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 － 1 －

系 統 保 護 基 準  

 

 §１ 目  的  

１．目的 

  この基準は，当社電力系統の系統保護に関し，適用方式，整定，運転および管理など，業務遂行上必 

 要な事項を定める。 

 

 §２ 定  義  

１．定義 

  この基準における各個所および用語の定義は次による。 

（１）当社 

   東北電力ネットワーク株式会社をいう。 

（２）他社 

   当社電力系統を利用する当社以外の事業者をいう。 

（３）系統保護主管個所 

   本社（電力システム部），支社（設備計画）をいう。 

（４）整定担当個所 

   中央給電指令所，系統給電指令所，制御所および佐渡電力センター発変電課をいう。 

（５）設備主管個所 

 本社（電力システム部，情報通信部）および支社（設備計画，変電，通信センター）をいう。 

（６）給電指令機関 

   中央給電指令所，系統給電指令所，制御所および佐渡電力センター発変電課をいう。 

（７）発変電所 

   発電所，変電所，開閉所および開閉塔をいう。    

（８）運転担当個所 

   系統保護リレー装置の設置されている給電指令機関，電力センター変電課，佐渡電力センター発変電

課および佐渡電力センター両津火力発電所をいう。 

（９）工事担当個所 

   中央情報通信所，通信センター，送変電建設センター，工事所，電力センター変電課，電力センター

送電課，電力センター地中送電工事課および佐渡電力センター発変電課などの工事実施個所をいう。 

（10）関係個所 

   系統保護主管個所，整定担当個所，設備主管個所，給電指令機関，工事担当個所，運転担当個所など

の系統保護リレー装置の設計，工事および運用に係る個所をいう。 

（11）整定依頼個所 

   整定担当個所に整定の依頼を行う工事担当個所，設備主管個所および他社をいう。 
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（12）電力系統 

   発変電所および負荷とこれらを結ぶ電線路からなり，発電電力を負荷に送る電力設備網をいう。ただ

しこの基準では，特に定める場合を除き，次の設備は含めない。 

   ・ 発変電所の所内変圧器，配電用変圧器の二次側機器および配電線    

（13）系統保護リレー装置 

   電力系統の保護のために施設するリレー（再閉路を含む。）およびリレー関連回路の一連の集合体 

  をいう。（以下「保護リレー装置」という。） 

（14）リレー関連回路 

   計器用変成器，遮断器，配電盤，信号伝送装置，制御用電源および制御用ケーブルなど，リレー動 

  作に直接関連のある電気回路をいう。 

（15）保護リレー装置の運用 

   保護リレー装置の整定，運転および管理をいう。 

（16）保護リレー装置の整定 

   次のａ～ｃをいう。 

 ａ．保護リレー装置が所定の機能を果たすように保護リレー装置の動作基準値を決めること。 

 ｂ．保護リレー装置の運用設定・機能を指定すること。 

 ｃ．保護リレー装置の使用状態を指定すること。 

（17）保護リレー装置の運転 

   保護リレー装置用切替開閉器（以下「切替開閉器」という。）の操作ならびに保護リレー装置動作 

  時または不良時の処置をいう。 

（18）保護リレー装置の管理 

   保護リレー装置の整定値適否の見直し，保護リレー装置動作状況の管理および保護リレー装置関係 

  書類・図面の管理をいう。 

（19）一次系統 

   電圧階級が154ｋＶ以上の電力系統をいう。 

（20）二次系統 

   電圧階級が66ｋＶ以下の電力系統をいう。 
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 §３ 適用範囲  

１．適用範囲 

  この基準の適用範囲は，電力系統の次に定める保護リレー装置に係る事項とする。 

  なお，他社の設置する保護リレー装置のうち，当社の電力系統に直接関連のある保護リレーについて 

 は，原則としてこの基準に基づき先方と協議のうえ決定するほか，電気設備の技術基準の解釈，電力品 

 質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインおよび託送供給等約款別冊系統連系技術要件などによる。 

（１）送電線，母線および中性点接地装置の保護リレー装置 

（２）主要変圧器および配電用変圧器の後備保護リレー装置 

（３）（１）および（２）項と協調をはかる必要がある保護リレー装置 

（４）事故波及防止リレー装置 

（５）その他の保護リレー装置 

 

