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(57)【要約】
【課題】試験時間の短縮化および真空度の低下度合いの
把握が図れるとともに既設の真空遮断器にも適用可能な
真空遮断器真空試験器を提供する。
【解決手段】真空遮断器１の真空度試験を行うのに用い
られる真空遮断器真空試験器１０であって、低圧直流電
流を真空遮断器１の主回路に供給するための直流電流供
給装置２０と、真空遮断器１の主回路接点と直流電流供
給装置２０との間に接続された高圧リアクトル３１を備
えた高電圧発生装置３０と、低圧直流電流を真空遮断器
１の主回路に流した状態で真空遮断器１を開放させるこ
とにより、高圧リアクトル３１に誘起した高電圧を真空
遮断器１の主回路接点間に印加して真空遮断器１の真空
インタラプタの真空度の良否を判定するための制御装置
４０とを具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空遮断器（１）の真空度試験を行うのに用いられる真空遮断器真空試験器（１０）で
あって、
　低圧直流電流を前記真空遮断器の主回路に供給するための直流電流供給手段（２０）と
、
　前記真空遮断器の主回路接点と前記直流電流供給手段との間に接続された高圧リアクト
ル（３１）を備えた高電圧発生手段（３０）と、
　前記低圧直流電流を前記真空遮断器の前記主回路に流した状態で該真空遮断器を開放さ
せることにより、前記高圧リアクトルに誘起した高電圧を該真空遮断器の前記主回路接点
間に印加して該真空遮断器の真空インタラプタの真空度の良否を判定するための真空度良
否判定手段（４１，４２）と、
を具備することを特徴とする、真空遮断器真空試験器。
【請求項２】
　前記真空度良否判定手段が、前記真空遮断器を開放させたのちの該真空遮断器の前記主
回路に流れる回路電流（Ｉ）の変化速度に基づいて、該真空遮断器の前記真空インタラプ
タの真空度の良否を判定することを特徴とする、請求項１記載の真空遮断器真空試験器。
【請求項３】
　前記真空度良否判定手段が、前記真空遮断器を開放させたときの該真空遮断器の開極間
電圧（Ｖ）の正常時開極間電圧（Ｖ0）に対する変化量（ΔＶ）に基づいて、該真空遮断
器の前記真空インタラプタの真空度の良否を判定することを特徴とする、請求項１記載の
真空遮断器真空試験器。
【請求項４】
　前記真空度良否判定手段が、前記真空遮断器を開放させたのちの該真空遮断器の前記主
回路に流れる回路電流（Ｉ）の変化速度と、該真空遮断器を開放させたときの該真空遮断
器の開極間電圧（Ｖ）の正常時開極間電圧（Ｖ0）に対する変化量（ΔＶ）とに基づいて
、該真空遮断器の前記真空インタラプタの真空度の良否を判定することを特徴とする、請
求項１記載の真空遮断器真空試験器。
【請求項５】
　前記高電圧発生手段が、前記高圧リアクトルと並列に接続された異常電圧抑制用抵抗（
３２）をさらに備えることを特徴とする、請求項１乃至４いずれかに記載の真空遮断器真
空試験器。
【請求項６】
　前記直流電流供給手段が、
　前記低圧直流電流を前記真空遮断器の前記主回路に供給するための低圧直流電流供給部
（２１）と、
　該低圧直流電流供給部のプラス側端子およびマイナス側端子にカソードおよびアノード
がそれぞれ接続された保護ダイオード（２２）と、
　前記低圧直流電流供給部の前記マイナス側端子とアースとの間に接続された低電圧避雷
器（２３）と、
を備えることを特徴とする、請求項１乃至５いずれかに記載の真空遮断器真空試験器。
【請求項７】
　前記低圧直流電流供給部が、前記低圧直流電流の電流値を任意に設定することができる
ものであることを特徴とする、請求項６記載の真空遮断器真空試験器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、真空遮断器真空試験器に関し、特に、特別高圧の真空遮断器の真空度試験を
