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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１乃至第Ｎ２次側電流値を検出する第１乃至第Ｎ変流器と、
　前記第１乃至第Ｎ変流器と連結され、前記検出された第１乃至第Ｎ２次側電流値を表示
する統合測定パネルと、を含み、
　前記統合測定パネルは、
　前記第１乃至第Ｎ変流器が有するそれぞれの線形特性の誤差を補償するための補償値を
電流区間別に記憶し、
　前記第１乃至第Ｎ変流器から検出された前記第１乃至第Ｎ２次側電流値のうち少なくと
も一つの２次側電流値に線形特性の平均値と差が発生した場合、前記差が発生した少なく
とも一つの２次側電流値を前記電流区間別に記憶された前記補償値で補償し、
　前記補償値で補償された２次側電流値を利用して、前記差が発生した変流器に流れる１
次側電流値を検出する、変流器を含む電源装置。
【請求項２】
　前記補償値は、前記第１乃至第Ｎ変流器が有する線形特性の平均値と差が発生する特定
変流器の線形特性を補償する、請求項１に記載の変流器を含む電源装置。
【請求項３】
　前記補償値は、前記第１乃至第Ｎ変流器によって測定される２次側電流値が属する電流
区間別に異なるように決定される、請求項２に記載の変流器を含む電源装置。
【請求項４】
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　前記補償値は前記電流区間別に前記平均値に一致するようにするための補償条件に当た
る、請求項３に記載の変流器を含む電源装置。
【請求項５】
　前記補償条件は、電流変化割合、オフセット値及びゲイン値のうちいずれか一つを含む
、請求項４に記載の変流器を含む電源装置。
【請求項６】
　複数の変流器がそれぞれ有する２次側測定電流の線形特性を確認するステップと、
　前記確認された複数の変流器の線形特性に対する平均値を求めるステップと、
　前記求められた平均値と差が存在する変流器を確認するステップと、
　前記確認した変流器の線形特性を前記平均値に補償するための補償値を決定するステッ
プと、
　前記補償値が決定された前記複数の変流器から検出された複数の２次側電流値のうち少
なくとも一つの２次側電流値に線形特性の平均値と差が発生した場合、前記差が発生した
少なくとも一つの２次側電流値を前記補償値で補償し、前記補償値で補償された２次側電
流値を利用して、前記差が発生した変流器に流れる１次側電流値を検出するステップと、
を含み、
　前記決定するステップは、
　前記平均値と差が存在する電流区間を確認するステップと、
　前記確認した電流区間で前記平均値との誤差値を確認するステップと、
　前記誤差値を利用して前記補償値を決定するステップを含む、変流器の補償方法。
【請求項７】
　前記補償値を決定するステップは、
　前記確認した電流区間で前記確認された変流器から測定される２次側電流値を前記平均
値として認識するための電流変化割合、オフセット値及びゲイン値のうち少なくともいず
れか一つの設定を変更するステップを含む、請求項６に記載の変流器の補償方法。
【請求項８】
　前記線形特性を確認する前に前記複数の変流器のうち一部の変流器に対するタイプテス
トを行うステップと、
　前記複数の変流器の全数に対するルーティンテストを行うステップと、を含む、請求項
６に記載の変流器の補償方法。
【請求項９】
　前記補償値が決定されると前記決定された補償値を適用して前記複数の変流器と共通に
連結される統合測定パネルとの連携テストを行うステップを更に含む、請求項８に記載の
変流器の補償方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は変流器に関するものであり、特に計器用変流器（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｔｒａｎｓ
ｆｏｒｍｅｒ　ｆｏｒ　ｍｅｔｅｒｉｎｇ）の線形特性の差によって発生する電流測定値
の誤差を最小化する変流器を含む電源装置及び変流器の補償方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　計器用変流器は電流の値を測定して処理する全ての製品に適用される。このような変流
器は電流を測定しようとする位置に装着又は設置される。
【０００３】
