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要約 – 製品のライフサイクルコストは、製品の購入
価格と運用コストで構成される。プリンタやコピー
機などの事務機器の場合、いわゆる「総所有コスト」
はさまざまな方法で求められるが、電力用変圧器の
ような機器のライフサイクルコストの場合、耐用年
数が 30 年を超える長い期間であるため計算が非常
に複雑である。そのため電力用変圧器の購入決定は、
依然として購入価格のみに基づいて行われ、運用コ
ストが無視されがちである。革新的な変圧器コン
ポーネントが選択可能な今日では、変圧器の設計代
替案を比較することにより、寿命に達するまでの最
適なコストについて驚くべき結果を得ることができ
る。
I. はじめに
電力用変圧器の主要コンポーネントに革新的な技
術を使用すれば、保守点検の必要性が大幅に減少し、
その結果、変圧器の寿命までに発生するコストをか
なり削減できる。保守点検の減少により変圧器の停
止時間を最小限に抑えることができるため、変圧器
の長期継続運転が可能になる。多大な負荷がかかる
システムや冗長性のないシステムにとってこれは特
に重要である。

II. ライフサイクルコスト
A. 概要
LCC (Life-cycle costs: ライフサイクルコスト)とは、
製品の設計から廃棄までにかかるトータルコストの
ことである。DIN IEC 60300-3-3 によると、製品寿命
は企画、設計、および製造に加えて、試運転、運用
保守、および廃棄の各段階で構成される[1]。
契約によっては購入コストに試運転コストが含ま
れる場合もあるが、通常購入コストは購入決定前に
判明している。それ以外のコスト、いわゆる運用コ
ストは LCC の主要部分を占め、ほとんどの場合、製
品の購入価格を上回る[1]。ところが、運用コストに
ついては予測がより困難であるため、機器の購入時
には無視されがちである。
また、LCC は製品の企画および設計段階において
大きく左右される。いったん製品を製造してしまう
と、改善には追加投資が必要である。最適な LCC の
ソリューションの実現は製品の企画段階においての
み可能であり、後からでは実現不可能なのである。

B. 変圧器の LCC
革新的な新しいコンポーネントがこれまで使用し
ていた標準コンポーネントよりも安価であれば、新
しいコンポーネントを採用するのは容易だろう。し
かしその購入価格が標準コンポーネントより少しで
も高ければ、代替品として選択されない傾向が変圧
器業界にはある。これは一般的には十分理解できる
ことである。
しかし、現代の資産管理部門では、供給品の品質
の維持あるいは向上と同時に、内部コストの削減と
いう課題に取組まねばならない。資産管理において
は、機器の購入コストに加えて、既存機器の運用、
保守点検、修理、および廃棄にかかるコストも予算
計上する必要がある。そのため資産管理責任者は運
用コストの削減に関心を持っており、コストを最適
化したソリューションを知る必要がある。

変圧器の LCC には、装置の購入および試運転のコ
ストに加えて変圧器の運用コストが含まれる。変圧
器の運用コストには、変圧器損失、点検、日常保守、
および修理に費やされるコストが含まれる。さらに、
想定外の故障およびその修理などの確率論的コスト
を既存の経験に基づいて考慮する必要がある[2]。こ
れらすべてのコスト計算に材料費、人件費、機器の
運転不可能時のコスト、および組織の間接費などす
べてを含める必要がある。

表 I
変圧器の運用コストの構成

項目

コスト構成要素

1

変圧器損失
– 鉄損
– 銅損
点検

2
3

4
5

6

保守および/また
はテストおよび/
または診断
修理(漏れ、腐食、
その他)
重大な修理また
は交換の確率論
的コスト
廃棄コスト:
- OLTCの油
- 装置一式