 §４ 保護リレー方式  

１．基本事項 

  保護リレー装置の設計にあたっては，保護リレー装置の機能と電力系統および機器との関連，協調な 

 ど，次の事項を配慮する。 

（１）事故除去の高速化，確実化 

 ａ．電力系統に事故が発生した場合には，その影響を最小限に止めるため，事故区間をすみやかに選択 

  遮断し，他の健全な系統の送電を確保するように考慮する。 

 ｂ．主保護が不動作の場合においても事故除去の確実化を期するため，後備保護機能を有する二重保護 

  とする。ただし，後備保護は隣接保護区間の保護リレー装置が兼ねる場合もある。 

   なお，系統安定度維持対策が必要な場合には，主保護を２系列とする。 

（２）電力系統の早期復旧と事故波及の防止 

 ａ．送電線には系統安定度の維持，停電時間の短縮および復旧の自動化などをはかるため，電圧階級， 

  電力系統に応じた再閉路方式を適用する。ただし，ケーブル区間内事故で停電した場合，原則として 

  再閉路は行わない。 

 ｂ．高速遮断失敗，重潮流送電線のルート遮断あるいは電源脱落などにより二次的事故波及が懸念され 

  る場合は，各種の事故波及防止リレー方式を適用する。 

（３）保護リレー装置の信頼性向上 

 ａ．保護リレー装置は，常時の負荷電流，機器操作時の突入電流および零相循環電流など，保護目的以 

  外の系統現象により誤動作しないものとする。 

 ｂ．保護リレー装置は，リレーシステムの単一要素の不良により直ちに誤動作しないものとするととも 

  に，効果的な自動監視機能を具備するものとする。 

 ｃ．保護リレー装置の保護能力を超える系統現象については，必要に応じて電力系統側で設備対策を行 

  う。 

 ｄ．リレー関連回路の設計にあたっては，保護リレー装置の保護能力を十分に果たし，保護性能に対す 

  る信頼性の確保に努めるとともに，保護リレー装置の保修などの作業に対する安全性確保のため，保 

  護リレー装置を含めたリレー関連回路の標準化に努める。 
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２．系統保護リレー方式 

  適用する系統保護リレー方式は，次の方式を標準とする。 

（１）送電線保護リレー方式 

 電圧 

階級 

(ｋＶ) 

中 性 点 

接地方式 

保護リレー方式 
再閉路方式 

（注９） 
主  保  護 後  備  保  護 

短  絡 地  絡 短  絡 地  絡 

併  

用  

２  

回  

線  

送  

電  

線 

500 

275 
直接接地 ＰＣＭ電流差動リレー方式×２ 短絡方向距離リレー方式×２ 地絡方向距離リレー方式×２ 

高速度多相 

中速度三相 

154 抵抗接地 

方向比較リレー方式（注６） 
回線選択リレー方式 

短絡方向距離リレー方式 

回線選択リレー方式 

地絡方向リレー方式 

地絡過電圧リレー方式 

高速度単相 

高速度多相 

 （注４） 

中速度三相 
ＰＣＭ電流差動リレー方式（注３） 

66 

以下 

消弧リアクトル 

・抵抗接地 

 

抵抗接地 

回線選択リレー方式 

短絡方向距離リレー方式 
地絡方向リレー方式 

地絡過電圧リレー方式 
低速度三相 

ＰＣＭ電流差動リレー方式（注５） 

１ 

回 

線 

送 

電 
線 

一

 

般 

送 

電 

線

（

 

注 

１ 

） 

275 直接接地 ＰＣＭ電流差動リレー方式×２ 短絡方向距離リレー方式×２ 地絡方向距離リレー方式×２ 
高速度単相 

中速度三相 

154 抵抗接地 

短絡方向距離リレー方式 

        （注７，８） 

地絡方向リレー方式 

(注７，８) 

地絡過電圧リレー方式 

(注７，８) 

－ 
中速度三相 

（注７，８） 

方向比較リレー方式（注６） 

短絡方向距離リレー方式 
地絡方向リレー方式 

地絡過電圧リレー方式 

高速度単相 

中速度三相 
ＰＣＭ電流差動リレー方式（注３） 

66 

以下 

消弧リアクトル 

・抵抗接地 

 

抵抗接地 
短絡方向距離リレー方式 

地絡方向リレー方式 

地絡過電圧リレー方式 
－ 低速度三相 

非 接 地 地絡過電圧リレー方式 

専 

用 

送 

電 

線

（

 

注 

２ 

） 

275 直接接地 短絡方向距離リレー方式×２ 地絡方向距離リレー方式×２ － 中速度三相 

154 抵抗接地 
短絡方向距離リレー方式 

         （注７） 

地絡方向リレー方式(注７) 

地絡過電圧リレー方式(注７) 
－ 

中速度三相 

 （注７） 

66 

以下 

消弧リアクトル 

・抵抗接地 

 

抵抗接地 
短絡方向距離リレー方式 

地絡方向リレー方式 

地絡過電圧リレー方式 
－ 低速度三相 

非 接 地 地絡過電圧リレー方式 

（注１）一般送電線とは，専用送電線以外の送電線をいう。 

    ただし，275kV専用送電線のうち，他社に発電設備を連系する場合を含む。 

（注２）専用送電線とは，他社とのみ２端子で連系している送電線をいう。 

（注３）方向比較リレー方式が有効に機能しない場合に適用する。 

（注４）高速度多相再閉路は，ＰＣＭ電流差動リレー方式のみとする。 

（注５）回線選択リレー方式が有効に機能しない場合に適用する。 

（注６）他社などに受信専用方向比較リレー方式を適用する場合は，関係個所と協議する。 

（注７）保護リレー装置停止時における事故除去時間の遅延により，系統安定度維持対策が必要な場合には，保護リレー装置を２系

列設置する。 

（注８）他社（２社以上）のみが連系された場合に適用する。 

ただし，短絡方向距離リレー方式が有効に機能しない場合は，方向比較リレー方式またはＰＣＭ電流差動リレー方式を適 

用する。 

（注９）一部ケーブル区間を含む送電線への再閉路は，次の場合に適用する。 

   ・ケーブル事故区間判別装置（ＣＦＤ）が設置されており，ＣＦＤ動作時には再閉路が自動的にロックされる場合 
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（２）母線保護リレー方式 

