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まえがき

現代社会における電力エネルギー依存度はきわめて高く，

そのなかで電力変電技術は，電力エネルギーの安定的な高

品質流通に重責を担っている。電力変電技術分野は大別し

て変圧器，開閉設備などの変電機器とこれら設備の保護制

御システムからなっている。変電機器は大容量化，縮小化，

環境問題対応などの面で進展してきた。また，保護制御シ

ステムは，電力系統運用の高信頼度要求の下に，近年の電

子技術を取り入れた高度保護制御，高信頼度化などにおい

て技術進歩を遂げてきた。さらに今後は個々の分野におけ

る技術進歩は当然のこと，変電所全体としてのシステム的

観点から検討することが要請されている。本稿では電力変

電分野の技術動向と富士電機の具体的取組み状況，さらに

将来動向，今後の課題について概要を述べる。

変電機器技術の動向

２.１ 変圧器

高電圧・大容量化への取組み

富士電機は1925年（大正14年）に変圧器の製造を開始し

て以降，油入変圧器の高電圧・大容量化に取り組んできた。

その変遷を図１に示す。超々高圧変圧器の分野では，1968

年にアメリカ・ボンネビル電力庁に納入以来，1986年に南

アフリカ ESKOM電力庁 765 kV 2,000MVA（バンク）単

巻変圧器など国内はもとより海外にも納入実績があり，現

在まで雷インパルス耐電圧 1,300 kV 以上の超々高圧変圧

器を累計で77バンク 48,377MVA納入してきた。

国内電力会社向け送電用 500 kV 変圧器は，1980年に関

西電力（株）西播変電所向けに 525 kV 1,000MVA（バンク）

を納入以来，累計で10バンク 8,390MVAを納入している。

最近では，関西電力（株）西播変電所向け増設器 525 kV

1,000MVA（バンク），北陸電力（株）中能登変電所向けに

525 kV 750MVA（3バンク）を納入し運転中である。

一方，火力発電所用昇圧変圧器については，大容量化技

術の開発に注力し，1990年，東京電力（株）東扇島火力発電

所向けに 280 kV 1,100MVA変圧器を納入した。以降，東

北電力（株），北陸電力（株），中部電力（株）に納入し，この

分野で着実な実績をあげている。

合理化技術を適用した大容量変圧器

火力発電所の大容量昇圧変圧器として，低騒音化技術と

１タンク化技術を適用した全装輸送形変圧器を納入した。

また，輸送条件が厳しい遠隔地の山間部の発変電所に設置

されるケースに対しては分解輸送形変圧器を納入した。

東京電力（株）千葉火力発電所に納入した 281.25 kV 380

MVA器 8台は，最新の低騒音技術を適用して全装輸送化

を実現し，輸送と現地据付け工事の合理化を図った。

ステップラップ接合鉄心と変圧器タンクに制振鋼板を採

用し，変圧器本体の裸騒音の低減を図り，防音壁を省略し

た（騒音値： 65 dB）。さらに冷却器などの付属品をバラ

ンス良く配置することにより，工場試験で組み上げた状態

そのままの全装の状態で輸送を可能とした。現地で組み立

てるものは二次側電力ケーブル接続箱だけである。この結
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図１　油入変圧器の高電圧・大容量化の変遷
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果，現地据付け工期がこれまでよりも30％短縮することが