頻度

廃棄
コスト

アプリケーションコスト

運転費用および
保守点検コスト

時間
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最後に、廃棄コストも忘れてはならない。変圧器
そのものについては、寿命に達したときにしか廃棄
コストが発生しないが、運転中の保守点検や修理に
おいては、部品の交換など少量の廃棄を行う場合が
あ る 。 一 般 的 な 例 と し て は 、 OLTC (On-Load
Tap-Changer: 負荷時タップ切換器)の油や、OLTC お
よびメインタンクのブリーザの乾燥剤(粒状)などが
挙げられる。表 I は、変圧器の運用コストの構成と
発生頻度をまとめたものである。
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点検結果に基づ
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ここからは、電力用変圧器のコストが各ユーザの
状況に応じて最適化された設計案の評価方法を示す。
計算例として従来型の負荷時タップ切換器と真空技
術を使用する負荷時タップ切換器、および従来型ブ
リーザとメンテナンスフリーブリーザを取り上げる。

状態による
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電力用変圧器にとって極めて重要な設計代替案は、
主要コンポーネントの選択で決まる。変圧器全体の
LCC を計算するのは複雑であるが、変動する項目だ
けを用いて 2 種類の設計案を比較するのであれば比
較的簡単である。これがいわゆるトレードオフ計算
の原理である。 図 1 は、導入コストおよび将来費用
の異なる 2 種類の設計案を比較する場合のトレード
オフをグラフで示している(参考文献 Taylor [2])。変
圧器の寿命までに 2 種類の主要コンポーネントにつ
いて発生するすべての運用コストを再現し、運用コ
ストの要素を相互に関係付けることにより、どちら
の設計代替案が耐用年数に渡って経済的であるかが
判明する。

A. OLTC (On-Load Tap-Changer: 負荷時タップ切換器)
電力用変圧器の OLTC は負荷のかかった電力用変
圧器の巻線比を調整するために用いられる。従来型
OLTC には、数十年に渡ってアーク接触子が装備さ
れている。通常の運転下では切換時にアークが発生
し、それにより OLTC の油および関連コンポーネン
トの劣化が進行する。OILTAP®と呼ばれるこの種の
OLTC は、長年の実績に基づいた信頼性の高い装置
である。最大 7 年という OILTAP® OLTC の保守点検
間隔が一般的に認識されており、世界中のユーザの
保守点検プログラムに組込まれている。
一方アーク接触子が油の中にある従来型の OLTC
とは異なり、革新的な VACUTAP® OLTC (図 2 を参
照)には真空バルブが装備されているため、保守点検
間隔にこだわる必要がない。切換回数が 30 万回を超
えた場合に、予防的な保守点検を行うことになる。
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図 2：VACUTAP®ダイバータスイッチユニットの写真

送配電網における OLTC の一般的な年間切換回数
は 2,000～10,000 回である。30 年という変圧器の予
測 寿 命 に 基 づ く と 、 OILTAP® OLTC の 代 わ り に
VACUTAP®を使用すれば、変圧器が寿命に達するま
で保守点検作業の必要性がほぼなくなるということ
になる。また保守点検が必要になったとしても、
VACUTAP® で は 最 大 1 回 で あ る の に 対 し て 、
OILTAP® OLTC では 5 回以上の保守点検作業が必要
である。
OLTC の将来的な保守点検コストは、変圧器のラ
イフサイクルの全期間に渡って発生する。電力用変
圧器のような長期的な資本設備についてトレードオ
フ計算で 2 つの設計案を比較するには、インフレ率
や金利も考慮する必要がある。将来費用のすべての
金銭的価値を現在の価値に照らし合わせ、それに基
づいて購入決定を行う。将来発生する OLTC の保守
点検費用をすべて支払うためには、現時点で銀行口
座にいくら必要であるかということを検討しなけれ
ばならない。
この検討を行うには、まず最初に、OILTAP® OLTC
の個々の保守点検作業のコストを決定する必要があ
る。表 II は、保守点検作業に不可欠なコストを示し
ている。ユーロで示されている金銭的価値は、多く
の電力会社に該当する例として控えめに見積もられ
ている。