行うのに好適な真空遮断器真空試験器に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、真空遮断器の真空インタラプタ（真空バルブ）の真空度を試験する方法としては
、真空遮断器を開放状態にしたのちに、主回路接点（開極）間に試験電圧を印加して耐電
圧試験を行う方法が主流である。また、一部では、専用の真空センサーを真空遮断器に取
り付ける方法も行われている。
【０００３】
　なお、下記の特許文献１には、真空度チェック用の停電および高圧電源装置を不要とし
、真空度の判定を容易に実施し、メンテナンス作業などのコストを低減するために、真空
バルブの開極時に真空バルブ内の接触子間に発生するアーク光のスペクトルを検出して電
気信号を出力する検出部と、この電気信号に基づいて、スペクトルが絶縁ガスの輝線スペ
クトルを示すときに真空度が低下したことを判別して警報信号を出力する信号処理回路部
とを設け、信号処理回路部を主回路とは非接触関係で設置した、真空遮断器の真空度監視
装置が開示されている。
　また、下記の特許文献２には、通常の使用状態で簡易にかつ適確に劣化程度を判断でき
るようにするために、真空インタラプタの両電極端に検電碍子を配設し、両検電碍子の分
圧点間に変圧器の一次巻線を接続して、変圧器の二次電圧をサンプリングするサンプリン
クホールド回路、各相の検出電圧を順次選択するマルチプレクサ、検出電圧をＡ／Ｄ変換
するＡ／Ｄ変換器、演算・比較判定用のＣＰＵおよびデータ記憶用のメモリなどを設け、
運用開始時のデータを基準データとしてメモリに記憶し、その後の遮断器の「入」「切」
指令時のデータと比較し、この比較結果に基づいて真空度および接点摩耗度など真空イン
タラプタの劣化程度を判定する、真空遮断器の劣化診断装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３０６２７９号公報
【特許文献２】特開平１０－２５５６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、高圧の真空遮断器では、開極間距離が短いので、低電圧の試験電圧を主
回路接点間に印加することにより通常の遮断器開放状態で耐電圧試験を行うことができる
が、特別高圧の真空遮断器では、開極間距離が長いので、通常の遮断器開放状態で耐電圧
試験を行おうとすると高電圧が発生可能な大型の耐圧試験器が必要になる。このため、特
別高圧の真空遮断器では、専用の治具を使用して真空遮断器の開極間距離を縮めることに
より小型の耐圧試験器で耐電圧試験を行っているので、試験時間が長くなったりコストも
かかったりするという問題があった。
【０００６】
　また、従来の主回路接点間に試験電圧を印加する方法では、耐電圧試験に耐えるか否か
で判定しているので、真空度の低下度合いを把握することは難しいという問題があった。
【０００７】
　従来の専用の真空センサーを真空遮断器に取り付ける方法では、既設の真空遮断器に真
空センサーを取り付けるには真空遮断器のタンクを加工する必要があるので、新規に設置
する真空遮断器に限定されるという問題があった。
【０００８】
　本発明の目的は、試験時間の短縮化および真空度の低下度合いの把握が図れるとともに
既設の真空遮断器にも適用可能な真空遮断器真空試験器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の真空遮断器真空試験器は、真空遮断器（１）の真空度試験を行うのに用いられ
る真空遮断器真空試験器（１０）であって、低圧直流電流を前記真空遮断器の主回路に供
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給するための直流電流供給手段（２０）と、前記真空遮断器の主回路接点と前記直流電流
