
負荷開閉器の特徴とメンテナンスのポイント
及び

ＳＯの動作原理と実際動作時の注意点について

２０１９年２月２６日

エナジーサポート株式会社
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―説明項目―

• 高圧負荷開閉器（SOG）の特徴

• メンテナンスのポイント

• ＳＯの動作原理と動作時の注意
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• 過電流ロック形高圧負荷開閉器はSOGとよく称されますが、
SOGとは「Storage Over-current Ground」の頭文字を
とったもので、「SO」が「過電流蓄勢トリップ」、
「G」が「地絡トリップ」の意味です。これらの保護機能を
有した開閉器です。

• 需要家構内にて発生した地絡事故、過電流（短絡）事故に
対し、自動で電路から切り離すことができる開閉器です。

• 地絡事故と過電流事故が同時発生の場合は
過電流優先です。

高圧負荷開閉器（SOG）の特徴
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高圧負荷開閉器 SOG とは



SOGの動作

• 地絡、短絡事故時の動作は下図のとおり。
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SOGのラインナップ

• 避雷器（LA）内蔵形、変圧器（VT）内蔵形、VT・LA内蔵形などがあります。
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• 避雷器（LA）内蔵形とは
避雷器（LA）を内蔵したタイプ。
開閉器と避雷器の接地が共用。

SOGの機種
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• 変圧器（VT）内蔵形とは
制御電源用変圧器（VT）を内蔵したタイプ。
SOG制御装置に制御電源（AC100V）を供給。

• VT・LA内蔵形
制御電源用変圧器（VT）と避雷器（LA）を内蔵したタイプ。

SOGの機種
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SOGの形式

• 自立形の形式

ＵＣＬＤ－ＡＰ□□７Ｓｅ－Ｄ

2：200A

3：300A

4：400A

キャビネット

0：鉄ケース

1：SUSケース

羽子板端子付は600Aのみ

600Aは標準形
とLA内蔵のみ

自立形は
VTLA内蔵形
のみ対応
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• SOGの地絡検出方式には無方向性と方向性があります。

• 無方向性とは
開閉器に内蔵している零相変流器（ZCT）により零相電流（Ｉ0）を検出し、
その大きさのみで負荷側の故障であることを判定し、開閉器を
自動開放する方式。

地絡検出
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Ｉ0 地絡
故障



• 方向性とは
開閉器に内蔵している零相変流器（ZCT）による零相電流（Ｉ0）の検出と、
零相電圧検出装置（ZPD）による零相電圧（V0）の検出を同時に行い、
零相電圧を基準として零相電流の位相差により負荷側の故障で
あることを判定し、開閉器を自動開放する方式。

地絡検出
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Ｉ0
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地絡
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• 無方向性は零相電流の大きさのみで故障検出を行っているために、負
荷側のケーブル亘長が長くなると電源側の故障であっても不必要動作と
なり、健全な需要家構内を停電させてしまう恐れがある。
従って、開閉器本体負荷側すべての
高圧ケーブル亘長および公称断面積に
応じて方向性を選定する必要が
ある。
下表に負荷側ケーブル亘長の許容値
を示す。

方向性の必要性
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• SOGはメンテナンス、いわゆる保守点検を定期的に実施頂くことで、
正常に運用管理されている。
定期点検におけるSOGの主な試験項目は、「地絡継電器試験」と
「耐電圧試験」。
「地絡継電器試験」はSOGが正常に地絡事象を検出して正常に
トリップ開放動作に至ることを確認する試験。
「耐電圧試験」はSOGの絶縁性能を確認する試験。

• 地絡継電器試験、および、
耐電圧試験について以下に示す。

メンテナンスのポイント
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SOGの保守管理



• 地絡検出要素は電流の１要素。
試験器よりKt、Ltに試験電流を印加して実施。

• 試験器との接続は下図のとおり。

無方向性地絡継電器試験
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• 地絡検出要素は電流、電圧、位相の３要素。
試験器よりKt-Ltに試験電流を、T-本体アース（Z2）に試験電圧を
印加して実施。

• 試験器との接続は下図のとおり。

方向性地絡継電器試験
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• 標準形の場合
AC10.35kV（またはDC20.7kV） 10分間を三相一括、または
各相ごとにて試験を実施。

• LA内蔵形の場合
AC10.35kV 10分間を三相一括、または各相ごとにて試験を実施。
DC20.7kVでは実施不可。

• VT内蔵形の場合
AC10.35kV （またはDC20.7kV） 10分間を必ず三相一括で試験を
実施。
各相ごとでは実施不可。
但し、接続ケーブルが長く、三相一括で試験ができない場合は、
次ページの図のとおり、VT接続相のR、T相一括とVT未接続相の
S相に分けて実施。

