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　　　～一＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つてまことに同慶にたえない．　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　一　　　　交流計算盤というのは，邊電系統の諸特性を計算する　　・
　　　　1。　交流計算盤の撫撰　　t－　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　・　　　　－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　、ために作つた一種め計算器絨であrうて多籔の電源，鍵購

　　　，電力系統の合理的がつ緯濟的な設計ならびに蓮用をす　　　器う邊電線聡負荷等より講成される實際あ邊電系統を　．

　　　蓼めにはその系繍・おける電力潮Stahva，電WW　鎮擬させ扉め鰭勤起9九可鍵抵抗リアクタソ．
　　　邊電損失，故障時の諸特性等を牢確に計算し，その系統　　　ス・Lキ、ヤパシタソヌ等よりなる小規模の灘電系統看

　　・の溌電特性を知ることが必要である．これらの諸騰性は　　　ある・次にこれ等計算盤の講成要素についてその概要を

　　　逡電系統が簡翠な時には比較的容易に計算し得るが，わ　　　述ぺよう・　　　　　　　　　．　”　　．＼

　　　ヵ・國の灘輸璽う噸繊なつてくる噺算を行う　（Duaxm（P・鰍s・PP1・）交糊算蜘こ電かt’：－
　　　tとは至難となりナ。とえ計算をしだとしても複繊系　を供給する働碗澱置である．’交流計算幽・供給ざぐ
　　　銃を箪純化するため計算結果は非常1こ不正確なものとな　　れる電力の周波籔は最初こ作られたM工〔L…鱗計算盤　慮

　　　る一　’a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’では60馬が用いられたが∫費要素の形ず大きくなり不、

　　　　現在わが薗ではこのような不正確な計算結果に基いて　　　経濟となち．しかじ周波歎をあまり高めすぎると精密慶・，

　　　系緯粧翼螢されているので・蓮瞥の含理性と経濟性が大．＼を要求する交流計算盤の各要素蓼作るのに材質の馳で困　　一

　　、幅に低下じている場合が少くない・　　　　　　　　　　　難となり・か之つて高贋となる・現在の所最も経湾的な　ご≧

　　　　米國で胴檬の問題になやまされていナ・脚9⑳年頃　1敬歎は400～500サ〃・曜度で嫡ので・蹴でば・A
　　　から邊電系統の模擬回路によつて，實際め邊電系統のts　，．　480一サイクル（弘E．では440サイクルの周波籔を用いて

　　　電特性を雌する磯がなされta・最初｝よeeew位を　おり・電氣鍛鍛置鋤α孟脚サイクル鞭つてい

　　　表わす働におのおの1個つつの小型同期1蹴鰍豚〆る・¶W魅の交流計算盤の電澱置は享楓60ヤ脚W－一“

　　　る方法が考えられiこが，操作が厄介であること，調整が　　　15kWの同期電動機によつ：く駆動される三相，440％，㌔．∴

　　　困難であること・値段がかさむこと等のteめ，後にはも　　　220　Vs－15　k双の正弦波同期獲電機であ？て，これよウ　導

　　　つばら・同ピ電源より電力の供玲を牽ける纒調整欝と　　　電力を計算盤塑獲電機翠位に供給すゐ・GEρ欝算磐　．”～

　　　移相器との組合さつteものが用いられるようになつた・　　　では三相，220　V，　Z5馬力の電動機と三相，440　V，4弓（≧

　　　1929年M．1．T．とG．E．との共同謝によつて始め磯　・サイク，v，5kVAの鋼畿よ賊る．こ嬢電機は翻　：・

．　規的な交流計算盤が製作されてがら現在までにすでに　　　波含有牽を小ざくするため特殊な設計がなされ，蚕らに　：：　．．．

ゼ謙鑑黙驚警犠楚鷺葎鋤　蓉轟灘饗努欝徽響誌鵠欝3嬉
　、・・maeWhfる調表でわかる・．うに，　R砥蝕缶　以下となつて・くる．ま耀鰍一定蘇つためには電

　　’・T・Vん…　xアソゼ・・補・G・mm・nw・alth　Edis・mrl…　歴調整器力・設齪れる・ま記三綴1零機め端子電駆毒．．

　　　のような大きな電力會祉では，それぞれ自鮭專用の計算　　　本質的に・ミグソス．させるために三相，440V∫480ザイ．ク　～、、
s

　　搬鵬しており・設備雛1°嘆kW以下の小規模　・吻肝1餓欝鞭櫛こ直織れている・．こ繊難　、、

　∫蝿力enでは・W臨◎E灘M二篶P・・d・・Uni－、翻齢の醜り曝籔嚇ることに竜微グf・が

　　　’54”　　　・　・　　　　　　一
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・第1表　交流計算盤め代表的使用例
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淫じ鰹講灘羅欝轡r㍗ld岬yに鐸』ロ砥・r．’ン．・　Sr

