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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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お問合せ先：電機システムカンパニー 火力・原子力事業部 電話（044）329-2121

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（0764）41-1231 〒930-0004 富山市桜橋通3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（0485）26-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8308 旭川市旭神町1番1359（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）
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富士電機は小容量から大容量までの
タービン発電機を数多く納入し，
社会に貢献しています。

周波数50 Hzでは国内最大容量670MVAの水素冷却タービン発電機（中央および手前/奥は蒸気タービン）

自家発電設備向け157MVA空気冷却タービン発電機の全含浸済み固定子

豊富な実績と高度な技術に基づいた
空気冷却タービン発電機，水素冷却
タービン発電機は，優れた性能と信
頼性とで，多くのお客さまから高い
評価をいただいております。
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空気冷却タービン発電機は，水素冷却機に

比較して取扱いが容易かつ安全であり，単機

容量の増加とともに巨大な市場が創出されつ

つある。世界では，300 MVA程度までが

実用化され，なおも大出力化に向けた計画が

進められつつある。

富士電機は，この伸張分野に向けて小形軽

量，高品質を特徴とする発電機を提供すべく，

3年の歳月をかけて新たな系列を開発した。

着想を定量化するための大規模な数値解析，

効果検証用の126 MVA 試作実験機の製作，

データ取得のための革新的な測定技術の確立

は，いずれも富士電機にとって未踏の尖峰

（せんぽう）であった。今後はこの成果を取

り入れた発電機の販売に注力する。

表紙写真は，今回の研究開発を象徴する3

要素（解析，試作，測定）を取り上げ，これ

らを組み合わせたものである。

表紙写真



Ich empfinde es als Auszeichnung, einen kurzen
Abriß meiner eigenen Forschung an dieser Stelle
geben zu dürfen.  Daß dieser ausgerechnet im Fuji
Electric Journal erscheinen sollte, ist in der
langjährigen guten Zusammenarbeit zwischen
Siemens AG und Fuji Electric begründet.

Bevor ich zur Universität Dortmund wechselte
und dort den Lehrstuhl für “Elektrische Maschinen,
Antriebe und Leistungselektronik” übernahm, war ich
fast 25 Jahre bei der Siemens AG KWU in Mülheim
tätig.  In dieser Zeit war ich mit den unter-
schiedlichsten elektromagnetischen und elektromecha-
nischen  Problemstellungen aus dem Bereich des
Turbogenerators befaßt.

Meine ersten Arbeiten in der Industrie befaßten
sich mit der Auswirkung von  Windungsschlüssen in
der Ständerwicklung.  Der Aufgabenbereich verlagerte
sich dann mehr und mehr auf das Gebiet der Dynamik
der großen Maschinen.  Insbesondere beschäftigte ich
mich mit den elektromechanischen Ausgleichs-
vorgängen in Turbosätzen nach Störungen im 
elektrischen Netz, die im Wellenstrang hohe
Torsionsschwingungen anregen können. Die hierdurch
verursachten Beanspruchungen können zur
Materialermüdung der Wellen und damit zum erheb-
lichen Lebensdauerverbrauch der gesamten Anlage
führen.

Im Rahmen der Entwicklung von neuen luft-

gekühlten Generatoren bei Fuji Electric fiel mir die
Aufgabe zu, das  Schwingungsverhalten  des Ständer-
wickelkopfes zu untersuchen. Diese Aufgabe war eine
Herausforderung für mich, weil der Wickelkopf ein
sehr aufwendiges nichthomogenes Gebilde darstellt,
das bisher als analytisch nicht berechenbar galt.
Infolge der Ströme werden 3-dimensionale elektro-
magnetische Kraftfelder erzeugt, die den ebenfalls 3-
dimensionalen Wickelkopfverband aus Stäben,
Bandagen und Isolation zu Biege- und Torsions-
schwingungen, in radiale bzw. tangentiale Richtung,
anregen.

Besonders erfreulich war es, daß Testmessungen
bei Fuji Electric die Ergebnisse brachten, die mit den
vorausberechneten gut übereinstimmten. 

Der Wechsel zur Universität brachte für mich eine
Vielzahl von neuen Aufgaben mit sich, die zum
größten Teil von der umgebenden Industrie an den
Lehrstuhl herangetragen werden.  Die Vielfalt der
Problemstellungen aus unterschiedlichen Gebieten der
Antriebstechnik sowie der ständige Kontakt mit
Studenten und jungen Wissenschaftlern bereichern
mein neues Berufsleben.

(Prof. Dr. Dr. S. Kulig)

2極空気冷却タービン発電機の
新系列の完成に寄せて
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Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Stefan Kulig
Universität Dortmund
Lehrstuhl für Elektrische Maschinen, Antriebe
und Leistungselektronik

