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1.機器の概要

1.1 機器の概要

鉄心材料にアモルフアス合金を適用

した Superア モルファス変圧器は、当

社現行標準の珪素鋼板変圧器に比べ、

実際の使用状況に近い負荷率 60%の場

合で、無負荷損を約 1/5、 負荷損を約

2/3、 全損失を約 1/2に低減した超低

損失タイプの配電用変圧器である。無

負荷損、負荷損とも大幅に低減 してい

るので、変圧器の期待寿命である約 30

年間省エネ効果が継続する。さらに、

写真 l Superア モルファス変圧器

製造から廃棄までを考慮 したLCA評価では、消費エネルギー・環境負荷の両面

で Superア モルフアス変圧器が圧倒的に小さく、エネルギーコス ト削減や、C02

削減など、地球環境保全に貢献するものである。

表 l superア モルファス変圧器の標準特性 油入二相 11000kVA 6kV/210V(定 格時)

周波数

(Hz)

無負荷損

Wi(W)

負荷損

Wc(W)

全損失

Wt(W)

効率

η(%)

50 310 7.650 7,960 99.21

60 455 6,150 6,605 99.34

1.2 開発および実用化の経過

近年の使用電力量増加に伴い、配電用変圧器の総供給電力量は増加 し、その損

失絶対値 も非常に大きいものとなっている。

当社では電力損失大幅低減を目的に、昭和 56年から電力向けとして、単相で

最大容量 100kⅧ の柱上アモルフアス変圧器の実用化検討を開始し、平成 8年か
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らは三相で多仕様、最大容量 3,000kVAの 大容量機種の、超省エネ配電用変圧器

の開発に着手した。

2.機器の技術的特徴および効果

2.1 機器の技術的特徴

通常、電気が変圧器を通過する際には 1.5%程度の損失を発生するが、変換電

力量が大きいことにより、その損失絶対値も非常に大きいものとなっている。ま

た、一度設置すると約 30年 間もの間、昼夜稼動するため、わが国年間の総損失

量は膨大であり、損失低減は一層重要である。

これらの点に着目し、Superア モルファス変圧器では、主要構成部分の鉄心材

料として、低損失である鉄系アモルファス磁性材料を採用した。アモルフアス材

の特性に起因して、大容量機種鉄心の製作実用化には、鉄心構造、製造・組立方

法に数々の困難な技術課題があったが、下記内容を開発することにより、それを

一つ一つ克服し実用化した。

① 大容量用単相・三相アモルファス鉄心の開発による無負荷損の低減

② アモルファス鉄心用巻線の開発による負荷損の低減

③ 鉄心焼鈍温度最適化による脆化抑制と高信頼性の確保

④ 超低損失変圧器用冷却タンクの開発

2.2 効果

(1)省 エネルギー性 (効率性)

Superア モルファス変圧器は、当社現行標準の珪素鋼板変圧器に比べ負荷率

60%時、無負荷損失約 1/5、 負荷損失約 2/3、 全損失で約 1/2に低減できる。

またこれは、25年前に製作された変圧器と比較すると、全損失で約 1/3と な

る。表 2に損失および効率の比較を示す。

表 2 損失および効率の比較
油入二相 11000kVA 50Hz 6.6kV/210V(負 荷率 60%時 )

機 種
損 失 (W)

無負荷損 負荷損 全損失

25年前

珪素鋼板変圧器

3,700 4,500 8,200

(193%) (105%) (132%)

現行

珪素鋼板変圧器

1,920 4,304 6,224

(100%) (100%) (100%)

Superア モルファス

変圧器

310 2,754 3,064

(16%) (64%) (49%)

(注)( )内数値は現行珪素鋼板変圧器を100と した時の値
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(2)LCA評価

LCA評価による製造時からの消費エネルギー推移を図 1に 、また製造から

廃棄時までの環境負荷についての比較を図 2に示す。
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図 1 消費エネルギー推移
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図 2 環境負荷 (C02排 出量)の比較

このように、Superア モルファス変圧器は使用までの消費エネルギー (製造

エネルギー等)は大きいが、使用に伴い累積の消費エネルギーは現行珪鋼板変
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圧器と逆転 し小さくなる。また、製品廃棄までを考慮 した C02排出量について

もSuperア モルファス変圧器が現行珪素鋼板変圧器のそれより大幅に少ない。

先のCOP3で 合意された日本の C02削減量 6%(90年比、日標期間 2008～

12年)に対 し、国内全変圧器を Superア モルファス変圧器に置換 したときの

効果は、国内年間総排出量の 1.3%に 相当し、地球規模の効果が期待される。

(3)経済性

Superア モルフアス変圧器における電力量低減効果は 25年前製品比で 67.5

万円/年、現行標準機比で 41.5万 円/年 となる。製品導入コス ト増分に対する

償却は省エネ効果により約 3年であり配電用変圧器の寿命約 30年のうち残 り

約 27年間はその恩恵が継続する。

表 3に Superア モルファス変圧器の年間および寿命年数での省エネ量・省エ

ネ効果を示す。

表 3 Superア モルファス変圧器の省エネ量と省エネ効果
油入三相 11000kVA 50Hz 6.6kV/210V(負 荷率 60%時 )

く>内省エネ効果数値は 15円/kWhで 計算

3.用途

Superア モルファス変圧器は、「改正省エネ法Jに 関する「第一種特定事業者

の中長期的な計画の作成のための指針」において「低損失変圧器」として、また

「エネ革税制」の優遇税制対象製品として「エネルギー有効利用製造設備 (高効

率変圧器)Jの指定を受けてお り、エネルギー管理指定工場は勿論、コンビニエ

ンスス トア・ファミリーレス トランからデパー ト・高層ビルに至るまで業種を問

わず、幅広 く需要がある。発売開始から平成 12年 12月 までに約 1,500台 を納入

している。

(注意)Superア モルフアス変圧器との比較対象変圧器は全て当社製品です。

比較機種
低減効果 (W)

Superア モルフアス変圧器の

省エネ量と省エネ効果

無負荷損 負荷損 全損失 年 間 寿命年数

25年前

珪素鋼板変圧器
3,390 1,746 5,136

45.0鵬/年 1,350 MWh

く67.5万 円/年 > <2,025万 円>

現行
1,610 1,550 3,160

27.7 MWh/年 831 11Wh

珪素鋼板変圧器 く41.5万円/年 > く1,245万円>
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