t　　　憾のように，電力會赴の系統周波歎あ攣動のはなはだしジ　基準どし七いる≧．．・　．一　・．　　／　　ノ’

　　“’画では上記の即靭トめ欄こ聯魏襟ら・・’　”、・の囎灘位（欝㈱t・・㈱魏騨館系・

、・ ﾓ轍植瀧嚇嚇と共に附Zfiする瀕晦る・細こお鵬鋪齢控ほ翻機の騨謙懸厳わす
　　J　な絞流計算盤の鰹・電流の蝉慎鴎弛騨位の・もので普灘相魚を調整する移相器とそ曜堅の大感
・　麟騒’定纒灘郷係あり購釦、労クダソ？；・　rを纏する魎纏鋤ら成り立つてい6・その繍方．
　　　　　φ赴殖慮麟のモ植に蝿響する・e）のであつて　．式は鞭鱗ρが恥られているが・w膿のものでば・

：h D　gl一 v算盤設計上最も考慮を梯うkき妻素である，　W勉¢）計蝋 @第丘瞬こ示すように軍購整罫によつて電源装舞より供

　　　　　鰹愈魍憩q、V・麟1Aがそれぞれ灘趨2基．給さ秘22鯉の聯・1・・乃至4e・V，ρ蜷の鰹，k

　　・　準電灘してec用S＠ており，從つて基準インピプソー’に鍵擬れ・…郷稼翼器によつ磯電機載咄力側の．

　　∴∴スば・0・「Ω，基彰ッセブ幻スは卿・・灘騨・㈱角拶．より13叩迄灘的嘆化し得るま匁し・
　　　　．・　e；：．lp・kVA一醜る・G・’Eの計肇　では・5卿伽Aを’砂鋼を輩櫓礫拠てい5・傭この鰻機馳紅・．．、

　　　．　・11　　　　　　　　　購されておリメ赦「嘩を職値脚・翻整するづ

ゴi　・・．・ト．　　・；晦騨it躍電機軸こ畷葡機の酪イyヒ【ダ：

，・
@1’1・，．tt　　－．・’、、卜」憐難差藷紫諜鑑課饗讐1撫t’

　　　　　　1　　　　’　　”　　　　　　　　　　1　　・素ξ，よりなり，ラアクタソ多要素は抵抗檎償箒を有し，

：．s　㌧．　・　　．・　　J’　．．一さ層〉線諭ンピー勲ス雛伽ei蝋・nce・uni・t＞．
・一二圏蜘園醜難肇融騨ド∵．二「・麗線姥搬よびゴアコ・・eソ勾麹器イヒ商卵・

　　∴く婆獲翻灘蹴奮ψ鏡ぜ膿弦鋼糠離…．ス等を劾挑のて瞳曙難では藷旗素囁監

・・． A．、纏撫、謂源織罐議讐犠鑛鯵．鞭399Ω調整スデ・’ズα2乃至・998嘩はζα2Ω
　　　　　　．湘器繰廿こ描のリアクダンス分を」補償事加ンデ場樋よ　・　をれ以上は1ρ亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアクタソス饗素は講整範園o乃至
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交流計算盤　〔アメリカ）

碗まリアクタンス要素のバ“一ニヤをやめて三らのダイ・ヤ：L

を有するものに改造され調整範國0へ499Ω．でO・L99．8

9迄は0・2ΩのstePJそれ以上は1，0Ωのstepで調

整し得るようにならている．リアクタンス要素の抵抗分

．は尋均3「であるので，抵抗要素り整定値ば系統のイ

ンピーダソスの抵抗値より，この揖抗分を減じttものと

．する必要がある．例えば10÷ノ60Ωをset　upする場

、合，抵抗要素の整定値儲．し10－O．〔ト3x60）＝8．2Ωとすぺ

きである．

　（5）　π　回蹟軍位　　（π一circuit　岨it）　邊電癒各の卸ヒ較

的長距離のものは

上述のイソピーダ
　　　　“　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

yス軍位よりもむ　　　　　　　　　　　i
　　　しろ，π回路で表

　　　わす方が便利であ
　　　　　　　　　’
　　．つて，このために

　　．（4〕で述べた線路

　　　イソビ．一ダソス単’