供給手段との間に接続された高圧リアクトル（３１）を備えた高電圧発生手段（３０）と
、前記低圧直流電流を前記真空遮断器の前記主回路に流した状態で該真空遮断器を開放さ
せることにより、前記高圧リアクトルに誘起した高電圧を該真空遮断器の前記主回路接点
間に印加して該真空遮断器の真空インタラプタの真空度の良否を判定するための真空度良
否判定手段（４１，４２）とを具備することを特徴とする。
　ここで、前記真空度良否判定手段が、前記真空遮断器を開放させたのちの該真空遮断器
の前記主回路に流れる回路電流（Ｉ）の変化速度に基づいて、該真空遮断器の前記真空イ
ンタラプタの真空度の良否を判定してもよい。
　前記真空度良否判定手段が、前記真空遮断器を開放させたときの該真空遮断器の開極間
電圧（Ｖ）の正常時開極間電圧（Ｖ0）に対する変化量（ΔＶ）に基づいて、該真空遮断
器の前記真空インタラプタの真空度の良否を判定してもよい。
　前記真空度良否判定手段が、前記真空遮断器を開放させたのちの該真空遮断器の前記主
回路に流れる回路電流（Ｉ）の変化速度と、該真空遮断器を開放させたときの該真空遮断
器の開極間電圧（Ｖ）の正常時開極間電圧（Ｖ0）に対する変化量（ΔＶ）とに基づいて
、該真空遮断器の前記真空インタラプタの真空度の良否を判定してもよい。
　前記高電圧発生手段が、前記高圧リアクトルと並列に接続された異常電圧抑制用抵抗（
３２）をさらに備えてもよい。
　前記直流電流供給手段が、前記低圧直流電流を前記真空遮断器の前記主回路に供給する
ための低圧直流電流供給部（２１）と、該低圧直流電流供給部のプラス側端子およびマイ
ナス側端子にカソードおよびアノードがそれぞれ接続された保護ダイオード（２２）と、
前記低圧直流電流供給部の前記マイナス側端子とアースとの間に接続された低電圧避雷器
（２３）とを備えてもよい。
　前記低圧直流電流供給部が、前記低圧直流電流の電流値を任意に設定することができる
ものであってもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の真空遮断器真空試験器は、以下に示す効果を奏する。
（１）試験時間の短縮
　特別高圧の真空遮断器でも通常状態における遮断器開放動作で真空度試験を行うことが
できるため、従来のように専用の治具を使用して主回路接点を所定の寸法に設定する必要
がないので、試験時間の短縮が図れる。
（２）真空度の低下度合いの確認
　従来の真空度試験では、真空インタラプタの所定の開極間距離で耐電圧試験に耐えるか
否かで判定していたために「良」か「不良」かの２つの判定しかできず、また、「良」で
あっても「不良に近い良か否か」の判定や「完全な真空破壊か真空度低下であるか」の判
定ができなかったが、本発明による真空遮断器真空試験器では、真空度の低下度合いを判
定することができるので、真空インタラプタの状態に応じた手入れ（直ちに真空インタラ
プタの交換、経過観察など）が可能になる。
（３）適用遮断器の拡大
　真空遮断器のタンクを加工する必要がないので、既設の真空遮断器にも適用することが
できる。
　また、真空度試験時に真空遮断器の主回路に供給する低圧直流電流の電流値を任意に設
定することができるので、２２ｋＶクラスから１１０ｋＶクラスの真空遮断器まで１つの
真空遮断器真空試験器で適用することができる。
　さらに、通常のガス機器では高電圧の直流電圧を印加することはできないが、本発明に
よる真空遮断器真空試験器では低圧直流電流を供給するため問題はなく、真空遮断器の開
放時の短時間には高電圧が印加されるものの過渡的な電圧であるので、６６ｋＶクラスや
１１０ｋＶクラスのガス中に真空インタラプタがある真空遮断器にも適用することができ
る。
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（４）精度の向上