電圧階級 

(ｋＶ) 
母線構成 

保護リレー方式 
備 考 

一 括 保 護 分 割 保 護 

500 
複 母 線 電流差動リレー方式 電流差動リレー方式 

２系列構成 
単 母 線 電流差動リレー方式 － 

275 
複 母 線 電流差動リレー方式 電流差動リレー方式 

（注３） 
単 母 線 電流差動リレー方式 － 

154 
複 母 線 電流差動リレー方式 電流差動リレー方式 

 
単母線（注２） 電流差動リレー方式 － 

66以下 

（注１） 

複 母 線 電流差動リレー方式 電流差動リレー方式 
 

単 母 線 電流差動リレー方式 － 

（注１）66ｋＶ以下系統については，次の個所に適用する。 

   ・火力発電所の系統安定度維持対策が必要な個所 

・ＧＩＳ使用の発変電所において，設備保安対策が必要な個所 

   ・地絡事故時における事故波及の影響が大きい個所 

（注２）１回線連系のうち，短絡事故時に構内保護リレーで瞬時遮断される場合には適用不要。 

（注３）母線保護リレー停止時における事故除去時間の遅延により，系統安定度維持対策が必要 

   な場合には２系列とする。 

（３）中性点接地装置保護リレー方式 

種  類 保護リレー方式 備 考 

中性点接地抵抗器（ＮＲ） 地絡過電流リレー方式  

消弧リアクトル（ＰＣ） 過電圧リレー方式  

補償リアクトル（ＮＬ） 地絡過電流リレー方式  

（４）系統連系用保護リレー方式 

電圧階級 

(ｋＶ) 
種  類 保護リレー方式 備 考 

全系統 

発電設備故障時の保護 
過電圧リレー方式  

不足電圧リレー方式  

電力系統事故時の保護（注１） 
短絡方向リレー方式（注２）  

地絡過電圧リレー方式  

単独運転防止対策 
周波数上昇リレー方式  

周波数低下リレー方式  

（注１）275ｋＶ以上の系統および併用２回線送電線に連系する場合には，（１）送電線保護リレー 

方式に示す方式を適用する。 

（注２）短絡方向リレー方式が有効に機能しない場合には，短絡方向距離リレー方式またはＰＣＭ電 

流差動リレー方式を適用する。 

    なお，誘導発電機，二次励磁発電機または逆変換装置を用いて発電設備を連系する場合には， 

   不足電圧リレー方式を適用する。（発電設備故障時の保護と兼用可能。） 
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（５）変圧器保護リレー方式 

種 類 
電圧階級 

(ｋＶ) 

保護リレー方式（後備保護） 
備 考 

短  絡 地  絡 

主要変圧器 

高圧側 

500 短絡方向距離リレー方式 地絡方向距離リレー方式 

（注１） 
275 

短絡方向距離リレー方式 地絡方向距離リレー方式 

過電流リレー方式（注２） 

154 過電流リレー方式（注２） 地絡方向リレー方式 

66以下 過電流リレー方式（注３） 地絡過電流リレー方式（注４） 

中圧側 

275 短絡方向距離リレー方式 地絡方向距離リレー方式 

（注１） 154 短絡方向距離リレー方式 
地絡方向距離リレー方式 

地絡方向リレー方式 

66 過電流リレー方式（注２） 地絡方向リレー方式 

低圧側 66以下 過電流リレー方式（注２） 地絡過電圧リレー方式 （注１） 

中性点 
500 

275 
－ 地絡過電流リレー方式 （注１） 

配電用変圧器 154以下 過電流リレー方式（注３） 地絡過電流リレー方式（注４）  

（注１）高圧側が500ｋＶの場合には，保護リレー装置の構成を２系列とする。 

（注２）高速度形を適用する。 

（注３）瞬時要素付反限時形を適用する。 

    なお，瞬時要素が有効に機能しない場合には，短絡方向距離リレー方式を適用する。 

（注４）中性点接地方式が抵抗接地または消弧リアクトル・抵抗接地の系統において，地絡過電 

   流リレー方式が有効に機能しない場合には，地絡方向リレー方式を適用する。 

 

（６）系統地絡検出リレー方式 

電圧階級（ｋＶ） 保護リレー方式 備 考 

66以下 地絡過電圧リレー方式 （注） 

（注）配電用変圧器に逆潮流が発生する発変電所へ適用する。 
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（７）事故波及防止リレー方式 