できるとともに信頼性の向上も図ることができた。全装輸

送中の状況を図２に示す。

このほか，国内火力発電所に納入した 275 kV 265MVA

６台は，従来は主変圧器と所内変圧器が個別に製作設置さ

れていたが，一つのタンク内にそれぞれの鉄心，巻線を収

納し，冷却器，機械式保護継電装置，監視計器などを共用

とした構造とした。これにより設置スペースの縮小化，基

礎・防音壁の数量減，輸送・消火設備・相分離母線の簡素

化，現地据付け工期の短縮を図った。また従来の 2台に対

して 1台となるので，保守の省略化を図ることができた。

一方，分解輸送形変圧器は，中部電力（株）新北信変電所

に 275 kV 250MVA，東北電力（株）羽後変電所に 275 kV

100MVAを納入した。分解輸送形変圧器は，工場で普通

三相器として製作し試験検査ののち輸送単位に分解してト

レーラで現地まで輸送され，再組立後確認試験を行ってい

る。

鉄心，巻線は分割して輸送されることになるが，鉄心は

輸送時の変形・ずれ防止のため，輸送治具で固定している。

また，巻線は輸送および現地組立時の防湿・防じん対策の

ために高分子フィルムでパックしている。分解輸送形変圧

器の開発により，輸送制約の厳しい場所においても道路拡

幅・橋梁（きょうりょう）補強などの特別な輸送対策も必

要なく輸送できるようになった。

分解輸送形変圧器技術の開発により，輸送条件の異なる

設置場所に対して，輸送コストも含めたトータルコストダ

ウンが図れる変圧器構造（普通三相器，特別三相器，分解

輸送器）を選択できるようになった。

防災形変圧器

SF6 ガス入変圧器，モールド変圧器は，不燃・難燃化に

よる防災性の向上などが長所として評価されており，都市

部の変電所などでその用途が拡大している。

富士電機は，SF6 ガス入変圧器の開発に1973年以来，長

年取り組んできた。最近では，中国電力（株）島田変電所に

110 kV 40MVA器を納入した。現在まで199 台（1,684.6

MVA）を納入した。

富士電機は純ガス式の SF6 ガス入変圧器の冷却方式に

冷却効率の良いハイヘッドラジエータ方式を実用器に初め

て適用するなど合理化を図ってきた。1997年に純ガス式で

さらに大容量化を図るべく，導ガス水冷式66 kV 60MVA

SF6 ガス入変圧器の単相器を試作し，良好な検証結果を得

た。過去の製作実績と合わせると，154 kV 60MVA級 SF6

ガス入変圧器の技術を確立できた。三次元電界解析，ガス

流解析，モデル実験などで確認した絶縁設計技術，冷却設

計技術を適用して小形・軽量化を図った。耐熱クラスは E

とし，巻線には耐熱性自己融着転位電線を採用して機械的

強度を高めている。また，コンパクト化した 2抵抗 4真空

バルブ方式の 600A形負荷時タップ切換装置と電子制御式

電動操作機構を開発し，高信頼度化・長寿命化を図った。

モールド変圧器は，1970年に国内で他社に先駆けて製作

した。これまでモールド変圧器の国内トップメーカーとし

て国内最大容量級 13,000 kVAなどを製作し，累計生産台

数も 50,000 台を超えている。富士電機のモールド変圧器

は製作開始以来，一貫してシート巻線と金型による真空注

型方式でモールド巻線を構成している。その優れた絶縁性

能により，工場，ビル，公共施設，上下水道などの受変電

設備に数多く設置されている。

一方，21世紀の変圧器として注目されている超伝導変圧

器を九州大学と共同で開発した。超伝導変圧器は，技術的，

経済的な課題を残しているものの，不燃化とともに大幅な

縮小化，低損失化が図れるので魅力ある製品といえる。

試作器は，ビスマス系酸化物超伝導線を巻線に用いた液

体窒素冷却，定格電圧 6.6 kV，定格容量 500 kVA単相器

である。その外観を図３に示す。これは酸化物高温超伝導

を用いた世界最初のものである。

２.２ 開閉装置

ガス遮断器

ガス遮断器（GCB）は，アークエネルギーを有効に利用

した消弧室の構造に改良を加え，電流遮断性能および耐電

圧性能を向上させ，極間コンデンサを省略した新形の 300

kV 50kA（一点切り）GCB（BAK830）を開発し，1997年

から適用を開始した。

GCBの操作器については，1974年から国内で他社に先駆
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図２　全装輸送中の主変圧器