　開極間電圧は真空遮断器の開放時に最も高くなるためにアーク放電を起こし易くするこ
とができるので、精度の高い真空度試験を行うことができる。
（５）コストの低減
　メーカーが推奨している治具使用時のメーカー技術員による指導が不要になるので、コ
ストの低減が図れる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施例による真空遮断器真空試験器１０の構成を示す図である。
【図２】本発明の真空遮断器真空試験器における真空インタラプタの真空度の良否判定方
法について説明するための図である。
【図３】図１に示した制御部４２における真空遮断器１の真空インタラプタの真空度の良
否判定方法について説明するための図である。
【図４】図１に示した制御部４２における真空遮断器１の真空インタラプタの真空度の他
の良否判定方法について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　上記の目的を、低圧直流電流を直流電流供給手段から真空遮断器の主回路に流した状態
で真空遮断器を開放させることにより、真空遮断器の主回路接点と直流電流供給手段との
間に接続された高圧リアクトルに誘起した高電圧を真空遮断器の主回路接点間に印加して
真空遮断器の真空インタラプタの真空度の良否を判定することにより実現した。
【実施例１】
【００１３】
　以下、本発明の真空遮断器真空試験器の実施例について図面を参照して説明する。
　本発明の真空遮断器真空試験器は、真空遮断器の主回路接点と高圧リアクトルとを直列
に接続するとともに低圧直流電流を真空遮断器の主回路に流した状態で真空遮断器を開放
させることにより、高圧リアクトルに誘起した高電圧を真空遮断器の主回路接点間（開極
間）に印加して、真空遮断器の主回路に流れる回路電流Ｉの低下具合（回路電流Ｉの変化
速度）に基づいて真空インタラプタの真空度の良否判定を行うことを特徴とする。
【００１４】
　なお、真空遮断器に印加させる高電圧（開極間電圧Ｖ）の電圧値は、Ｖ＝Ｌ×ΔＩ／Δ
ｔ（Ｌは高圧リアクトルのリアクトル値）で設定できるので、回路電流Ｉの電流値によっ
て制御が可能になる。
　したがって、開極間電圧Ｖは回路電流Ｉが大きいほど大きくなるので、回路電流Ｉの電
流値を試験対象の真空遮断器に対応した値とすることにより、幅広い範囲の真空遮断器に
ついて真空度試験が可能になる。
【００１５】
　真空インタラプタの真空度の良否については、以下に説明するように、回路電流Ｉの低
下具合に基づいて判定することができる。
【００１６】
（１）真空インタラプタの真空度が高い場合
　真空インタラプタの真空度が高い場合には、図２（ａ）に示すように、遮断器開放時刻
ｔ0で真空遮断器が開放されると開極間電圧Ｖは高電圧になるが、回路電流Ｉは直ちに遮
断されて“０”になる。
　したがって、回路電流Ｉが真空遮断器の開放後瞬時に“０”になる場合には、「真空イ
ンタラプタの真空度は正常である（高く保たれている）」と判定することができる。
　なお、同図に示す遮断器開放完了時刻ｔ1における開極間電圧Ｖの電圧値は、後述する
異常電圧抑制用抵抗３２の抵抗値によって異なる。
【００１７】
（２）真空インタラプタの真空度が低下している場合
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　真空インタラプタの真空度が低下している場合には、真空遮断器が開放されても主回路
接点間（開極間）でアーク抵抗をもって放電するために真空遮断器の開放と同時に絶縁が
回復しないので、図２（ｂ）に示すように、開極間電圧Ｖが低下していき、開極間距離が
長くなって絶縁がある程度回復した遮断器絶縁回復時刻ｔ2で回路電流Ｉが遮断されて“
０”になる。
　ここで、遮断器絶縁回復時刻ｔ2は、真空インタラプタの真空度が低下しているほど遅
くなる。