〈抄訳〉

私は，ドルトムント大学で電気工学の講座を受け持つま

での25年間，ミュールハイムにあるシーメンス社の KWU

にてタービン発電機の電気や機械に関するさまざまな課題

に関与しました。富士時報誌上にその一端をご紹介できる

ことを大変に名誉あることと思っております。

KWUでの私の最初の仕事は，電機子巻線の局部短絡に

起因する諸現象を解明することでした。その後，電力系統

のじょう乱後の電磁的な過渡現象の解明に深くかかわり，

軸のねじりトルクと寿命消費の算定法を明らかにしました。

富士電機による新しい空気冷却機の開発に際して，電機

子巻線コイルエンドの振動を解明するという課題が与えら

れました。この課題は，古典的な解析方法では手の届かな

い非常に複雑なコイルエンド部を解明するということで，

私にとっては大変挑戦意欲をそそるものでした。電機子電

流が三次元的な電磁力分布を生じ，導体や絶縁物，補強材

を軸方向，径方向にねじ曲げ，あるいはたわませるという

高度に複雑な現象を，大規模シミュレーション技法を用い

て解明し，実際の機器で観察される挙動とよい一致を示す

まで精度を高めました。富士電機での測定にて解析予測と

非常によい一致を示したという報に接し，喜んでおります。

大学への異動に際し，工業界に資する新たなテーマを数

多く開講しました。学生や若い研究者たちとともに可変速

分野の多様なテーマを追求することを新たな天職とし，社

会に貢献していきます。



三村　一郎

大形回転機の設計・製作に従事。

現在，エネルギー製作所回転機部

長。

佐藤　昭二

大形回転機に関する基礎技術開発

および新製品開発に従事。現在，

（株）富士電機総合研究所電機技術

研究所回転機グループ主席研究員。

富士時報 Vol.72 No.5 1999

まえがき

電力需要は世界的にみて安定期であるとはいえ，依然と

して伸びており，その安定した供給はあらゆる産業発展の

基本である。また，電力供給のエネルギー源としての水力，

火力，原子力および新エネルギーを概観すると，水力の開

発地点の減少，原子力の立地条件の難しさ，さらには新エ

ネルギーの絶対量の少なさから見て，火力発電の重要性は

今後ますます増大すると思われる。

重油，石炭，地熱などの火力エネルギーを電力に変換す

るタービン発電機に目を転ずると，基本原理は古典的であ

り，成熟した分野ではあるが，種々の技術開発により今な

お市場ニーズにこたえたものへと発展している。例えば２

極機での単機出力 1,000MVAの実現，2極空気冷却機の

300MVAまでの適用範囲の拡大などがそれである。

富士電機では単機出力 700MVAまでのタービン発電機

の製作実績があるが，このなかでも 300MVAまでの 2極

空気冷却機を主力機種とすべく，この範囲の新系列機を開

発，完成させた。以下にその開発コンセプトおよび開発内

容を紹介する。なお，本特集号では新系列2極空気冷却ター

ビン発電機の開発に関する主要テーマについてその詳細を

以下の稿に紹介する。

開発コンセプト

開発の対象である 2極空気冷却タービン発電機は初期コ

ストおよびメンテナンスコストが低いという特長があり，

IPP（独立発電事業者）の台頭，ガスタービン駆動の増大

などと相まって，需要が増大している。反面，競争はきわ

めて激しく，トラブルを起こした場合の影響の大きさから，

さらに高品質のものが求められている。これらの市場のニー

ズにこたえるべく，従来から必要とされたメンテナンスの

軽減，顧客要求に対応した機能の向上といった事項は維持

しつつ，今回の新系列機開発の最大の目標を「コスト競争

力の向上」と「品質確保」の二つとした。

市場コストは 5年間で半減するという厳しさであり，こ

の市場動向に追いつくためには，これまで長年培ってきた

基本は維持しつつも，相当大きな変革が必要である。ただ

し，コスト競争力向上のための変革と品質確保は同時には

相いれない場合もあるものの，品質の犠牲は絶対に許され

ない。

このような認識の下に，富士電機が実施した変革と品質

確保のための施策を表１に示す。

発電機の利用率の向上

発電機の利用率を向上させるべく実施したことは，電気

設計の最適化による基本体格の縮小，構造の簡素化および

軽量化である。特に，電気設計による基本体格の縮小は周

辺構造物の軽量化にもつながるので，効果が大きい。

利用率向上および構造簡素化，軽量化対策の主なものを

下記する。

固定子鉄心寸法の最適化

通風方式の簡素化による構造簡素化

主要構造物の構造見直し

開発後の発電機の体格を富士電機の従来のものと比較し，

図１に示す。同図に示すように，体積，質量ともに 30％強

低減されており，発電機の据付け面積も 20％低減されてい

る。

主要部品の製造の自動化

発電機は高電圧を発生し，大電流を流す必要があること

から，タービンなどの機械装置では不要な鉄心と巻線が必

要となる。鉄心は磁路を形成するものであり，薄いケイ素

（3）

（2）
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三村　一郎（みむら いちろう） 佐藤　昭二（さとう しょうじ）

表１　新系列2極空気冷却タービン発電機の開発コンセプト 

コスト競争力向上 
　　のための変革 

　発電機の利用率の向上 
　主要部品の製造の自動化 

品質確保のための 
　　　　　　施策 

　126 MVA試作実験機による検証 
　解析技術の開発および向上 
　設計および製造に関する要素技術の検証 
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鋼板が数万枚積層されて作られ，巻線は数十本の素線を束

ね，高電圧に耐える絶縁が施される。これらのものを作る

には多くの労力を必要とし，発電機のコストの大半を占め

るといっても過言ではない。このように発電機特有で，手

間のかかる作業としては次のものがある。

固定子鉄心積み

固定子巻線作り（切断，編みおよびテーピング）

固定子巻線のエンド曲げ

回転子コイル作り（通風穴加工，ろう付け）

従来，これらの作業はほとんど手作業により実施されて

いた。富士電機ではこれらの作業の徹底した機械化，自動

化を推進することにした。例えば固定子鉄心積みにはロボッ

トを適用し，すでに実機にて使用されている。ロボットに

よる鉄心積み作業の様子を図２に示す。

これらの機械化および自動化は，製作工数の低減に資す

るだけではなく，製品のばらつきが減少し，品質の向上に

も寄与する。富士電機では現在，蒸気タービンおよびター

ビン発電機の新工場を建設中であり，1999年後半から順次

上記機械化および自動化設備を稼動させる予定である。

126 MVA試作実験機による検証

先にも記したように利用率向上のための変革と品質確保

とは同時には相いれない場合もあり，特に変革が大きい場

合には性能および品質の検証が不可欠である。富士電機は

今回の開発では最も確実な検証の方法として，出力 126

MVA，回転速度 3,600 r/min の試作実験機を製作し，検

証することにした。試作実験機の出力を 126MVAとした

理由は，2極空気冷却機の適用範囲が 20 ～ 300MVAであ

ることを考慮し，このほぼ中間に位置し，2極空気冷却機

の適用範囲の全体をカバーすることにある。126MVA試

作実験機の外観を図３に示す。

試作実験機の設計，製作にあたっては今回の開発で採用

の可能性があり，検証が必要と思われる事項はすべて考慮

することにした。

この検証を確実に行うには，検証を必要とする部位の測

定を見落としてはならない。このために新系列機開発のス

タート時点から測定項目の洗い出しを行い，最終的には

1,015 点の測定を行うことにした。その主なものは電気量

測定35点，固定部温度測定 398 点，回転部温度測定 113 点，

磁束測定 194 点などである。

このように多数の測定を効率よく行い，評価を迅速に行

うために，新たに計測システムを導入した。この計測シス

テムでは 540 点の同時計測が可能であり，温度などの低速

データと振動などの高速データに分けて処理される。低速

データはその評価を容易にすべく表形式にて出力され，時

間変化もリアルタイムで表示される。高速データに関して

も，そのすべてのデータの波形表示および FFT（Fast
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図１　発電機の体格比較

図２　ロボットによる固定子鉄心積み
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図３　126MVA試作実験機の外観
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Fourier Transform）分析が可能であり，やはりリアルタ