AM182241

図３　液体窒素冷却単相500 kVA超伝導変圧器の外観
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けて油圧操作器を採用し，これまで約 6,000 台を製作，国

内で最大の運転実績を誇っている。完全ブロックシステム

による配管レスの構造など，先進的な取組みにより品質の

安定化を達成してきた。

また72/84 kV GCB については，従来の油圧操作器に加

えて，電動ばね操作GCB（BAK808）を開発しシリーズ化

した。これに適用した消弧室は電流遮断時のアークエネル

ギーを有効に利用し，ガス吹付け圧力を高める熱パッファ

（自力消弧）方式と小電流遮断用の小さな機械パッファ方

式を併せ持った構造としている。消弧室の寸法を小形化す

るとともに操作エネルギーを従来の機械パッファ方式に対

して半減している。この高性能の消弧室の開発により，操

作力の小さな電動ばね操作器も適用が可能となった。

ガス絶縁開閉装置

ガス絶縁開閉装置（GIS）は，1970年以来約 3,000 回線の

納入運転実績がある。特に定格電圧 204 kV 以下の機種で

高信頼度化，縮小化に注力してきた。また，ユーザーの多様

なニーズに対応して，富士電機独自に育（はぐく）んでき

たコンポーネント技術をもとに斬新（ざんしん）なアイデ

アとユニークな発想により製品化してきた。最近，240/

300 kV 相分離形 GIS と 72/84 kV 新縮小形 GIS を新たな

系列に加えた。GIS およびキュービクル形 GIS（C-GIS）

の系列を図４に示す。

1996年に 300kV相分離形GIS（SDA530）を開発し，1998

年から国内電力会社に納入している。このGIS は従来の三

相一括形 300 kV GIS でなし得なかった 1回線全装輸送の

実現を開発のコンセプトとした。開発にあたっては，三次

元電界解析，気流解析など高度な解析技術も駆使した。構

成機器に極間コンデンサのない新形GCB，高性能避雷器，

縮小形計器用変圧器を適用してGIS 全体の小形化を図り，

従来の三相一括形よりも縮小，軽量化を図った。この結果

GIS 全体の小形化が図られ，トレーラによる１回線全装輸

送が実現できた。

タンクにアルミニウムを用いているが，アルミニウムの

機械加工性の良いところに着目し，製作面での合理化を積

極的に取り入れたものである。また，標準回線 1回線の質

量は12 t ときわめて軽量となっている。

全装輸送によって，工場で組立・試験を行ったGIS をそ

のまま変電所に据付けでき，品質面の向上が図れ，現地据

付け工期も半減できた。

72/84kV GISについては，従来の三相一括形縮小形（S

DH108，SDK108）をさらに構成要素の複合化を進めた新

縮小形（SDH208）を開発した。構成機器には新形の消弧

室，高性能避雷器を適用した。線路側機器は複合化の拡大

により従来の 3タンクを 1タンクにしている。従来形に比

較して，据付け面積で57％，容積で42％と大幅な小形化を

図った。特に回線幅 1,100 mm，高さ 2,300 mm と 6 kV

キュービクル並みの寸法を実現した。大幅な寸法縮小化に

より５回線一体トレーラ輸送も可能とし，設置スペース削

減はもとより，据付け工期の短縮も図ることができた。

また，工場・ビル関連の環境調和形受変電設備として，

