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まえがき

立地条件，厳しい輸送制限などの社会的制約から，超高

圧変電所の用地確保が年々困難になり，これに対処するた

めガス絶縁開閉装置（GIS）も一層のコンパクト化が強く

望まれている。

富士電機はこのようなニーズにこたえて，このたび小

形・軽量で全装輸送が可能な 240/300 kV 相分離形 GIS

（形式： SDA530 形）を開発した。本稿ではこの GIS の構

造，特長，検証試験結果などを紹介する。

開発の経緯

この SDA530 形 GIS の外観を図１に示す。母線を前面，

線路側機器を後面に配置し，遮断器を底面に水平に配した

相分離形の構造である。

わが国では GIS は 300 kV クラスまで三相一括形が主流

になっており，相分離形は相間短絡が皆無であるという長

所はあるものの，三相一括形に比べて大形で高価になると

評価されてきた。しかしヨーロッパでは必ずしも三相一括

形が有利とは考えられておらず，むしろ高電圧分野では相

分離形が主流になっている。

そこで，小形化の点で相分離形と三相一括形のどちらが

有利か原点に戻って検討した。図２は，導体寸法と絶縁寸

法が同一として相分離形と三相一括形の占積率を比較した

例である。図から明らかに相分離形のほうが占積率が高く，

工夫次第では相分離形のほうが小形にできる可能性がある

ことが分かる。

富士電機はこの点に着目して，まず1989年に，新構想に

基づく小形・軽量な 145 kV 相分離形 GIS（形式： SDA

514 形）を開発した。今回の 300 kV 相分離形 GIS（形

式： SDA530 形）は従来の 300 kV GIS では不可能であっ

た「全装輸送」の実現をコンセプトとして開発したもので，

基本的構造は SDA514 形 GIS の構造を踏襲しているが，

構成機器に最新の技術を導入して小形・軽量化を実現した。
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図１　300kV相分離形GISの外観
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なぜ絶縁寸法を縮小することなく小形化できるか？ 

図２　占積率の比較
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定格・仕様

開発した SDA530 形 GIS の主な定格・仕様は次のとお

りである。

定格電圧： 240 kV，300 kV

定格電流： 2,000/3,000/4,000A

定格短時間電流： 31.5/40/50 kA

雷インパルス耐電圧： 1,050 kV

定格ガス圧力： 0.6MPa

定格電圧は 240 kV と 300kV を共用する設計とした。ま

た定格電流と定格短時間電流は市場の定格の大半をカバー

できる 4,000A，50 kAに特化して開発し，小形化と経済

性の向上を図った。

特　長

小形・軽量

相分離構造・アルミニウムタンクの採用などにより，大

幅な小形・軽量化が達成された。図３は従来の三相一括形

GIS（当社概念設計品）と今回開発品の寸法を比較したも

のである。据付け面積で 58 ％，容積で 40 ％，質量で

50 ％に低減されている。

信頼性向上

相分離形ゆえ相間短絡が皆無である。単相同軸のシンプ

ルな構造のため心出し作業が不要で組立が容易である。ま

たトレーラによる全装輸送が可能なため，工場で組立・試

験した GIS をそのまま変電所に据付けできるので品質面

でも安定したものになる。

保守・点検作業性向上

操作器・計器類は前・背面に集合配置して，日常の点

検・操作は前・背面のみで可能とした。

現地施工が容易

小形・軽量のため基礎工事が簡素化できる。GIS 全体を

全装輸送できるので，現地での接続作業は母線とケーブル

接続のみとなり，現地据付け作業期間が半減できる。また

共通ベース上に制御盤を設置し一体輸送できるので，現地

での制御ケーブル接続作業が不要である。

事故対応が容易

相分離形のため事故箇所が限定される。また母線などの

構成部品が軽量のため大形重機を使用せずに部品交換が容

易にできる。
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図３　寸法比較

™定格電圧　　：240/300kV
™定格電流　　：2,000/4,000A
™定格遮断電流：40/50kA
™定格ガス圧　：0.6MPa

定格事項

相分離・アルミニウムタンクの採用

避雷器

VT
™縮小形VT（φ650mm以下）

™高性能LAを採用
™素子の単柱配列による縮小化

共通ベース
™ベース長：6,000mm以下
™トレーラ輸送可能

遮断器
™50kA，2サイクル
™極間コンデンサレス

制御盤
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図４　断面構造と主な適用技術
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構　造