　したがって、回路電流Ｉが瞬時に“０”にならずかつ遮断器開放完了時刻ｔ1よりもあ
る程度前に“０”になる場合には、「真空インタラプタの真空度が低下している」と判定
することができる。また、遮断器絶縁回復時刻ｔ2を計測することにより、真空インタラ
プタの真空度の低下度合いを把握することができる。
　なお、遮断器絶縁回復時刻ｔ2において回路電流Ｉが“０”になると、開極間電圧Ｖは
一旦大きくなったのちに低下していく。
【００１８】
（３）真空インタラプタの真空度が破壊されている場合
　真空インタラプタの真空度が破壊されている場合には、真空遮断器の主回路接点間（開
極間）でアーク抵抗を持って放電が開始されるので、図２（ｃ）に示すように、遮断器開
放時刻ｔ0における開極間電圧Ｖの電圧値は真空インタラプタの真空度が高い場合に比べ
て小さくなり、回路電流Ｉもアーク抵抗を持って放電が起こったのちに開極間距離が開く
に従ってまた開極間電圧Ｖが低下するに従って電流値が低下していき、遮断器絶縁回復時
刻ｔ3において主回路接点間（開極間）の絶縁が回復すると回路電流Ｉの電流値が“０”
になる。
　ここで、遮断器絶縁回復時刻ｔ3を真空遮断器の開放完了時刻ｔ1の直後としているが、
真空遮断器の条件（ガス中のインタラプタや気中の場合の湿度など）により異なる。
　したがって、回路電流Ｉが遮断器開放完了時刻ｔ1の前後において“０”になる場合に
は、「真空インタラプタの真空度が破壊されている」と判定することができる。
　なお、遮断器絶縁回復時刻ｔ3において回路電流Ｉが“０”になると、開極間電圧Ｖは
一旦大きくなったのちに低下していく。
【００１９】
　次に、本発明の一実施例による真空遮断器真空試験器１０について、図１を参照して説
明する。
　本実施例による真空遮断器真空試験器１０は、図１に示すように、直流電流供給装置２
０と、リアクトル式の高電圧発生装置３０と、制御装置４０と、直流変流器５０と、２つ
の保安用接地取付端子６０とを具備する。
【００２０】
　ここで、直流電流供給装置２０は、低圧直流電流供給部２１と、保護ダイオード２２と
、低電圧避雷器２３とを備える。
　低圧直流電流供給部２１は、真空遮断器１の真空度試験に必要な低圧直流電流を真空遮
断器１の主回路に供給するためのものであり、低圧直流電流の電流値を任意に設定するこ
とができるものである。
　保護ダイオード２２は、真空遮断器１が開放された際に後述の高圧リアクトル３１から
供給される電流を真空遮断器１に流すとともに、真空度試験中に低圧直流電流供給部２１
が故障（回路開放や電流断）した際に発生する異常電圧（高電圧）を抑制するためのもの
である。なお、保護ダイオード２２のカソードは低圧直流電流供給部２１のプラス側端子
に接続されており、保護ダイオード２２のアノードは低圧直流電流供給部２１のマイナス
側端子に接続されている。
　低電圧避雷器２３は、低圧直流電流供給部２１のマイナス側端子とアースとの間に接続
されており、保護ダイオード２２の故障時のバックアップ用のもの（すなわち、保護ダイ
オード２２が故障（回路開放）した際に上記の異常電圧を抑制するためのもの）である。
【００２１】
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　高電圧発生装置３０は、高圧リアクトル３１と、異常電圧抑制用抵抗３２とを備える。
　高圧リアクトル３１は、真空遮断器１の主回路接点と低圧直流電流供給部２１のマイナ
ス側端子との間に接続されており、低圧直流電流を低圧直流電流供給部２１から真空遮断
器１の主回路に供給したのちに真空遮断器１を開放することにより高電圧を発生させるた
めのものである。
　異常電圧抑制用抵抗３２は、高圧リアクトル３１と並列に接続されており、高圧リアク
トル３１によって発生する異常電圧を抑制するとともに放電抵抗の機能を兼ね備えたもの
である。
【００２２】