新形72/84 kV キュービクル形 GIS（SDD308）を開発し，

1996年から60回線（CB数）の納入実績がある。母線・ケー

ブル接続部には従来方式の低ガス圧（0.05MPa）角形タン

ク構造を，また遮断器・断路部部分には高ガス圧（0.5

MPa）円筒形タンクを採用するというユニークな構成で

列盤構成とし縮小化を図った。一体輸送化により現地据付

け工期が従来形の 1/3 以下となった。
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避雷器

避雷器（LA）は，富士電機独自で開発した酸化亜鉛形

素子を適用している。近年絶縁設計の合理化と機器の縮小

化の要請に対応して保護レベルを低減した高性能 LAが適

用されている。

ZnO結晶を微細化して単位長あたりの動作開始電圧を

増加した高性能酸化亜鉛素子を開発した。この素子を適用

した66 ～ 275 kV 系統用のタンク形 LAをシリーズ化した。

高性能の素子は，動作開始電圧を素子 1mmあたり 200V

から 300V に高くすることが可能で，素子の厚さを従来の

約 2/3 にすることができる。

従来は，154 kV，275 kV 系の LAは素子の配列が三柱

構造であったが，素子の厚さが薄くなったため，シンプル

な単柱構成が可能となった。この高性能 LAは近年開発し

た 300 kV GIS，新縮小形72/84 kV GIS に適用されており，

GIS の縮小化に大いに貢献している。

２.３ 変電所保護制御技術の動向

保護継電装置

ディジタル形保護継電装置（以下，ディジタルリレーと

いう）が出現して約15年が経過した。富士電機の製品 1号

機は基本系列記号 DUCとして1983年に開発したが，当時

のリレー装置搭載CPUはビット長16ビット，クロック速度

６MHzというものであり，演算速度の制約からアセンブ

ラ言語を使用するものであった。しかしディジタルリレー

の特長，すなわち，アナログ部品の低減によるリレー特性

の安定化，自己診断機能による装置稼動信頼度の向上，装

置占有面積の大幅低減などの特長は十分に有し，広くその

利点を認められ普及するに至った。その後マイクロコン

ピュータ関連技術の進歩と系統保護上の要求により DUF

シリーズを開発した。DUFシリーズではビット長32ビッ

ト，クロック速度16MHz の CPUが用いられ，C言語が

大幅に適用された。装置の機能向上に伴いソフトウェア開

発量は幾何学的に増大する方向にあるが，C言語の適用は

開発効率の向上と信頼性の向上に大きく寄与するものであっ

た。またDUFではアナログ入力部にDSP（Digital Signal

Processor）と高速サンプリングを用いて，フィルタリン

グ機能のディジタル処理分担が大幅に拡大された（サンプ

リングに関する折返し誤差除去用にわずかにアナログフィ

ルタ部分が残っている）。従来，ディジタルリレーといえ

ども高調波除去および折返し誤差除去用のフィルタ機能は

アナログ素子に頼っており，これが特性経年変化要因とし

て DUCシリーズの弱点として残っていたが，このディジ

タルフィルタ機能の拡大により上記弱点を克服することが

できた。また，必要アナログフィルタ特性はリレー要素ご

とに異なるが，ディジタルフィルタ処理の拡大により大幅

