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　まえがき

近年の火力発電における発電設備の経済性，保守性およ

び運転性に関する市場ニーズに応えるべく，富士電機では

固定子巻線に全含浸絶縁（324ページの「解説」参照）シ

ステムを適用した空気冷却タービン発電機の適用範囲を

300MVAまで拡大し，市場に提供してきた。

一方，空気冷却の適用範囲を超える発電機では，水素冷
却あるいは水冷却方式を用いる必要があるが，特に開発途
上国などでは依然として経済性および保守性が重要視され

ており，そのニーズに応えるために富士電機では，固定子
巻線に全含浸絶縁システムを適用した水素間接冷却タービ

ン発電機の開発を行ってきた。

この度，ベトナム・HPJSCハイフォン発電所向けに，

全含浸絶縁システムを適用した発電機としては最大クラス

となる水素間接冷却タービン発電機を製作し，工場試験を

完了した。本稿では，その設計と適用技術について紹介す

る。

　仕様と諸元

発電機の主な仕様と諸元を表１に示す。また，断面を図

1に示す。

　設　計

この発電機は固定子巻線，固定子鉄心，回転子巻線の構
造とそれらの製造方法の多くを，富士電機の空気冷却ター

ビン発電機と基本的に同一とした。このことから，空気冷
却タービン発電機での実績に基づく信頼性を持つとともに，

共通技術および設備の共有化から製作期間の短縮と経済性
を図ることができた。

3.1　固定子構造

固定子鉄心は，圧力容器である円筒状の固定子枠に図 2

に示す板ばねを介して支持されている。固定子枠はこの板
ばねの適切なばね効果で，鉄心からの電磁振動の伝達を抑
制できる構造としている。

3.2　冷却方式

固定子の冷却方式には間接冷却を，回転子の冷却には導
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表1　発電機の主な仕様と諸元

仕　様

諸　元

出　力

電　圧

力　率

周波数

水素ガス圧力

冷媒温度

回転速度

励磁方式

全　長

全質量

固定子つり上げ質量

回転子質量

冷却方式

372.2MVA

21kV

0.85

50Hz

固定子：水素間接

回転子：水素直接

0.3MPaG

48℃

3,000r/min

サイリスタ直接励磁

13.4m

394t

270t

54t

軸流ファン 固定子 回転子

軸受 鉄心支持ばね フレーム

図1　372.2MVA水素間接冷却タービン発電機断面
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体内に半径方向の冷却路を設け直接冷却する方式を採用し

ている。

通風経路は，図 1の矢印で示すように，回転子両端の軸
流ファンから固定子および回転子の各部に冷却ガスが送り

込まれ，固定子の冷却ガスの流れはすべて内径側から外径
側へ流す通風方式としている。

この冷却，通風方式は富士電機で製作してきた空気冷却
タービン発電機と同じであり，巻線温度分布の均一化を図
るために，最適な冷却ダクトの配置と冷却風量の分布を試
作実験機や実績から得られたデータを基に設計している。

　全含浸絶縁技術

富士電機ではこれまで長年蓄積した全含浸絶縁技術と世
界屈指の全含浸製造設備を用いて，1993年に大型空気冷
却タービン発電機の固定子巻線に全含浸絶縁システムを適
用した。以来 100台を超える適用実績を上げている。全含
浸絶縁システムでは，固定子巻線と鉄心が含浸樹脂で一体
化しているので固定子巻線の冷却性能向上，緩みに対する