種  類 
電圧階級 

(ｋＶ) 
保護リレー方式 備 考 

事故波及未然防止リレー方式 全系統 一相３段検出リレー方式（方向要素付）  

過負荷検出リレー方式 全系統 
二相３段検出リレー方式（方向要素付）  

一相２段検出リレー方式（方向要素付）  

脱調検出リレー方式 全系統 
距離リレー方式  

電圧位相比較リレー方式  

周波数検出リレー方式 全系統 

２段検出リレー方式  

３段検出リレー方式  

４段検出リレー方式  

遮断器不動作検出リレー方式 
500 

275 
過電流リレー方式  

自端後備保護リレー方式 66以下 短絡方向距離リレー方式  

母線分離リレー方式 

500 
短絡方向距離リレー方式 

地絡方向距離リレー方式 
 

275 過電流リレー方式  

154以下 
過電流リレー方式 

地絡過電流リレー方式 
 

総合後備保護リレー方式 66以下 

母線分離 

距離リレー方式 

不足電圧リレー方式 

地絡過電圧リレー方式 

 
主変分離 

距離リレー方式 

地絡方向リレー方式 

線路保護 
過電流リレー方式 

地絡過電流リレー方式 
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 §５ 整 定 値  

１．基本事項 

（１）留意事項 

   保護リレー装置の整定は，電力系統に事故が発生した場合，事故区間を高速度選択遮断し，停電範 

  囲を局限化することを基本とし，次の点に留意して行う。 

 ａ．保護区間内部事故で確実に動作すること 

 ｂ．電磁誘導電圧，遮断時間など「電気設備の技術基準の解釈」に適合すること 

 ｃ．事故電流による直列機器の焼損，溶断など二次的障害を与えないこと 

 ｄ．電力系統構成の変更，運用状況の変化にも極力対応できること 

 ｅ．後備保護を兼ねる保護リレー装置は，隣接区間の事故でも確実に動作できること 

 ｆ．次の要因により不要動作しないこと 

 （ａ）保護区間外の事故 

 （ｂ）常時の負荷電流・変動負荷 

 （ｃ）系統の残留電圧・電流，零相循環電流，対地充電電流 

 （ｄ）関連機器の特性誤差 

 （ｅ）事故除去後の状態変化 

 （ｆ）励磁突入電流 

 （ｇ）高調波 

（２）確認事項 

   整定にあたっては，あらかじめ次の事項について確認する。 

 ａ．電力系統の構成，中性点接地方式，インピーダンス，潮流，残留電圧・電流，零相循環電流，充電 

  電流，安定度，短絡および地絡事故時の電圧・電流などの系統諸特性 

 ｂ．関連する保護リレー装置の機能と運用状況 

 ｃ．信号伝送装置および伝送路の諸特性 

 ｄ．計器用変成器の変成比および特性ならびに交流回路 

 ｅ．遮断器の動作責務 

 ｆ．送電線，母線および直列機器の許容電流 

 

２．事故電圧・電流の算出 

（１）短絡事故 

   三相および二相短絡事故について計算する。 

（２）地絡事故 

   完全一線地絡事故について計算する。 

 

３．地絡検出感度 

  抵抗接地系統における地絡事故の検出感度は，事故の実績および系統の残留電圧・電流などを考慮し， 

 原則として完全一線地絡事故の２０～３０％とする。 
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４．感度協調および時限協調 

  保護リレー装置の整定は，検出感度，時限などの協調について考慮して行う。 

 

５．整定上の留意事項 

  保護リレー装置の整定にあたっては，次の点などに留意して行う。 

（１）距離リレーの測距誤差（アンダーリーチおよびオーバーリーチ） 

（２）過電流リレーの協調 

（３）距離リレーの負荷電流による動作 

（４）回線選択リレーの電動機および発電機から供給される事故電流による動作 

（５）零相循環電流の影響 

（６）地絡リレーの誤動作（対地充電電流，リアクトル電流） 

（７）不完全地絡時の地絡方向リレー・地絡過電圧リレーの感度協調 

（８）間欠地絡事故対策 

 

６．協調図の作成 

  保護リレー装置の整定にあたっては，事故区間の確実な選択遮断をはかるため，下記の事項に留意し 

 て，検出感度および時限の協調図を作成する。 

（１）保護リレー装置の機能と電力系統の構成および機器との関連を十分確認する。 

（２）保護リレー装置相互間，特に他の保護リレー装置との受け渡しを行う装置については，時限協調の 

  ほか，保護リレー装置構成についても確認する。 

（３）時限協調図は，展開接続図などと照合確認する。 

 

７．整定値の決定 

  整定にあたっては，事故電流，常時の電圧変動などで制約される上限値および充電電流，残留電圧・ 

 電流などで制約される下限値を検討し，その範囲内で電力系統全体の協調などを考慮のうえ決定する。 
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 §６ 運  用  

１．整定の実施 

（１）整定担当個所と対象保護リレー装置 

   整定担当個所と対象保護リレー装置を以下に示す。 

区分 整定担当個所 対象保護リレー装置 

一次系統 

中央給電指令所 

１．275ｋＶ以上系統の保護リレー装置 

（専用送電線，自動オシロ装置を除く） 

２．275ｋＶ以上系統の事故波及防止リレー 

３．高圧側が500ｋＶおよび275ｋＶの主要変圧器（注１） 

４．全系で協調をはかる必要がある周波数検出リレーなど 

系統給電指令所 

１．154ｋＶ系統の保護リレー装置（注２） 

２．275ｋＶ専用送電線（関連する保護リレー装置を含む） 

３．275ｋＶ以上系統の自動オシロ装置 

４．154ｋＶ事故波及防止リレー 

５．高圧側が154ｋＶの主要変圧器および配電用変圧器（注３） 

二次系統 
制御所 

佐渡電力センター発変電課

１．上記以外の66ｋＶ以下系統の保護リレー装置（注２） 

２．配電用変圧器の過電流リレーなど，他の二次系統保護リレー 

 装置と協調をはかる必要があるリレー 

（注１）必要に応じて，系統給電指令所，制御所と協議のうえ整定検討を行い，決定する。 

（注２）整定担当個所間にまたがる電力系統の場合は，整定担当個所間で協議のうえ整定検討を 

行い，保護リレー装置設置個所を管轄する整定担当個所において決定する。 

（注３）必要に応じて，制御所と協議のうえ整定検討を行い，決定する。 
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（２）整定の依頼，決定および実施 

