
JP 3176113 U 2012.6.14

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熟練を要せず、誰にでも容易かつ確実に単相三
線式・三相三線式の交流回路の電圧及び検相を一度の結
線で行える、電圧・検相器を提供する。
【解決手段】三相の相回転を検知し、正相又は逆相を表
示する検相回路と、該検相回路から三相を分岐させ、各
相間電圧を測定、表示すると共に、別設の接地相と三相
各相の対地電圧を切替スイッチにより測定、表示する電
圧計測回路と、これらの回路に電源を供給する電源回路
とを箱本体１３に内蔵し、当該箱本体の側面に前記検相
器の単相・三相の端子１、２、３及び電圧回路の接地相
の端子８、前記相間・対地間電圧の切替スイッチのつま
み１０ｃ、及び前記電源回路の電源スイッチ１５をそれ
ぞれ設け、また、箱本体１３の表示パネル１４には、前
記検相回路の正相又は逆相表示器５ａ及び電圧回路の三
個のデジタル表示器７ａが設けられている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　単相三線式・三相三線式線路において、１次側の電源から２次側の電灯盤や動力盤への
結線が正確に行われていることを確認するため、電灯線・動力線等の線路の電圧や相回転
を測定表示する電圧・検相器において、
　三相の相回転を検知し、正相又は逆相を表示する検相回路と、該検相回路から三相を分
岐させ、各相間電圧を測定、表示すると共に、別設の接地相と三相各相の対地電圧を切替
スイッチにより測定、表示する電圧計測回路と、これらの回路に電源を供給する電源回路
とを箱本体に内蔵し、
　当該箱本体の側面に前記検相器の単相・三相の端子及び電圧回路の接地相の端子、前記
相間・対地間電圧の切替スイッチ、及び前記電源回路の電源スイッチをそれぞれ設け、
　また、箱本体の表示パネルには、前記検相回路の正相又は逆相表示器、及び電圧回路の
三個の電圧表示器が設けられていることを特徴とする、１次側の電源から２次側の電灯盤
や動力盤への結線が正確に行われていることを確認するための単相三線式・三相三線式電
圧・検相器。
【請求項２】
　前記箱本体の各端子に一端を接続し、他端の端子に磁石又はクリップを備えた単相・三
相及び接地相の各リード線をそれぞれ設けたことを特徴とする、請求項１に記載の単相三
線式・三相三線式電圧・検相器。
【請求項３】
　前記検相回路に、逆相を表示するブザー回路を設けたことを特徴とする、請求項１又は
２に記載の単相三線式・三相三線式電圧・検相器。
【請求項４】
　前記表示パネルに、前記三相の各電圧検出表示部を設けたことを特徴とする、請求項１
～３のいずれかに記載の単相三線式・三相三線式電圧・検相器。

