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蒸気タービンの設計・加工・組立シミュレーション技術
による品質の維持・向上
Simulation of Steam Turbine Design, Manufacture and Assembly Processes to Maintain and
Improve Quality
森田

耕平 Kohei Morita

小園

実 Minoru Kozono

火力蒸気タービンの複雑な三次元曲面からなるタービン翼とケーシングの設計・加工・組立に，製品開発支援システム
（CAE/CAD/CAM/CAT）を新たに開発し適用することで，設計・製造まで含めた製品品質の維持・向上に貢献している。
ブレード製造部門では，上流の設計データを NC 加工に活用するとともに，従来は経験に頼っていたブレードの寸法測定を，
非接触三次元測定装置を用いることで経験を不要にし，測定精度も向上させている。さらに，ケーシングでは設計の最適
化と，三次元ビューワによる加工・組立性の向上に役立てている。
CAE/CAD/CAM/CAT system has been newly developed and used in the design, manufacture and assembly of the turbine blades and
casing, formed from complex three-dimensional curved surfaces, in a thermal power steam turbine to maintain and improve product quality,
which includes the quality of the design and manufacturing processes. In the blade manufacturing department, upstream design data is used
in the NC processing, and the accuracy of blade measurements, which previously depended upon the experience of the operator, is improved
by using a non-contact three-dimensional measurement apparatus which the operator experience is not required. Also, the optimization of the
design and use of a 3D viewer help to improve the manufacturing and ease the assembly of the casing.
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まえがき
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タービン翼の設計・加工・組立シミュレーショ
ン技術

自動車や家電業界の設計の三次元化は広く普及が進んで
いる。国内の重電各社では，プラント全体の建屋や配管設

タービン翼は，静止体であるケーシング側に固定された

計の三次元化は進んだものの，発電プラントを構成する機

静翼と，ロータとともに回転する動翼からなる。各部の寸

器，特に蒸気タービンにおいては FEM（有限要素法）解

法・形状は流力特性，強度および振動特性を十分考慮して

析などの限定的な活用にとどまっている。蒸気タービンは，

設計している。

複雑な三次元曲面からなるタービン翼や鋳造品の高中圧
ケーシング，鋼板溶接品の低圧ケーシングおよび鍛鋼品の

図₁に，現在取り組んでいるタービン翼における設計か

ら加工・品質検査までの全体概要を示す。

ロータなど，多数の構成部品からなる大型アセンブリ製品

上流の設計プログラムにて自動作成した，パラメトリッ

である。三次元 CAD（Computer Aided Design）による

クデータ から，①設計三次元モデル，②下流側の NC 加

モデリングには特殊な手法を構築する必要がある。さらに，

工 用 イ ン プ ッ ト デ ー タ（CAM：Computer Aided Man-

お客さまの要求に合わせてその都度最適設計する必要があ

ufacturing）
， ③ 検 査 用 デ ー タ（CAT：Computer Aided

り，設計負荷が増大するために設計の三次元化のみでは効

Test）および各種帳票類を自動作成させる製品開発支援

果が出しにくい製品でもある。このことが，国内重電各社

シ ス テ ム（CAE：Computer Aided Engineering/CAD/

の設計の三次元化が進んでいない最大の要因となっている。

CAM/CAT）を新たに開発した。

〈注 1〉

富士電機では，この課題を解決し，
“ものづくりに生か
す”という視点で，①設計情報のデジタル化，②製造・品

₂.₁ 三次元モデルの自動作成（CAE/CAD）

質保証まで含めた加工・組立シミュレーションによる信頼

NC プログラム作成に必要な三次元モデルは，従来は設

性の向上に取り組んでいる。さらに，実際に活用するため

計部門が出図した二次元図面を参照して，製造部門が作成

のノウハウの蓄積を行うことで，三次元設計という枠を超

していた。しかし，タービン翼は複雑な三次元曲面からな

えた運用を始めている。

るため，製作図からその寸法形状を正確に読み取りモデリ

本稿では，蒸気タービンを構成する多種多様な機器の中

ングするには多大な労力を要していた。また，二次元図面

で，特に三次元化で効果のあるタービン翼と，タービン

では表現が困難な箇所については，製造部門でその都度確

ケーシングにおける設計・加工・組立シミュレーションに

認しながら作り込んでいく必要があり，このことが，NC

よる信頼性の向上技術について述べる。

プログラム作成の自動化や品質維持の面での障害となって
いた。
〈注 1〉パラメトリックデータ：タービン翼の寸法形状・公差・材質・
製作個数など，製品固有のすべての
情報を網羅した CSV 形式データ
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タービン翼の設計・加工・組立シミュレーションの概要
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ことなく，製造部門の要求する三次元モデルが提供できる
自動作図