　前記変流器は実際に電流を測定する部と、ここで測定された実際の電流値を変流器の１
次側と称し、前記測定された実際の電流値を処理可能な値に変換する部と、ここで返還さ
れた電流値を変流器の２次側と称する。
【０００４】
　一般に、変流器の１次側電流は直接処理しにくい大電流であるため、それを処理可能な
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値に変換するための変換比を設定する。ここで、変換比は前記１次側と２次側との間の電
流値の比である。
【０００５】
　例えば、１次側の電流値、言い換えると前記実際の電流値が４００Ａであり、２次側で
は前記４００Ａの電流値を５Ａ又は５Ｖに変換した場合、その変換比は４００：５である
。
【０００６】
　一方、前記のような変換比は１次側の電流測定範囲による線形性を有する。
【０００７】
　図１は一般的な変流器の動作原理を説明するための図であり、図２は一般的な変流器が
有する線形特性を示すグラフである。
【０００８】
　図１及び図２を参照して変流器が有する大電流の測定原理を説明すると、１次側の大電
流はアンペア法則によって磁界が発生する。
【０００９】
　この磁束Φは鉄心を介して伝達され、２次側の巻線に鎖交（ｉｎｔｅｒｌｉｎｋａｇｅ
）されながら起電力Ｅが維持される。
【００１０】
　そして、前記誘起された起電力の大きさはファラデーの電磁誘導の法則により、その方
向はレンツの法則によって決められる。
【００１１】
　即ち、磁束の変化を相殺する方向に磁束及び起電力が発生し、それによって２次側の電
流が生成される。
【００１２】
　即ち、負荷（Ｌｏａｄ）に伝達される電流は変流器の１次側に伝達され、前記１次側に
伝達された電流はその巻線比に応じて変換された値で２次側に伝達される。そして、測定
パネル（Ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　Ｐａｎｅｌ）は前記２次側と連結され、それによって前記
２次側の電流値を読み込んでからそれを前記巻線比を適用して実際に前記負荷に供給され
る電流値を測定する。
【００１３】
　この際、前記１次側電流と２次側電流は巻線比に反比例し、下記式で表現される。
【数１】

ここで、Ｅは起電力、Φは磁束、Ｉ１は１次側の電流、Ｉ２は２次側の電流、Ｎ１は１次
側の巻線数、Ｎ２は２次側の巻線数である。
【００１４】
　そして、図２に示したように前記変流器の線形特性は低電流、中電流及び大電流領域に
区分される各領域に対して差が発生する。
【００１５】
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　ここで、飽和点電圧（Ｋｎｅｅ　ｐｏｎｔ　ｖｏｌｔａｇｅ）で表現された部分以上の
範囲の大電流領域は飽和領域であり、変流器の誤差が増大される特性を有する。
【００１６】
　即ち、変流器は１次電流が増加すると変圧比に応じて２次電流も増加するようになる。
しかし、ある限界に到達すると１次電流は増加し続けても２次電流は飽和して増加しなく
なる。前記飽和点は変流器の１次巻線を開放し、２次巻線に定格周波数の交流電圧を増加
させながら徐々に励磁電流を測定する際、励磁電圧が１０％増加すると励磁電流が５０％
になる点を意味する。
【００１７】
　一般に、飽和特性試験で飽和点の印加電圧を飽和電圧というが、これが十分に高くなけ
れば大電流領域での確実な保護が不可能になる。
【００１８】
　一方、前記のような変流器は同じ製造会社で製作された同一製品であっても前記線形特
性に差がある。
【００１９】
　それによって、変流器はシステムに適用するための試験手順を進行するが、前記試験手
順は工程試験と現場試験に分けられる。
【００２０】
　前記工程試験は変流器の特性を確認及び検証するためにサンプル製品に対して行うタイ
プテストと、全ての製品の性能を評価するために全数試験を行うルーティンテストを経る
。
【００２１】
　そして、それを介して単品に対する性能を検証した後、システムに適用して単品試験及
び連携試験などの手順を介して現場試験を行う。
【００２２】
　前記のような変流器は高電圧直流送電システム（ＨＶＤＣ）のような大規模の電力シス
テムや電力を変換する製品又はシステムに適用されるが、前記のようなシステムは様々な
箇所で電力を測定してシステムを制御するか保護するように設計されて運転される。
【００２３】