 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この考案は、単相三線式や三相三線式線路において、相間電圧、対地電圧及び検相を一回
の結線で容易にかつ確実に行える電圧・検相器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、単相三線式や三相三線式の需要家等への線路において、当該線路に新たに電灯線や
動力線を配線したり、既設の電灯線や動力線の工事をした場合、結線が正確に行われてい
ることを確認するため、結線した電灯線や動力線等の線路の電圧や相回転を検査している
。これにはテスターから導出した２本のテスター棒を三線のうちの各二線に当てて、相間
電圧や対地電圧を測っていた。また、相回転が正しいかどうか別途検相器を用いて検査し
ている。
【０００３】
しかしながら、テスター棒を二線に接続して電圧測定を行う際、作業者が目的とする電線
でなく、他の電線や充電部にテスター棒を接触させるおそれがあり、その場合短絡事故を
おこすこととなる。また、作業者もいちいち三線のうちの二線にテスター棒を接続しなお
さなければならず、手間のかかる作業である。また、相回転の場合は、検相器を用意して
、三線に接続しなければならない。
【０００４】
そこで、特許文献１に示すように、電圧と相回転を同時に測定可能とした電源検査用測定
器が開発された。
【０００５】
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この電源検査用測定器は、交流１００Ｖ～４１５Ｖ回路と電源検査用測定器とを接続する
コネクタ付き接続ケーブルと、前記交流回路と前記電源検査用測定器との電気的接続をオ
ン・オフする切換スイッチと、前記切換スイッチにより接続された前記交流回路の電圧を
計測・表示する電圧計と、前記切換スイッチにより接続された前記交流回路の相回転（正
相・逆相）を検知・表示する検相器を備えている。
【０００６】
そして、前記交流回路は、単相交流回路や多相交流回路であり、これらの回路のコンセン
トは対電圧や相数により、それぞれ受け口が相違し、一般的に１００種類程度の形状のも
のが使用されている。従って、種々の回路に相応するコンセント付き接続ケーブルを複数
用意している。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－１１４２４６号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、前記特許文献１のものは、測定する対象が、電算機システムのように多数
の給電コンセントを備えた分電盤回路の配線工事終了時に、誤配線や電圧異常等をチェッ
クするためのものである。また、上述のように、多数種類のコンセント付き接続ケーブル
を用意する必要があり、作業者はこれらの多数種類のコンセント付き接続ケーブルの中か
ら測定するコンセント回路に合ったものを選ばなければならない。それ故、コンセント付
きケーブルを選ぶのに手間の係るものである。
【０００９】
これに対して、この考案は、１次側の電源から２次側の電灯盤や動力盤への結線が正確に
行われていることを確認するため、電灯線・動力線等の線路の電圧や相回転を、熟練を要
せず、誰にでも容易かつ確実に測定できる、単相三線式・三相三線式電圧・検相器を提供
することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
請求項１の考案は、電圧及び相回転を測定表示する電圧・検相器において、三相の相回転
を検知し、正相又は逆相を表示する検相回路と、該検相回路から三相を分岐させ、各相間
電圧を測定、表示すると共に、別設の接地相と三相各相の対地電圧を切替スイッチにより
測定、表示する電圧計測回路と、これらの回路に電源を供給する電源回路とを箱本体に内
蔵し、当該箱本体の側面に前記検相器のＲ相、Ｓ相（Ｎ相）、Ｔ相の単相・三相の端子及
び電圧回路の接地相であるＥ相の端子、前記相間・対地間電圧の切替スイッチ、及び前記
電源回路の電源スイッチをそれぞれ設け、また、箱本体の表示パネルには、前記検相回路
の正相又は逆相表示器、及び電圧回路の三個の電圧表示器が設けられている、単相三線式
