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まえがき

近年，電力需要の増大に伴い，変圧器の高電圧化・大容

量化が進み，輸送寸法・質量は増大している。一方，輸送

制限・輸送環境は年々厳しくなっている。特に，山間部の

変電所，水力発電所，都市近郊部の変電所に変圧器を設置

する場合，道路拡張・橋梁（きょうりょう）補強などの輸

送対策を行うため，輸送費の比率が高くなっている。変圧

器本体，輸送費，現地工事費を含めたトータルコスト低減

のために，一般低床トレーラで輸送，現地で再組立する分

解輸送形変圧器（FATRAS ： Fuji Advanced Transfor-

mer Reassembled At Site）を開発・実用化した
（1）

。

FATRASの特徴

変圧器は工場において，完成状態での試験実施後，外装

部品を輸送できる範囲まで取り外し，輸送されるのが一般

的である。一方，山間部などの輸送制限が厳しい場合，特

別三相形もしくは 3×単相器形の分割構造で対応し，シュ

ナーベル式またはガーダー式の特殊トレーラを使用して輸

送される。

FATRAS は輸送制限・環境が厳しい場所においても特

別な輸送対策を行う必要がなく，一般低床トレーラでの輸

送を可能にするものである。

FATRAS の概要を図１に示す。工場で普通三相変圧器

として組立を完了させた後，検査・試験により品質を確認

する。次に，変圧器中身の最重量物である鉄心・巻線・タ

ンクを一般低床トレーラで輸送できる単位に分解する。分

解，現地での組立を簡便にするため，分解単位は極力少な

くした。現地では防じん空気調節（空調）室において，鉄

心・巻線の再組立を行い，タンクを取り付ける。タンクを

取り付けた後は，通常の変圧器の外装部品組立と同様に，

ブッシング，冷却器などを組み立てる。その後，巻線絶縁

物の乾燥処理を行った後に，完成試験を実施し，工場と同

一の品質であることを確認する。

表１に，FATRAS と従来方式の 3×単相器形変圧器と

の 500 kV 1,000MVA器の比較例を示す。

FATRASの構造

３.１ 鉄　心

鉄心は図２に示す三相五脚鉄心を採用した。鉄心は上ヨー

クを分解し，巻線を抜いた後，主脚中央部から分割できる

構造にしている。輸送時の鉄心の変形・ずれ防止のために

起立状態で輸送治具を取り付けて，輸送タンクに収めるよ

うにした。また，現地における組立は鉄心起こしを不要と

し，鉄心主脚の組合せと上ヨーク積み作業のみとした。

３.２ 巻　線

巻線は分解・再組立を簡便にするため高圧・低圧・タッ

プ巻線を一相一体構造化した。巻線には工場での分解後の

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

フィルムによりパックする。パック接合部は気密性と作業

効率の向上のためにテープ接着とした。

図３にパックフィルムを装着した巻線を示す。

３.３ タンク

タンクは輸送制限を考慮して三分割（上・中・下）構造

を採用した。下タンクは分割された鉄心の組立台として使

用した。また，中タンクは上フレーム，タップリードの輸

送タンクとして活用する構造としている。図４にタンクの

概略図を示す。

信頼性検証実験

FATRAS は工場完成試験後に鉄心・巻線を分解して輸

送し，現地で再組立をする。これは通常の変圧器と異なる

工程となる。開発，実用化にあたり，次の信頼性検証実験

を実施し実用性能上問題のないことを確認した。

４.１ 鉄心特性実験

250MVA変圧器の 1/5 モデルの主脚分割形と従来形の

分解輸送形変圧器（FATRAS）
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分解輸送形変圧器（FATRAS）

三相五脚鉄心を製作し，鉄心特性の比較検証を実施した。

無負荷損，励磁電流などの鉄心特性において分割形と従来

形の三相五脚鉄心で同等の特性が得られることを確認した。

図５に分割形三相五脚鉄心の実験状況を示す。

４.２ 鉄心輸送実験

鉄心は上ヨークを分解後，U字形の鉄心に輸送治具を取

り付けて固定し，輸送タンクに収納した。250MVA実規

模鉄心を用いて一般道を約 400 km走行後，再組立を行い

輸送前後の鉄心特性の比較を実施した。鉄心各部の寸法の

ずれ，損傷がないことを確認した。また，電気特性におい

ても良好な結果が得られた。図６に鉄心輸送実験の状況を

示す。

４.３ 巻線フィルムパック実験

変圧器の絶縁性能にとって巻線の絶縁物表面水分量は最

も重要な要因の一つである
（2）

。FATRAS は，中身の分解か

ら，輸送および現地における再組立までの吸湿防止対策に

重点を置いて取り組んでいる。巻線フィルムパックの吸湿

防止効果を確認するために，実規模巻線モデルにパックフィ

ルムを装着した。巻線パックフィルムを装着後，大気中に

60日間放置し絶縁物の吸湿水分の増加がほとんどないこと

を確認した。

４.４ 実規模モデル組立実験

実規模モデルで，工場にて現地を模擬しレッカクレーン

を使って，鉄心・巻線の組立を行い，再組立による作業性，

寸法管理などの品質に問題ないことを確認した。また，再

組立後の無負荷損，インピーダンス電圧試験すべてに良好

な結果が得られた。分解・再組立作業の面においても鉄

心・巻線の構造に問題のないことが分かった。

品質管理

５.１ 輸　送

鉄心・巻線はともに専用の輸送タンクに入れ，絶縁物の

吸湿防止のためにドライエアを封入する。鉄心・巻線の輸

送時は，衝撃加速度，走行速度を連続記録する輸送管理を

実施した。現地搬入後，鉄心の変形・発せい，巻線のず

れ・変形など問題のないことを確認した。
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図１　FATRASの概要
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輸送管理値は次のとおりである。