　　位と同一・のものの

　　爾端にそれぞれ線

　　．路のキャパシタソ

　　スを表わす静電蓄

　　‘電器をそなえたも

　　のてある．この露

　　．電蓄電器は（7）に

　　．述べるものと全く

　　：同じものが用いら

　　．れる．第2圓には
一’一．・ 雌ｯ路要素の前面

　　圃を示す．上部に

　　腺路イソピーダソ

　　．ス要素が，その下

　　　第2醐π回路．箪位
　畏酬」⊃遥電線を表わ’t　t：めに用いらi」も

のT，線路インピーダンt・・とそ」層丙田1；線路

のキヤパシタンスを衷わす郭電F奮ヒをそなえ
ナニものでthゐ．」個のヒ牛、ヨ；力鰯インピー

ダンスを喪わすものであつて，をの」・段一列

1よ弧杭索さある．三つのグイヤルによつー叛
撹の倣を　0～399Ω　迄調整±6ことtrできる

まt二をのド段のタ’イヤルと’1一昌ヤ1：＿よつて

リアクヌンス要m’　・f雁をOn・3｛1nで蓮績的

に調整できる・卜半分｝　さオーいるのt‡線
踏の醸還腎癒を喪わす願電岳電腓駆頭であつ

てO～41p．v．（lp．u．はO、01Ω1／という矩

園に調整でき6．

　　に溜1電蓄電器要素がある．

　　　（6）負荷輩位〔load　unit）　これは負荷を表わすtc

　　めに可礎抵抗と可攣リアクタンスを並列．または直列にし

　　ttものである，最萩型のものでは第3圓に示すように揖
丁

　一抗リアクタソス共に蓮綴鱗二墾化L，しかも電流容量

　　を常に3Aとするためにスライダック式の翠捲憂堅器を

　．用いている．畿整範園は電力2・‘・200　W，無効電力1～
’

　．100VAに漣績的1こ調整される，

　　　これには負荷調整暴（load　adjuster）が附麗されてお

　　り電歴計の赤色の補助指示針と共に負荷の電力および無

　．効電力の値を豫定悼に一致させるのに便利にしている．

　　これは同圃に示すように土10％の調整範園を有する軍

　捲攣堅器とその二次側に接綴されtt電Wt計とよりなつて

　いる．

　（7）静電蓄電器箪位（capacitor　unit）調相機，電

：力用蓄電器，線路のキマパシタンス，負リアクタンス等
魯

’　　炉

「一]砺「1
；l　　　　C

hl羅

岡　一〃％

@　電
@　圧
@　計

　「

抵杭　　　∠

@　ヲ
@　サ

　一

竢档R．

L璽謬讐＿．」
　　　　　草3圖　負荷即仕（負荷調整掛≒f毒・き）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　　　責荷を武ttrt二め　　抵益い1アウタンスの並A回路が用いr．
　　tl　e・恥剛のものて・」・，紙就，り〃々♪x・珀rlを　繍的に軽
　　化し．しか1竃続容量を皆ζに3A　と一なこr：　．二　’『イタ　ク此