イムで処理される。

タービン発電機は多くの場合，回転子コイルの温度によ

りその体格が決められる。したがって，試作実験機では回

転子コイルの温度分布を詳細に把握すべく，113 個の温度

センサを回転子コイルに埋設した。回転子コイルの温度セ

ンサの埋設場所は狭く，強大な遠心力が作用し，熱膨張も

生じることから，この測定には非常な困難を伴ったが，数

点を除き測定に成功している。

また回転子コイルの温度測定は回転部の測定であるため，

データの伝送に工夫が必要であり，強力な電磁ノイズ場で

の測定でもあることから，ノイズ対策が必要であった。こ

れらのことを解決すべく，富士電機独自の次の二つの測定

法を開発した。

データロガー方式

回転子上に取り付けられたデータロガーにデータを書き

込み，試験終了後，データを読み出す。

光スリップリング方式

回転部から固定部に，光を使ってデータを伝送する。

この光スリップリング方式による回転部の温度測定装置

の外観を図４に示す。

試作実験機を製作するもう一つの目的は，富士電機が設

計，製作する 2極空気冷却タービン発電機の限界を見極め，

将来さらに改善すべき事項を把握するためのデータを得る

ことにある。このため，温度，振動などの測定のほかに，

解析値との比較検討により，発電機内部に生じている現象

を正確に把握することを目的として，通常の試験では測定

されない磁束，あるいは構造物を流れる電流などの測定も

行った。

また試験に関しても，通常の形式試験のほかに，下記の

特殊試験および実験を行うことにした。

電気損，機械損および温度上昇に着目した特殊試験

渦電流，循環電流による局部過熱に着目した特殊試験

振動，騒音に着目した特殊試験

突発短絡試験

部分放電に着目した特殊試験

通風ファンあるいは通風路の面積を変えた場合の通風

冷却実験

空気冷却器の通水を部分的に止めた場合の試験

軸受性能に関する実験

解析技術の開発および向上

２極空気冷却タービン発電機のような大形の機械では，

小形機のように，設計前あるいはモデルチェンジごとにプ

ロトタイプ機を製作し，性能および品質を確認することは，

ほとんどの場合不可能である。したがって，実証された計

算式あるいは解析法により，性能を予測し，品質を確認す

る必要がある。またこれら解析法としては，小形化要求な

どにより限界設計に近づくにつれて，より近似が少なく，

より詳細で，より精度の高いものが要求される。

最近では，先行した構造分野に適用される有限要素法プ

ログラムのほかに，非構造分野に対する優れた大形の解析

プログラムを，比較的容易に利用できるようになってきた。

これら大形解析プログラムの精度を確認し，利用技術を習

得することも，今回の開発の大きな目的の一つである。

今回のコスト競争力向上対策の一つは発電機の利用率の

向上であるが，この利用率向上に伴い生じると考えられる

問題をまとめると次のようになる。

電気装荷の増大

固定子巻線の温度上昇増大

回転子巻線の温度上昇増大

漂遊負荷損の増大

固定子鉄心の磁束密度増大

漏れ磁束の増大による周辺構造物の温度上昇

固定子鉄心の振動増大

回転子軸の断面積の減少

回転子軸の応力増大

また利用率の向上とは直接関係ないが，長年の課題とし

て固定子巻線端部の振動解析がある。固定子巻線端部には，

特に突発短絡時に強大な電磁力が作用することから，強固

に固定する必要があり，定格運転時には，電源サイクルの

倍サイクルの電磁力との共振を避けなければならない。

これらの問題，課題に対し，今回の開発において詳細な

解析を試みることにした。その主なものを下記する。

渦電流およびそれによる温度上昇の解析を目的とした

三次元電磁界解析

回転子巻線および発電機全体の通風冷却解析を目的と

した三次元流れおよび温度解析

固定子巻線端部の振動解析

回転子軸および保持リングの強度解析

６.１ 三次元電磁界解析

電磁界解析では，固定子鉄心端部，プレスリング，固定

子巻線端部およびそれらの周辺構造物を解析対象とし，①

磁束分布解析，②渦電流解析，③渦流損解析，④温度解析

の順で解析が進められる。1998年，これらの解析結果の一
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図４　光スリップリング方式による回転部の温度測定装置
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部を学会発表し，大きな関心を集めた。

６.２ 三次元流れおよび温度解析

回転子巻線周りの冷却風の流れおよび温度に影響する因

子はきわめて多く，これらの因子の影響度合いを正確に把

握し，回路網法により計算する従来の計算法には限界があ

る。もちろん通風冷却構造が同一の範囲であれば，その構

造に対する測定値を基に計算することは可能であるが，通

風冷却構造を変える場合には，精度の高い値は得られない

と考えるべきである。また回転部であるだけに測定も難し

く，内部の状態を測定によっては観察し得ない。そこで，

富士電機は従来使用されている回路網法を検証し，回転子

巻線周りの冷却風の流れおよび巻線温度上昇の全貌を把握

することを目的に，三次元流れおよび温度解析プログラム

による数値解析を試みることにした。

また発電機全体に関しても，日常使用される通風回路網

法を検証し，発電機内の冷却風の流れを詳細に知ることを

目的に，発電機全体に対する三次元流れ解析を行った。こ

の三次元流れ解析により，風量，風圧，風損のほかに発電

機各部の熱伝達係数も求められることは特筆されるべきで

ある。これらの熱伝達係数は渦流損が生じる部位の温度計

算に有益である。

６.３ 固定子巻線端の振動解析

固定子巻線端の振動解析で求めるものは，この部分の固

有振動数と突発短絡時の変位である。固定子巻線端は三次

元的に成形された固定子巻線，これを支持する支持構造物

およびこの両者を接続する縛りひもから成る。その構造は

複雑であり，これまでに詳細な検討を先送りしてきた感が

ある。したがって，この部分の作業には多くの労力を必要

とし，コストアップを招いていたにもかかわらず，過剰品

質になっていると思われる。しかし無検討で簡略化するこ

とは許されない重要部分であるので，詳細な解析を試みる

ことにした。現時点では，この部分を構成する部品の基礎

的な物性値の測定，適正な解析モデルを得るための検討，

精度の高い電磁力の算定など多くのことを実施し，完成さ

せるめどが立ったと考えている。

６.４ 回転子軸および保持リングの強度解析

回転子軸では，保持リングが焼きばめられる軸端部の応

力が最も重要である。この部分の応力を精度よく把握し，

かつ軽減することを目的として，回転子軸の軸端，保持リ

ングおよび保持リング支えを解析対象として，有限要素法

による応力解析を行った。この解析では解析モデルを三次

元モデルとし，焼ばめ部に接触要素を適用したことが，富

士電機にとっては新しい試みである。

上記した解析の例として，発電機全体の三次元流れ解析

モデルを図５に示す。

設計および製造に関する要素技術の検証

２極空気冷却タービン発電機は 150 種類，12万点の部品

で構成される。日常の設計，製造作業のなかでこれらの部

品の要否，過剰な作業の低減などを検討することは，事実

上できないのが実状である。今回の新系列機の開発を機に，

これらの細かなことに関しても，気づいたことはすべて実

験あるいは部分試作などにより検証することにした。

あとがき

２極空気冷却タービン発電機に関しては，7年前に固定

子巻線の絶縁を，画期的な全含浸方式とすることに伴い，

系列の見直しを行った。今回の新系列機の開発はそれ以来

のものであり，そのテーマは利用率の向上および製造の自

動化によるコスト競争力の向上と，品質のさらなる向上で

あった。このために 126MVA試作実験機を製作し，品質

を検証し，将来の糧となる多数のデータの収集および高度

な解析手法の開発を行った。

これらの技術開発成果は 2極空気冷却タービン発電機の

設計および製造技術の発展に大きく寄与するものであると

確信する。また，今回完成した新系列 2極空気冷却タービ

ン発電機は顧客の要望にこたえうるものであると考えてい

る。
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図５　発電機全体三次元流れ解析モデル
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まえがき

２極空気冷却タービン発電機はその多くの特長と適用範

囲の広さから需要が大幅に伸びている。しかし一方では，

高い信頼性が求められると同時に，市場価格の低減傾向に

歯止めがかからない。この市場環境に対応すべく，コスト

競争力の向上と性能および信頼性の確保を目標として，新

たな系列の空気冷却タービン発電機を開発した。

この新系列機の特性および品質を検証すべく，出力 126

MVAの試作実験機を製作した。この試作実験機の設計に

際しては，目標の一つであるコスト競争力の向上を実現す

べく，発電機利用率を高めるための改善項目をすべて考慮

した。

本稿では 126MVA試作実験機の設計で，特に利用率向

上のために熱設計および電気設計上考慮したこと，および

その検証のために行った試験結果について紹介する。

126 MVA試作実験機の設計仕様

126MVA試作実験機の設計仕様は次のとおりである。

出　力： 126MVA

電　圧： 11.4 kV

力　率： 0.8（遅れ）

周波数： 60Hz

回転速度： 3,600 r/min

絶縁種別：F種（固定子全含浸）

温度上昇：F種絶縁温度

この設計仕様は 6年前に製作した 2極空気冷却タービン

発電機のものと同一であり，新系列機のプロトタイプとな

る試作実験機の体格および性能を，従来機と明確に比較す

ることを意図している。図１に 126MVA試作実験機の外

観を示す。

126 MVA試作実験機の電気設計

新系列機開発の目標の一つが利用率の向上であることか

ら，試作実験機の電気設計方針として，発電機固定子の体

積〔（固定子鉄心外径）2 ×鉄心長〕を 6年前に製作した同

一仕様の発電機より 30 ％低減することを目標にした。こ

の設計方針のもとに設計された試作実験機の主要な設計指

標を表１に示す。ここにはそれぞれの設計指標に対する検

証項目も同時に示す。
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図１　126MVA試作実験機の外観
表１　126 MVA試作実験機の設計指標と検証項目 