 ａ．整定の依頼 

 （ａ）整定依頼個所および依頼事由を以下に示す。 

 区  分 依  頼  事  由 

整 

定 

依 

頼 

個 

所 

工事担当個所 

１．送電線の新設または改廃の場合 

２．発電機，変圧器および中性点接地装置の新設，増設または改廃の場合 

３．保護リレー装置および関連機器の新設，増設または改廃の場合 

４．送電線の仮設 

５．変圧器および遮断器の仮設（移動用機器を含む）またはリレー関連回路 

 の変更 

６．作業関連に伴う保護リレー装置使用状態の変更 

７．試充電および実潮流試験などによる代行保護またはリレーロック 

８．保安上必要と認めた場合 

設備主管個所 
１．保安上または設備の変更などにより必要と認めた場合 

２．他社設備の新設または更新の場合 

 （ｂ）整定依頼個所は，保護リレー装置の整定の決定または変更が必要となった場合，系統保護リレー 

   整定依頼書（以下「整定依頼書」という。）に単線結線図や展開接続図などの必要書類を添付し， 

   原則として系統保護リレー整定表（以下「整定表」という。）発行希望日の１か月前までに整定担 

当個所へ整定表の発行を依頼する。 

  ⅰ．整定依頼個所は，一次系統保護リレー装置の整定依頼を行う場合，各給電指令機関の経由期間を 

   考慮のうえ依頼する。 

  ⅱ．制御所は，中央給電指令所に整定依頼を行う場合，系統給電指令所を経由して依頼する。       

 ｂ．整定の決定 

 （ａ）整定担当個所は，整定の決定を依頼された場合およびその他必要と認めた場合，検討事項を確認 

   し，必要に応じて関係個所と協議する。 

    また，整定検討書で整定値を十分に検討のうえ，整定表を作成し整定値を決定する。 

    なお，整定の決定にあたっては，系統構成，運用状況の変化などに十分対応できるよう考慮する。 

 （ｂ）整定担当個所は，必要に応じ関係個所と協議のうえ，代表的な系統変更などに対する整定につい 

   て，あらかじめ決定（以下「予備決定」という。）しておく。 

 （ｃ）整定担当個所における整定値立案時の確認にあたっては，あらかじめ定められた点検者が点検す 

   る。 
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 ｃ．整定の実施 

 （ａ）整定担当個所は，整定表発行希望日までに，整定検討書と整定表を関係個所へ送付する。 

    また，整定を予備決定した場合は決定の都度，関係個所へ送付する。 

 （ｂ）給電指令機関は，整定表に基づき他の給電指令機関，運転担当個所に対して整定の実施を指令す 

   る。 

 （ｃ）他の給電指令機関および運転担当個所は，整定実施を受令した後，整定表を確認のうえ整定を実施

し，実施結果についてすみやかに発令した給電指令機関へ報告する。 

    なお，整定の実施にあたってはリレー整定値ごとに整定結果の確認を行う。 

 （ｄ）運転担当個所は，整定実施（復元を含む）後すみやかに巡視時等をとらえて整定を再確認する。 

 ｄ．緊急時の整定実施 

   給電指令機関は，保護リレー装置の動作に問題がある場合など緊急に整定変更を要する場合，必要 

  に応じて関係個所と協議のうえ整定変更を行う。 
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２．運転・管理 

（１）給電指令対象の切替開閉器 

   切替開閉器は，名称，用途および切替区分を定め，系統運用上必要なものは給電指令対象切替開閉 

  器として指定する。 

   給電指令対象切替開閉器は第１表を原則とし，必要に応じ関係個所と協議のうえ個別に指定する。 

（２）系統保護リレー装置運転指針の制定 

   保護リレー装置の適正な運転を行うため，切替開閉器およびスイッチ類の運転区分，保護リレー装置

動作時および不良時の処置など具体的な運転方法について定めた系統保護リレー装置運転指針（以下「運

転指針」という。）を制定する。 

制定対象  原則として全ての保護リレー装置 

記載内容 

１．保護リレー装置の概要 

２．切替開閉器およびスイッチ類の運転区分 

３．保護リレー装置動作時または不良時の処置 

４．その他，運転上の留意事項 

制定期日 
 原則として保護リレー装置の使用または試験開始の一週間前までに制定し，関係個

所へ通知する。  

制定個所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係個所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区  分 一次系統 二次系統 

関係 

個所 

本社 

系統保護主管個所 全  社  分 － 

中央給電指令所 全  社  分 － 

系統給電指令所 全 社 分 全 社 分 

中央情報通信所 全社分（注） － 

支社 

系統保護主管個所 当該支社分 当該支社分 

整定担当個所 管轄範囲分 管轄範囲分 

給電指令機関 管轄範囲分 管轄範囲分 

運転担当個所 管轄範囲分 管轄範囲分 

通信センター 当該支社分（注） 当該支社分（注） 

（注）通信装置が関係する保護リレー装置に限る。 

 

 
区  分 

一次系統 

（中央給電指令所整定分） 

一次系統 

（系統給電指令所整定分） 
二次系統 

制定 

個所 

本社 

中央給電指令所 全保護リレー装置 － － 

系統給電指令所 － 全保護リレー装置 － 

支社 
制御所 

佐渡電力センター発変電課 
－ － 

全保護リレー装置 

（注１） 

（注１）整定担当個所間にまたがる電力系統の場合は，電源端(再送端)の発変電所

を管轄する給電指令機関において制定する。 
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第１表 給電指令対象の切替開閉器 