　　の軍催鵬、器が刑いGt6・まr二Nureqft；．Ilhu．ゼ地厘が研
　　究中に響化しt：ij合，℃加1佃ぴ鼠勧に隙定し1；航と和逆してく

　　るtr．これを置定値にも重惜た情に電歴を研初師舵一致させ6
．　　ことが下きこように暇搬競歴器と電歴計」．t’　t”三員荷調整器を

　　’fiすa．
　　　　　　　　　　　　　　　’
　を表わすための可鍵キャバシタソスて／’t「・　調整範

　團は上記のように種々のものを表かす必翼からW肚の

　ものては0～41P・u・（1叫｝まO・orri）］：い・1費範園に

　わたつてお’㌧その調整段階は0．1p．u．・｝，る．

　　（8）sreNPt器職（・・t・・t・a・・f・・m…nit）Pt

　堅器タップを表わすt！めのものである．

　　（9）結合遜璽器軍位（m卿a1　transf。mel・unit〕

　　1：1の理想璽威器であつて線路問の相亙．f’ソビーダソ

　スを表わす場合，或は140　kVi70　kV愛曝器のKりに

　2：ユの難將としで用いられる、

　　（！0）　接謹聲　（plug　board）　　」ヒ言己ゾ）ような　‘く流言十算

盤の各翠位をたがいに接檀．して實際の弄統と同様の回路

　を構威するために四つの接績盤を宥ずる．二網ま各輩位

のプラッグをたがいに隣り合つt：ジ．1－一・tl二矯入するこ

　とによって二つの箪位を擾績し得るも刀て｝・る．

　　（11）S計測机（master　instrument　de　k｝　こiidt

計算盤の各要素の電堅電流および電かSfiを渕るための計

測机であつて，主計側机の正面には上下，二段に計測認

がならんでおり上列にはペクトル魁流計およこぐペタト」L

電匿計が，下列にはスカラー電耀．i・，電盤計および電ヵ

計が取付けられており，それぞれ切換7hイ・チにまつて

三つ或は四つの渕定範園の切換えを行う：とができる．

　この計測机にはこの他に計y盤要素の電盤，まナニは電

流を婚幅して計測器に加え．るための負蹟選の塒幅器，各

測定要素を撰揮するための回路撰揮器およ「spt源装置の

制御器を有している．

　2、　交流計算継による解法の曜序

　　　　　　　　　　　　o
　（1）交流計算盤の機能

　交洗計算盤は實際に研究の封象となつている電力系統

の各都における電堅，電流，力率，電九無効電力等を

測定．しこれ等の測定結果に基いて電力系読における諸間
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題の解決をしようとする亀のであつて，その解決し得る

問題の範園は下述のように電力系統に生ずるほとんどす

べての問題を包含する．

　L　負荷分配の問題電力潮流に關する問題であつて

攣堅器の最適タップ，調相容量の決定，新設獲電所の位

置，新設邊電線の効果，邊配電損失の研究，系統構成の

攣更の効果等がこの範瞬に麗する．　　　　　　’

　2・短緕問題　これはZF衡および不平衡故障に關する

問題であつて遮箇容量，リレー整定値，誘導障害に封す

る零相電流の決定等を取扱う．

　3・安定奏問題　定態安定度ならびに各種の故障に封

する過渡安定度の研究をなし得る．

4・特殊回路問題大容量電動機の起動方法，大熔接

装置まセは電氣櫨の系統電墨および4常負荷におよぼす

影響等．

　（2）必要とする資料

　上述のように，交流計算盤によつて各種の問題を解き

得る．これ等の問題解決に當つて必要とする資料は問題

の性質によつて多少異るが，一般に亥のものを必要とす

る．

　1・　逡電系統の軍線維線圖　ζれには邊電線の回線敷

および接練，護電機，攣堅器の結線，リアクトル，調相

機等が示し得るようになつていること。

　2．主要穫攣電所の軍線綻綜圖

　3・邊電線路の正相並に零相イソピpダソスおよびキ

ャパシチイブ・サッセプタソスの値ならびにこれ等を％

イソピPダソスおよび％アドミッタyスに換算した計算

書．

．4・攣歴器の結線，定格，電墜比，使用タップ％イソ

e9　・一ダソスの表．，

　5．　系統申性織接地インピーダソスの表．

　6．護電機，調相機の定藪表。

　これにはその定格，力率，短絡茸，ならびに同期イソピ

ダPソス，過渡リアグタンス，初期過渡リアクタソス逆相

リアクタソスをパPセソト・インピPダソスで示すと共

髄車郷と慣騰諾響黙
（但しNは回轄藪／秒）の値を併記すること．、

　7．　遮断器の設置場所　定格電墜，定格電流，遮断容

量および全遮騒時聞の表．　　　　　　　　　’