従来比 検証項目 設計指標 

電 気 装 荷 
�鉄心端部および周辺構造物の温度 
�漂遊負荷損の詳細把握 
�固定子巻線端支持構造の強度 

115％ 

固定子巻線電流密度 
�固定子巻線温度および温度分布 
　（固定子通風冷却改善の効果） 

120％ 

回転子巻線電流密度 
�回転子巻線温度および温度分布 
　（回転子通風冷却改善の効果） 

110％ 

固 定 子 体 積 70％ 

固 定 子 外 径 
�固定子鉄心の電磁振動 
�固定子鉄心支持構造物の温度 85％ 

固 定 子 鉄 心 長 95％ 

回 転 子 外 径 �回転子の強度 95％ 

磁 気 装 荷 100％ 
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いずれの設計指標も容易に達成できるものではなく，例

えば電気装荷を増大し，固定子鉄心外径を低減するには，

漂遊負荷損とそれによる温度上昇を詳細に把握することを

必要とし，構造物の機械強度についてもより詳細な検討を

必要とする。また，固定子巻線および回転子巻線の電流密

度の増大はさらなる固定子および回転子の通風冷却改善を

要求する。

試作実験機の使命は新系列機の性能と品質を検証するこ

とにあり，このための検証項目と測定項目を選択すること

はきわめて重要である。そこで試作実験機の計画段階から，

想定される問題に対して詳細な解析を行い，検証および測

定項目の抽出を行った。これら検証および測定項目の詳細

については本誌の別稿（新系列 2極空気冷却タービン発電

機の測定技術）を参照されたい。

以下に電気設計に関連する主要な試験結果を紹介するが，

これらの試験結果を基に，試作実験機の設計指標を見直し，

新系列機の電気設計および構造基本計画を実施した。

126 MVA試作実験機の試験結果

４.１ 電気特性

通常行われる商用試験により，無負荷飽和特性，三相短

絡特性，埋込温度計法による固定子巻線温度，抵抗法によ

る回転子巻線温度などの測定を行い，いずれも問題ないこ

とが確認された。また，これらの数値に対する従来手法に

よる計算値と測定値には大きな差異はなく，従来計算法に

よりこれらの特性を精度よく予測できることが確認された。

４.２ 損　失

発電機の利用率が向上すると，固定子巻線および回転子

巻線の電流密度が増大し，効率は低下する傾向となる。し

かし 2極空気冷却タービン発電機は，高速回転機であるこ

とから風損の占める割合が大きく，高エネルギー密度であ

ることから漂遊負荷損の占める割合が大きいことに着目し，

この二つの損失低減を効率改善課題として取り組むことに

した。

４.２.１ 風　損

２極空気冷却タービン発電機の風損は，回転子風損とファ

ン風損に分けられる。回転子風損は，回転子表面の摩擦損

と回転子自身のファン作用による風損とから成る。この回

転子風損の低減には，回転子外径の縮小が有力な手段であ

る。また，ファン風損は発電機全体の冷却に必要な冷却風

を流すのに要する風損で，空気密度と風量と風圧の積で表

される。したがって，このファン風損の低減には風量と風

圧の低減が有力である。

これらのことを考慮し，試作実験機で実施した風損低減

対策は次のとおりである。

回転子外径の低減

発電機総風量の低減

ファン風圧の低減

回転子外径の低減は回転子のファン作用による風圧の低

減を招くが，回転子巻線冷却のための各通風路の通風面積

を拡大し，その形状を改善することにより，回転子風量の

低減を防いだ。

発電機の総風量を低減するには固定子の通風冷却改善が

必要となるが，これには後述する固定子鉄心通風ダクトの

配置の最適化を図った。また，ファン風圧低減対策として

は総風量の低減が効果的であるが，このほかに通風路の単

純化，特に空気冷却器周りの通風路の単純化により，通風

抵抗の低減を図った。

これらの対策により，従来機に比較して風損が約 25 ％

低減されることが，試作実験機の試験により確認された。

この低減量は，発電機利用率の向上に伴って増加する固定

子巻線および回転子巻線の抵抗損にほぼ匹敵する。

４.２.２ 漂遊負荷損

漂遊負荷損は磁場変化に抗して発生する渦電流により生

じる損失を総称したものであり，発生部位としては固定子

鉄心，固定子巻線，回転子表面，およびそれら近傍の構造

物が挙げられる。これらの漂遊負荷損は有益な仕事をせず

に生じるものであり，その値も固定子巻線抵抗損に匹敵す

るほどに大きく，可能な限り低減することが望まれる。ま

た，これら漂遊負荷損による局部的温度上昇にも留意する

必要がある。

上記のごとく漂遊負荷損の低減は重要な意味を持つが，

その発生メカニズムはきわめて複雑であり，試験によって

発生部位別に分離測定することも不可能なことから，これ

までは詳細な分析がなされてこなかった。

しかし，最近の三次元電磁界解析プログラムの進歩によ

り，渦電流および渦電流損の解析が可能となったことを考

慮して，今回の 126MVA試作実験機では，この漂遊負荷

損の詳細解明を試みている。このため，本誌の別稿（新系

列 2極空気冷却タービン発電機の電磁界解析）で紹介する

詳細な三次元電磁界解析を行うと同時に，試作実験機では

194 か所の磁束測定を行い，構造物の温度も含めて 398 か

所の温度測定を行っている。

三次元電磁界解析の例として，図２に全負荷運転時の固

定子プレスリングに流れる渦電流分布を示す。これは正に

三次元電磁界解析の画期的な成果であり，世界的にみても

例のないものである。このように渦電流の流れる様子を詳

細に知ることにより，プレスリングの渦電流損失低減対策

を定量的に立案することが可能となる。

（3）

（2）

（1）
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図２　固定子プレスリングの渦電流分布

（反鉄心側） （鉄心側）
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４.３ 固定子巻線の温度分布

２極空気冷却タービン発電機は細長い形状をしているの

で，発電機中央部の温度が高くなる傾向にある。このため，

これまでは発電機中央部の冷却を改善すべく，鉄心長さが

ある値を超えると複流通風を採用していた。複流通風は，

固定子鉄心両端の固定子と回転子の間の空げきから冷風を

流すだけではなく，固定子鉄心中央部にも外径側から冷風

を流す通風方式である。これに対し，固定子鉄心の両側か

らのみ通風する方式を単流通風と呼んでいる。

しかし，複流通風の発電機中央部の冷却改善効果はそれ

ほど大きくなく，通風構造が複雑になり，通風抵抗が大き

くなるという欠点があった。このため新系列機では単流通

風を採用することとし，複流通風に代わる発電機中央部の

冷却改善策として，固定子鉄心通風ダクトの配置の最適化

を図ることにした。

固定子鉄心通風ダクトは，固定子鉄心と固定子巻線を効

率よく冷却するために設けられた通風ダクトである。この

通風ダクトの配置で考慮すべきことは，固定子鉄心中央部

と端部の冷却を強化することであり，このために中央部と

端部に多くの通風ダクトを配置する必要がある。この通風

ダクト配置の最適化を実現するために，固定子巻線温度解

析プログラムにより多数のケーススタディを行った。

図３に試作実験機による固定子巻線温度，通風ダクト入

口空気温度および通風ダクト出口風速の測定結果を解析結

果と比較して示す。この測定結果から固定子巻線の軸方向

温度分布はほぼ均一であり，固定子鉄心中央部も十分冷却

されていると判断され，通風ダクト配置の最適化が効を奏

したと考える。また，試作実験機の固定子巻線の周方向温

度分布の測定結果を図４に示す。この図から周方向温度分

布も均一であり，通風上の問題がないことが確認された。

上述した固定子巻線温度は通常測定されるスロット内層

間絶縁部の温度であるが，この温度は固定子巻線の絶縁の

外側の温度であり，導体温度ではない。解析では，導体温

度は層間絶縁部の温度よりやや高い結果を得ている。これ

を検証すべく，導体温度を直接測定し，解析値とほぼ一致

していることが確認された。

