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富士電機では，空気冷却タービン発電機の冷却性能を向上させ，従来水素冷却の範囲であった 300 MVA まで出力拡大
している。タービン発電機の冷却技術は製品の信頼性や性能向上に不可欠な要素技術であり，富士電機では，従来の試作
試験による開発に加え，熱流体解析技術を利用した冷却改善への取組みを進めている。今回，発電機全体を対象とした流
れと温度の大規模解析を実施し，回転子コイル温度の測定結果と解析結果は，良い一致を示した。解析技術の適用により，
従来測定が困難な箇所の温度も推定できるので，設計反映による発電機の性能向上が可能になった。
Fuji Electric has improved the cooling performance of air-cooled turbine generators and boosted their output up to 300 MVA, which
previously had been within the output range of hydrogen-cooled turbine generators. Cooling technology for turbine generators is essential
for enhancing product reliability and performance, and in addition to conventional development based upon prototype testing, Fuji Electric
also uses thermo-ﬂuid ﬂow analysis technology to improve the cooling performance. A large-scale analysis of the ﬂow and temperature was
performed for the entire generator, and measurements of the rotor coil temperature were in good agreement with the results of the analysis.
The use of analysis technology makes it possible to estimate temperatures at locations in which measurements had been diﬃcult to obtain
and, by incorporating the results of such analyses into the design, enables the generator performance to be improved.
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まえがき

タービン発電機の冷却設計における最重要課題は，コイ
ルおよび鉄心の温度分布を均一化し，局所的な過熱を防止

近年，火力発電設備において発電機器のコストやメンテ

することである。回転子および固定子の冷却は，軸方向に

ナンスの低減に対する要求が高まっている。それに対応す

複数設けられたダクトに冷却風を流すことで行われるため，

るため富士電機では，2 極空気冷却タービン発電機の出力

温度分布の均一化には，発電機内部の風量分布を予測して

範囲を従来の水素冷却の範囲である 300 MVA まで拡大し

適切に制御することが重要である。

て，市場に提供している。空気冷却タービン発電機の出力
拡大に対しては，コイルや鉄心の温度低減による製品の信
頼性確保が技術課題の一つであり，その実現には，通風冷
却技術の向上が不可欠である。

₂.₂ 従来の通風冷却設計
タービン発電機の内部流れは，ファンや回転子による旋
回流れに加え，各流路の分岐や合流により構成される複雑

このような背景の下，富士電機では，空気冷却タービン

な現象であり，机上検討のみによる詳細予測は極めて困難

発電機の冷却性能の向上を目的に熱流体解析技術の適用を

である。そのため，従来の冷却設計は，主にモデル実験や

進めており，本稿ではその最新の適用事例について述べる。

機器の運転実績を蓄積することで発展してきた。
現在，通常の設計では，発電機内部の流量配分や温度分
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タービン発電機の冷却
図₁

空気冷却タービン発電機の通風構造

₂.₁ 通風冷却構造
図１に空気冷却タービン発電機における通風構造の例を

示す。発電機の駆動側と反駆動側の両側に取り付けられた

流路 2
回転子の冷却

流路 4
固定子鉄心端部

流路 1
固定子の冷却

流路 3
固定子コイルエンド

軸流ファンにより送風された冷却風は，ファンの下流で四
つの流路に分岐する。
第一の流路は主に固定子を冷却するもので，固定子と回
転子の空隙（くうげき）に流入した後，空隙から固定子鉄
心に複数設けられた通風ダクトを通り，固定子鉄心の外径
側に排出される。第二の流路は回転子を冷却するもので，
保持リングの内径側から回転子に流入し，遠心力による回
転子の自己ファン作用を利用して，回転子コイルを冷却し
た後，冷却風は空隙へと排出される。第三の流路は固定子
コイルエンドを冷却した後，固定子鉄心の外径部に通じ，
また第四の流路は固定子鉄心端部を冷却した後，固定子鉄

軸流ファン 固定子鉄心 回転子軸 空気冷却器 保持リング 軸流ファン

心の外径部へと通じる。
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布の予測に等価回路網法を使用している。この手法は，通