耐電圧試験
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• VT・LA内蔵形の場合
AC10.35kV 10分間を必ず三相一括で試験を実施。
DC20.7kVでは実施不可。
各相ごとでは実施不可。
但し、接続ケーブル亘長が長く、三相一括で試験ができない場合は、
下図のとおり、VT接続相のR、T相一括とVT未接続相のS相に
分けて実施。

耐電圧試験
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• 保守点検の際に発生する以下の
トラブル事例などにおける確認・対策のポイントを
説明する。

1. 動作特性試験時

2. 耐電圧試験時

3. その他

点検におけるトラブル
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
特性試験器からの試験電圧線の接地側が開閉器本体接地または制御
装置Z2端子以外のアースに接続されていた。

• 対策ポイント
試験電圧ラインの接地側は
必ず開閉器本体接地
または制御装置Z2端子に
接続してください。

動作特性試験時のトラブル事例１
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
特性試験器の電源が発電機であるため、制御装置の制御電源ラインの
P2が接地されていなかった。

• 対策ポイント
制御装置のP2ラインは
必ず接地する。
なお、P2とZ2をリード線など
で接続することで接地が
とれる。
※VT内蔵タイプの場合は、
電源ラインであるP1、P2の
P2ライン（アース）のみ接続
することで接地がとれる。

動作特性試験時のトラブル事例２

発電機

接続
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
特性試験器の電源が商用周波電源であったが、制御装置の制御電源ラ
インへの接続が逆極性であり、P1が接地されていた。

• 対策ポイント
制御装置のP2ラインを
必ず接地側とする。

動作特性試験時のトラブル事例３

商用電源

逆極性接続
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
受電状態の試験（無停電試験）であったため、残留電圧が発生していた。

• 確認ポイント
残留電圧の影響がない停電状態での試験を実施。

動作特性試験時のトラブル事例４
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
制御装置のZ2端子に接地線が接続されており、2点接地状態であった。

• 対策ポイント
Z2端子に接続されている接地線を取り外す。

動作特性試験時のトラブル事例５

Z2端子に
接続された
接地線
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
制御線を切断加工した際、リード線の被覆が損傷し、シールド線と混触
状態であった。

• 対策ポイント
再度、皮むき部の切断加工する。この際、各リード線の被覆が損傷しな
いよう注意。

動作特性試験時のトラブル事例６

Z1（赤）と
シールドの混触

※Y1（橙）、Vb（青）
がシールドと混触
するケースもある
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
制御線延長のため、増設線を接続している場合、以下の条件であった。
①制御線と増設線（ 3心（Z1、Z2、Y1）シールド付）の中継点で
シールド同士が接続されていない。

②増設線にシールド線がない。
③増設線が一括シールド線である。

• 対策ポイント
方向性の場合、3心（Z1、Z2、Y1）シールド専用線、または、3心シールド
CVVSと6心CVVの組合せなどにて対応する。

動作特性試験時のトラブル事例７
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
雷害などの過電圧侵入により、開閉器内蔵のI0検出部（ZCT）、
V0検出部（ZPD）や制御装置内部が故障状態であった。

• 確認ポイント
下表に示します、各部の出力特性を試験器およびテスターで測定。
なお、測定する際、制御リード線は制御装置端子台に接続状態にて
実施。

動作特性試験時のトラブル事例８-１

測定部位 入力条件 測定箇所 出力特性値

ZCT Kt-Lt間に0.2A Z1－Z2間 約AC20mV

ZPD T-Z2間に190V Y1－Z2間 約440mV

※これらの数値は（E）製にのみ適用です。

Z1－Z2間測定状況

テスター
25



• 確認ポイント（続き）
さらに、下表に示します、各抵抗値をテスターなどで測定。
なお、測定する際は、制御装置端子台から制御リード線を外して
実施。

動作特性試験時のトラブル事例８-２

区分 測定部位 測定箇所 参考値

ZCT Z1－Z2間 約16Ω

ZPD Y1－Z2間 約80Ω

I0検出部 Z1－Z2間 約100Ω

V0検出部 Y1－Z2間 約107kΩ

開閉器

（リード線）

制御装置

（端子台）

※これらの数値は（E）製にのみ適用です。

制御装置側Z1－Z2間測定状況開閉器側Z1－Z2間測定状況

テスター テスター
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• 事例
動作特性値が管理値から外れる。不動作となる。

• 原因
雷害などの過電圧侵入により、制御装置内部におけるZ2-P2間の
保護装置が故障して接触状態となり、2点接地状態であった。

• 確認ポイント
制御装置からすべてのリード線を外してから、以下の絶縁抵抗測定を
実施してください。
Z2－P2間 DC500Vメガーにて10MΩ以上
（方向性埋込形のみ DC125Vメガーにて10MΩ以上）

