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まえがき

変電設備において，特に電力系統の効率・安定運用のか

なめとなる変圧器には，価格を抑えながら，信頼性を向上

させることが第一に求められる。さらに，各種の立地条件，

すなわち狭隘（きょうあい）な国土と高度に機能が集中し

た都市部でも，輸送，設置および運転時に，周囲環境への

調和を図ること，そのライフサイクルにおいて地球環境を

保つために貢献することも求められている。

近年関心を集めている課題としては，UHVレベルの機

器技術の展開および阪神・淡路大震災を契機とする機器の

防災・安全性の再検討に対する対応がある。

このように多様な要請にこたえるべく，富士電機は常に

新しい技術を開発し，適用している。本稿では，最近の変

圧器技術の一端について紹介する。

大容量油入変圧器

２.１ 中身構成技術

鉄心と巻線は，常に維持向上をめざすべき変圧器の基本

性能と信頼性を決める重要な構成要素である。一方，エネ

ルギー環境対策上問題となる無負荷損や負荷損の発生源で

もあり，省資源の視点からも，これらの部材の縮小化・軽

量化を追求しなければならない。これらはコスト的にも大

きな割合を占めるので，日本の人件費が国際的にもきわめ

て高くなった現在，簡単に早く作れる構造とする必要があ

る。これらの互いに矛盾した命題を克服して，調和のとれ

た製品とするよう，総合的に判断しながら，技術開発を進

めている。

２.１.１ 鉄　心

鉄心材料には，高配向性ケイ素鋼板を適用し，低損失や

低騒音条件に応じて，薄板，皮膜処理板，磁束密度（B8）

の高い材料などを使い分けている。

部材の種類を減らし，鉄心の組立工数と工期の低減を

図っている。すなわち，自動プレスラインと自社開発の自

動積み装置を連係させて，ケイ素鋼板の切断加工および下

部ヨークと脚部の積層作業を，一連の作業として自動化し

ている。積層は起こし装置上で行われ，その後鉄心として

直立させる。これにより品質の安定化を実現している。

三相変圧器には，通常ガラスバンドを巻いた三脚鉄心を

適用し，輸送上の制約などにより高さ方向に制限がある場

合や，600MVA以上の大容量器で上ヨークの質量を軽減

する場合には，五脚鉄心を採用している。

２.１.２ 巻　線

巻線に転位導体を使用すると，連続巻き作業が比較的容

易で，工数・工期を短縮でき，巻線内の渦電流損の低減に

も有利となるので，その適用を積極的に拡大してきた。

転位導体編巻円板巻線

従来は，高電圧の巻線は平角状の電線または共通絶縁電

線を使用し，2本から十数本の平角導体を電気的に並列に

して編巻円板巻線を構成していた。この場合，半径方向に

重ねて巻いた導体の間で，高直列容量化している。転位導

体編巻円板巻線は，転位導体を主導体として 1本または２

本で構成し，コイル内で 1個の主導体と次のコイルを渡っ

てきた主導体とを，軸方向に並べて接するように巻くこと

によって，直列キャパシタンスを増加させている。図１に
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図１　編巻円板巻線のコイル構成
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コイル構成の比較を示す。

