
1　まえがき

富士電機はモールド変圧器「モルトラ」を 1970 年代前
半に実用化した。難燃性，メンテナンスフリー，小型軽量，

低損失，低騒音，耐湿性，優れた短時間過負荷耐量，高信
頼性といった数々の特徴が評価され，それまでの H 種乾
式変圧器に代わり普及するようになった。その特徴から，

人々の多く集まる公共施設やビル，病院などの受変電設備
などに幅広く採用されている。近年では，低損失なトップ

ランナーモルトラ・超高効率モルトラをラインアップし，

地球環境保護・温暖化防止に貢献している。モールド絶縁
技術をはじめとする各種技術の開発により，絶縁強度など

の性能は油入変圧器と同等以上のレベルに達し，寸法・損
失は年々小さくなっている。

近年，温室効果ガスの大幅削減が世界規模の目標として

掲げられ，風力や太陽光など，従来の化石燃料に代わる再
生可能な新エネルギーへの移行が進んでいる。

一般電力用に比べて絶縁性能，耐環境性能を向上させた，

風力発電用モルトラと電力貯蔵装置用モルトラなどの新エ

ネルギー用モルトラについて紹介する。さらに，大型百貨
店高層階の電気室に分解搬入した国内最大級容量モルトラ

の納入事例を紹介する。

2　新エネルギー用モルトラ

一般電力用に比べて絶縁性能，耐環境性能を向上させた，

風力発電用モルトラと電力貯蔵装置用モルトラなどの新エ

ネルギー用モルトラについて紹介する。

モールド変圧器の絶縁性能を確保するには，部分放電が

ないことが特に重要である。富士電機のモルトラは，一般
用途においても，以下の二つの技術により高い絶縁信頼性
を確保している。
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図₁　真空注型方式でのエポキシ樹脂の注入

シート巻線の層間絶縁部まで十分に
モールドされている。

図₂　シート巻線のモールド状態
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「モルトラ」の適用拡大に向けた最新技術
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The Latest Technology for Expanding the Range of Applications for “MOLTRA”

モールド変圧器「モルトラ」は難燃性，メンテナンスフリー，小型軽量に加え，油を使わないので環境にやさしいとい

う特徴がある。新エネルギーである風力発電システム用途にはコイル縮小，相間および一次側盤面間のバリアレス化，H
種絶縁の採用，二次端子・相間リードシールド構造を適用して，34.5 kV 絶縁性能の確保や小型軽量化を実現した。電力貯
蔵装置向けの特殊電源用には，一般高圧モルトラの４倍程度の過電圧入力に耐えるものを開発した。また，国内最大級容
量モルトラについては、建物の高層階電気室への設置においてモルトラを分解し治具を用いて搬入制約条件に対処した。

Fuji Electric’s “MOLTRA” is a fire-resistant, maintenance-free, compact and lightweight molded transformer, that is also environmental-
ly-friendly because it does not use oil. In new energy applications involving wind power systems, measures such as the use of smaller coils, re-
moval of interphase barriers and barriers between primary-side panels, use of H-type insulation, and the application of a shielded structure for 
secondary terminals and inter-phase leads ensures 34.5 kV insulation performance and achieves a smaller size and lighter weight. For use in 
special power supplies for power storage devices, a transformer with approximately 4 times the overvoltage input tolerance as a general-pur-
pose high-voltage MOLTRA has been developed. Moreover, the installation of Japan’s largest MOLTRA in the electric room on an upper floor 
of a building was implemented by disassembling the MOLTRA, and using a jig to transport the disassembled pieces. 
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⑴　真空注型方式
図₁に示すように，金型を使用した真空注型方式を採用

しており，この方式は，図₂に示すように樹脂が巻線内の

層間絶縁部のすみずみまで浸透し，ボイドレスでコロナ特
性が優れた絶縁信頼性の高いモールド巻線になっている。

また，巻線表面が平滑となるため，耐湿性・耐じんあい性
に優れている。

⑵　シート巻線
シート巻線は，運転中の導体ターン間の負担電圧が最小

限に抑えられるので，絶縁信頼性や対サージ安全性が確保
される。また，シート巻線は一般的に占積率が高いので，

コンパクト化・軽量化に有利な巻線である。

新エネルギー用モルトラでは，さらに特別な絶縁性能強
化を図っている

₂.₁　風力発電用モルトラ

風車発電機電圧を系統電圧 34.5 kV に昇圧する変圧器と

してモルトラを製作している。主な仕様を表₁に示す。こ

のモルトラは数十メートルの高さのタワー上部にある風車
本体（ナセル）内部に設置するため，次の項目などが要求
される。

⒜　限られたスペースに収納するためのコンパクト化
⒝　設置時の絶縁離隔距離の縮小
また，風力発電所の設置環境として，次の項目なども要

求される。

⒞　耐環境性能（塩害対策など）

⒟　1,000 m を超える高地に対応した絶縁性能
これに対し，次の対策を実施することによりモールド変

圧器での最高電圧クラスである 34.5 kV 絶縁性能の確保や

小型軽量化を実現した。

⒜　巻線内部の絶縁寸法検討によるコイル縮小
⒝　相間および一次側盤面間のバリアレス化
⒞　 H 種絶縁の採用
⒟　二次端子・相間リードシールド構造適用
また，風車ナセル特有の振動が変圧器に加わるため，要