動作特性試験時のトラブル事例９

Z2－Ｐ2間測定状況

絶縁抵抗計
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耐電圧試験時のトラブル事例１
• 事例
VT内蔵形、VT・LA内蔵形における商用周波耐電圧試験にて
異常となる。

• 原因
単相ずつ耐電圧試験を実施したことでVTが破損した。

• 対策ポイント
必ず三相一括にて実施してください。
但し、接続ケーブル亘長が長く、三相一括で試験ができない場合は、
右図のようにVT接続相であるR、T相一括とVT未接続相のS相に
分けて実施してください。
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耐電圧試験時のトラブル事例２
• 事例
LA内蔵形、VT・LA内蔵形における商用周波耐電圧試験にて
異常となる。

• 原因
AC10.35kVを超えた電圧値やDC20.7KVで耐電圧試験を実施したことで
LAが破損した。

• 対策ポイント
必ずAC10.35kVにて実施してください。
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その他のトラブル事例１
• 事例
制御装置のテストスイッチや特性試験にて開閉器がトリップ開放動作し
ない。

• 原因
SOG開閉器のトリップコイルが雷害などの過電圧侵入により焼損状態で
あった。

• 確認ポイント
以下の確認を実施。
①Va－Vc間のトリップコイル抵抗 約30Ω
②Va、Vb、Vcとアース間の絶縁抵抗 DC500Vメガーにて10MΩ以上

Va－Vc間測定状況 Va、Vb、Vcの絶縁抵抗測定状況

絶縁
抵抗計

テスター
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その他のトラブル事例２
• 事例
制御装置のテストスイッチや特性試験にて開閉器がトリップ開放動作
しない。

• 原因
制御装置のトリップ出力回路が雷害などの過電圧侵入により
焼損状態であった。

• 確認ポイント
テストSWを押して、Va－Vc間の出力電圧を測定。
但し、瞬時出力であるため、アナログテスターを推奨。
また、方向性は負担抵抗（15kΩ5W）を接続、または開閉器連動にて実施。

Va－Vc間トリップ電圧測定状況

テスター
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その他のトラブル事例３
• 事例
VT内蔵形にて、受電後、P1―P2間にAC100Vが発生しない。

• 原因
SOG開閉器の負荷側に受電設備が接続された状態で、制御リード線
P1―P2間にAC100Vを印加したため、VTが過負荷状態となり破損した。

• 対策ポイント
制御リード線P1―P2間にAC100Vを絶対に印加しないでください。

（悪い例）
制御リード線P1、P2が端子台に
接続した状態にてAC100V印加

（良い例）
制御リード線P1、P2を端子台から外して
絶縁処理した状態にてAC100V印加

P1、P2に
100V印加

P1、P2
接続状態

P1、P2
外して
絶縁処理

P1、P2に
100V印加
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その他のトラブル事例４
• 事例
VT内蔵形にて、受電後、P1―P2間にAC100Vが発生しない。

• 原因
受電状態で、制御リード線P1―P2間の電圧を制御装置以外の機器
（試験器など）に供給したため、VTが過負荷状態となり破損した。

• 対策ポイント
P1―P2間から制御装置以外の機器へ電源供給不可。
内蔵VTは容量が25VAしかなく、制御装置への電源供給専用。

P1、P2から
試験器の
制御電源を
供給

（悪い例）
試験器に内蔵VTから電源を供給 33



その他のトラブル事例５
• 事例
VT内蔵形にて、受電後、P1―P2間にAC100Vが発生しない。

• 原因
受電状態で、制御リード線P1―P2間を短絡状態にしたため、VTが
二次側短絡状態となり破損した。

• 対策ポイント
受電状態にてP1―P2間を短絡しないでください。
端子台から外した際は、短絡しないようにP1、P2それぞれ
絶縁処理してください。

（悪い例）
制御リード線P1、P2を短絡

（良い例）
制御リード線P1、P2をそれぞれ絶縁処理
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• SO動作とは、過電流（短絡電流）が発生したとき、これを検出して
開閉器が開放しないようロック状態とし、変電所の遮断器による
配電系統停電後に開閉器を自動開放させて事故点を切り離す
動作。

• SOG開閉器の過電流検出装置にはCT方式とカットオフリレー（OCR）
方式があり、弊社はカットオフリレー（OCR）方式を採用。

カットオフリレー
（OCR）

35

SO動作とは

SOの動作原理と動作時の注意



• SOG開閉器の仕様にありますロック電流値600±180Aを超えた
過電流が開閉器を流れると過電流検出装置であるカットオフリレー
（OCR）がこれを検出し、Vb―Vc間の接点をONすることで、制御装置が
SO動作準備状態となる。この際、GR動作はロックされる。

• 変電所の遮断器にて配電系統が停電すると過電流が無くなり、
カットオフリレー（OCR）の接点が復帰し、さらに制御装置の制御電源が
OFF状態となる。これを制御装置が検出してSOトリップ動作に至る。