・三相三線式電圧・検相器とした。
とした。
【００１１】
また、請求項２の考案は、請求項１の考案において、前記箱本体の各端子に一端を接続し
、他端の端子に磁石又はクリップを備えたＲ相、Ｓ相、Ｔ相及びＥ相の各リード線を設け
た、単相三線式・三相三線式電圧・検相器とした。
【００１２】
また、請求項３の考案は、前記請求項１又は２の考案において、前記検相回路に、逆相を
表示するブザー回路を設けた、単相三線式・三相三線式電圧・検相器とした。
【００１３】
また、請求項４の考案は、前記請求項１～３のいずれかの考案において、前記表示パネル
に、前記Ｒ相、Ｓ相(Ｎ相)、Ｔ相の三相の電圧検出表示部を設けた、単相三線式・三相三
線式電圧・検相器とした。
【考案の効果】
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【００１４】
請求項１の考案によれば、箱本体の側面に設けた単相・三相及び接地相用の各端子に、各
リード線の一端を接続し、これらの各リード線の他端を動力線等の単相又は三相の各線路
に接続すれば、相間電圧を計れると共に切替スイッチにより、対地間電圧を測ることがで
きる。また、そのまま、相回転を検出でき、接続した線路が正しく結線されているかが分
かる。従って、線路へのリード線の接続が１回の接続で、単相又は三相の電圧が測定でき
るとともに検相ができる。
【００１５】
また、従来のように、単相又は三相の電圧測定において、作業者が２本のテスター棒を各
線路に接続しなおす必要がなく、他の相や充電部に誤って接続し、短絡事故に成る恐れが
ない。従って、作業者は熟練を要せず、容易かつ確実に単相・三相の電圧及び検相を行う
ことが出来る。しかも、作業者の労力が低減される。また、特許文献１と異なり、この考
案の電圧・検相器は、測定する対象が単相三線式・三相三線式の線路に限られ、作業者は
迷うことなく、正確に箱本体の端子に単相・三相各相のリード線を接続することが出来る
。
【００１６】
また、請求項２の考案によれば、単相・三相各相のリード線をそれぞれ用意しているので
、測定対象の線路へのリード線の接続が容易である。しかも各リード線の他端にはマグネ
ット又はクリップが備えられているため、線路への接続はさらに容易である。
【００１７】
また、請求項３の考案によれば、測定対象の線路が逆相である場合のみブザーが鳴るので
、作業者の注意を喚起し、線路の結線乃至は接続が間違っていることが分かり易い。
【００１８】
また、請求項４の考案によれば、各リード線を測定対象の線路に接続すれば、当該各線路
に電圧がかかっていれば点灯表示され、線路との接続の有無が一目瞭然に分かる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】この考案の実施例１の単相三線式・三相三線式電圧・検相器の平面図である。
【図２】この考案の実施例１の単相三線式・三相三線式電圧・検相器の側面図である。
【図３】この考案の実施例１の単相三線式・三相三線式電圧・検相器のレード線の一部省
略正面図である。
【図４】この考案の実施例１の単相三線式・三相三線式電圧・検相器の概略構成を示す回
路図である。
【考案を実施するための形態】
【００２０】
この考案は、電圧及び相回転を測定表示する電圧・検相器において、三相の相回転を検知
し、正相又は逆相を表示する検相回路と、該検相回路から三相を分岐させ、各相間電圧を
測定、表示すると共に、別設の接地相と三相各相の対地電圧を切替スイッチにより測定、
表示する電圧計測回路と、これらの回路に電源を供給する電源回路とを箱本体に内蔵し、
当該箱本体の側面に前記検相器のＲ相、Ｓ相、Ｔ相の単相・三相の端子及び電圧回路の接
地相であるＥ相の端子、前記相間・対地間電圧の切替スイッチ、及び前記電源回路の電源
スイッチをそれぞれ設け、また、箱本体の表示パネルには、前記検相回路の正相又は逆相
表示器、及び電圧回路の三個の電圧表示器が設けられている、単相三線式・三相三線式電
圧・検相器としたとした。
【００２１】
これにより、単相三線式・三相三線式の線路の電圧及び検相が極めて容易かつ確実に行う
ことが出来る。
【実施例１】
【００２２】
以下、この考案の実施例１を図に基づいて説明する。まず、この考案の単相三線式・三相