４.４ 固定子鉄心端部の温度

固定子鉄心端部には固定子巻線端部の起磁力に起因する

移動磁界により渦電流が流れ，この部分の温度が高くなる

傾向にある。この温度上昇を防ぐために，固定子鉄心の両

端部における固定子と回転子の間の空げきを階段状に大き

くしている。この階段状に広げられた空げきの形状の適否

を確認すべく，鉄心端部の温度を測定した。その結果，鉄

心端部の 100 ％電流短絡損ヒートラン時の最高温度は90 ℃

であり，進相運転を想定しても問題のない温度であること

が確認された。

４.５ 固定子プレスリングの温度

固定子鉄心の両端には鉄心を固く締め付けることを目的

として，厚さ数十 mmの鉄板で作られるプレスリングが

取り付けられる。このプレスリングにも固定子鉄心端部と

同様に，固定子巻線端部の起磁力に起因する渦電流の影響

を受ける。特に渦電流が集中するプレスリング先端付近に

対しては，この部分の冷却効果を向上させるべく，絞りを

付加することにより風速を増大させている。この効果を確

認するため，試作実験機のプレスリングの温度を測定した。

その結果を図５に示す。この図から，固定子プレスリング

の温度は場所により差はあるものの，最も懸念された内径

部の温度を含めて，いずれも許容範囲内であることが確認

された。

４.６ 回転子巻線の温度分布

回転子巻線の通風冷却改善は 2極空気冷却タービン発電

機の重要課題であり，通風冷却に影響する要素別のモデル
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実験，あるいは最新の流れおよび温度解析プログラムによ

るシミュレーションを行い，常により冷却効果の高い通風

構造の開発に努めている。その成果として今回の新系列機

でも多くの通風冷却改善を実施しているが，その詳細につ

いては本誌の別稿（新系列 2極空気冷却タービン発電機の

通風冷却技術）を参照していただきたい。

試作実験機で検証すべき最重要項目は，回転子巻線の温

度分布を詳細に知ることであった。このため回転子巻線お

よびその周辺に合計 113 か所の温度センサを埋め込み，温

度分布を測定した。測定結果の一例を図６に示す。

この測定により回転子巻線の温度分布を詳細に知ること

ができ，回転子巻線の電流密度をパラメータとして最高温

度発生部位の温度を整理することができた。これらの測定

データを活用することにより，回転子巻線の信頼性をさら

に高めることができると確信する。

あとがき

今回製作した 126MVA試作実験機により，種々の試験

を通して当初設定した電気設計方針をほぼ達成できること

が確認され，非常に多くの貴重なデータを得ることができ

た。これらのデータを基に 2極空気冷却タービン発電機の

信頼性をさらに高め，市場ニーズにこたえていく所存であ

る。
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まえがき

電気機器の小形化においては，各部位に発生する損失を

いかに正確に予測するかが重要となる。特に電力用の大形

回転機においては，損失の絶対量が大きいため，局所的に

発生する損失，いわゆる漂遊損の予測を誤ると，局部過熱

や機器の損傷が起こり得る。

これらの漂遊損は，一部を除いて定式化できないものが

多く，従来は過去の類似機試験データからマクロな値とし

て推測する，あるいは部分モデルにより実験するなどによっ

て求めてきた。しかし，これらの手法では構造物の寸法や

形状を大幅に変化させた場合には対応できない。加えて実

験には多大な時間と費用を要し，また，求まる漂遊損も機

器全体あるいは実験対象物全体のものであって各部位での

損失の割合や分布を求めるのは困難であった。

しかし近年では，コンピュータの発達に伴い，定量的な

予測が困難であったコイルエンド部での漂遊損をも大規模

な三次元の有限要素法を用いて詳細に計算した例が報告

され
（1）～（3）

，製品設計への適用が始まっている。

今回の新系列 2極空気冷却タービン発電機の開発におい

ても，多くの漂遊損に関する解析を実施し，設計へ反映さ

せてきた。

本稿では，この開発過程で実施した漂遊損に関する電磁

界解析の紹介と，実測結果に基づいたこれらの精度につい

て検証を行う。

漂遊損の解析

２.１ 解析内容

今回開発を行った新系列機では，鉄心寸法〔（固定子鉄

心外径）2 ×軸長〕を従来機の約 70 ％に縮小している。こ

の縮小化は，各部の磁束密度や電気装荷，電流密度を増加

させることで達成しており，この結果，局部的に発生する

漂遊損の損失密度が大幅に増加する。

固定子鉄心端歯部に発生する渦電流損失による過熱は，

最も懸念されるものであった。この渦電流損失は図１に示

すように，コイルエンド部においては界磁極からの漏れや，

固定子巻線のコイルエンド部の起磁力により，軸方向に沿っ

て磁束が鉄心歯部に流入するために発生する。この磁束に

よって発生する渦電流は，図２に示すように積層鋼板の渦

電流分断効果が一切期待できず，非常に小さい磁束密度で

あっても，大きな渦電流を発生させる。

新系列機では，磁束密度が従来より大きくなっている。

したがって，ここで発生する渦電流損失を定量的に把握し
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271（11）

溝上　良一（みぞかみ　りょういち） 木村　　誠（きむら　まこと） 村岡　政義（むらおか　まさよし）

図１　コイルエンド部の磁束

渦電流 

渦電流 

渦電流低減用スリット 磁束 

磁束 

図２　積層鋼板による渦電流分断効果
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て局部過熱のない構造とすることが不可欠であった。

また，この部位では図２の破線で示すようなスリットを

設け，渦電流を抑制して損失密度を下げる策が有効とされ

ているが，コスト高を伴う措置であり，設けない場合と比

較して顕著な差を確認しておく必要があった。

解析手法としては，図３に示す全体モデルによる静解析

で歯表面の磁束分布を求め，これを基に図４の固定子鉄心

歯部の局部モデルにより渦電流を解析した。なお，この局

部モデルによる計算では，固定子鉄心の最外端ブロック歯

部を構成するケイ素鋼板を 1枚ごとに正確にモデル化し，

磁化特性の非線形性を考慮した過渡解析を実施した。

また，詳述は避けるが，この固定子鉄心端歯部の渦電流

以外にも，次のような解析を行った。いずれも漂流損の増

大や局部過熱が懸念される現象である。

™プレスリング部の渦電流損失

™固定子鉄心固定用のはりの渦電流損失

™固定子巻線の表皮効果による損失

™固定子巻線の循環電流損失

™巻線ピッチに起因する回転子表面損失

なお，解析に用いたソフトウェアは，汎用電磁界解析プ

ログラム「JMAG-Works」〔（株）日本総合研究所〕である。

２.２ 解析結果

図５に全負荷 95 ％進相力率運転状態での鉄心端歯部で

の渦電流の分布図を，図６に最外端ブロック歯部を構成す

るケイ素鋼板 1枚ごとの損失密度分布を示す。

軸方向の磁束が存在しない鉄心歯部の渦電流損失密度が

0.02 ～ 0.03W/cm3（設計値）であり，これと比較すると

スリットがある場合には最大点で 7～11倍，平均で 3～４

倍の損失密度となる。さらに，スリットがない場合は最大

点で18～27倍，平均で 6～ 8倍となる。このように，歯部

スリットは渦電流損失を低減させるうえで，非常に有効で

あることが分かる。

次に，これらの損失が発生した場合の局部過熱の可能性

を，三次元の冷却風流れ解析の結果と合わせて検討した。

この結果，この部位での損失密度は大きいものの，冷却状

態が非常に良いこととトータルの損失量がさほど大きくな

いため，解析対象とした 126MVAの新系列機においては

スリットがない場合でも局部過熱の問題はないという結論

を得た。
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図３　全体モデル 図５　鉄心端歯部の渦電流分布