過電流検出と動作の概要

過電流を検出する
と接点が切替わり、
Vb-Vc間がONする。
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• 短絡故障が発生し、SOGがSO動作準備状態となったが、停電に
至る前に短絡故障が復帰した場合、 SOGは5秒以内に
SO動作準備状態を解除する機能を有している。

例えば、
受電設備が配電系統と連携した際に発生する変圧器の励磁突入電流を
SOGが検出してSO動作準備状態、および、GRロック状態となる。
しかし、 励磁突入電流は瞬時でなくなり、停電にも至らない事象となる。
この場合、SOGがSO動作準備状態、および、GRロック状態を
継続させないよう、5秒以内にSO動作準備状態を解除し、通常運用に
復帰させる機能。

SO動作準備状態のリセット機能
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• 変圧器の励磁突入電流を抑制する装置として、弊社の
「励磁突入電流抑制機能付LBS―エナミック」があります。
配電系統における瞬時電圧低下が10％を超えると
されている3φ500kVA以上、１φ300kVA以上の変圧器の
保護には「エナミック」をご使用頂くことを推奨致します。

（参考） 励磁突入電流の抑制

手動投入エナミック 自動投入エナミック
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• SO動作と表示および接点の動作のタイミング

1. 制御装置のSOターゲット表示および警報接点は、停電後に開閉器が
SOトリップ開放動作するタイミングと同じ。
過電流検出時ではSOターゲットおよび警報接点はまだ不動作。

SO動作時の注意 その１

SOトリップ開放動作
SOターゲット表示動作

SO警報接点動作
同じタイミング

SOターゲット表示

警報接点端子
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SO動作時の注意 その２-１

• SO不動作

1. 自系統以外や無停電電源装置（UPS）などから制御装置の電源を
供給している場合、制御装置が停電を検出できないため、
SO動作不能。

変電所遮断器 SOG開閉器 SOG制御装置 制御電源

OC動作により停電

OC動作により停電 不動作

SOトリップ開放動作 制御電源0V

制御電源100V 制御電源100V出力

停電

自系統負荷側
変圧器

無停電電源装置
（ＵＰＳ）

0V←100V

100Vのまま

出力

未出力
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• SO不動作（続き）

2. SO検出回路であるVb、Vcリード線が未接続の場合、 SO検出できない
ため、SO動作不能。

3. 発生した過電流がロック電流値（600±180A）よりも小さかった場合、
SO動作不能。

SOG開閉器

過電流検出不能

受電設備

過電流事故
ロック電流値以下

Vbライン
未接続状態
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SO動作時の注意 その２-３

• SO不動作（続き）

4. 負荷側回路が短絡状態のまま、SOG開閉器を投入した場合、
制御装置には電源が供給されないため、SO動作不能。

SOG開閉器 SOG制御装置 制御電源

短絡状態で投入後、
SO不動作

制御電源0V 電源供給不能

自系統負荷側
変圧器

0Vのまま

受電設備

短絡状態
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SO動作時の注意 その３

• 異常状態による不必要SO動作

1. OCRの接点が雷害などにより、 VbとVc間が絶縁不良状態となった場合、
常時SO動作準備状態であるため、GR動作はロック状態となり、
GR動作不能。さらに制御電源をOFFすることで不必要SOトリップ動作に
至る。

2. 混触などにより、VbとVc又はその他アース線が接触状態である場合、
常時SO動作準備状態であるため、GR動作はロック状態となり、GR動作
できません。さらに制御電源をOFFすることで不必要SOトリップ動作に
至る。
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SOG開閉器 SOG制御装置

Vb-Vc混触状態、
GR不動作

SO動作準備状態により、
GRロック（検出不能）状態

受電設備

地絡事故



SO動作時の注意 その４

• 保護不能動作

1. 地絡事故により開閉器がGRトリップ動作を開始した直後に事故様相が
短絡事故へ移行した場合、短絡電流の開放動作となるので、
SOG開閉器は遮断不能による内部短絡故障に至る。

SOG開閉器

②GRトリップ開放動作開始
↓

④遮断不能
↓

⑤内部短絡故障

受電設備

①地絡事故
↓

③短絡事故に移行
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更新推奨時期

• SOGの取替え推奨時期につきましては、下表のとおり、推奨させて
頂いておりますので、よろしくお願い致します。

屋内用 ： 15年 又は 負荷電流開閉回数 200回

屋外用 ： 10年 又は 負荷電流開閉回数 200回

GR付開閉器の制御装置 ： 10年

（日本電機工業会 発行資料
「汎用高圧機器の更新推奨時期に関する調査」報告書による。）

※なお、この更新推奨時期は保証値ではありません。
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ご清聴ありがとうございました。

エナジーサポート株式会社
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