信頼性の向上，それに付随するメンテナンスの低減などの

利点を持っている。

ここでは，全含浸機として，富士電機最大容量機であり，

世界最大容量クラスとなる水素間接冷却タービン発電機に

適用した，22 kV級全含浸絶縁技術について紹介する。

4.1　22kV級全含浸絶縁技術

400MVAクラスの水素間接冷却タービン発電機に適用
する 22 kV級全含浸絶縁の開発では，これまでの固定子コ

イルに比べ，コイルが長尺で絶縁厚さが厚くなる。このこ

とから，特に主絶縁層のテーピング性，含浸性および全含
浸絶縁コイルの絶縁信頼性評価に注目して開発を行った。

（1）　主絶縁層のテーピング技術
固定子コイルは，集成マイカの主絶縁テープを巻回して

製作する。絶縁性能はテープの巻き方，寸法，重ね目の状
態などが影響する。特にテープの重ね目部分の分布がコイ

ルの絶縁破壊電圧値に影響するため，同一巻層数で最大の

絶縁耐力を得る必要がある。このため，運転電圧や耐電圧
試験で電界が集中する固定子コイル絶縁断面の角部に重な

り層数が少なくならないよう，テーピングの最適条件を求
めるために独自プログラムを作成し，解析を行った。この

最適化されたデータは，テーピングマシンに入力し実機製
作に反映できるようにした。

（2）　絶縁性能評価
絶縁信頼性評価は，直線モデルバーと実機大モデルを製
作して行った。22 kV級絶縁の直線モデルバーでは耐ヒー

トサイクル試験と耐電圧寿命試験を行い，ヒートサイクル

の安定性と高耐電圧寿命を備えていることを確認した。結
果の一例として，図 3に 22 kV級絶縁の耐電圧寿命特性を

示す。耐電圧寿命特性では KEMA（オランダ電気機器規
格協会）の基準を十分クリアしている。さらに，絶縁製
造法を含めた信頼性を確認するため，図 4に示す実機大モ

デルを製作した。450MVA水素間接冷却タービン発電機
を想定した実機大モデルは，積層鉄心長 4.5m，スロット

数 5である。実機大モデルは製作初期において 45（2E＋
1）kVの耐電圧試験を行った後，ヒートサイクル試験を

25回まで行い，その間の tanδ特性は初期から変化がなく，

絶縁特性が安定していることを確認した。さらに，ヒート

サイクル 25回後，気中にて絶縁破壊試験を実施し，十分
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図2　固定子枠板ばね
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図3　22kV級絶縁の耐電圧寿命特性

図4　22kV級実機大モデル
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な絶縁耐力を持っていることを確認した。

4.2　22kV級全含浸絶縁の実機への適用

完成した固定子を図 5に示す。この発電機固定子巻線の

製作においては，これまでに蓄積してきた全含浸絶縁技術
と4.1節で述べた 22 kV級全含浸絶縁技術を採用した。

特に含浸では，含浸性を確認するために，固定子巻線の

含浸状態を充電電流含浸モニタで監視し，管理値内である

ことを確認した。また，固定子巻線と一緒に含浸させた含
浸モニタ絶縁バーを含浸後分解し，絶縁層に含浸樹脂が十
分含浸していることを確認している。

これまでに，同一仕様の固定子を 4台完成させている。

絶縁特性試験の結果はいずれも，図 6に示す tanδ-V特
性と同様であり，この特性は実機大モデルコイルにて検証
された絶縁性能と同様の良好な特性が得られ，実機の製作
においても開発された絶縁技術が実現されていることが確
認された。さらに部分放電試験でも，定格電圧（21 kV）
印加時の qmax（最大放電電荷）は，1,000 pCレベル以下の

非常に小さく良好な値であった。

このように固定子巻線の絶縁特性は良好であることを確
認した。

　解析技術

5.1　通風・温度解析

通風解析では，近年のハードウェアやソフトウェアの性

能向上によって解析モデルの要素数を増大することができ，

発電機機内の冷却風のような複雑な流れでも比較的精度の

高い計算ができるようになっている。また，回転中におけ

る回転子内部の流れの実測は非常に困難であることから，

熱流体解析の適用は流れの分布などを把握するための重要
なツールである。この発電機の設計でも，熱流体解析を用
いて最適な通風冷却を実現している。

回転子内部の流れ解析例を紹介する。図 7に回転子の通
風解析モデルを示す。軸端の軸流ファンの出口部，コイル

エンド内側の空間，導体のダクトおよびエアギャップをモ

デル化している。要素数は約 3,780,000で，回転子を定格
速度で回転させた状態での流れ場の乱流も考慮して計算し

た。冷却風の入口となる軸流ファン部および出口となるエ

アギャップなどでの境界条件には，別途実施の風量分布計
算値を用いた。

軸流ファンから出た冷却風は，回転子コイルエンド内側
の空間を通ってスロットの底に設けられているサブスロッ

トと呼ばれる軸方向通風路に流入する。この回転子コイル

エンド内側空間の流れは，回転子の回転と軸流ファンの羽
根角度による風の流入方向，コイルエンド内側構造物の存
在によって偏った分布となる。この流れの偏りは，サブス

ロットへ流入する冷却風量と導体温度の分布を周方向で不
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図5　水素間接冷却タービン発電機用固定子
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図6　tanδ-電圧特性（三相一括）
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図7　回転子通風解析モデル
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図8　回転子コイルエンド内径部通風解析結果
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均一なものとするため，低減する必要がある。設計に当
たっては，コイルエンド内側空間の寸法，ファン羽根角度，