　前記のように適用される変流器は同一製品である場合でも電流範囲に応じて異なる線形
特性を有する。前記変流器の線形特性は製品やシステムに適用される確認試験を一応経る
が、変換比が大きいか２つ以上の変流器が適用されるシステムでは線形性の差による問題
が発生する可能性がある。
【００２４】
　即ち、このような場合には同じ経路の電流を多様な箇所で測定しても各箇所に設置され
た変流器の個別線形特性の差による電流測定の誤差が発生する恐れがあり、これはシステ
ム故障として認識されるか警報発生又は深刻な場合にはシステムの運転を中断せざるを得
ない状況が発生する恐れがある。
【００２５】
　一方、前記のような変流器はそれぞれの製品が有する線形特性が異なるため一つの変流
器に一つの測定パネルがそれぞれ連結されるべきであり、これは製品単価を引き上げる要
因として作用する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　本発明による実施例ではそれぞれの変流器が有する線形特性を補償し、前記線形特性が
補償された変流器を適用した変流器を含む電源装置及び変流器の補償方法を提供する。
【００２７】
　また、本発明による実施例では各送電電路に設置された変流器の個別線形特性による電
流測定の誤差を最小化し、システムの信頼性向上及び安定度増加を図る変流器を含む電源
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装置及び変流器の補償方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　実施例による変流器を含む電源装置は、第１乃至第Ｎ変流器と、前記第１乃至第Ｎ変流
器と連結され、前記第１乃至第Ｎ変流器から検出された電流値を利用し、前記第１乃至第
Ｎ変流器が設置された各位置の実際の電流値を測定する統合測定パネルと、を含み、前記
統合測定パネルは、前記第１乃至第Ｎ変流器が有するそれぞれの線形特性の誤差を補償す
るための補償値を記憶し、前記記憶した補償値を適用して前記実際の電流値を測定する。
【００２９】
　また、前記補償値は、前記第１乃至第Ｎ変流器が有する線形特性の平均値と差が発生す
る特定変流器の線形特性を補償する。
【００３０】
　また、前記補償値は電流区間別に前記平均値との差を補償するための補償条件で形成さ
れ、前記補償条件は電流変化割合、オフセット値及びゲイン値のうち少なくとも一つを含
む。
【００３１】
　一方、実施例による変流器の補償方法は、複数の変流器の線形特性を確認するステップ
と、前記確認された複数の変流器の線形特性に対する平均値を求めるステップと、前記求
められた平均値と差が存在する変流器を確認するステップと、前記確認した変流器の線形
特性を前記平均値に補償するための補償値を決定するステップと、を含む。
【００３２】
　また、前記決定するステップは、前記平均値と差が存在する電流区間を確認するステッ
プと、前記確認した電流区間で前記平均値と誤差値を確認するステップと、前記誤差値を
利用して前記補償値を決定するステップと、を含む。
【００３３】
　また、前記補償値を決定するステップは、前記確認した電流区間で前記確認された変流
器から測定される電流値を前記平均値として認識するための電流変化割合、オフセット値
及びゲイン値のうち少なくともいずれか一つの設定を変更するステップを含む。
【００３４】
　また、前記補償値が決定されると前記複数の変流器と共通に連結される統合測定パネル
に前記補償値を適用するステップを更に含む。
【００３５】
　また、前記線形特性を確認する前に前記複数の変流器のうち一部の変流器に対するタイ
プテストを行うステップと、前記複数の変流器の全数に対するルーティンテストを行うス
テップと、を含む。
【００３６】
　また、前記補償値が決定されると前記決定された補償値を適用して前記複数の変流器と
共通に連結される統合測定パネルとの連携テストを行うステップを更に含む。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明による実施例によると、それぞれの変流器が有する線形特性の誤差を補償するこ
とで電流測定誤差を最小化し、それを介してシステムに適用する変流器の性能を標準化し
て確実なシステム保護動作を達成し、システムの信頼性向上及び制御安定度の増加などを
達成することができる。
【００３８】
　また、本発明による実施例によると、それぞれの変流器の線形性モデリングに対する検