　制御装置４０は、電流波形計測部４１と、制御部（ＭＰＵ）４２とを備える。
　電流波形計測部４１は、直流変流器５０から入力される回路電流Ｉの波形を計測するた
めのものであり、計測した回路電流Ｉの波形を示す電流波形計測信号を制御部４２に出力
する。
　制御部４２は、真空度試験時に真空遮断器１を開放させるための遮断器操作指令信号Ｓ
ａを遮断器（含む遮断器制御装置）（不図示）に出力し、真空度試験開始時に回路電流Ｉ
の電流波形を計測するように指示する制御信号を電流波形計測部４１に出力し、低圧直流
電流の電流値を設定したり真空度試験開始時に低圧直流電流を真空遮断器１に供給するよ
うに指示したりする制御信号を低圧直流電流供給部２１に出力するとともに、電流波形計
測部４１から入力される電流波形計測信号に基づいて真空遮断器１の真空インタラプタの
真空度の良否を判定するためのものである。また、制御部４２は、「真空度が低下してい
る」と判定するか「真空度が破壊されている」と判定した場合は、警報出力信号Ｓｂを外
部に出力する。
【００２３】
　直流変流器５０は、低圧直流電流供給部２１のプラス側端子と真空遮断器１との間の試
験回路に設けられており、この試験回路に流れる回路電流Ｉを検出するためのものである
。
【００２４】
　２つの保安用接地取付端子６０は、高電圧発生装置３０と真空遮断器１との間の試験回
路および直流変流器５０と真空遮断器１との間の試験回路にそれぞれ設けられており、保
安用接地器具を取り付けるためのものである。
【００２５】
　次に、制御装置４０の制御部４２における真空遮断器１の真空インタラプタの真空度の
良否判定方法について、図３を参照して説明する。
【００２６】
　制御部４２は、真空度試験を開始する際には、低圧直流電流を真空遮断器１に供給する
ように指示する制御信号を低圧直流電流供給部２１に出力する。これにより、低圧直流電
流が低圧直流電流供給部２１から真空遮断器１の主回路に供給される。
　また、制御部４２は、直流変流器５０から入力される回路電流Ｉの波形を計測するよう
に指示する制御信号を電流波形計測部４１に出力する。これにより、電流波形計測部４１
は、回路電流Ｉの波形計測を開始し、電流波形計測信号を制御部４２に出力する。
【００２７】
　その後、制御部４２は、真空遮断器１を開放するように指示する遮断器操作指令信号Ｓ
ａを遮断器（含む遮断器制御装置）に出力する。これにより、図３（ａ）～（ｃ）に示す
遮断器開放時刻ｔ0において真空遮断器１が開放される。
【００２８】
　制御部４２は、以下のようにして、真空遮断器１を開放させたのちの回路電流Ｉの変化
速度に基づいて、真空遮断器１の真空インタラプタの真空度の良否を判定する。
　制御部４２は、電流波形計測部４１から入力される電流波形計測信号に基づいて、遮断
器開放時刻ｔ0後に回路電流Ｉの電流値が“０”になる遮断器絶縁回復時刻ｔ2，ｔ3を検
出し、検出した遮断器絶縁回復時刻ｔ2，ｔ3から遮断器開放時刻ｔ0を引くことにより遮
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断器絶縁回復時間Ｔ（＝ｔ2－ｔ0，ｔ3－ｔ0）を計測し、計測した遮断器絶縁回復時間Ｔ
が第１の判定基準値Ａ1未満であるか第１の判定基準値Ａ1以上第２の判定基準値Ａ2未満
であるか第２の判定基準値Ａ2以上であるかを調べる。
　ここで、第１の判定基準値Ａ1は、たとえば遮断器開放時刻ｔ0から遮断器開放完了時刻
ｔ1までの時間（＝ｔ1－ｔ0）の１％の値（すなわち、Ａ1＝（ｔ1－ｔ0）／１００）に設
定され、また、第２の判定基準値Ａ2は、たとえば遮断器開放時刻ｔ0から遮断器開放完了
時刻ｔ1までの時間（＝ｔ1－ｔ0）の９０％の値（すなわち、Ａ2＝９０（ｔ1－ｔ0）／１
００）に設定される。
【００２９】
　その結果、遮断器絶縁回復時間Ｔが図３（ａ）に示すように第１の判定基準値Ａ1未満