衝撃加速度： 3G以下（前後・左右・上下）

走行速度： 40 km/h 以下

５.２ 巻線絶縁物吸湿防止対策

工場分解から中身組立終了まで巻線は絶縁物吸湿防止の

ためにパックフィルムを装着した。各組立工程において絶

縁物モニタによる吸湿水分のチェックを実施した。すべて

の組立完成後，高真空乾燥法（冷凍トラップ）を用いて油

処理を実施した。高真空乾燥法は加熱系統を不要にでき，

熱油循環加熱法に比べ，現地での省エネルギー，工事スペー

ス減少が実現できた。図７に高真空乾燥法と従来の熱油循

環加熱法の系統図を示す。

５.３ 防じん空調室

現地での鉄心・巻線組立は品質確保のために，図８に示

す工場と同一レベルの環境を保持する防じん空調室内で行っ

た。その仕様は次のとおりである。

相対湿度： 50 ％以下

温度：（23＋7）～（23－9）℃

じんあい量： 20CPM（カウント/分）以下

防じん空調室の天井部は開閉できる構造となっており，

レッカクレーンを用いて重量物である鉄心・巻線のつり込

みを行った。内部には上ヨーク，機材などの移動用にホイ

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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平面図 

14m

最大輸送質量 〈鉄心〉38t（26％） 146t（100％） 

据付け面積 112m2（48％） 234m2（100％） 

輸送方法 大型低床トレーラ 貨車＋特殊トレーラ 

3×単相器形変圧器 FATRAS

8
m
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1
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m

表１　FATRASと3×単相器形変圧器との比較例（500 kV 1,000 MVA） 
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図３　パックフィルムを装着した巻線
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分解輸送形変圧器（FATRAS）

ストクレーンを設置した。

５.４ FATRAS特有の試験

分解輸送形変圧器で最大の課題は鉄心・巻線の組立の健

全性の確認であり，通常の試験に表２に示す試験を追加実

施した。低電圧励磁試験，低電圧インピーダンス試験では

工場のデータと比較することにより鉄心・巻線の現地組立

の問題の有無を確認した。さらに長時間交流耐電圧試験を

実施し，工場組立時と同一の品質であることを確認した。

実器への適用

FATRAS を実器に適用し，東北電力（株）羽後変電所向

けに 275 kV 100MVA器を 1台納入した。また，中部電力

（株）新北信変電所向けに 275 kV 250MVA器を 1台納入し

た。250MVA器の仕様は次のとおりである。

形式：三相 60Hz 負荷時タップ切換変圧器

冷却方式：導油風冷式（2）

（1）
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図５　分割形三相五脚鉄心実験状況

AM179634

図８　防じん空調室

図６　鉄心輸送実験状況

AF892825
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過器 

図７　高真空乾燥法と熱油循環加熱法の系統図
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図９　FATRASの現地据付け状況（275 kV 250 MVA）

表２　FATRAS特有の試験 

試験項目 

低電圧励磁試験 

低電圧インピー 
　　ダンス試験 

長時間交流 
　　耐電圧試験 

低電圧を印加して励磁電流 
を測定 

低電圧を印加してインピー 
ダンス電圧を測定 

ERA法により内部部分放 
電電荷量を測定 

試験方法 

工場データの＋30％以内 
であること 

工場データの±3％以内で 
あること 

外部ノイズ（100pC） 
以下であること 

管理値 



分解輸送形変圧器（FATRAS）

定格容量： 250/250MVA

定格電圧： 275/77 kV

騒音保証値： 60 dB

図９に現地での完成状態を示す。

FATRASの実器適用による効果は次のとおりである。

低床トレーラで輸送することにより道路拡張，橋梁補

強などの輸送対策が不要となり，輸送費が大幅に軽減で

きた。

従来の特別三相変圧器に比べ，据付け面積の縮小化が

図られた。

表３にFATRASと特別三相変圧器との比較を示す。

あとがき

FATRAS の実用化技術について紹介した。FATRAS

は工場で組み立てられた変圧器と同等の品質であることが

実証された。今後，山間部の発変電所や都市近郊部の変電

所の輸送制限・環境はますます厳しくなると考えられる。

特に，新設の山間部の超高圧以上の変電所においては，分

解輸送形変圧器の需要が大きくなると予想される。

今後ともさらなる高信頼度化に向けて検討を進めていく

所存である。
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表３　FATRASと特別三相変圧器との比較例（275 kV 250 MVA） 

平面図 

輸送方法 一般低床トレーラ 

最大輸送質量 20t（29％）〈鉄心〉 70t（100％） 

据付け面積 84m2（76％） 110m2（100％） 

貨車＋大型低床トレーラ 

特別三相変圧器 FATRAS

7m
8.5m

1
2
m

1
3
m

総質量 235t（73％） 320t（100％） 



＊ 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。