討及び分析を行って各変流器の誤差を補償するための補償値を適用することで一つに統合
された測定パネルに多数の変流器を連結することによる製造単価を下げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
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【図１】一般的な変流器の動作原理を説明するための図である。
【図２】一般的な変流器が有する線形特性を示すグラフである。
【図３】本発明の実施例による変流器を含む電源装置を示す図である。
【図４】本発明の実施例による電源装置の変流器の補償方法を段階別に説明するためのフ
ローチャートである。
【図５】本発明の実施例による変流器の補償方法を段階別に説明するためのフローチャー
トである。
【図６】図５に示した補償値の決定過程をより詳細に説明するためのフローチャートであ
る。
【図７】図６に示した補償値の決定条件を説明するための図である。
【図８】図６に示した補償値の決定条件を説明するための図である。
【図９】本発明の実施例による変流器の交換方法を段階別に説明するためのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　本発明の実施例を図面と共に説明する。
【００４１】
　図３は、本発明の一実施例による変流器を含む電源装置を示す図である。
【００４２】
　図３を参照すると、電源装置は複数の変流器１１０及び前記変流器１１０と連結された
統合測定パネル１２０を含む。
【００４３】
　複数の変流器１１０は第１変流器１１１、第２変流器１１２、第３変流器１１３及び第
Ｎ変流器１１４を含む。
【００４４】
　前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４は互いに異なる位置に設置さ
れ、それによって前記設置された位置を通過する電源に対する電流値を検出して統合測定
パネル１２０に伝達する。
【００４５】
　前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４は同じ製造会社で製造された
製品であってもよく、それとは異なって互いに異なる製造会社で製造された製品であって
もよい。
【００４６】
　前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４はファラデー法則による電磁
気誘導現象によって電線路を流れる電流を検出する計測器であり、検出値は前記第１乃至
第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４と電気的に連結された計測器、言い換えると
前記統合測定パネル１２０に伝達され、それによって前記統合測定パネル１２０を介して
表示される。
【００４７】
　統合測定パネル１２０は前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４と電
気的に連結され、それによって第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４を介
して検出された電流値を受信する。
【００４８】
　そして、統合測定パネル１２０は前記受信した電流値を利用して前記第１乃至第Ｎ変流
器１１１，１１２，１１３，１１４を介して検出された電流値の誤差を補償し、前記補償
した電流値を表示する。
【００４９】
　即ち、従来は第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４が有するそれぞれの
線形特性が全て異なるため、一つの変流器に一つの個別測定パネルをそれぞれ連結せざる
を得なかった。この場合、個別測定パネルによって変流器を介して検出された電流値を確
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認することができた。ここで、前記線形特性はそれぞれの変流器が有する電流検出値の特
性を意味する。言い換えると、前記線形特性は入力される電流値と検出される電流値との
間の関係を意味する。
【００５０】
　本発明は一つの統合測定パネル１２０を介して多数の変流器を介して検出された電流値
を確認し、前記確認された電流値を利用して前記多数の変流器が設置されたそれぞれの位
置に対する実際の電流値を獲得する。