である（Ｔ＜Ａ1）場合には、制御部４２は、「真空度は正常である」と判定する。
　また、遮断器絶縁回復時間Ｔが同図（ｂ）に示すように第１の判定基準値Ａ1以上第２
の判定基準値Ａ2未満である（Ａ1≦Ｔ＜Ａ2）場合には、制御部４２は、「真空度が低下
している」と判定して、その旨を示す警報出力信号Ｓｂを外部に出力する。
　さらに、遮断器絶縁回復時間Ｔが同図（ｃ）に示すように第２の判定基準値Ａ2以上で
ある（Ａ2≦Ｔ）場合には、制御部４２は、「真空度が破壊されている」と判定して、そ
の旨を示す警報出力信号Ｓｂを外部に出力する。なお、「真空度が破壊されている」と判
定する真空度については、パッシェンカーブの最低値に至る前の一定値とする。
【００３０】
　なお、制御部４２は、検出した遮断器絶縁回復時間Ｔに応じて真空遮断器１の真空イン
タラプタの真空度の低下度合いを求め、求めた真空度の低下度合いを示す警報出力信号Ｓ
ｂを外部に出力してもよい。
【００３１】
　以上の説明では、制御部４２は、電流波形計測部４１から入力される電流波形計測信号
に基づいて真空遮断器１の真空インタラプタの真空度の良否を判定したが、図２（ａ）～
（ｃ）に示したように、遮断器開放時刻ｔ0における開極間電圧Ｖは、真空遮断器１の真
空インタラプタの真空度が低下していくほど正常時開極間電圧Ｖ0（真空度が正常である
場合の遮断器開放時刻ｔ0における開極間電圧Ｖ）よりも小さくなっていくことに着目し
て、図４（ａ）～（ｃ）に示すように開極間電圧変化量に基づいて真空遮断器１の真空イ
ンタラプタの真空度の良否を判定してもよい。
　この場合には、制御部４２は、真空遮断器１内に設けられた電圧計（不図示）から入力
される真空遮断器開放時の開極間電圧Ｖの電圧値の正常時開極間電圧Ｖ0に対する変化量
ΔＶ（＝Ｖ－Ｖ0）を求め、求めた変化量ΔＶが図４（ａ）に示すように第１の電圧判定
基準値Ｂ1（たとえば、正常時開極間電圧Ｖ0の１０％の電圧値（＝０．１×Ｖ0）に設定
される。）未満である場合には、「真空度は正常である」と判定し、求めた変化量ΔＶが
同図（ｂ）に示すように第１の電圧判定基準値Ｂ1以上で第２の電圧判定基準値Ｂ2（たと
えば、正常時開極間電圧Ｖ0の３０％の電圧値（＝０．３×Ｖ0）に設定される。）未満で
ある場合には、「真空度が低下している」と判定し、求めた変化量ΔＶが同図（ｃ）に示
すように第２の電圧判定基準値Ｂ2以上である場合には、「真空度が破壊されている」と
判定する。
　なお、制御部４２は、求めた変化量ΔＶに応じて真空遮断器１の真空インタラプタの真
空度の低下度合いを求めてもよい。
【００３２】
　また、制御部４２は、図３を参照して説明した回路電流変化速度による良否判定方法と
図４を参照して説明した開極間電圧変化量による良否判定方法とを組み合わせて、真空遮
断器１の真空インタラプタの真空度の良否を判定してもよい。
【符号の説明】
【００３３】
１　真空遮断器
１０　真空遮断器真空試験器
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２０　直流電流供給装置
２１　低圧直流電流供給部
２２　保護ダイオード
２３　低電圧避雷器
３０　高電圧発生装置
３１　高圧リアクトル
３２　異常電圧抑制用抵抗
４０　制御装置
４１　電流波形計測部
４２　制御部
５０　直流変流器
６０　保安用接地取付端子
Ｖ　開極間電圧
Ｖ0　正常時開極間電圧
ΔＶ　変化量
Ｉ　回路電流
Ｓａ　遮断器操作指令信号
Ｓｂ　警報出力信号
ｔ0　遮断器開放時刻
ｔ1　遮断器開放完了時刻
ｔ2，ｔ3　遮断器絶縁回復時刻
Ｔ　遮断器絶縁回復時間
Ａ1，Ａ2　第１および第２の判定基準値
Ｂ1，Ｂ2　第１および第２の電圧判定基準値
Ｌ　リアクトル値
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