データ共有

ようになり，従来三次元モデルの作成に要していた時間の
約 70 % が削減できた。
設計プロセスの変革には，三次元設計は設計者の業務負
荷増大につながるという旧来の認識を変え，設計部門と製

その解決には，設計時点で製作図とともに，三次元モデ

造部門の双方で，工数削減効果の実感を持ってもらうこと

ルを作成することが考えられるが，同時にものづくりの要

が大切であり，設計の初期段階から三次元モデリングを可

素も加味したものでないと，製造部門の真の効率化にはつ

能とする”標準化”と”自動化”が鍵である。

ながらないだけでなく，設計者の負荷が増大してしまう。
そこで，設計側の上流プログラムを改良し，パラメトリッ

₂.₂ 三次元形状測定（CAD/CAT）

ク設計データを作成する機能を追加して，三次元 CAD シ

タービン翼は，各製作工程で制作した特殊な専用ゲージ

ステムと連携させることで，三次元モデルと製作図（二次

を用いて測定・検査することで形状品質を確保している。

元展開図）を自動作成するツールを開発した（図₂ ）
。作

しかし，測定者の経験・技量によって測定結果にばらつき

成した三次元モデルは，設計データ管理システムで共通管

がある上，測定のやり直しや熟練技術者への確認に多くの

理・運用することで，設計・製造の双方でデータの共有化

時間を費やしていた（図₃）
。

を図れる環境としている。
このツールにより，設計者の負荷をほとんど増大させる

その解決のために，新たに非接触式の三次元測定器を導
入した。非接触式三次元測定器は，実物の三次元スキャン
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データと三次元 CAD データとを直接比較することにより，

り，ムダなエアカット時間が発生していた。そこで，実物

従来の方法では計測が不可能であった曲面のひずみや断面

の素材を三次元測定器でスキャニングし，形状リバースし

など，視覚的・定量的に評価できる。これにより，測定を

た三次元モデルと，設計三次元モデルとを，最適な位置関

個人の技量に頼ることがなくなり，かつ測定時間の短縮と

係となるよう画面上でベストフィットさせた上で，CAM

測定精度が向上した（図₄）
。

に取込み，加工パスを作成する手法を構築した（ 図₆ ）
。
これにより，製造現場での繰返し測定作業を不要とさせる

₂.₃ 加工パスの最適化（CAD/CAT/CAM）

とともに，ムダなエアカット時間を低減した最適な加工パ

タービン翼は，荒鍛造材または荒加工済みの素材から削

スを割り出すことを可能とした。

り出して製作する。その加工用の NC プログラミングする
には，素材形状と加工機へセットする際の軸位置関係の定

₂.₄ タービン翼加工の今後の展望と課題

義が必要となる。従来は，二次元式の“簡易測定器”を使

タービン翼の最終形状への微調整は，最後は人の手によ

用して素材形状と加工後形状との位置関係を割り出してい

る磨き作業に頼る部分が大きい。中でも，固有振動数が低

たが，簡易測定器は測定精度が低い上に，軸位置が翼重心

い長大翼の場合は，磨き作業と同時に固有振動数の調律を

位置と同じになるまで，測定を繰り返す必要があるため多

行う。この調律作業には，多大な労力だけでなく，高度な

くの労力と時間を費やしていた（図₅）
。

熟練が必要である。熟練技能者の高齢化が進む昨今では，

また，NC プログラミングでは，専用の CAM システム

製品品質の維持に向けた対応が急務となっている。技能の

を用いて，機械情報，工具情報および素材形状を定義して

確実な伝承のためには技能・ノウハウの数値化・定量化が

加工パスを設定する。従来の簡易測定器で割り出した素材

大切である。

寸法では，工具と素材との接触を避けるために，素材から

今後は，熟練技能者が磨いた後の形状を順次，三次元測

十分な余裕を持った位置から加工定義を開始する必要があ

定器にてスキャニングし，形状リバースしたデータを設計

図₄

図₅

非接触式三次元測定器を用いた測定

簡易測定器による素材形状の軸位置決め
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図₆

（b）寸法表示

加工パスの最適化
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設計 CAD データとの
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や製作図にフィードバックすることで，暗黙知を形式知化