【００５１】
　この際、前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４の線形特性は事前作
業によって標準化されている。
【００５２】
　そして、前記標準化された第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４に対す
る情報は前記統合測定パネル１２０に記憶されている。
【００５３】
　それによって前記統合測定パネル１２０はメモリ１２１を含んで構成され、前記メモリ
１２１には前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４から検出した電流値
の誤差を補償するための補償値が記憶されている。
【００５４】
　この際、前記補償値は前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４それぞ
れに対して前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４が有する線形特性の
平均値で前記第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４の線形特性を標準化す
るための値である。
【００５５】
　例えば、１０個の変流器に対する線形特性を確認すれば殆どの変流器は正常的な線形特
性を示すが、前記線形特性が一般的な変流器とは全く異なる特性を示す変流器も存在する
。
【００５６】
　この際、前記１０個の変流器が有する線形特性の平均値は正常範囲内の線形特性を示す
が、それぞれの変流器が有する線形特性は前記正常範囲を逸脱するようになる。
【００５７】
　それによって、前記線形特性に問題がある変流器に対しては該当線形特性を前記平均値
に補償するための補償値を設定し、前記設定した補償値を前記統合測定パネル１２０のメ
モリ１２１に記憶する。
【００５８】
　そして、後に前記統合測定パネル１２０は前記メモリ１２１に記憶された補償値を利用
して前記変流器から検出された電流値を補償する。そして、前記統合測定パネル１２０は
前記補償された電流値を最終検出値として出力する。
【００５９】
　この際、前記補償値はそれぞれの変流器別に前記メモリ１２１に記憶されており、それ
ぞれの変流器別の補償値は電流区間別にそれに対する検出値を補償するための値で形成さ
れる。
【００６０】
　前記電流区間は実際に供給される電流の印加範囲を意味する。
【００６１】
　例えば、前記電流区間は低電流区間、中電流区間及び大電流区間で区分される。また、
低電流区間、中電流区間及び大電流区間は更にそれぞれ多数の区間に区分される。
【００６２】
　そして、前記補償値は前記のように区分された区間別に該当検出値を補償するための値
で形成される。
【００６３】
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　例えば、前記第１変流器１１１の場合には１５０Ａ～１６０Ａの電流区間内で誤差が発
生するため、その誤差を補償するための補償値が前記メモリ１２１に記憶される。
【００６４】
　この際、前記補償値は多数の変流器野線形特性を標準化した平均値であって、前記第１
変流器１１１の線形特性に合わせるための値である。
【００６５】
　前記補償値は前記のように各電流区分別に該当変流器から検出した電流値を補償するた
めの条件で形成される。この際、前記条件には変化割合（「変流比」とも称する）、オフ
セット（Ｏｆｆ－ｓｅｔ）及びゲイン値のうちいずれか一つを含む。
【００６６】
　即ち、前記メモリ１２１には各変流器に対する補償値が記憶されている。そして、前記
各変流器別の補償値は電流測定範囲（又は電流印加範囲）に応じた電流区間別に該当検出
電流値を補償するための変化割合、オフセット及びゲイン値のうちいずれか一つで構成さ
れる。
【００６７】
　第１電流区間では１次電流値が１００Ａに、２次電流値が１０Ａになる場合を例に挙げ
て説明する。もし、実際に測定された１次電流値は１００Ａであるが２次電流値が１５Ａ
である場合、１５Ａの２次電流値を１０Ａに認識するための補償条件が補償値である。即
ち、予め設定された第１電流区間では２次電流値が１５Ａであることが確認されても、補
償値に応じて１次電流値を１００Ａに認識する。なぜならば、前記統合測定パネル１２０
は他の電流区間では１００：１０を確認するが、第１電流区間では２０：３を基準に１次