５.１ 全体構成

代表的なユニットの断面構造と主な適用技術を図４に示

す。遮断器を底部に水平に配した合理的な構成により全体

の低層化を図り，制御盤も含めて全装輸送を可能としてい

る。タンクはすべてアルミニウム鋳物タンクを採用してい

る。アルミニウム鋳物タンクは軽量化に寄与するばかりで

なく，切削加工性が良く，溶接作業が不要になるため経済

性にも優れている。相間ピッチは 650 mm，回線幅は

1,980mm，質量は約 12 t である。以下に各構成機器につ

いて述べる。

５.２ 遮断器

電流遮断時のアークエネルギーを消弧圧力の向上に有効

に利用した，新形の消弧室を開発した。この結果，タンク

径は従来の 70 ％（当社比）に縮小され，GIS の小形化に

貢献した。操作器は小形・強力・高信頼性で実績のある油

圧操作器を採用した。

５.３ 断路器・接地開閉器

安定した開閉性能を得るため，遠方操作の断路器・接地

開閉器はすべて電動ばね操作とした。線路の誘導電流を開

閉する接地開閉器にはアークエネルギーを有効に利用する

熱パッファ形消弧方式を採用した。

５.４ 避雷器

避雷器は，富士電機独自の希土類系成分配合とした薄

形・高性能の酸化亜鉛形素子を適用することにより，超高

圧であるにもかかわらず単柱配置が可能となり，大幅に小

形化された。

５.５ 計器用変圧器（VT）

電界解析技術を駆使してタンク径が最小となる高圧シー

ルド形状とした。さらに，構造の簡素化などの工夫により，

相間ピッチ 650mmで一列配置可能なVTを開発した。

５.６ 変流器（CT）

CTは，相分離形の特長を生かしてタンクの外（気中）

に取り付ける構造とした。このため CTの一次試験は試験

用電流をタンクに通電することにより容易にできる。タン

クには通電用の端子を設けている。

主な解析技術

GIS の構成機器を小形化するために適用した主な解析技

術を紹介する。

６.１ 消弧圧力・動作解析

従来の遮断器は，大電流を容易に遮断するため極間に並

列コンデンサを設置し，過渡回復電圧の上昇率を緩和して

いた。今回，並列コンデンサなしで遮断可能とするため，

電流遮断時のアークエネルギーを消弧圧力の上昇に寄与さ

せ，さらに遮断可能な最適の動作位置で吹付けが開始され

る構造とした。図５に解析結果を示す。

６.２ 熱ガス流解析

大電流遮断時の高温ガスが一瞬の間に接地電位の金属タ

ンク内に排出されるため，絶縁性能が低下しないように，

絶縁ノズルや接触子の形状を変えて高温ガスの流出方向を

制御した。図６に密度分布の解析例を示す。
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図５　消弧ガス吹付けタイミングと圧力上昇特性
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図６　遮断器の50kA遮断時のガス密度解析
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６.３ 電界解析

導体が曲折する部分や，背後導体を考慮した避雷器素子

の電圧分担など，複雑な部分の解析には，表面電荷法によ

る三次元電界解析を適用した。図７に主回路導体と遮断器

接続部の三次元電界解析例を示す。

実用性能試験

JEC 規格に規定されている形式試験はもとより，実用

性能を確認するため以下のような特殊試験を実施し，十分

な実用性能を有することを確認した。

７.１ 耐震試験

三軸加振機により，0.3 G 共振 3波振動試験を実施し，

安全率が 2倍以上あることを確認した。また，エルセント

ロ地震波，宮城沖地震における八戸地震波，および阪神・

淡路大震災における神戸地震波による振動試験を実施し，

いずれも十分な強度を有することを確認した。図８に耐震

試験状況を示す。

７.２ 輸送試験

GIS を低床トレーラに搭載して，悪路走行試験，急発

進・急停止試験，および角材乗り越え試験を実施して異常

のないことを確認した。図９に輸送試験状況を示す。

７.３ 高低温・氷結試験

全装備状態で－35 ℃から＋55 ℃までの温度試験，およ

び氷結試験を実施し，過酷な環境下でも各機器が正常に動
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図７　主回路導体と遮断器接続部の三次元電界解析例

図８　耐震試験の状況 図１１　長期課電試験の状況

図１０　氷結試験の状況

図９　輸送試験の状況
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作することを確認した。図 に氷結試験状況を示す。

７.４ 長期課電試験

GIS を屋外に据え付けて 8か月間，200 kV 4,000A の課

電・通電試験を実施した。この間，各機器を間欠的に動作

させて正常に動作すること，および試験期間中部分放電・

局部加熱などの異常がないことを確認した。図 に長期課

電試験状況を示す。

あとがき

300 kV 相分離形 GIS（SDA530 形）の概要を報告した。

富士電機は今後も GIS の一層の小形化，信頼性の向上お

よび経済性の向上に努める所存である。
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