　8・逡電線路インピ騨ダンス圖　　　　　　　　、

　これは邊電系統の翠線結線圖上に∫線路ならびに各機

器を上述の定歎表の中よりただちに見出し得るように見

出し番號を附したものである．

　gr　潮流圖　これは豊水期と濯水期の代表的潮流圖を

示し，その潮流圖の上に，護電機蓮韓容量，攣堅器の容

量，結線および使用タップ，調相機の蓮轄容量等を併記

する。

　　　、憲，　　　　N 《
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　10．負荷の表一亥攣電所ならびに二家系統の負荷の

有効および無効電力を表示し，二家系統については，適

営な系統毎に取りまとあて小計を記す．

　（3）　系統の簡易化

　わが國中央部の電力系統のように系統が複雑になつて

くる・L適當な系統の簡易化を行わなければ計算盤上にそ

の途電系統を模擬することは不可能である．tのため護

電機および線路の一群を等債護電機によりヂまk負荷群

および邊電損失を等贋負荷によつて表現することが必要

となる．

　1・　等便翌電機　等贋獲電機の襲電力は一一geの獲電機

の出力の総和によつて表わされ，等便獲電機の獲電容量

もまた同様各獲電機の容量の合計としで表わす．

　亥に等償獲電機のイソピーダソスは各獲電機ならびに

これに接綾される攣墜器および線路のイソピーダソスの

合成イソピPダソスを得るfaめにイソue　e一ダソスの並列

直列或はT一π攣換等を行つて簡易化する・

　また等債獲電機の慣性定藪Moは衣式より求める・

　　　　慣性定藪礁瀞一器撃

　こLにHは’（2）6．に述べた輩位慣性定藪であり，P

は護電機の容量，！は周波籔とする．この慣性定藪には

獲電機のみならず，水車或はタ・・ビソの慣性をも含めた

ものを使用すべきである．

　2．等便貫荷負荷としては琿々の特性の負荷がある

が，普通抵抗とリアクタソスの並列回路として表わして

差支えない．等贋負荷としては要するに，系統の負荷の

総和にその系統内蔀の邊電損失を加えたものとする．例

えば第4圖（a）のような系統ではL，＋L2＋L3＋L4＋（i薩

電損失）＝（G1十G2）一　Glaなる關係があるから等便負荷

Lo＝（Gl十σ2）－Giaより求められる．また同圓（b）の場

合には等便負荷Lo＝＝L1十（Z1，　Z2，　Z3，　Z4存こおける邊電損

失と充電容量め総和）より求められる．

　　　　　　　　　　　　毎線

　　　　　第4圖　等債負荷の算定方法
　　例えぽ（a）のような二≡欠系統の等便員荷はLo”＝」乙1十L2十L3

　＋L，＋（途電線における電力損失）＝（G1＋G2）－Glaより求めら

　れ（b）のような場合には等便員荷はLo　”Li十（21，Z2，　Z3，Z4お

　ける逡電損失）より求められる．

　（4）基準kVAべ唄スの撰定

　％イソピーダソスおよびアドミヅタソスの値は普通

10，000kVAをベースとして計算されるが，計算盤に系

統を再現するためには適當なkVAぺPスに攣換する必

要がある．このkVAベース決定に當つては，

　L　交流計算盤の定格電流または定格電堅を超えぬこ

　　　と．

　島　交流計算盤の電力計および電魅計によつてそれぞ
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144 交流計算盤　（アメリカ）

　　　れ系統の電力および電堅を直讃できること．

　3．　インuc’・・一ダソスベースも50，100，200Ωのよう

　　　な便利な値となること．

等を勘案の上適當にきめる．

　（5）交流計盤盤接績圖

　以上のようにし

てkVA護＿が決
定されれば，これ

に樹する％イソピ

Fダンスおよびア

ドミッタソスを求

める．例として新

北陸幹線の回路定

藪を　10，000kVA

ベースにて求めた

亀のを第5圖に示

す．次に交流計算

盤の上に，邊電系

’統を再現するため　一

には，軍線結線圖

の上に各軍位の符

號と番號を書きこ

みヂまた栂線には

各接績盤の母線番

號を記入すること

によつて，各輩位

・ならびに母線の割

℃振りを行うことが

できる。第5圖の

太字がこれであつ

て，これは交流計

算盤のset　UPに

用いられると共に

主計測机の前面に

おいて電氣的諸量

の測定に便ならし

めることができ
る．

　第5圖を見なが

ら邊電系統を計算

盤の上に再現し，

各箪位の値をダ子

ヤルを廻して岡圖

に示す値と一致す

るようにする．

める． 命θ新愛本

績圖 曜 衡※・
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　途電系統を交流計算盤の上に表わすナニめに