電流値を認識するためである。よって、第１電流区間では２次電流値が１５Ａであっても
１次電流値を１００Ａに認識することができる。
【００６８】
　前記のように統合測定パネル１２０は第１変流器１１１を介して検出された電流値が伝
達されると前記電流値が検出された電流区間を確認し、それについて前記第１変流器１１
１に対して前記確認された電流区間での誤差補償が必要であるのかを確認する。
【００６９】
　即ち、統合測定パネル１２０は前記確認した電流区間で前記第１変流器１１１に対して
予め記憶された補償値が存在するのか否かを確認する。
【００７０】
　そして、統合測定パネル１２０は前記補償値が存在すれば前記補償値を利用して前記検
出された電流値を補償し、前記補償された電流値を利用して第１変流器１１１が設置され
た位置の１次電流値を確認する。
【００７１】
　また、統合測定パネル１２０は前記補償値が存在しなければ前記検出された電流値を利
用して第１変流器１１１が設置された位置の１次電流値を確認する。
【００７２】
　本発明による実施例によると、それぞれの変流器が有する線形特性の誤差を補償するこ
とで電流測定誤差を最小化し、それを介してシステムに適用する変流器の性能を標準化し
て確実なシステム保護動作を達成し、システムの信頼性向上及び制御安定度の増加などを
達成することができる。
【００７３】
　また、本発明による実施例によると、それぞれの変流器の線形性モデリングに対する検
討及び分析を行って各変流器の誤差を補償するための補償値を適用することで一つに統合
された測定パネルに多数の変流器を連結することによる製造単価を下げることができる。
【００７４】
　図４は、本発明の実施例による電源装置の変流器補償方法を段階別に説明するためのフ
ローチャートである。
【００７５】
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　図４を参照すると、まず第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４は伝送路
に設置され、前記伝路を介して流れる電流を検出する。この際、前記電流検出は１次電流
検出及び前記１次に検出された電流を予め設定された変化割合に応じて変換した２次電流
検出で行われる。
【００７６】
　前記のように、第１乃至第Ｎ変流器１１１，１１２，１１３，１１４を介して電流検出
が行われると統合測定パネル１２０は先に第１変流器１１１に対する電流値確認動作を行
う。
【００７７】
　そして、前記統合測定パネル１２０は前記第１変流器１１１を介して検出された検出値
を確認し、前記確認された検出値に対する電流区間を確認するＳ１１０。
【００７８】
　前記電流区間が確認されれば、統合測定パネル１２０は前記第１変流器１１１に対して
前記確認された電流区間での誤差補償が必要であるのか否かを判断するＳ１２０。
【００７９】
　前記判断結果Ｓ１２０、前記電流区間での誤差補償が必要であれば前記統合測定パネル
１２０は予め記憶された該当電流区間での補償値を確認するＳ１３０。
【００８０】
　そして、前記補償値が確認されれば統合測定パネル１２０は前記確認された補償値を適
用して前記第１変流器１１１を介して検出された２次側電流値を補償するＳ１４０。この
際、前記補償値は上述したように電流変化割合設定変更、オフセット値設定変更及びゲイ
ン値設定変更のうちいずれか一つを含む。
【００８１】
　そして、統合測定パネル１２０は前記補償された電流値を利用して前記第１変流器１１
１が設置された位置での実際の電流値を検出するＳ１５０。即ち、変流器に応じて誤差が
発生しても計算された補償値に応じて１次電流値を正確に認識することができる。
【００８２】
　一方、前記判断結果、前記電流区間での誤差保証が必要でなければ前記統合測定パネル
１２０は前記検出された２次側電流値を利用して前記第１変流器１１１が設置された位置
での実際の電流値を検出するＳ１６０。
【００８３】
　次に、統合測定パネル１２０は全ての変流器に対する実際の電流値検出過程が行われた
のか否かを判断しＳ１７０、前記全ての変流器に対する実際の電流値の検出過程が完了さ
れていれば終了し、そうでなければ以前のステップ（Ｓ１１０）に戻って次の変流器に対
する実際の電流値検出動作を行う。
【００８４】
　以下、前記のような変流器の線形特性誤差を補償するための補償値の決定過程を説明す