在来の単純な連続巻円板巻線は超高圧級まで適用してい

るが，さらに加えて，この編巻円板巻線は，巻線製作の合

理化を図りながら，良好な耐雷特性を示し，巻線内渦電流

損の低減，機器の小形化を実現する。図２に示す実規模巻

線モデルによって，巻線作業と絶縁特性の検証を行った。

自己融着転位導体

変圧器外部短絡時に巻線には短絡電流が流れ，巻線内に

電磁機械力が発生する。大容量化とともにこの機械力は大

きくなり，これに耐えるために導体強度を高める必要があ

る。このため，半硬銅などの硬い材料を使用しているが，

巻型への巻付け作業などに時間を要する。

自己融着転位導体は，熱硬化性の樹脂を塗布した素線か

らなり，巻線として形成した後で，乾燥処理時に硬化させ

るものである。素線が一体化されて，導体強度が向上する。

富士電機では，直流を通電して導体を加熱し，確実に硬

化・一体化させている。

２.２ 絶縁技術

２.２.１ 絶縁構造の見直し

油入変圧器の絶縁は基本的には油浸紙と絶縁油の複合絶

縁構造で，導体の形状と被覆，成形バリヤによる油の多層

分割などからなる。

絶縁部位に応じて，有限要素法（プログラム名： FEM

T），有限差分法（プログラム名： FDMT）や表面電荷法

などの解析技術を適用して，絶縁の信頼性を保ちながら，

その構成の簡素化・合理化に取り組んでいる。

表面電荷法による三次元解析の適用例を図３に示す。こ

れは，巻線上部からの高圧リード引出し部周辺の電界分布

の解析例である。リードに曲がり部分があり，周辺アース

電極の形状も電界に影響を与えるため，従来の二次元電界

解析では計算精度に限界があった。しかし，このような三

次元解析によって電界分布が詳細に把握でき，合理的な絶

縁構成が可能となっている。

また，部分放電開始の機構の細部に着目した高耐圧化構

造，低誘電率絶縁材料，接地側シールドの適用など，信頼

性向上対策をきめ細かく行っている。

２.２.２ ZnOアブソーバ

超高圧変圧器では，巻線端に雷インパルスが進入した際，

巻線内やタップに電位振動が発生する。巻線配置，結線，

タップ位置によってはこの電位振動が問題となり，このた

め，絶縁距離を大きくしたり，絶縁構造を強化したりする

場合がある。これを避けて，電圧非線形素子を当該部に接

続し，電位振動を抑制するものとして，ZnOアブソーバ

を採用している。これを変圧器タンク内に設置して，絶縁

構造を簡素化し，機器全体を小形化している。適用例を図

４に示す。油中で長期課電試験を実施し，劣化がないこと

などの信頼性を確認している。
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図２　転位導体編巻円板巻線の実規模モデル 図３　リード口出部の三次元電界解析
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２.３ 渦電流損・漂遊損低減技術