求仕様に対し設計検証の上，表₂に示す実機による振動試
験を実施し，問題がないことを確認した。

₂.₂　電力貯蔵装置用モルトラ

電力貯蔵装置と商用系統の連系変圧器としてモルトラを

製作している。主な仕様を表₃に示す。インバータ出力と

フィルタレスで接続するため，一般高圧用モルトラの 4 倍
程度の過電圧入力に耐える絶縁性能をコンパクトに実現す

る必要があった。そこで，次の対策により，要求仕様を満
足するモルトラを開発した。

⒜　22 kV クラス巻線構成の適用
⒝　絶縁寸法検討による縮小化
⒞　電界集中の解析および対策

表₃　電力貯蔵装置用モルトラの主な仕様

適用規格 JEC-2440-2005，JEC-2200-1995

定格容量（kVA） 1,200/2×600

一次 二次，三次

定格電圧（V） 6,600 2×280

定格周波数（Hz） 50

耐熱クラス H種

最高周囲温度（℃） 50

冷却方式 自冷式

結　線 Dd0d0
（Δ/オープンΔ/オープンΔ）

寸法（mm） 2,095（W）×1,888（H）×985（D）

質量（kg） 4,900

表₁　風力発電用モルトラの主な仕様

適用規格 IEC-60076-11-2004

定格容量（kVA） 2,700

一次 二次

定格電圧（V） 690 34,500

定格周波数（Hz） 60

耐熱クラス H種

最高周囲温度（℃） 50

冷却方式 自冷式

結線 Dyn11（Δ/Yn）

寸法（mm） 2,700（W）×2,260（H）×1,315（D）

質量（kg） 6,500

表₂　振動試験の条件

加振条件 加速度0.5G（TR本体最大値3G）

周波数 5～100Hz

加振方向 X，Y，Z方向

振動試験後確認 外観構造・一般特性試験

図₃　国内最大級容量モルトラの外観
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3　モルトラの大容量化と分解搬入対応

近年需要が高まっているデータセンタやビル，ショッピ

ングセンターなどは特高設備が屋内に配置されることが多
い。従来では大容量のため油入変圧器やガス絶縁変圧器を

採用しなければならなかった。しかし，環境・防災対応の

ため，脱 SF6 ガス・脱油の要求から大容量モルトラのニー

ズが拡大している。

以下に大型百貨店高層階にスポットネットワーク受電設
備用変圧器として国内最大級容量のモルトラを納入した事
例を紹介する。その外観を図₃に，仕様を表₄に示す。

本事例では，現地でのタワークレーン許容重量制限

（16 t）や搬入経路の寸法制限（高さ 2,750 mm）および 2
日間という搬入の時間制限などの厳しい制約条件があった。

これらに対応するために，まずモルトラを分解可能な構造
に設計した。また現地での搬入時間短縮や再組立の効率化
を図るため，分解したパーツの梱包（こんぽう）を工夫し，

梱包数を最少にして搬入回数を最小限にした。特に最大の

部材となる鉄心は，分割して高さを抑えることができな

かったため，図₄，図₅に示すように L 字型の治具を製作
し，横倒しして搬入時の高さ制限の制約条件をクリアした。

現地では鉄心を据え付けた後，図₆のようにチェーンブ

ロックを使用しコイルなどをつり上げ，組立を行った。ま

た組立完成後は絶縁耐力試験・位相角試験・変圧器比測定
など，性能確認を行い，工場試験結果と差異のないことを

確認した。

4　あとがき

モルトラの適用拡大に向けた最新技術を紹介した。

モルトラはさらなる小型化・低損失化が進む一方，高電
圧・大容量のニーズも高まっている。今後も環境・防災に

優れた製品としてのメリットを生かした用途の拡大により

努めるとともに，特殊品の対応力強化のため絶縁技術を高
める取組みを強化し，より優れたモルトラへ向けて技術的

表₄　国内最大級容量モルトラの主な仕様

適用規格 JEC-2200-1995

定格容量（kVA） 13,000

一次 二次

定格電圧（V） 22,000 6,600

定格電流（A） 341 1,137

試験電圧値（kV） LI95/AC50 LI60/AC22

タップ電圧（V） F23000-R22000
-F21000-F20000 6,600

定格周波数（Hz） 60

耐熱クラス Ｈ種
（巻線平均温度上昇度：120K）

最高周囲温度（℃） 40

冷却方式 自冷式（13,000kVA）
風冷式（16,900kVA：8時間，年3回）

結　線 Dd0（Δ/Δ）

寸法（mm） 3,545（W）×3,592（H）×2,300（D）

質量（kg） 24,700

冷却ファン 250W×8台

耐震水平震度 1.5
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ワイヤ

すべて右側面図

図₅　鉄心横倒し計画図

図₆　現地組立中のモルトラ

「モルトラ」の適用拡大に向けた最新技術富士時報　Vol.83 No.2 2010

特
集
1

117（ 13 ）



努力を続けていく所存である。

石田　　努
産業プラントにおける電機設備のエンジニアリン

グ業務に従事。現在，富士電機システムズ株式会
社産業プラント事業本部第一統括部施設電機技術
部主任。
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産業プラントにおける電源設備のエンジニアリン

グ業務に従事。現在，富士電機システムズ株式会
社産業プラント事業本部第一統括部産業電源技術
第二部主査。電気学会会員。
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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。