図４　鉄心端歯部の局部モデル
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図６　鉄心端歯部のケイ素鋼板ごとの損失密度
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また，鉄心端歯部以外の損失についても，損失値は従来

よりは大きくなるものの，局部過熱や焼損には至らないと

いう計算結果を得た。

実測結果との検証

新系列機の開発では，設計，解析精度の検証の目的で，

126MVAの試作実験機を製作し，温度，振動，風量，磁

束密度などについて合計 1,000 点以上もの測定を行ってい

る（詳細は別稿の「新系列 2極空気冷却タービン発電機の

熱および電気設計」を参照）。この測定結果を基に，先に

紹介した電磁界解析が妥当であるかどうかを検証した。し

かしながら，実機で各部位に発生する損失を直接測定する

ことは困難であるため，損失を発生させる主要因である磁

束密度について比較，検証した。

３.１ 固定子鉄心端歯部の磁束密度

固定子鉄心端歯部については図７に示すように，歯の表

面に 6個のサーチコイルを配し，ここに軸方向から垂直に

流入する磁束密度を，合計 8本の歯について測定した。

図８に無負荷 100 ％電圧状態の解析値と実測値を，図９

に三相短絡 100 ％電流状態での解析値と実測値を示す。こ

れらの値はすべて磁束密度基本波の波高値である。また，

三相短絡状態では，測定対象の歯の両端のスロットに納ま

る固定子巻線の相の違いにより磁束密度が異なるため，三

つの図に分けて示している。

無負荷，三相短絡ともに分布の傾向は合っているものの，

無負荷状態では解析値は実測値に対して大きな値を示して

おり，逆に三相短絡状態では若干小さな値となっている。

また，これらの誤差はともに歯の先端ほど大きい。これは，

実機には図 に示すように回転子鉄心端の極中心付近に通

風用の溝が設けられているが，解析モデルではこれを省略

したために，このような誤差が出たと考えられる。つまり，

解析モデルでは実機に比べてコイルエンド付近の空げき磁

気抵抗が小さいため，界磁側からの磁束が実際より大きく

なり，無負荷状態では固定子鉄心端歯部の磁束密度は大き

く計算される。逆に，三相短絡状態では，固定子巻線電流

の作る磁束を，界磁側からの逆向きの磁束が打ち消した残

りが固定子鉄心端に存在する磁束となるが，界磁からの磁

束が実際より大きくなって打ち消す分が増すために，結果

１０
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図７　鉄心端歯部の磁束密度測定部位
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図８　無負荷100％電圧での鉄心端歯部の磁束密度
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図９　三相短絡100％電流での鉄心端歯部の磁束密度

図１０　回転子鉄心の通風用溝
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として固定子鉄心端の磁束は小さく計算されている。

しかし，これらの誤差を考慮しても，設計変更などによ

る損失変化の動向を求める手段として十分活用できると判

断できる。

３.２ プレスリング表面の磁束密度

図 にプレスリング表面の磁束密度測定位置を示す。図

中に示されているようなサーチコイルの配置で，周上 2か

所についてプレスリングに垂直に流入する磁束密度を測定

している。

図 に三相短絡 100 ％電流状態での磁束密度の解析値と

実測値の一例を示す。

プレスリングの場合も傾向はよく一致しているが，内径

側にいくに従って誤差が大きくなっている。この原因とし

て，解析で用いたメッシュの粗さが考えられる。解析では

計算時間の短縮とリソースの低減のため，固定子や回転子

巻線の数を減らすなどの簡略化を行ったが，これにより，

プレスリングを構成するメッシュの一つ一つが大きくなり

すぎ，特に分布が複雑な内径側において磁束密度や渦電流

をうまく表現できなかったためと思われる。

したがって，簡略化を極力抑え，密なメッシュを用いる

ことでこの誤差は小さくすることが可能と考えられる。

３.３ 固定子鉄心固定用のはりを流れる電流

固定子鉄心固定用のはりには，継鉄から流出した磁束に

より循環電流が流れるが，この電流をロゴスキーコイルに

より測定した。

図 に無負荷 120 ％電圧状態でのはりに流れる電流波形

を示す。この図から分かるように，解析値と実測値は比較

的よく一致しており，局部過熱などを検討するうえでは十

分な精度が得られている。

なお，解析値が実測値より小さくなっている原因として

は，解析に用いた固定子鉄心材の飽和領域での磁化特性が

実際のものより良かったためだと考えられる。

あとがき

タービン発電機の漂遊損を三次元の電磁界有限要素法を

用いて解析し，今まで把握できていなかった局部的な磁束

密度や渦電流損失を定量化することができた。また，漂遊

損を発生させる各部の磁束について，解析結果と測定結果

を比較し，精度の検証を行った結果，非常によい一致を示

すものがある反面，要素分割や物性の与え方の不備で，わ

ずかに誤差を生じるケースがあることも判明した。全作業

を通して，本解析技術はある程度の誤差はあるものの，設

計に対する検証手段として十分活用できうる見通しがたっ

た。

なお，今後も一層の精度向上を図って，機器特性の改善，

新しい技術の導入に活用していく所存である。
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図１３　固定子鉄心固定用のはりに流れる電流

0.12
解析値 
実測値 0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0
0 50 100 150 200