は，その系統の蛮電機螢電機インピーダン
ス，線踏インピーダレス，調相機，1員荷等の

構要素およびこれ等をtがいに接績する接績
母線の割振りを行うことが必要であって，こ
の目的に用いられるのが接績岡である．圖に

於て太字がその各要素の割振りを示すもので

あつてGは蟹電機軍位，Bは母線，　Zは線
路インピーダンス軍位，Yは翻電蓄電器軍位
Rは買荷軍位を云し，おのおのについている
激字はi交流計算盤における各要棄の番號を示

す，まt圏に云されている細宇の獄字はそれ

ぞれ10．000kVAベースで％インピーダン
スまたdよ％アドミタンスを表わす．

註　1．※印の数は腰電機過渡インピーダ
ンスと饗歴器のインピーダンスの和を云す。
2．％インt°…ダンスおよび％アドミツタ

ンスの値は250kV；10，000　kVAべ一スと
する．

　　　第5圖　接績．圓

　（6）初期條件の調整

　次には上述の接綾が正しいかどうかをch　eCkしte後，

各母線電屡の大いさp・位相を蜜際の蓮轄範團内で適當に

調整して，護電機の電力および無効電力，負荷の値が所

期の値になるようにする．この場合の基準となる潮流圖

は2．（2）9．で述べた實績を基とする．以上のようにし
　　　　　　　　　ノ
て豫備的な調整を行えば，各値を申央の計測机にて測定

し，不都合の黙があれば調整を繰返して行う．もしこの

ようにして所期條件が満足さないならば，今迄の計算ま

feは初期條件の假定に誤りがあるのであるふら，この

c血eckをする必要がある，

　（7）要求される電簿節諸量の讃み

定常駄態の電力潮流，邊電特性の研究に封しては各箪

位の電力および無効電力ならびに電睡およびその位相角

を主計測机の計測器にて測定し，その値を軍線結線圖の

上に記入すればよい．

　故障計算の場合には逆相回路および零相回路で故障驕

にi基準電屋（大いざ100％位相角0°）を印加し流れる

電流の大い惑および位相角を測定することにより，その

織より見た逆相および零相インピーダソスを求める．弐

に第6圖に示すように事故の種類により事故馳に逆相お

よび零相インU“　・一ダンスの並列或いは直列回路を挿入す

ることによつて，事故瀦における故障電流を測定するこ

とができる．

亭故の種類 Z　．

三相短絡 o
一線接地 Z2＋Zo
二線接地 Z2　z〆でz2＋Zoタ

二線短地 2
L

一

　故障時の計算には普通正相，零相，逆相回路の三つの回路を考えて，

それぞれの電歴および電流を求めこれらを合成して故障時の電堅または

電流を求めるが，過渡安定度の計算の場合のように電力の授受たけが問

題となる時には正粗等便回路のみ考えれ機よい．この場合の等便圃路は

事故前の回路の故障瓢と木地の聞にZ8というインue　一一ダンスを挿入す

ればよい．このZFの値は衷i示するように故障の種類によつて異り．’三

相短絡の場合には0であり，一線接塊の場合には故障織より見kその系

統の零相インピーダンスと逆相インt“　・．ダンスの直列図路であり，二線

接塘の場合には上記二つのインU“　・一ダンスの並列圃路となる．

　　　　　第6圖　散障時の正相等債回路

　（8）過渡安定度の計算

安定度の研究で電力の授受を考える場合にも，事故の

種類に懸じ第6圓に示すようなインピーダンスを事故驕

に挿入することによつて正相回路のみを考えればよい．

　過渡安定度り計算は段々法により時間々隔は0・05秒

～0．1秒に選ばれる・事故護生前の獲電機入力すなわち

出力をPi，或る時間における獲電機の出力をPsとすれ

ばdP・・Pi－Psが加速まナこ｝ま減速エネルギe…を與えるこ

ととなり，獲電機が加速または減速されてその位相角が

攣化する．今時間々隔第％番目の絡りの位相角を錫，

その時の獲電機の出力と・A力との差をliPnとしle・＝

繕愛ければ
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　　　　　　δn：＝＝　6n＿1十（dδn＿1十kdPn＿1）