にハードウェアの標準化が達成されたこと，サンプリング

周波数の増大（従来比 8倍）が新たな高度保護アルゴリズ

ムへの展開となりうることも大きな特長である。その後保

護リレーシステムを取り巻く状況として，近年の電力系統

の高稼動運用に伴う保護システムに対する責務の高度化の

ほかに，以下のような新たな開発を要する事項を生じてき

た。

™マイクロコンピュータ，メモリに代表される急速に進歩

するハードウェア技術を積極的に取り入れディジタルリ

レー基本能力を高め，また価格性能比の向上を図ること。

™ディジタル保護継電装置の特長である常時監視，自動

点検機能をさらに高度化し一層の装置稼動信頼度の向上

を図ること。

™装置の保守点検，整定，監視など運用業務については

遠隔運用を含めた省力化，効率化が図れること。

™リレーシステム動作時の状況を容易に解析できること。

また装置の故障時には障害部位の特定，復旧ガイダンス

などにより系統あるいはシステム復旧時間の短縮を図れ

ること。

™LANなどのシリアル伝送技術を取り入れ，増大しつつ

ある電気所内外装置間の情報の伝送を高速度，低占有面

積，低コストで実現すること。

このような概念の下に開発された第二世代ディジタルリ

レー（DUGシリーズ）の仕様を，富士電機の従来形ディ

ジタルリレー仕様と比較して表１に示す。さらに具体的な

内容については，本特集の別稿「第二世代ディジタルリレー

を適用した変圧器保護継電装置の開発」を参照していただ

きたい。

変電所監視制御システム

変電所監視制御システムは，ディジタルリレーに見られ

るような装置へのマイクロコンピュータ技術の適用，遠方

監視制御装置（テレコン）の機能・性能向上との協調，

LAN技術の適用，監視制御に関する先進的ヒューマンイ

ンタフェース技術の採用などの背景によって技術進歩を遂

げてきた。現在の変電所においては上記技術の採用度に応

じて，またユーザーの標準化方針，さらには当該変電所固

有の条件に応じて，さまざまなシステム形態が存在する。

ここでは，富士電機の事例（研究中のものを含む）により

最近の動向を図５をもとに紹介する。監視制御盤はディジ

タル化されて回線単位に設置され，そこに当該回線が要求

する必要機能（監視，制御，計測，同期投入など）が一式

実装される。従来の監視制御システムにおいては，機能単

位に盤が構成されていたために盤間の情報結合は密であっ

たが，新しいシステム構成では，回線単位の各盤はおのお

の独立し（情報的に疎結合），保守性の向上，盤の事故波

及の防止，標準化が図られている。監視制御盤とテレコン，

監視制御盤と保護リレー盤の情報結合は LANなどシリア

ルインタフェースにより結合されている。上位制御所側で

は各変電所のより詳細な情報を要求する傾向にあるが，

LANの採用によりケーブル量を増やさず，かつ従来の補

助リレーインタフェースの類を省略し，縮小化されたシス

テム構成とすることができる。シリアルインタフェース，

LANはシステムの要求度（各回線で同期した交流量瞬時

値を送ることなどが典型的な要求である）に応じて種々の

プロトコル，速度のものが用いられているが，異メーカー

装置混在システムを許容する標準化されたものを用いるの
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が通例である。変電所情報のモニタリング，制御には