の低減などがある。各要素に対して解析技術を用いた詳細

風計算であれば，各流路の形状や風速で決まる流れの流体

検討を行うことで，発電機の冷却構造の最適化を進めてい

抵抗，温度計算であれば各部品の材質や厚さで決まる熱抵

る。

抗を抵抗回路に見立てて表現し，各部の抵抗から構成され
る連立方程式を解くことで，発電機内部の流量分布や温度
分布を算定する方法である。

⑶

₃.₂ 発電機全体に対する熱流体解析

発電機内の冷却風は機内を自己循環するため，発電機全

しかし，すべての箇所の流体抵抗や熱抵抗を精度良く算

体の流れ場を把握することが，前述した個々の通風要素に

定することは困難である。そこで，個別の要素実験にて取

おける最適化検討の精度向上につながる。しかし，従来の

得した抵抗値を利用したり，実績機での測定結果に基づく

通風要素ごとの解析検討では，回路網法の計算値に基づく

補正を行ったりすることで回路網法は精度の向上が図られ

冷却風量や圧力分布が境界条件として用いられてきたため，

てきた。等価回路網法は，従来構造と類似の発電機に対し

回路網法自体の精度的限界もあり，冷却構造の最適化が十

ては有効な設計手法であるが，通風構造を変えた新設計の

分行われていなかった。

発電機に対しては精度的な限界があり，詳細な現象把握や
最適構造の検討も困難である。

これに対し，近年のハードウェアやソフトウェアの性能
向上により，熱流体解析においても解析モデルの要素数増
大が可能となり，発電機内の複雑な流れ現象でも比較的精
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熱流体解析技術の適用

度の高い計算ができるようになってきている。そこで今回，
⑴，⑵

₃.₁ 発電機の主要通風要素に対する熱流体解析

発電機内部の冷却メカニズムの可視化と冷却構造の最適化
を目的として，発電機全体を対象とした三次元熱流体解析

近年，自動車や電気機器をはじめとする各種製品におい

を行い，発電機内部の風量分布や圧力分布，コイルの温度

て，熱流体解析技術の適用による流れや温度の予測が進め

分布などを実測値と比較したので，次にその内容を紹介す

られている。富士電機でも，発電機冷却設計における解析
技術の実用化を目指し，測定データとの整合による解析

図₃

回転子コイルエンドの流れ解析結果

精度の向上やモデリング手法の適正化に取り組んできた。
タービン発電機の場合，特に回転子の冷却が設計上の重要

コイル間流路

課題である。これに対し，測定が困難な回転子の内部風速

回流片

やコイル温度の定量化が可能であり，設計変更に伴う冷却

流速

特性の変化も短期間で確認できることから，ここ数年，冷

高

却構造の最適化検討に熱流体解析技術が活用されている。
一例として，図₂および図₃に回転子コイルエンドの熱

コイルエンド下部空間

流体解析の事例を示す。冷却風はコイルと絶縁間隔片によ
り形成される流路を蛇行しながら流れ，コイルから熱を取

回転子軸
低

り去るが，流速分布や温度分布の解析結果を参考に，間隔
片に設けられた突起の形状などを適正化することで，圧力
損失の低減や放熱性能の向上が行われている。タービン発
電機の冷却設計上のポイントとしては，回転子の流路構造

図₄

発電機全体解析モデル

のほかにも，固定子ダクトの風量配分均一化，軸流ファン
固定子鉄心

近傍での剥離（はくり）の抑制，空隙流入部での圧力損失
図₂

主要通風要素に対する解析（回転子コイルエンド）

回転子軸

軸流ファン
主要通風要素の
部分モデル解析

固定子コイル

コイル

周方向間隔片

軸方向間隔片

回転子コイル
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軸流ファン近傍の風速分布
保持リング

固定子コイルエンド

図₆

冷却風量の実測値と解析値の比較

固定子鉄心

流速

流路③
固定子鉄心端部

流路④
空隙

流路①
回転子流入

高

特 集

流路②
固定子コイルエンド

空気冷却器

回転子軸

低

風

量

実測値
解析値
回路網法

る。
⑴

解析モデル
流路④
空隙

固定子枠のサイズで 5,000 mm を超える機械であるが，冷
却設計上の最重要箇所の一つである回転子コイルの通風ダ

流路③
固定子鉄心端部

軸方向 1/2 の領域を解析対象とした。対象とした発電機は，

流路②
固定子コイルエンド

の構造は駆動機側と反駆動機側でほぼ対称であることから，

流路①
回転子流入

空気冷却器
︵総風量︶

図₄に発電機の熱流体解析モデルの構成を示す。発電機

クトの流路幅は 5 mm 以下である。これら部位での圧力損
失や熱伝達率を精度良く算定することが，発電機全体の循
環風量やコイル温度の予測に不可欠であり，発電機の全体