保護リレー装置名 種類 用  途 切替区分 備  考 

ＰＣＭ電流差動リレー装置 

４３Ｃ□ 
搬送保護リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 

装置構成により４３Ｃ１，４３Ｃ２， 

４３Ｃ 

４３Ｌ□ 
異系統検出回路 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 

275ｋＶ以上の場合は４３Ｌ 

154ｋＶの場合は４３ＬＤ 

４３Ｒ□ 
再閉路 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 

装置構成により４３Ｒ１，４３Ｒ２， 

４３ＲＭ，４３ＲＢ，４３Ｒ 

４３Ｓ□ 
再閉路方式 

再送，並列切替開閉器 
再送，並列 

装置構成により４３ＳＭ，４３ＳＢ， 

４３Ｓ 

方向比較リレー装置 

４３Ｃ 
搬送保護リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

４３ＢＡ 

４３ＢＢ 

休止端指定 

切替開閉器 
０，○○休止  

４３Ｌ□ 
回線選択リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 装置構成により４３Ｌ，４３ＬＢ 

４３Ｒ□ 
再閉路 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 装置構成により４３Ｒ，４３ＲＢ， 

４３Ｓ□ 
再閉路方式 

再送，並列切替開閉器 
再送，並列 装置構成により４３Ｓ，４３ＳＢ 

回線選択リレー装置 

方向距離リレー装置 

４３Ｌ 
回線選択リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 66ｋＶ以下 

４３Ｒ 
再閉路 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 66ｋＶ以下 

４３Ｓ 
再閉路方式 

送電，受電切替開閉器 
送電，受電 66ｋＶ以下 

表示線保護リレー装置 ４３ＰＷ 
表示線保護リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

二次系統用自動再閉路装置 

４３Ｒ 

４３ＲＣ□ 

再閉路 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 

構内故障検出受電切替装置の場合は， 

４３ＲＣ１，４３ＲＣ２ 

４３Ｓ 
再閉路方式 

送電，受電切替開閉器 
送電，受電 

Ｃ方式の場合の切替区分は，受電切替， 

受電 

母線保護リレー装置 ４３ＢＰ□ 
母線保護リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 

装置構成により４３ＢＰ１，４３ＢＰ２， 

４３ＢＰ 

事故波及未然防止リレー装置 ４３ＳＰ 
事故波及未然防止リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外 （注） 

過負荷検出リレー装置 ４３ＯＬ 
過負荷検出リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

脱調検出リレー装置 ４３ＳＯ 
脱調検出リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

周波数低下検出リレー装置 ４３ＵＦ 
周波数低下検出リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

自端後備保護リレー装置 ４３ＬＢ 
自端後備保護リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

母線分離リレー装置 

４３ＢＴ 
母線分離リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

４３ＢＴＬ 
時限短縮回路 

平常，短縮切替開閉器 
平常，短縮  

総合後備保護リレー装置 

４３ＳＢ 
総合後備保護リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

４３ＬＰ 
線路保護機能 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

ＰＣ・ＮＲ保護制御装置 ４３Ｎ 
ＮＲ制御方式 

自動，手動切替開閉器 
自動，手動  

系統地絡検出リレー装置 ４３ＦＧ 
系統地絡検出リレー 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

転送遮断装置 ４３ＴＲ 
転送遮断装置 

使用，除外切替開閉器 
使用，除外  

 （注）事故波及防止リレーシステムなどの切替開閉器名称については，個別に定める。 
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（３）保護リレー装置の運転 

 ａ．給電指令対象の切替開閉器 

 （ａ）給電指令機関は，運転指針に基づき他の給電指令機関および運転担当個所に対し，切替開閉器の 

   操作を指令する。 

    なお，他の給電指令機関が管轄する発変電所の切替開閉器の操作については，協議のうえ当該電力

系統を管轄する給電指令機関が指令する。 

 （ｂ）運転担当個所および制御所は，運転指針により運転区分を確認のうえ，給電指令に基づき切替開閉

器を操作する。 

    ただし，自主復旧操作に付帯する切替開閉器の操作および緊急を要する場合は，給電指令を待つ 

   ことなく運転指針に基づき自主的に切替開閉器を操作し，操作終了後すみやかに給電指令機関に報 

   告する。 

 ｂ．保護リレー装置の整定変更時 

 （ａ）整定変更は，原則として系統操作前に実施し，系統復旧後に復元する。 

 （ｂ）整定変更にあたり保護リレー装置をロックする場合は，ロック範囲を最小限とし，かつ極力短時 

   間で行う。 

 ｃ．充電および実潮流試験時 

 （ａ）新設設備の試充電などの場合には，事故区間の高速確実な選択遮断を行うため保護リレー装置の 

   動作を適宜鋭敏にしたり，再閉路を除外するなどの処置を行う。 

 （ｂ）保護リレー装置や関連回路の新設，改造に伴い実潮流試験などを実施する場合は，原則として当 

   該保護リレー装置は除外とする。 

    ただし，保護リレー装置の除外時間，関連系統の保護リレー方式および電圧階級，系統構成を勘 

   案し，関係個所と協議のうえ，代行保護などの保護対応を行う。 

    なお，試験内容や工法を工事担当個所，運転担当個所および整定担当個所で協議のうえ，保護リ 

   レー装置の使用が可能な場合は，期待使用とする。 

（４）保護リレー装置動作時および不良時の処置と管理 

 ａ．保護リレー装置動作時の処置 

 （ａ）運転担当個所および制御所は，系統事故などにより発変電所の保護リレー装置が動作した場合，運

転指針に基づき保護リレー装置の動作状況をすみやかに給電指令機関へ報告する。 

    なお，保護リレー装置に関する動作報告用語は，第２表を原則とする。 

 （ｂ）給電指令機関は，保護リレー装置が動作した場合，系統事故および保護リレー装置の動作状況を 

   把握のうえ整定上からみた解析を行い，保護リレー装置の応動に疑義を生じた場合には，系統保護 

   主管個所および設備主管個所へ連絡する。 

 （ｃ）設備主管個所は，保護リレー装置の動作に問題がある場合や，不良動作とみなされるなど保護リ 

   レー装置の応動に疑義を生じた場合，系統保護主管個所と協議のうえ，工事担当個所に保護リレー 

   装置の臨時試験を依頼する。 
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 ｂ．保護リレー装置不良時の処置 