CRTディスプレイまたは同等のものを用いる。変電所の

重要度，使用頻度にもよるが，コストを重視して耐環境性

などを強化した産業用パーソナルコンピュータ（パソコン）

をヒューマンインタフェース手段として使用することも可

能である。

今後の変電技術

電力会社への電力料金の引下げ要請，地球温暖化などの

環境問題への対応，高度情報化社会など社会環境が大きく

変わってきている。

このような社会情勢の変化に対応し，変電機器，設備の

より一層の高信頼度化，コスト低減，環境問題対応に積極

的に取り組む必要がある。

変電機器の縮小化，輸送合理化によるコストダウン

富士電機は，275 kV 以下の各系統電圧の GIS につき，

業界トップクラスの小形・軽量化を達成してきた。GIS は

設計コンセプトにより構造，構成が変わる。例えば，新形

300 kV GIS では相分離構造で遮断器を底面に配置，新縮

小形72/84 kV GIS では三相一括構造で母線を前面に配置

した構成とし縮小化を図った。

富士電機は GIS の GCB，LA，計器用変成器などすべて

のコンポーネント技術を長年にわたり独自で開発し製品に

展開してきた。GIS の縮小技術は成熟化した領域に近いも

のと考えられるが，今後とも GIS の構成機器の GCB，LA，

変成器などの開発改良に努め高信頼度化とコストダウンに

つながる縮小化の研究が課題である。

変圧器は超高圧クラスで全装輸送形変圧器，分解輸送形

変圧器の適用により輸送コストも含めたトータルコストダ

ウンに取り組んできたが，今後はさらに大容量・高電圧変

圧器に分解輸送形変圧器の技術が適用拡大されていくもの

と考えられる。現地組立品質のより一層の向上，現地組立

工事の合理化が課題となる。

一方，変電所をシステム，プラントの視点から電力系統

と各機器の協調設計，レイアウト，機器仕様・構造，輸送，

現地運転保守などエンジニアリング全般について，トータ

ルコストダウンの取組みが必要である。

分散形新世代変電所保護制御システム

保護リレーシステムへの電力系統的課題，制御システム

（2）

（1）

477（7）

富士時報 Vol.71 No.9 1998

表１　第二世代ディジタルリレーシステム（従来形との比較） 

分　類 第二世代ディジタルリレー 従来形ディジタルリレー 

DUGDUFDUC形　式 項　目 

主プロセッサ 16ビットCPU（6MHz） 

1.0（基準） 

600Hz/720Hz

12ビット 

アナログ（BPF） 

パネル実装直接操作形 
（LED＋ディジスイッチ） 

アッセンブラ（機械語） 

処理能力 

ヒューマンインタフェース部 

使用言語 

サンプリング周波数 

A-D変換器 

入力フィルタ 

ア
ナ
ロ
グ
入
力
部 

16ビットCPU

600Hz/720Hz 
12ビットAD 4チャネル 

各8点 

簡易リトライ点検機能付き 

装置故障履歴のメモリ保持 

自動監視 

データセーブ解析支援 

遠隔運用対応 

CPU

AI

DI/DO

F 
D
リ
レ
ー
部 

＊Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標 

32ビットCPU（16.6MHz） 

3.0

4,800Hz/5,760Hz

12ビット 

アナログ（一次LP＋二次LP）と 
ディジタル（FIR＋IIR） 

パネル実装直接操作形 
（LED＋テンキースイッチ） 

C言語 

16ビットCPU

600Hz/720Hz 
12ビットAD 8チャネル 

各8点 

簡易リトライ点検機能付き 

装置故障履歴， 
系統事故時のアナログ情報， 
リレー動作のメモリ保持 

32ビットCPU（50MHz） 

10.0以上 

4,800Hz/5,760Hz

16ビット 

アナログ（二次LP＋2BP）と 
ディジタル（FIR＋IIR） 

外部接続可搬式HI（パソコン） 
またはパネル取付けFDP

C言語 

32ビットCPU

4,800Hz/5,760Hz 
16ビットAD 12チャネル 

各8点 

頻度監視，CPUリスタート， 
リトライ点検機能など付加 

装置故障部位の記憶表示， 
系統事故時情報， 
リレー動作記憶 

遠隔整定・監視・診断・解析 
（Ethernet LAN経由） 

＊ 

伝送部 

TC（遠方制御） 

LAN

（集中監視制御部） 

PIO PIO

機側 
制御盤 

主機，VCT

保護盤 

バックアップ制御部 

集中監視制御部 

機側 
制御盤 

主機，VCT

保護盤 

バックアップ制御部 

図５　ディジタル化監視制御システムの構成
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への運転支援および保守支援などの高度運転機能は，重要