力として考慮することで，軸流ファンを含む回転子の圧力

解析では，装置全体に対して約 1/1,000 のスケールで起こ

上昇を再現している。今回の熱流体解析では複数コアを持

る現象を定量的に再現することが技術課題となる。

つ並列計算機を利用しており，計算実行前に解析モデルを

熱流体解析では，一般にメッシュ分割が解析精度に強い

領域分割し，各領域をそれぞれのコアに割り当てることで

影響を及ぼす。仮に空間 3 方向のメッシュ分割を 1,000 分

大規模な解析を実現している。

割すると，発電機全体では 10 億メッシュになり，最新の

⑷

機内通風の解析結果と実測値の比較

スーパーコンピュータでも計算が困難である。そこで本解

解析結果による発電機内の風速分布を図₅に示す。熱流

析では，回転子巻線や固定子鉄心ダクトに対して，部分モ

体解析の結果は実測値および回路網法の計算値と比較を

デルでの予備検討を実施し，メッシュサイズが通風性能に

行った。図₆に空気冷却器を通過する発電機内の循環風量

与える影響を事前に検証した。この検証を通じてメッシュ

を実測値との比較にて示すとともに，軸流ファン通過後の

分割の適正化を行うとともに，解析モデル上での形状再現

4 流路の冷却風量を回路網法との比較にて示す。循環風量

が困難な，微細な凹凸による熱伝達の促進効果に関しては，

の実測値と解析値の差異は約 10 % であり，流れ解析にて

表面粗さの一部としてその影響を組み込むことで温度計算

タービン発電機の冷却風量が実用的精度で予測できること

を行った。本解析モデルのメッシュ数は約 6,500 万である。

を確認した。軸流ファン通過後の冷却風の配分も従来実績

⑵

のある回路網法とほぼ一致しており，発電機内部の冷却風

温度計算条件
温度計算では，回転子および固定子コイル，固定子鉄心

などに損失条件を与えた。積層したけい素鋼板から構成さ
れる固定子鉄心では，径方向および周方向と，積層方向の

流れの予測手法として流れ解析が活用可能であることが確
認できた。
発電機内圧力の実測値と解析値の比較を図₇に示す。発

熱伝導率の異方性を考慮した。また，素線を束ねて形成す

電機内 4 か所の圧力分布にて，両者は良好に一致している。

る固定子コイルも，銅と絶縁により生じる熱伝導率の異方

軸流ファンや回転子による圧力上昇や，固定子鉄心ダクト，

性を考慮した。

固定子コイルエンドでの圧力損失も流れ解析にて予測可能

⑶

であることが確認できた。流れ解析技術の適用により，発

解析手法
解析は乱流流れの効果を考慮した定常解析であり，回転

子の回転により流体に作用する遠心力とコリオリ力を体積

電機全体の風量分布のバランスを考慮した冷却設計が可能
である。
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発電機内圧力の実測値と解析値の比較
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固定子コイルエンド

図₉

回転子コイル温度の実測値と解析値の比較

固定子鉄心外径部
①コーナ部

圧力

ファン入口

高

②極中央部
低

①コーナ部
外径側

実測値
解析値

空気冷却器通過後
実測値
解析値

固定子
コイルエンド

外径側

実測値
解析値

内径側
低

外径側
コイル

②極中央部

内径側
温

度

高

低

温

度

高

内径側
コイル

図₉には，回転子コイルエンドの代表的 2 か所における
力

温度を実測値と解析値の比較にて示す。積層されたコイル

圧

固定子鉄心
外径部
ファン入口

の温度は内径側のコイルよりも外径側のコイルの方が高く
空気冷却器
通過後

なる。この勾配（こうばい）は実測値と解析値にてほぼ一
致することが確認できる。また，冷却風の入口に近いコー
ナー部よりも極中央部の温度が高くなる傾向も解析にて再
現されている。回転子内部は測定による現象把握が特に困
難な箇所である。熱流体解析技術を利用することで，冷却

図₈

性能向上のための構造案の検討が行える。

回転子コイル温度の解析結果

4

あとがき

本稿では，タービン発電機内部の冷却風の流れ状態と温
度分布を明らかにする熱流体解析技術について述べた。こ

温度
高

れまで主に部分的な構造検討に用いられてきた解析技術で
あるが，計算機の性能向上に伴い，現在では発電機全体の
冷却構造の検討に利用できるようになってきている。今後
は，構造や電磁界の解析と連成させることで温度や応力の

軸胴部
低

コイルエンド部

課題に対する構造の最適化を行い，タービン発電機の高品
質化，高信頼性化に貢献していく所存である。
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