース等

【００３０】また、隣接する変電所の両方とも放電ギャ
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( 6 )

【図１】

特開２００３−３２８８２

( 7 )

【図２】

特開２００３−３２８８２

( 8 )

特開２００３−３２８８２

【図３】
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