な課題として存在するが，今後の変電所保護制御システム

の最大の課題は，総合的コスト低減問題であると思われる。

当該分野における現在までの技術変遷を見ると，個々の装

置についての技術高度化，合理化が先行し，現時点ではテ

レコン，制御装置，保護装置のディジタル化とその間のシ

リアル伝送結合による総合ディジタル化が進行中の段階で

ある。これをコスト低減の立場から見ると今後は GIS，変

圧器など主機に実装されている制御装置，センサを含めた

変電所全体の最適化という視点でとらえることが必要と思

われる。図５からも分かるように，安全性の観点などによ

り，システムは冗長構成を取っており，また接点ベースの

メタルワイヤリングの部分も依然として存在している。保

守点検業務の簡素化および現地工事費の低減，制御室建屋

面積の縮小化をはじめとする変電所敷地面積の縮小化など

トータルコストダウンを追求した場合，機器の近傍に分散

配置し，それらが他の装置（テレコン，保護装置など）と

完全に高速シリアル結合される形態が望ましいものと考え

られる。その場合の技術的課題として重要なものは，過酷

な環境への電子部品の適用，シリアル伝送適用技術（求め

られる機能，性能と標準化），フェイルセイフシステムの

考え方である。現実的には個々の技術の成熟度を勘案しな

がら最終的な形態に近づいていくものと考えられる。さら

に光計器用変流器，変圧器などに代表される新しいセンサ

技術のシステムへの取込みも重要な検討課題である。

運転保守の技術

変電所の巡視・点検の省略化，事故の未然防止，異常時

対応の支援のために，保守支援システムが導入されている。

保守支援システムに入力される機器運転情報は，機器に取

り付けられたセンサにより取り込まれる。機器にセンサを

搭載するようになり10年以上が経過したが，センサの改良

により電子装置にとって屋外の厳しい環境やノイズに対し

て過酷な実フィールドでも実用性能が認められてきた。機

器側センサ，変換器と上位システムも含めたトータルコス

トダウンが課題として残っている。

一方で，変電機器の高信頼度化による保守点検の省力化

に取り組んできた。特殊コーティング処理などを操作器機

構の部材に施すことにより，グリースレスを実現し，制御

回路の無接点化を図った 7.2 kV 真空遮断器，負荷時タッ

プ切換装置をいち早く製品化し，実機に適用して保守点検

の簡素化を可能とした。今後も機器の保守点検の省力化，

点検合理化，長寿命化が望まれており，さらに一層の改良

に努めていく必要がある。

パワーエレクトロニクス技術

富士電機では，パワーエレクトロニクス技術をさまざま

な分野へ適用している。

産業分野では，無停電電源装置，電動機駆動用インバー

タ，化学プラント用整流器，高周波加熱，フリッカ補償装

置など，交通分野では，電車用駆動変換装置や電鉄整流器

などへパワーエレクトロニクス技術を適用しており，近年

では燃料電池や太陽光発電の分散形発電や電池電力貯蔵に

用いられる系統連系用変換装置にも適用している。今後は

超伝導エネルギー貯蔵（SMES）や FACTS（Flexible AC

Transmission Systems）あるいは，配電用機器への適用

拡大が予想される。

パワーエレクトロニクス技術を電力分野へ適用するにあ

たっては，電力用半導体素子の高電圧・大電流化，制御の

高機能化による安定な系統運用および製品の小形化，高効

率化，高信頼性化などが課題としてあげられる。

環境への対応

変圧器の騒音低減については，ステップラップ接合鉄心

や制振鋼板の適用などに取り組んできたが，これからも騒

音の規制が厳しくなるものと考えられる。今後，タンク外

壁の振動抑制技術などの研究によりさらに騒音低減を図っ

ていく必要がある。

1997年12月に京都で開催された「気候変動に関する国際

連合枠組み条約第 3回締約国会議」（地球温暖化防止京都

会議： COP3）で地球の温暖化へ影響を与える温室効果ガ

スに SF6 ガスが指定された。電機業界は，2005年までに

SF6 ガスの購入量に対して，排出量を 3％以下にするよう

自主行動計画を立てて推進することにしている。SF6 ガス

使用量の抑制の考えから新しく開発する製品 SF6 ガス量

を削減した縮小形を開発のコンセプトとする必要がある。

機器メーカーとして SF6 ガス回収装置の能力増強を計画

的に図っていく義務がある。また，SF6 ガスの再精製再利

用技術などガスメーカーとの共同歩調をとった取組みも重

要である。

なお，地球環境に優しい変電機器をめざして，一層の小

形・軽量化，低損失化を進めるとともに，リサイクルが容

易な材料，構造について配慮する必要がある。

あとがき

これまでの変電技術の開発動向，取組み状況について述

べた。より質の高い電力の安定供給と流通設備のトータル

コスト低減に貢献できるよう変電機器，システムの技術開

発に取り組む所存である。
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