 （ａ）運転担当個所および制御所は，保護リレー装置の故障表示，動作状況または点検，試験の結果によ

り保護リレー装置が不良と判断される場合，運転指針に基づき切替開閉器の自主操作などの処置を行

うとともに，給電指令機関および関係個所へ報告する。 

 （ｂ）給電指令機関は，前（ａ）項の報告により，運転指針に従い切替開閉器の操作指令などの処置な 

   らびに所定の系統運用を行うとともに，系統保護主管個所へ連絡する。 

 （ｃ）系統保護主管個所および設備主管個所は，前（ａ）項の報告により保護リレー装置の不良と判断 

   した場合には，再発防止対策を検討のうえ当該発変電所で実施するとともに，必要に応じて他の発変

電所へ水平展開をはかる。 

 ｃ．保護リレー装置動作時および不良時の管理 

   系統保護主管個所および設備主管個所は，保護リレー装置動作状況の解析結果などに基づき，給電 

  指令機関，工事担当個所および運転担当個所と協議のうえ改善対策を検討実施し，常に保護リレー装 

  置動作信頼度の向上に努める。 

（５）整定値の管理 

 ａ．整定担当個所は，関係個所と連携を密にし，系統構成および運用状況に対し整定値の適否について 

  検討を加え，整定変更が必要と判断する場合には整定変更を行う。 

 ｂ．系統保護主管個所，給電指令機関および運転担当個所は，保護リレー装置の現時点における整定値 

  を常に整定表により管理する。 

（６）保護リレー装置関係書類の管理 

 ａ．関係個所は，整定表，運転指針，展開接続図および単線結線図など業務遂行上必要な資料を常備す 

  る。 

 ｂ．工事担当個所は，保護リレー装置の新設，取替または改造を行った場合は，すみやかに展開接続図 

  などの必要書類を関係個所に送付する。 

 

３．他社の運用 

他社が設置する保護リレー装置のうち，当社の保護リレー装置と協調を図る必要がある整定などの運 

用については，当該整定担当個所が先方と協議のうえ決定する。 

 なお，保護リレー装置の整定の実施および運転・管理などの具体的な運用は，当社との間で締結され 

た給電申合書等による。 
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第２表 保護リレー装置の動作報告用語一覧表 

保護対象 事故，遮断および再閉路種別 速報 詳細報告 リレー動作表示例 

送電線 

500ｋＶ 

送電線 

275ｋＶ 

送電線 

地絡 主地絡 ＣＤｆＧ（相別） ８７ 

短絡 主短絡 ＣＤｆＳ（相別） ８７ 

地絡 後備地絡 

ＤＺＧ１（相別） ４４ＧＸ１ 

ＤＺＧ２（相別） ４４ＧＸ２ 

ＤＺＧ３（相別） ４４ＧＸ３ 

ＯＣＧ ５１Ｇ 

短絡 後備短絡 

ＤＺ１（相別） ４４ＳＸ１ 

ＤＺ２（相別） ４４ＳＸ２ 

ＤＺ３（相別） ４４ＳＸ３ 

154ｋＶ 

送電線 

地絡 主地絡 
ＣＯＶＧ（相別） ８５Ｇ，６７ＧＩ，６４Ｇφ 

ＣＤｆＧ（相別） ８７Ｇ，８７Ｇφ，６４Ｇφ 

短絡 主短絡 

ＣＵＶ（相別） ８５Ｓ，２７Ｍ 

ＣＤＺ（相別） ８５Ｓ，４４ＳＩ 

ＣＤｆＳ（相別） ８７ 

地絡 後備地絡 

ＳＧ ５０Ｇ，５０ＧＢ 

ＤＧ ６７Ｇ，６７ＧＢ 

ＯＶＧ ６４Ｖ，６４ＶＢ 

短絡 後備短絡（注１） 

ＤＺ（相別） ４４ＳＭ 

ＳＳ（相別） ５０Ｓ，５０ＳＢ 

ＤＺ１（相別） ４４ＳＸ１，４４ＳＢＸ１ 

ＤＺ２（相別） ４４ＳＸ２，４４ＳＢＸ２ 

ＤＺ３（相別） ４４ＳＸ３，４４ＳＢＸ３ 

66ｋＶ以下 

送電線 

地絡 地絡 

ＣＤｆＧ ８７Ｇ 

ＳＧ ５０Ｇ 

ＤＧ ６７Ｇ 

ＯＶＧ ６４Ｖ 

ＯＣＧ ５１Ｇ 

ＰＷＧ １７Ｇ 

短絡 短絡 

ＣＤｆＳ（相別） ８７Ｓ 

ＳＳ（相別） ５０Ｓ 

ＤＺ１（相別） ４４ＳＸ１ 

ＤＺ２（相別） ４４ＳＸ２ 

ＤＺ３（相別） ４４ＳＸ３ 

ＯＣ（相別） ５１ 

ＰＷＳ １７Ｓ 

送電線 

再閉路 

多相，単相または 

  三相再閉路成功 

多相再閉路成功(注２) 