（mm） 位　置 x
250 300

磁
束
密
度
 （
T
）
 

図１２　プレスリング表面の磁束密度
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まえがき

今日では，燃料の多様化，遊休地の活用，環境への配慮，

各種規制緩和による IPP（独立発電事業者）の台頭など，

コンバインドサイクルあるいはガスタービン発電用として，

２極空気冷却タービン発電機（空冷機）の需要が増大して

いる。これは，空冷機が水素冷却タービン発電機に比べ，

短期間での建設が可能であること，初期投資額が低いこと，

メンテナンスが容易であることなどの利点に加え，近年の

技術向上や効率向上により，大容量化が図られたことによっ

ている。

富士電機では，このような市場ニーズにこたえるべく新

系列空冷機の開発に取り組み，このほど出力20～ 300MVA

空冷機の製品化を完了した。

新系列空冷機の構造設計上の特長は，開発段階から各種

解析プログラムを駆使してシミュレーションを行い，さら

に 126MVA試作実験機による検証を実施し，信頼性と経

済性を兼ね備えた発電機の最適化を実現したことにある。

本稿では，新系列空冷機の構造上の特徴と新方式の信頼

性検証結果について紹介する。

新系列空冷機の構造

蒸気タービン駆動の場合の新系列空冷機の構造を図１に，

その外観を図２に示す。また，ガスタービン駆動の場合の

外観を図３に示す。

蒸気タービンで駆動される空冷機は，軸受スタンドを基

礎台板上に設置する構造を標準としている。主端子は，固

定子枠の反タービン側に出力側と中性点側各 3端子が取り

付けられ，空気冷却器は発電機下部に取り付けられる。

ガスタービンで駆動される空冷機は，固定子と回転子が

一体で輸送できる構造を標準としている。主端子は固定子

枠の反タービン側の側面に出力側 3端子とその反対側に中

性点側３端子が取り付けられ，空気冷却器は発電機の上部

に取り付けられる。
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図１　新系列空冷機の構造

図２　蒸気タービン駆動の空冷機の外観

図３　ガスタービン駆動の空冷機の外観
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２.１ 固定子

固定子枠は上下に二分割される。下部枠には固定子鉄心

および巻線から成る固定子が，その電磁振動を吸収し基礎

へ伝達される振動を最小限にすべく板ばねにて支持される。

また，蒸気タービン駆動の場合は空気冷却器も下部枠に取

り付けられる。このように下部枠は重量物を支持し，突発

短絡時の電磁力に耐える必要があることから，高剛性構造

となっている。

上部枠は，ガスタービン駆動の場合には空気冷却器が取

り付けられるものの，通風路を形成し騒音を低減するカバー

としての役割を持つのみであることから，比較的軽量な構

造となっている。

固定子鉄心は多数の薄いケイ素鋼板が積層され，一体化

されたものであるが，このケイ素鋼板の緩みを防止するた

め，鉄心の両端に設けられるプレスリングと締付スタッド

およびはりにより強固に締め付けられ，さらに外径側に数

個のリングがはめられる。また固定子にはその冷却のため

に，多数の通風ダクトが設けられるが，固定子巻線の軸方

向の温度分布を均一化し，鉄心端部の温度上昇を低減すべ

く，その配分は最適化されている。

固定子巻線に関しては，その絶縁に全含浸方式を採用し

ていることが，富士電機の発電機の特徴の一つである。全

含浸方式とすることにより，固定子巻線のスロット内振動

による損傷や，鉄心およびくさびの緩みが完全に防止され，

信頼性の高い絶縁とすることが可能である。富士電機はこ

れまでに40台以上の空冷機に全含浸方式を採用し，好評を

得ている。全含浸後の固定子の外観を図４に示す。

固定子巻線に関するもう一つの重要項目は，巻線端部の

固定法である。固定子巻線端には突発短絡時に大きな電磁

力が作用するので，これに耐えるべく強固に固定する必要

があり，定格運転時には回転周波数の 2倍周波数との共振

を避けなければならない。このため富士電機では，長年の

実績に裏付けられた巻線端部の固定および支持構造を採用

している。

２.２ 回転子

回転子の外周速は 200m/s にも達し，強大な遠心力が作

用するので，回転子の各部品は高強度で，信頼性の高いも

のでなければならない。このため，回転子の中心部品であ

る回転子軸には高強度，高靭性のNiCrMoV鋼が使用され，

界磁巻線端部を保持する保持リングには非磁性で応力腐食

割れに強く，高強度の 18Mn18Cr 鋼が使用される。また，

界磁巻線にはクリープ変形が起こりにくい銀入り銅が使用

され，界磁巻線をスロット内に保持する回転子くさびには

高強度と高導電率を兼ね備えた特殊銅合金が使用される。

これらの材料はその重要性から，必要な強度を満足して

おり，有害な欠陥がないことを確認するため，製造途中も

含めて十分に吟味された仕様書に基づき，入念な検査が行

われる。

次に回転子で重要なことは振動対策である。振動に関す

る空冷機の回転子の特徴は，細長い形状をしているため，

一次危険速度が定格回転速度以下となり，励磁機がオーバ

ハングしていることである。これらのことを考慮し，富士

電機が実施している主要な低振動化対策は次のとおりであ

る。

回転子軸中央部の剛性の非対称性を極力小さくする。

サーマルアンバランスを小さくするために，界磁巻線

および回転子くさびの熱膨張を拘束し過ぎぬよう，摩擦

係数を低減する。

軸の軸受ジャーナル部の真円度を高める。

オーバハング取付けされるブラシなし励磁機を小形・

軽量化する。

回転子巻線の絶縁には F種絶縁を採用しており，耐熱

性が高く，高強度のガラスエポキシ積層板を中心素材とし

て使用している。また導体と絶縁物の熱膨張差により，す

べりが生じるが，この部分に摩擦粉が発生するのを防止す

る対策も施されている。

２.３ ブラシなし励磁装置

富士電機は，ブラシを必要としない発電機とすることに

よって，顧客のメンテナンスを軽減すべく，励磁装置には

標準的にブラシなし励磁装置を採用している。この励磁装

置の構造上の特長は，励磁装置そのもののメンテナンスの

容易さと，発電機全体の振動低減のために小形・軽量化さ

れていることである。このため，励磁装置をオーバハング

取付けとすることによりメンテナンス性の向上を図り，回

転整流装置を交流励磁機に内蔵することで小形・軽量化を

実現している。

また，富士電機はブラシなし励磁装置の励磁電源として，

系統事故による電圧降下があっても励磁装置に励磁電源を

安定的に供給するために，永久磁石発電機（PMG）を標

準的に採用している。この PMGに対しても，励磁部品と

して磁力が非常に強い希土類永久磁石を使用することによ

り，超小形のものとしている。

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　全含浸後の固定子の外観
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新系列空冷機の構造検証

126MVA試作実験機に対し実施した，新系列空冷機の

構造に関する信頼性検証項目は次のとおりである。

固定子枠の強度および振動特性

固定子鉄心ばね支持の防振効果

固定子巻線端の振動特性

回転子軸端および保持リングの強度

回転子くさびの強度

回転子の軸振動

軸受特性

発電機各部の温度，振動，騒音

これらの信頼性検証は試作実験機に対する解析と測定の

両者で行った。以下にその主なものを紹介する。

３.１ 固定子枠の強度および振動特性

固定子枠の構造設計時に配慮すべきことは，突発短絡時

の強度確保と回転周波数およびその 2倍の周波数の励振力

との共振の回避である。これらを検証すべく，設計時に有

限要素法による強度および固有振動解析を行った。解析の

対象となる主要部品は，上下固定子枠，固定子鉄心，固定

子巻線および空気冷却器であり，解析モデルはシェル要素

とソリッド要素から成る三次元モデルである。解析モデル

の作成で特に重要なことは，固定子巻線の剛性を考慮した

固定子鉄心の等価剛性と，固定子枠の基礎設置部の境界条

件である。富士電機はこれまでに多数の発電機に対し，固

定子鉄心の荷重試験，全含浸後の固定子の加振テスト，さ

らに発電機全体の加振テストを実施し，これらに関する豊

富な基礎データを有している。

上記強度および固有振動解析により，固定子枠は十分な

強度を持っており，振動上も問題となる固有振動数は存在

しないことが確認され，試作実験機にて実施された各種条

件の下での試験によっても確認されている。図５に 2相突

発短絡時の固定子枠の応力解析結果を示す。

３.２ 固定子のばね支持特性

固定子は電磁力により，だ円形に変形し，その変形が回

転サイクルで回転するので，これを支持する固定子枠には

回転の倍サイクルの振動が発生する。この振動は時として

発電機各部の振動および騒音の原因となることがある。富

士電機ではこの振動問題を回避すべく，すべての空冷機の

固定子をばね支持する構造を採用している。固定子をばね

支持することにより，その振動が吸収され，固定子枠に伝

達される振動が減衰される。新系列機ではこのばね支持の

機能を向上させるべく改善したので，126MVA試作実験

機にて固定子鉄心および固定子枠の振動を測定し，その効

果を検証した。その結果，固定子枠の振動は固定子鉄心の

振動の 1/7 に低減しており，十分機能していることが確認

された。

３.３ 固定子巻線端の振動特性

固定子巻線端には前述したように，突発短絡時に非常に

大きな電磁力が作用するので，巻線端の変形が過大となら

ぬよう固定する必要がある。また，定格運転時には回転周

波数の 2倍周波の電磁力との共振を避けねばならない。こ

のことを考慮し，富士電機は固定子巻線端に関する下記事

項を精度よく求めるために，振動解析プログラムを開発中

である。

固定子巻線端の固有振動数および振動モード

突発短絡時の固定子巻線端の変形

固定子巻線端は，①三次元曲線に成形された固定子コイ

ル，②巻線端を固定する支持金具または支持リング，③絶

縁間隔片，④縛りひもから成り，きわめて複雑な構造となっ

ている。この複雑な構造物の振動解析を実現するための課

題は次のとおりである。

固定子巻線端部のコイルに作用する電磁力分布の算定

固定子巻線端部のコイルの等価弾性定数の算定および

振動解析モデルの作成

縛りひもの等価弾性定数の算定および振動解析モデル

の作成

固定子巻線端全体の有限要素法による振動解析モデル

の構築

電磁力分布の計算に関してはビオサバールの法則に基づ

き詳細な解析を行い，コイルおよび縛りひもの等価弾性定

数については，それぞれモデル実験を行った。これら解析

あるいは実験により得られた基礎データを基に，有限要素

法により固定子巻線端全体の振動解析を行った。図６に固

定子巻線端の有限要素法による解析モデルを示す。

126MVA試作実験機の固定子巻線端の固有振動数を加

振テストにより求め，解析値と比較すると構造が比較的簡

単な駆動側では両者はよく一致していた。しかし反駆動側

ではまだ 20 ％弱の差が生じており，若干の修正が必要で

ある。現在，突発短絡時の振動応答計算を実施中であり，

近々精度のよい解析結果が得られると考えている。

また，試作実験機にて各種条件のもとで実施された試験
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図５　固定子枠の2相突発短絡時の応力解析結果