変圧器の負荷損のうち，巻線の抵抗損と渦電流損は正確

に計算できるが，測定負荷損とこれらの差として一括把握

される漂遊損は，文字どおり発生源が不明確である。富士

電機では，特に漂遊損に着目して，きめ細かい検討を行い，

その低減に努めている。

２.３.１ 三次元磁界解析

変圧器の大容量化とともに巻線から発生する漏れ磁束，

あるいは大電流リード周辺に発生する漏れ磁界が増大する

ので，近接構造物の渦電流損・漂遊損および局部過熱対策

が不可欠となる。

富士電機では，三次元磁界解析を適用し，各部の磁界分

布の計算に基づいて，構造物内の電流分布，渦電流分布お

よび温度分布を計算している。そして，その構造や材質な

どについて合理的な設計を行っている。

図５に発電所の一次側相分離母線への変圧器側接続箱に

流れる電流の解析例を示す。この例は，従来各相ごとに独

立していた接続箱を三相一体構造とすることもできること

を示すものである。箱の各面に流れる電流は線束として表

示されているが，異常な電流集中は見られず，局部過熱も

生じることはないことが分かる。

２.３.２ 巻線内渦電流損・漂遊損対策

大電流巻線では多数の導体を並列に接続して使用するた

め，各導体の漏れ磁束との鎖交数の微妙な差異により，並

列導体間で電流の不平衡を生じ，そのため損失が増加し，

漂遊損の一因となる。これは，電流が平衡しているとして

計算される，通常の渦電流損に加わるものである。この電

流の不平衡は各導体の転位を工夫することによって減らす

ことができる。

富士電機では，この不平衡電流のシミュレーションプロ

グラムを開発し，最適な転位方法を選ぶために適用してい

る。図６にヘリカルコイルの導体の電流不平衡率の計算・

測定例を示す。

２.４ 冷却技術

２.４.１ 巻線内外流速分布

巻線内外の冷却構造を最適化するためには，油流分布を

詳細に把握する必要がある。

三次元超音波ドップラー流速計を用いると，油中を流動

するトレーサ粒子から反射された超音波パルスのエコーを

検出し，瞬時的に三次元流速を計測することができる。ト

レーサ粒子としては，油中気泡を用いる。一方，汎用熱流

体解析プログラム（有限体積法）を適用して流速を求める。

支配方程式は質量および運動量保存式であり，乱流モデル

を用いる定常解析となる。

実規模モデルについて，このような油の流速分布の実測

と解析を行った例を図７に示す。結果は比較的よく一致し

ている。

この手法は，流速分布が設計どおりであるかを確認でき

るので，データとして蓄積して活用できる。

２.４.２ ジグザグフロー

導油式変圧器では，従来のダクトフロー方式に代えてジ

グザグフロー方式を多用している。ジグザグフロー方式で

は，巻線からの熱放散が向上するので，巻線温度分布が均

一化されて最高点温度が下がり，冷却装置が小形化し，信

頼性が向上する。この方式も実規模モデルによる解析と測

定を行って，温度分布を再検証し，最適な流路構造（折流

板の配置方法など）を選んでいる。

２.５ 低騒音化技術

変圧器の騒音は，都市部の生活環境と住宅地区の居住環

境に密着した規制上の問題となっており，国内では低騒音

仕様が普遍化している。

変圧器の低騒音化を図るには，低磁歪（じわい）ケイ素

鋼板の適用，鉄心の接合方式の改良，防音装置（冷却器を
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図５　接続箱の三次元電流分布解析
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含む）の最適化などがある。騒音仕様，輸送形態などを勘