流入風量などの因子を挙げ，解析をすることにより，最適
化を図り，流れの偏りを低減している。回転子コイルエン

ド内径部通風解析結果の例を図 8に示す。

図 9は回転子導体の冷却ダクトの流れと温度を解析した

例で，ジュール損失を導体に与えた熱流体解析で軸方向に

おける導体，冷却ガスの温度分布を確認している。

回転子の温度計算には従来から通風および熱の回路網法
を用いてきたが，軸方向に配置される冷却ダクトのピッチ

や角度の違いによる詳細な最適条件を従来計算で求めるの

は困難なため，熱流体解析を用いて実現している。

5.2　構造解析

構造や強度に関しても各種解析を行った。特にガスター

ビンまたはコンバインドサイクル発電への適用を考えて，

高頻度起動停止に対する信頼性を検討する必要がある。保
持リングは回転時の遠心力下での回転子コイルエンドを

保持するために，所定の焼ばめ代で回転子端部に焼ばめさ

れている。静止時は回転子端部に対して圧縮応力が発生し，

回転時は遠心力による保持リング径の拡大によりその圧縮
応力が解放されるため，起動停止により繰返し応力となる。

そのため，応力の集中を避けるとともに，繰返し応力に対
する信頼性の検討をするために回転子保持リング焼ばめ部
の強度解析を行った。

図 に解析モデルを示す。保持リング焼ばめ部の強度
解析は構造が複雑であるため三次元モデルとしている。ま

た，応力の状態を正しく模擬するためにひずみと応力の非
線形性を考え，保持リングと回転子との焼ばめ面は接触要
素として解析した。

解析結果の一例として，静止時における回転子軸胴端部
の圧縮応力分布を図 に示す。静止時と回転時の回転子
各部応力を正確に把握できるので，回転子胴端部における

静的強度および低サイクル疲労強度が確認できる。また， 
形状が最適となるような検討を行い，高頻度起動停止に対
する信頼性が向上できた。

　工場試験結果

6.1　性能確認試験

2007年 12月に無負荷飽和特性試験，三相短絡特性試験，

損失特性試験，温度上昇試験，三相突発短絡試験および過
速度試験を実施し，各種性能を確認した。工場試験の様子
を図 に示す。

工場試験は仕様を満足し，良好な結果であった。主な試
験結果を以下に述べる。

（1）　無負荷飽和特性試験，三相短絡特性試験
発電機の無負荷定格電圧時と三相短絡定格電流時の界磁
電流を測定した結果，設計値とよく一致した。

（2）　巻線温度上昇
定格負荷時の各部の温度上昇を等価温度試験法から推定

した。固定子巻線，回転子巻線および各部の温度上昇は耐
熱クラス Bの規格値を満足し，良好な結果を得た。

（3）　効率
各部の損失を測定し，IEC 60034-2に従い規約効率を算

定した。定格時の効率は保証効率以上の良好な結果を得た。

（4）　リアクタンス，時定数
発電機の三相突発短絡試験を実施して，発電機のリアク
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図9　回転子冷媒温度解析結果
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図11　回転子軸胴端部の圧縮応力分布解析結果 図12　発電機工場試験の様子
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タンスと時定数を測定した結果，設計値とよく一致した。

6.2　その他検証試験

工場試験では，要求仕様に対する性能確認試験のほかに

各種の検証のための測定を行っている。図 に三相短絡
温度試験時の固定子巻線軸方向温度分布を示す。最適な冷

却ダクトの配置と風量分布から，温度の均一化が達成され

ていることを確認した。

　あとがき

固定子に全含浸絶縁システムを適用した水素間接冷却
タービン発電機について，その設計と適用技術を中心に紹
介した。今後も市場ニーズにマッチした技術開発から，高
品質・高信頼性のタービン発電機を製作していく所存であ

る。
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解　説 全含浸絶縁

　回転機固定子巻線の絶縁は，耐コロナ性に優れたマ

イカと耐熱性に優れたエポキシ樹脂などで構成されて

いる。全含浸絶縁は，小型モータから本稿で取り上げ

た大容量タービン発電機まで適用され，主流となって

いる固定子巻線の絶縁製法である。この全含浸絶縁は，

固定子巻線を構成するコイル単体ごとに絶縁を完成さ

せるのではなく，固定子鉄心に未含浸コイルを挿入し，

コイルごとの接続およびリード接続などを行い，固定
子巻線を構成させたあと，固定子巻線全体を一度の含

浸で完成させる。このように固定子全体を含浸して絶
縁完成させることから，全含浸絶縁と称されている。

この全含浸絶縁は，固定子鉄心とコイルが一体となっ

ていることから，冷却性能向上や緩み防止が成され，

ユーザーにとって信頼性向上やメンテナンス低減など

のメリットがある。大容量の全含浸絶縁は，大規模な

製造設備と使用絶縁材料，コイル作り，コイル組立て，

樹脂含浸などの緻密（ちみつ）な品質管理の積重ねで

成し遂げられている。
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図13　三相短絡温度上昇試験結果
　　　　（固定子巻線軸方向温度分布）
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