る。
【００８５】
　図５は、本発明の実施例による変流器の補償方法を段階別に説明するためのフローチャ
ートである。
【００８６】
　図５を参照すると、変流器製造が完了されると製造された多数の変流器のうち特定サン
プル製品に対する線形特性を確認及び検証するためのタイプテスト過程を行いＳ２００、
前記タイプテスト過程が終了されると前記製造された全ての変流器に対する性能を評価す
るためのルーティンテスト過程を行うＳ２１０。
【００８７】
　次に、前記製造された変流器に対するルーティンテストが完了されると前記変流器に対
する線形特性を検証し、それに応じて前記線形特性を全ての変流器の平均値として標準化
するための補償値を決定するＳ２２０。
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【００８８】
　即ち、全ての変流器は互いに同じ線形特性を示さなければ、同じ伝送路に複数の変流器
が設置された場合にそれを介して検出された電流値の相異から発生する問題を解決するこ
とができない。
【００８９】
　それによって、本発明では製造された変流器の線形特性を確認し、前記確認した線形特
性の平均値を求め、それに応じてそれぞれの電流区間で誤差が激しい変流器に対して前記
電流区間で前記誤差を補償して前記平均値と同じ線形特性を有するようにする補償値を決
定する。
【００９０】
　次に、前記補償値が決定されると前記決定された補償値を適用して前記製造された全て
の変流器に対する事前試運転テストを行うＳ２３０。
【００９１】
　前記事前試運転テストが正常的に行われたのであれば、他の連携機器と前記変流器を連
携させて前記変流器の動作状態を確認する連携テストを行うＳ２４０。
【００９２】
　前記連携テストが正常的に行われたのであれば、次は実際のシステムに前記変流器を設
置し、それに応じて前記システム上での変流器の動作状態を確認するシステムテストを行
うＳ２５０。
【００９３】
　図６は図５に示した補償値の決定過程をより詳細に説明するためのフローチャートであ
り、図７及び図８は図６に示した補償値の決定条件を説明するための図である。
【００９４】
　まず、変流器が製造されて前記製造された変流器に対するタイプテスト及びルーティン
テストが正常的に行われたのであれば、前記製造された全ての変流器の線形特性を確認す
るＳ２２１。ここで、前記線形特性を確認する過程は、前記変流器別に電流区間に応じた
実際の測定値を確認し、前記電流区間及び実際の測定値に基づいて線形特性を確認するス
テップで行われる。
【００９５】
　次に、前記線形特性が確認されると前記確認された線形特性をモデリングするＳ２２２
。
【００９６】
　図７は、前記変流器の線形特性をモデリングしたグラフである。
【００９７】
　図７は多数の変流器の線形特性を確認し、それに応じて前記確認した線形特性を示した
グラフである。
【００９８】
　図７を参照すると、第１ライン７１０は前記線形特性を確認した多数の変流器のうちい
ずれか一つの変流器が有する線形特性を示すものであり、第２ライン７２０は前記第１ラ
イン７１０に示した変流器を除く残りの他の変流器の線形特性を示している。
【００９９】
　即ち、第２ライン７２０は前記第１ライン７１０に示した変流器を除く残りの他の変流
器が有する線形特性が全て類似しているため一つのラインで示されたように見えるが、実
際に前記第２ライン７２０は前記モデリングされた変流器の数に対応するラインで構成さ
れる。それによって前記第２ライン７２０が第１ライン７１０より太く示されていること
が分かる。
【０１００】
　前記モデリングが完了されると、前記モデリング結果に応じて補償区間を定義するＳ２
２３。
【０１０１】
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　即ち、前記モデリング結果に応じて一般的な変流器が有する線形特性と比べて誤差が激
しい電流区間を確認する。
【０１０２】
　前記電流区間が確認されると、前記電流区間での誤差を確認するＳ２２４。
【０１０３】
　図８を参照すると、図８の第１ライン８１０は前記モデリングした線形特性に対する電
流値のうち最大値を示したものであり、第２ライン８２０最小値、そして第３ライン８３
０は最大値と最小値の差の値を示すものである。
【０１０４】
　前記差の値を見ると、変流器別に大きな差があることが分かる。
【０１０５】