単相再閉路成功 

三相再閉路成功 

多相再閉路成功(注２) Ｍφ 

単相再閉路成功 Ｈ１φ 

三相再閉路成功 Ｂ３φ，Ｓｙ３φ 

自動受電 Ａ３φ 

再閉路成功 ７９ 

全停遮断 ２７ 

多相，単相または 

  三相再閉路後遮断 

多相再閉路後遮断(注３) 

単相再閉路後遮断 

三相再閉路後遮断 

多相再閉路後遮断(注３) Ｍφ，８６ 

単相再閉路後遮断 Ｈ１φ，８６ 

三相再閉路後遮断 Ｂ３φ，８６ 

再閉路後遮断 ７９，８６ 
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保護対象 事故，遮断および再閉路種別 速報 詳細報告 リレー動作表示例 

母線 
地絡 母線事故 母線地絡 ８７ＢＧ，８７Ｂ□Ｇ 

短絡 母線事故 母線短絡 ８７ＢＳ，８７Ｂ□Ｓ 

事故波及 

防止 

事故波及未然防止 ＳＰＣ ＳＰＣ，ＳＰＣ－ＵＶ ＳＰＣ１，ＳＰＣ２，ＳＰＣ３ 

過負荷検出 ＯＬ ＯＬ ＯＬ１，ＯＬ２，ＯＬ３ 

脱調 脱調 ＳＯ ＳＯ１，ＳＯ２ 

周波数検出 

ＯＦ ＯＦ ９５Ｈ 

ＵＦ ＵＦ 
９５□－１，９５□―２， 

９５Ｌ 

遮断器不動作検出 ＬＢ ＸＬＢ，ＹＬＢ □ＬＢ，５２Ｆ□Ｔ 

自端後備保護 ＬＢ 短絡 □４４ＳＤ 

母線分離 母線分離 ＢＴ－Ｇ，ＢＴ－Ｓ ５１Ｇ，５１Ｓ 

総合後備保護 

母線分離 地絡母線分離，短絡母線分離 ６４Ｖ□，２７Ｓ，４４Ｓ 

主変分離 地絡主変分離，短絡主変分離 □６７ＧＩ，□４４Ｓ 

線路保護 地絡線路保護，短絡線路保護 ５１Ｇ，５１Ｓ 

主要変圧器 

高圧側 

地絡 後備地絡 

ＤＺＧ１（相別） ４４ＧＰＸ１ 

ＤＺＧ２（相別） ４４ＧＰＸ２ 

ＤＺＧ３（相別） ４４ＧＰＸ３ 

ＤＧ ６７ＧＰ 

短絡 後備短絡 

ＤＺ１（相別） ４４ＳＰＸ１ 

ＤＺ２（相別） ４４ＳＰＸ２ 

ＤＺ３（相別） ４４ＳＰＸ３ 

ＨＯＣ（相別） ５１Ｐ 

中圧側 

地絡 後備地絡 

ＤＺＧ１（相別） ４４ＧＳＸ１ 

ＤＺＧ２（相別） ４４ＧＳＸ２ 

ＤＺＧ３（相別） ４４ＧＳＸ３ 

ＤＧ ６７ＧＳ 

短絡 後備短絡 

ＤＺ１（相別） ４４ＳＳＸ１ 

ＤＺ２（相別） ４４ＳＳＸ２ 

ＤＺ３（相別） ４４ＳＳＸ３ 

ＨＯＣ（相別） ５１Ｓ 

低圧側 
地絡 後備地絡 ＯＶＧ ６４Ｋ 

短絡 後備短絡 ＨＯＣ（相別） ５１Ｋ 

高圧側中性点 地絡 後備地絡 中性点ＯＣＧ ５１ＮＰ 

中圧側中性点 地絡 後備地絡 中性点ＯＣＧ ５１ＮＳ 

配電用変圧器 
短絡 短絡 

ＯＣ（相別） ５１ 

ＯＣＨ（相別） ５１Ｈ 

地絡 地絡 ＯＣＧ ５１Ｇ 

系統地絡検出 系統地絡 系統地絡 ＯＶＧ ６４Ｒ 

系統連系 

系統 
地絡 系統地絡 ＯＶＧ ６４ 

短絡 系統短絡 ＤＳ，ＵＶ ６７Ｓ，２７ 

周波数検出 ＯＦ，ＵＦ ＯＦ，ＵＦ ９５Ｈ，９５Ｌ 

発電設備故障 ＯＶ，ＵＶ ＯＶ，ＵＶ ５９，２７ 

（注１）方向比較リレー方式の後備保護および，短絡方向距離リレー方式の場合，ＤＺ１は主短絡とする。 

（注２）多相再閉路成功において，一相のみ遮断し再閉路した場合（同相一線地絡事故含み）は，単相再閉路成功と報告する。 

（注３）多相再閉路後遮断において，一相のみ遮断し再閉路後遮断した場合（同相一線地絡事故含み）は，単相再閉路後遮断 

と報告する。 

（注４）動作報告は，遮断回線名，事故遮断種別および再閉路種別を組合せて行う。 

    （例）Ａ幹線（遮断回線名），主地絡赤相トリップ（事故遮断種別），単相再閉路成功（再閉路種別） 

（注５）相呼称は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 
地   絡 

短     絡 
△電流（ＤＺなど） Ｙ電流（ＳＳなど） 

呼称 赤，白，黒 赤白，白黒，黒赤 赤，白，黒 