る。また，設計のムダな箇所が視覚的に分かりやすくなる

することを目指したい。

というメリットもある。

3

タービンケーシングの設計・加工・組立シミュ

多くの有効な機能がある。その一例として，三次元 CAD

レーション技術

システムが持つリレーション機能（数値計算による形状
定義機能）を活用した，設計の見える化を実施した事例を，

各種発電プラントで使用する蒸気タービンは，ライフラ
インである電力の安定供給が使命であり，高い信頼性と品

図₈に示す。

蒸気流入部の空間断面積を定量的にシミュレーションし，

質が要求される製品である。また，最近は CO2 の排出削

設計上必要な断面空間に近づけることで，形状のスリム化

減による地球環境保護の観点より，さらなる性能向上と品

が可能となる。

質を維持した上での重量低減と体格のコンパクト化を目指

さらに，作成した三次元 CAD モデルをそのまま FEM

すことが，製造メーカーに与えられた重要なテーマとなっ

構造解析に取り込み，解析結果を設計にフィードバックす

ている。

ることで設計形状の最適化とともに，構造強度上の品質向

このようなニーズに応えるための具体的な手段の一つと
して，三次元データの活用によるタービンケーシング設計

上も同時に図っている（ 図₉ ）
。この事例では，流入部形
状の最適化のみで全体重量の 5 % 低減できた（図₁0 ）
。

の最適化と，加工・組立シミュレーションの取組みについ
₃.₂ 加工・組立シミュレーションの取組み

て述べる。

蒸気タービンを構成する部品は，高い信頼性が要求され
₃.₁ タービンケーシング設計の最適化

るため，過去の実績と経験の積重ねに基づいた流用設計を

鋳造ケーシングは複雑な三次元曲面の組合せからなる。

用いる。その反面安易に流用して失敗をする場合もある。

この形状を従来の二次元図面で表現する場合，曲面をつな

一時代前のように，失敗と経験を重ねて改善することが

ぐ部分の形状が表現し難い。特に，蒸気流入部の形状定義

許される時代ではない。現在では，製造ノウハウをいかに

は鋳造メーカーに任せている部分もあり，設計強度上は必
要のない駄肉が付いた形状となる場合があった（図₇）
。

図₉

FEM 構造解析

これに対し，三次元 CAD は形状自体を立体的に表現で
きるため，設計者の意図を正確に鋳造メーカーに伝えられ
図₇
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（a）従来形状

（b）最適化後
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三次元ビューワによるデザインレビュー

部門間における“デザインレビュー”
（ 図₁1 ）や製作段階
における“作業性検討”
（ 図₁2 ）などに活用している。三

特 集
  

次元ビューワには，任意の断面表示，寸法計測，注釈追

問題箇所 13
排気ケーシング軸受台の内部のベーパー配管
ベーパー配管の先が軸受台カバーに固定されている。
組立・分解時の作業性が悪い

記などの機能がある。ある程度の操作方法を習得すれば，
CAD の操作ができない人でも，比較的容易に三次元 CAD
データが活用できる。
この三次元ビューワを活用すると，実際に物を作らなく
ても，仮想的に画面上で部品間の干渉確認や，加工・組立
性を再現して，不具合が未然に防止できるようになる。
将来的には，最上流のエンジニアリング段階から，生産

軸受台カバーに
固定されている

ベーパー配管

設計，部材手配，据付け・運転・メンテナンスに至る最下
流までを包括するシステムの構築を目指したい。

4
図₁₂

あとがき

三次元ビューワによる作業性検討

富士電機の重電機器は，その機器が持つ特殊性と信頼性
から，その長い歴史の中で築いてきた“豊富な実績”と
“優れた技術”の DNA を脈々と受け継いできた製品であ
る。今後も，IT の活用により，
“ものづくり技術”と“知
恵”を形式知化することで，世界最高水準の技術と信頼性
を追求し続け，国内外の電力安定供給に貢献していく所存
である。

作業性検討

森田

耕平

蒸気タービンの構造開発・設計に従事。現在，富
角フランジから通常の物に変更

士電機システムズ株式会社発電プラント本部川崎
工場火力タービン部主任。

デジタル化して経験的あいまいさを除去できるか，また，
個人の技量レベルに依存しないシステムを構築できるかが

小園

重要となっている。

蒸気タービン翼の製造技術に従事。現在，富士電

その一例として，設計部門で作成した三次元 CAD デー
タを活用し，製造技術の IT 化と蓄積を推進した事例を紹
介する。この事例では，設計部門で作成した三次元 CAD
データと三次元ビューワシステムを用いて，設計・製造
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機システムズ株式会社発電プラント本部川崎工場
火力タービン部。

＊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。