　それによって、前記モデリングした変流器が有する線形特性の電流区間別の平均値を求
め、前記平均値と誤差が激しい電流値を測定する変流器が存在すれば前記平均値と前記電
流値の差を確認する。
【０１０６】
　そして、前記差が確認されれば、前記確認された差が実際の電流値の測定においていか
なる影響を与えるのかを評価するＳ２２５。例えば、前記確認された差が小さくて実際の
電流値を測定するのに大きい影響を及ぼさないのか、或いは前記差が大きくて電流値の測
定において激しい誤差が発生する可能性があるのかを評価する。
【０１０７】
　次に、前記評価に応じて前記誤差を補償すべきであるのか否かを判断するＳ２２６。
【０１０８】
　そして、前記誤差を補償すべきであれば前記誤差を基準に補償値を決定し、前記決定さ
れた補償値を統合測定パネル１２０に適用するＳ２２７。
【０１０９】
　次に、前記決定された補償値を適用して再度前記変流器の線形特性を検証し、前記補償
値が適用されることで前記線形特性が平均値と同じであるのか否かをテストするＳ２２８
。
【０１１０】
　一方、図７及び図８のグラフにおいて横軸は電流範囲、言い換えると電流区間を意味し
、縦軸は実際に該当を介して測定された測定値を意味する。
【０１１１】
　図９は、本発明の実施例による変流器の交換方法を段階別に説明するためのフローチャ
ートである。
【０１１２】
　前記のようにそれぞれの変流器に補償値を決定し、前記決定した変流器を利用してシス
テムに適用した後、多様な条件によって前記システムに適用された変流器のうちいずれか
一つの特定変流器で故障が発生する可能性がある。この際、本発明では前記故障が発生し
た変流器を新しい変流器に容易に交換する方法を提供する。
【０１１３】
　図９を参照すると、システムに適用された多数の変流器のうち故障が発生した変流器が
存在するのかを判断し、前記故障が発生した変流器が存在すれば前記故障が発生した変流
器がどの変流器であるのかを確認するＳ３３０。
【０１１４】
　前記故障が発生した変流器が確認されると、前記故障が発生した変流器をシステムから
分離するＳ３１０。
【０１１５】
　そして、前記故障が発生した変流器を新しい変流器に交換するために以前求めた前記平
均値を確認するＳ３２０。
【０１１６】
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　前記平均値は前記故障が発生した変流器の補償値を決定するために使用した平均値であ
る。
【０１１７】
　即ち、前記新しい変流器が適用される位置は前記故障が発生した変流器が適用された位
置と同じである。それによって、前記新しい変流器にも前記故障が発生した変流器の補償
値決定に使用した平均値をそのまま適用して補償値を決定するようにする。
【０１１８】
　言い換えると、前記以前使用した平均値を適用して前記新しい変流器の補償値を決定す
るＳ３３０。前記補償値の決定方法は既に説明したためそれに対する詳細な説明は省略す
る。
【０１１９】
　次に、前記補償値が決定されると前記故障が発生した変流器を前記新しい変流器に交換
するＳ３４０。
【０１２０】
　そして、統合測定パネルに前記交換された新しい変流器の補償値を記憶するＳ３５０。
【０１２１】
　前記のように、本発明では変流器が有する線形特性の平均値を求め、それに応じて前記
変流器が有する線形特性を前記平均値にあわせるための補償値を決定し、前記決定した補
償値を適用して変流器が有する線形特性の差を解決する。
【０１２２】
　本発明による実施例によると、それぞれの変流器が有する線形特性の誤差を補償するこ
とで電流測定誤差を最小化し、それを介してシステムに適用する変流器の性能を標準化し
て確実なシステム保護動作を達成し、システムの信頼性向上及び制御安定度の増加などを
達成することができる。
【０１２３】
　また、本発明による実施例によると、それぞれの変流器の線形性モデリングに対する検
討及び分析を行って各変流器の誤差を補償するための補償値を適用することで一つに統合
された測定パネルに多数の変流器を連結することによる製造単価を下げることができる。
【符号の説明】
【０１２４】
　１１０　　変流器
　１１１　　第１変流器
　１１２　　第２変流器
　１１３　　第３変流器
　１１４　　第Ｎ変流器
　１２０　　統合測定パネル
　１２１　　メモリ
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