(5) JP 3176113 U 2012.6.14

10

20

30

40

50

三線式電圧・検相器の回路図に基づいて説明する。図４において、三相各相の端子１、２
、３は各回線４を介して検相器５に接続されている。また、これらの回線４の各相から分
岐した分岐回線６により各相の電圧計７に接続されている。また、前記検相器５には、逆
相の場合のみ警告音が鳴るブザー回路１８が設けられている。
【００２３】
また、前記端子１、２、３とは別に接地端子８が設けられ、これらの接地回線９がそれぞ
れ各切換スイッチ１０の一方の端子１０ａに接続されている。また、前記各分岐回線６か
ら更に分岐し、これらの再分岐回線１１が切替スイッチ１０の他方の端子１０ｂに接続さ
れ、当該各切替スイッチ１０は各相の前記電圧計７に接続されている。
【００２４】
前記切替スイッチ１０では一方の端子１０ａに接続されると各電圧計７により対地電圧が
測定可能であり、他方の端子１０ｂに接続されると各電圧計７により三相の線間電圧が測
定可能である。また、この切換スイッチ１０は三相連動する。また、前記各電圧計７には
電源として充電電池１２が接続されている。
【００２５】
次に図1及び図２に基づいて説明する。以上の構成の回路が、箱本体１３に内蔵され、箱
本体１３の一面に設けた表示パネル１４に前記端子１、２、３及び接地端子８が設けられ
ている。また、前記検相器５の正相、逆相表示器５ａが設けられ、さらに相回転計５ｂが
設けられている。
【００２６】
また、前記表示パネル１４の上の端子１はＲ相用で赤色、端子２はＳ相用（単相三線式で
はＮ相用）で白色、端子３はＴ相用で青色、接地端子８はＥ相用で緑色に着色されている
。
【００２７】
また、前記表示パネル１４には前記３個の電圧計７のデジタル表示器７ａが設けられ、ま
た、前記切替スイッチ１０のつまみ１０ｃが設けられている。さらに、電源スイッチ１５
及び前記端子１、２、３に相応してＲ相、Ｓ相（Ｎ相）及びＴ相の電圧検出表示部１９が
夫々設けられている。また、箱本体の側面には充電器接続口１６が設けられ、前記充電電
池１２に接続されている。
【００２８】
また、前記各端子１、２、３及び接地端子８に一端を接続する４本のリード線１７が、図
３に示すように設けられている。（ａ）図は、一端がピン型端子１７ａとなっており、他
端が磁石式端子１７ｂとなっているリード線１７を示している。また、（ｂ）図は、一端
がピン型端子１７ａとなっており、他端がクリップ式端子１７ｃとなっているリード線１
７を示している。
【００２９】
これらのリード線１７は（ａ）図のものでも、（ｂ）図のものでもどちらを使用しても良
い。また、これらの４本のリード線１７は、予め前記端子１，２、３及び接地端子8の色
に合わせて、赤色、白色、青色及び緑色に着色されている。
【００３０】
従って、線路の測定に際しては、まず、作業者は箱本体１３の各端子１、２、３及び接地
端子８に、相応する色のリード線１７のピン型端子１７ａを嵌合する。そして、各リード
線１７の他端を測定対象の線路の三相及び接地線に接続する。接続に際しては、現場に合
わせ、前記磁石式端子１７ｂ又はクリップ式端子１７ｃで接続する。これにより表示パネ
ル１４の前記電圧検出表示部１９が点灯する。点灯しなければ、各リード線１７が各線路
に接続されていないこととなる。
【００３１】
そして、前記箱本体１３の電源スイッチ１５をオンにすると、各デジタル表示器７ａに電
圧が表示される。その際、前記切替スイッチ１０をつまみ１０ｃにより切り替えると、線
間電圧又は対地電圧が表示される。
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また、前記検相器５の正相、逆相表示器５ａに測定対象の線路の正相、逆相が表示され、
また、相回転計５ｂに表示される。また、相回転が逆相の場合は前記ブザー回路１８のブ
ザーが鳴る構成となっている。
【００３３】
なお、上記実施例１では、各電圧計７の表示をデジタル表示器７ａで表示しているが、こ
れに限らず、アナログ表示器を用いても同様の効果を奏する。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　　　端子　　　　　　　　　　　２　  　 端子
　３　　　　端子　　　　　　　　　　　４　　　　回線　
　５　　　　検相器　　　　　　　　　　５ａ　　　正相、逆相表示器
　５ｂ　　　相回転計　　　　　　　　　６　　　　分岐回線
　７　　　　電圧計　　　　　　　　　　７ａ　　　デジタル表示器
　８　　　　接地端子　　　　　　　　　９　　　　接地回線
  １０　　　切替スイッチ　　　　　　　１０ａ　　一端
　１０ｂ　　他端　　　　　　　　　　　１０ｃ　　つまみ
　１１　　　再分岐回線　　　　　　　　１２　　　電池
　１３　　　箱本体　　　　　　　　　　１４　　　表示パネル
　１５　　　電源スイッチ　　　　　　　１６　　　充電器接続口
　１７　　　リード線　　　　　　　　　１７ａ　　ピン型端子
　１７ｂ　　磁石式端子　　　　　　　　１７ｃ　　クリップ型端子
　１８　　　ブザー回路　　　　　　　　１９　　　電圧検出表示部
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