表 II
OILTAP® OLTC の保守点検コストの計算

保守点検コストの構成
項目
1

保守点検資材

金額
(ユーロ)
400

備考
OLTCのタイプ、経
過年数、切換回数に
よる

外部のサービスプ
ロバイダと自社ス
タッフ
1回の保守点検に
つき平均ドラム缶
2本、除去した油の
廃棄も含む
必要な場合
給電、その他
スタッフの訓練お
よび資格認定、倉
庫、管理、その他

4,700

OILTAP® OLTC の 1 回の保守点検作業の総コスト
が 4,700 ユーロ、変圧器の予測寿命が 40 年、保守点
検間隔が 7 年、金利 5%/インフレ率 2%として計算す
ると、将来的な保守点検作業の総支払額として、現
時点で総額 13,320 ユーロが必要になる。
電力用変圧器とともに VACUTAP® OLTC を使用す
る比較対象の設計代替案が保守点検を必要としなけ
れば、この 13,320 ユーロの追加コストをこの設計代
替案に充てたとしても総コストが増加することはな
い。

B. ブリーザ
OLTC および変圧器のメインタンクコンサベータ
用の従来型ブリーザは、乾燥剤の下にダストフィル
タがある構造になっている。ダストフィルタの機能
は、オイルサンプによって可能になる。ブリーザの
サイズ、OLTC またはメインタンクのブリージング
動作、および外部の大気圧条件に応じて、乾燥剤が
飽和状態になる。動作状態が良好であることを実証
したり、乾燥剤の交換およびオイルサンプの保守点
検の必要性を示すには、ブリーザを頻繁に点検する
必要がある。
こ の 従 来 型 ブ リ ー ザ の 代 替 品 と し て 、 Messko
MTraB® というメンテナンスフリーブリーザを使用
できる(図 3 を参照)。 MTraB®には湿度センサが装備
されており、ブリーザコンパートメント内の湿度が
特定の値に達すると、乾燥剤の自動リサイクル処理
が開始される。オイルサンプの代わりに、焼結金属
片によってダストフィルタが機能する。したがって、
MTraB® では乾燥剤の交換やその他の保守点検作業
が必要ない。

ユーロ
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図 4：MTraB®の投資収益

IV. 結論
図 3：メンテナンスフリーブリーザ MTraB®の写真

表 III は、従来型ブリーザとメンテナンスフリーブ
リーザを使用する場合に費やされるコストおよび労
力の比較を示している。値は個々のエンドユーザの
条件によって異なる可能性があるが、一般例を示す
ためにこの計算では現実的な値が用いられている。
表 III
ブリーザの比較

従来型ブリーザ

MTraB®

年間コスト
4
乾燥剤の交換回
数/年
乾燥剤の交換コ
50ユーロ
スト(4kg×4)
4
年間メンテナン
ス時間(時間)
人件費(1時間あた 50ユーロ
り)
その他のコスト
(車両代、工具代、
交通費など)
導入コスト
500ユーロ
年間コスト

該当なし
200ユーロ

ユーザ固有のデータを使用してトレードオフや投
資収益(比較的小さいアイテムの場合)を計算して変
圧器の設計案を徹底的に比較することは、意思決定
において非常に有益である。
単に購入価格を最小限にすることではなく、ライ
フサイクルコストを基準にして設計案を決定すれば、
将来における無駄な費用の発生や次世代の負担およ
び資源の無駄遣いを防ぐことができ、ひいては電力
供給セクタの持続的な発展に貢献することになる。

該当なし
該当なし
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200ユーロ
300ユーロ

700ユーロ

新しい変圧器の購入価格については、革新的な変
圧器コンポーネントを使用しても追加支出が発生し
ない場合もあれば、変圧器の総コストと比較して変
圧器の価格が少し高くなる場合もある。

1500ユーロ
該当なし

表 III に基づいて、いわゆる投資収益の計算を行う
ことができる。この計算により、推定費用に基づい
て何年後に MTraB®への投資を回収できるかがわか
る。示されている例では、2 年弱の使用で 1,000 ユー
ロの追加投資分が埋合される。以下の図 4 は、表Ⅲ
に対応するグラフを示している。
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