案して，最適な騒音対策を適用しているが，現地工事を極

力簡素化することも志向している。

一方，変圧器の振動と騒音の関係をより明確にするため

に，基礎的な数値解析を進めている。

２.５.１ ステップラップ接合方式

鉄心の接合方式を従来のバットラップからステップラッ

プに変えることにより，4～ 6 dB（A）程度の騒音低減効

果が得られる（励磁電流，無負荷損の低減の効果もあり）。

富士電機では，低騒音仕様の場合には，標準的にステップ

ラップ接合を適用している。

２.５.２ 制振鋼板

制振鋼板は 2枚の薄い鉄板の間に樹脂を挟み込んだもの

で，樹脂部のずり変形による振動減衰効果により，空気振

動を抑制するものである。富士電機では，1970年代から適

用を開始し，最近では，三相 450MVAで 60 dB（A）を実

現している。図８に変圧器への適用例を示す。

２.５.３ 放射音解析

変圧器表面の振動分布を与えて，周辺の面上の騒音分布

を求める放射音解析に，境界要素法の適用を試みている。

機器表面を音波が伝搬する空間の境界面として，この面上

で成立する波動方程式を境界積分式の形で解くものである。

レーザ光を使って三相モデル鉄心の表面の振動を計測し，

30 cm離れた面上の騒音分布［dB（A）］を計算し，実測と

比較した例を図９に示す（代表的な調波成分のみを図示す

る）。

SF6 ガス入変圧器

電気設備の防災・安全性，環境調和性をより高めるため

に，機器の不燃性に関しては，PCB（ポリ塩化ビフェニー

ル）合成絶縁油が環境汚染問題から製造禁止になって以来，

六フッ化硫黄ガス（SF6）入変圧器が注目を集め，1980年

代後半から急速に普及してきた。配電用 6kV級小容量か

ら，超高圧・大容量の変圧器まで，導入が加速されている。

SF6 ガス入変圧器は，都市変電所で要求される諸性能か

ら見て最適である。コンサベータが不要となるので，特に

ビル内変電所では変圧器室階高を縮小できて，建屋建設費

の削減に貢献できる。

３.１ 開発の経緯

富士電機では，SF6 ガス入変圧器の製品系列を次のよう

に拡大してきた。

6kV級では，50kVAから 2,000 kVAまで系列化した。

最も需要の多い22～77 kV 級，3,000 ～ 15,000 kVAで

は，モデルチェンジを図り，アルミニウムはくシート巻

線を採用したALFOS Σシリーズを開発系列化した。

高電圧大容量化の分野では，三相 154 kV/25MVAお

よび三相 110 kV/40MVAの実績を有している。

３.２ 66 kV/60 MVA対象試作変圧器

今回，さらに SF6 ガス入変圧器の大容量化に取り組み，

導ガス水冷式の三相66 kV/60MVAの 1相分の実器を試作

し検証した。

図 に検証試験中の写真を，表１に試作変圧器の仕様を

示す。

この試作器の開発に先立って要素技術に着目し，それぞ

れ三次元電界解析，ガス流解析，モデル実験などで確認し

１０
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図８　制振鋼板取付変圧器
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て，絶縁および冷却設計技術，短絡時機械力対策技術を確

立したうえで実器の設計を行った。

耐熱クラスは Eとし，一次巻線には，ノーメックス絶

縁電線（耐熱クラスH）を使用し，短時間過負荷容量に余

裕を設けた。耐雷性の良い混合編巻円板巻線を採用して，

絶縁信頼性を高めた。二次巻線には，耐熱性の自己融着転

位導体を使用して，機械的強度を高めた。この結果，従来

より小形・軽量にまとめることができた。

この試作器は JEC に定められたすべての試験項目に合

格し，製品化への品質検証を終了した。要素技術と試作実

器の性能の整合性についても，詳しく照合して確認してお

り，さらなる大容量器も問題なく製作できる確証を得た。

３.３ 真空バルブ式負荷時タップ切換装置

前述のガス入変圧器は，負荷時タップ切換装置として，

従来の 400A用に加えて 600A用をシリーズに加え，図

に示す 2抵抗 4真空バルブ方式のタップ切換器を，電子制

御式の電動操作機とともに搭載している。

このタップ切換装置の特長は次のとおりである。

電流開閉は真空バルブで行い，変圧器と同じくガス絶

縁のオイルレス構成である。

2抵抗 4真空バルブ方式として，切換の高信頼度化を

図り，バルブ部をカセット構造として点検作業を容易に

した。

変圧器タンク内で巻線タップに接続されるタップ選択

器には，ローラコンタクトを採用し，有害な金属摩耗粉

の発生を防いだ。

電動操作機構は電子式ディジタル制御による高機能化

を図り，無接点方式となり，信頼性・保守性が向上した。
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（a）振動最大値分布（　m） （b）騒音分布の計算値［dB（A）］ （c）騒音分布の測定値［dB（A）］ 
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図９　三相モデル鉄心による放射音解析

図１０　検証試験中の60MVA SF6 ガス入変圧器1相分試作器

AM183483

表１　66kV 60MVA SF6ガス入変圧器の試作器仕様 

準拠規格 

冷却方式 

耐熱クラス 

巻線温度上昇限度 

相　数 

周波数 

容　量 

電　圧 

定　格 

短絡インピーダンス 

試験電圧値 

SF6ガス圧力 

3J-1，JEC-2200-1995 

導ガス水冷式（GDWF） 

E 

49K 

1 

50Hz 

60/3MVA

一次 66/　3±6/　3 kV（17タップ） 

連　続 

16％ 

一次 LI 350kV　AC 140kV 
二次 LI 150kV　AC   50kV

ゲージ圧 0.13MPa（at 20℃） 

二次 22/　3 kV



最近の変圧器技術

あとがき

富士電機は，今後とも新規材料を積極的に導入するとと

もに，省資源・リサイクルの観点からも資材・処理法を工

夫して，技術の開発に努め，高度な市場の要求に，より先

進的な技術でこたえ，機器のコストダウンはもとより，顧

客の設備投資のトータルコストダウンに役立つ提案をして

いきたい。また，アクティブ騒音抑制など変圧器周辺技術

の開発についても幅広く進めていきたい。
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図１１　真空バルブ式負荷時タップ切換装置

AM167807/AM152856

（a）タップ切換器 （b）電動操作機
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