　こSに　 liδn＿i　：δn＿1－rδn＿2

より求められる．不蓮績貼の場合にはdPはその顯の前

後のAPの卒均値を用いる．

超音波厚み計による

化學藥品タンクの

腐蝕度の楡査

登・佐下橋市太郎

　タンク，パイプ等の外側からその壁の厚参を計るのに

超暑波厚み計は極めて有用であり，その試作装置につい

てはすでに簡軍に報告した（1）（2）．これを用いて最近二個

所で現揚試験を行う機會を得たが，ブラウン管型厚み計

によれば．從來本邦でも使われてきた普響型に比しては

るか匹感度がよく，測定も簡便で實用になり得ることを

確めたので報告する．

　被槍蚕タンク　硫酸，苛性ソーダ等の貯藏タンクおよ

び醸酵用反鷹タンク等．いずれ竜軟鋼板製．

　表面塗装の影響

　（1）表面塗装のまNでも測定できるが，塗装をはが

すと感度は2～ユ0倍になる．

　（2）　表面の凹凸がいちじるしく測定できない揚合も

やすbで仕上げれば測定でぎた．

　内面の撒況による感度攣化

　（1）裏張のない揚合；内面の腐蝕がはなはだしい

と感度が低下する．同種のタンクでは腐蝕による厚みの

　われわれはアン

スラセンをニトロ

ベンゼンに懸濁さ

せ0～50℃の種々

な溜、度で盤i素化を． 　（m）
　島

試参た結果，アンスラセン1モルに封し正確に臨素1モ

ルで定量的にジクロル誘導謹を生じ，生成物は9，10一ジ

＼

3，結　　言
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　以上交流計算盤の講造，性能およびこれによる解法の

概要について読明した．紙面の都合上，實際の計算實例

について充分な説明ができなかつteのは遺憾であるが，

他日機會をみて護表しtcいと思う．（27．2・1）

減少は使用年月の長いもの程大きくなる傾向が見られ

た．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

（2）裏張のある場合・ピ・チ・一ルタール等の劇

張をしたものN測定は可能であつたが，鉛板で裏張がし？

てあり，鋼と鉛の熔着の良いと思われる個所では測れぬ

こともあつた．

　（3）　内部に液があると感度が低下するのでタンク内

の液面の高さを知るのに竜役立つ．

　竃測値の楡討

　現用タンクであるために孔をあけて壁の厚みを測るこ

とはできなかつたが，フランヂの部分で物指による測定

値と超普波による値との誤差は3％以下であつた．

　看響型とブラウン管型の比較

　前者①は小型輕量で，電池で動作し得る鮎便利であ

る．しかし二三のタンクで爾者を併用比較した結果では．

後者（2）の方が感度力｛よく，また測定が容易で，かつ測

定者の疲螢も少いので，現揚ではもつばら後者を用い

た．從來前者によつてタンク等を測定する際，腐蝕がは

なはだしいと測定できぬ揚合があつたが，上記のタンク

で裏張のない揚合，後者によつて測定できない瓢はなか

つた．（27．1．14ノ

　（1）高木，丹羽，佐下橋：生産研究，2，3，p．95．（1950。3）

　（2）高木r丹胴，石井：生産研究，3，6，p．227（1951．6）

ヒドロ・アンスラセンー9，10一ジクロリド（IV）であb，

9，10一ジクロルアンスラセン（V）ではなく，また，この

反磨は附加であることを知つた．この反鷹は光線下で

も，また，光線遮断下でも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・。《＋）
全く差異を認めなかつた．從　　　 ：α：

づ七われわれはこの反庶條件　　　　　　　，
　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
におけるアンスラセン分子は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●
たとえラジカル反慮に好適と　　　　　　　　　　　．

思われる光線下七も，IIでは

なくてIIIなるイオン構造を

示すことを知つた．IVのm．

峠耽であ・疎勅　凸3あ‘一’
丈献の蓮りである．すなわち　　　　　　鱒

このm．p．を有する化合物をVと記載したすぺての丈献

は誤りであり，かつ，ζれより誘導されるすぺての化合

物の構造竜これに準じて改められるべきである．（27．L21）

　これは交部省科學研究費による研究の成果の・一一一部である噺
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