新系列2極空気冷却タービン発電機の構造設計

により，固定子巻線端の振動は小さく問題ないことが確認

された。

３.４ 回転子軸端および保持リングの強度

回転子軸の軸端からオーバハングした回転子コイルを保

持する保持リングは，回転子軸の軸胴端と反軸胴端側に設

けられる保持リング支えとに焼きばめられる。このため，

回転子軸の軸胴端には停止時の保持リング焼ばめによる圧

縮応力と運転時の遠心力による引張り応力が作用し，保持

リングには回転子コイルオーバハング部の大きな遠心力に

より，高い応力が発生する。特に回転子軸の軸胴端と保持

リングの焼ばめ部に関しては次のことに留意する必要があ

る。

軸端と保持リングの接触部の形状により，軸胴端部の

応力が大きく影響されるので，この部分の形状を最適化

する必要がある。

焼ばめ代は可能な限り小さくしたいが，焼ばめ面には

必要最小限の面圧を確保する必要がある。また保持リン

グと回転子くさびについても，この部分で電気的に確実

に接触している必要があるので，必要な面圧を確保する

必要がある。

これらのことを検証するために，焼ばめにより一体化さ

れる回転子軸の軸胴端，保持リングおよび保持リング支え

の応力解析を有限要素法により行った。焼ばめ部の接触に

伴う現象を解明すべく，大形回転機では富士電機はじめて

の試みとなる接触要素を使用した。十分な考察を重ねつつ

解析を進めた結果，非常に精度のよい解析結果を得ること

ができた。図７に停止時の焼ばめによる応力および変形の

解析結果を，図８に軸胴端と保持リングの焼ばめ部の面圧

分布を示す。

あとがき

新しく開発された新系列空冷機の構造上の特徴と，開発

に際し実施した信頼性検証について述べた。信頼性検証に

関しては主要部に対し詳細な解析を行い，この解析を実施

するために，汎用プログラムの高度な利用技術を習得し，

新しい解析プログラムも開発されつつある。また 126MVA

試作実験機によっても信頼性を確認することができた。

厳しい市場ニーズにこたえるためには，改善とその改善

に対する信頼性確認が不可欠であり，富士電機は今回の新

系列空冷機の開発により得た多くの技術およびデータを活

用し，今後とも市場ニーズに合ったものを提供していきた

いと考える。
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図６　固定子巻線端の振動解析モデル 図７　回転子軸の軸端，保持リングおよび保持リング支えの応力

解析結果（停止時）

図８　回転子軸の軸端と保持リングの焼ばめ部の面圧分布

（停止時）
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まえがき

一般に回転機は高速機になるにつれて小形化され，単位

体積あたりの出力が上昇する。例えば高速機である 2極空

気冷却タービン発電機の単位体積あたりの出力は，低速機

の代表である水車発電機の約 2倍である。

このように小形化され，エネルギー密度が上昇すると，

発生損失が増大し，通風冷却に必要な面積は減少するので，

通風冷却の難しさが増大する。一方，回転機には絶縁物が

使用され，絶縁物の許容される温度上昇には限度があるこ

とから，回転機に対する通風冷却技術はその体格に大きく

影響する。

２極空気冷却タービン発電機に関していえば，近年その

適用範囲が 300MVAまで拡大されているが，それは通風

冷却技術の向上によるところが大きく，発電機の利用率向

上のために，その体格を縮小するにも通風冷却技術の改善

が必要である。

富士電機は 2極空気冷却タービン発電機の新系列機を開

発，完成させたが，この新系列機の性能，品質を検証する

ことを主目的に 126MVA試作実験機を製作した。この試

作実験機の設計に際しては，幾つかの通風冷却改善を実施

するとともに，通風冷却解析に関する最新の解析手法を適

用している。

本稿では富士電機の 2極空気冷却タービン発電機の通風

冷却技術，新系列機の開発にあたり通風冷却技術に関し実

施した最新の解析手法，さらには試作実験機での測定結果

などを紹介する。

2極空気冷却タービン発電機の通風方式

新系列 2極空気冷却タービン発電機の通風方式を図１に

示す。図１は蒸気タービン駆動の場合のものであるが，ガ

スタービン駆動の場合も，その設置条件から空気冷却器が

発電機の上部に取り付けられることが異なるのみで，基本

的には同じである。

富士電機では発電機を冷却するのに必要な冷却風を送風

するファンとして軸流ファンを使用している。軸流ファン

の翼形としては圧縮機に適している NACA65 系統を使用

しており，もう一つの選択肢であるラジアルファンと比較

し，風損が少ないという特長を有する。

軸流ファンは発電機の駆動側および反駆動側の両側に取

り付けられ，軸流ファンにより送風された冷却風は，その

後四つの流路に分けられる。

その第一の流路は固定子を冷却するものであり，固定子

と回転子の空げきに流入し，空げきから固定子鉄心に設け

られた通風ダクトを通り，鉄心外径から排出する。第二の

流路は回転子を冷却するものであり，第三のものは固定子

巻線端部を，また第四のものは固定子鉄心端部を冷却する。

いずれの流路の冷却風も，固定子枠により形成される固定

子鉄心外径部に設けられた通風路を通り，発電機下部に設

けられた空気冷却器に至る。

通風冷却で特に重要なことは，固定子と回転子の冷却で

ある。２極タービン発電機は細長い形状をしているので，

通風の入口となる固定子の内径が小さく，奥行が深い。し

たがって固定子，回転子ともに発電機の中央部の温度が高

くなる傾向にある。

固定子の通風冷却のポイントは，上記した理由から固定

子中央部の通風冷却にある。このことを考慮して，これま

では固定子中央部にも固定子の外径側から冷風を流す通風

新系列2極空気冷却タービン発電機の通風冷却技術
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図１　新系列2極空気冷却タービン発電機の通風方式



新系列2極空気冷却タービン発電機の通風冷却技術

方式を採用していた。この通風方式の場合は，固定子に対

し固定子端部と固定子中央部の両方から冷風を送り込む通

風方式であることから，富士電機ではこの方式を複流通風

と呼んでいる。これに対し固定子端部からのみ通風する方

式を単流通風と呼ぶ。

複流通風は確かに効果はあるものの，固定子の冷風ゾー

ンと温風ゾーンの境界部の冷却に難があることから，期待

したほどの大きな効果がなく，固定子枠の構造が複雑にな

るという欠点がある。そこで今回の新系列機では単流通風

の適用範囲の拡大を意図し，これを検証すべく 126MVA

試作実験機に適用した。この単流通風の適用に際しては固

定子中央部の冷却を改善するため，固定子鉄心に設けられ

る通風ダクトの配分の最適化を図った。126MVA試作実

験機の固定子巻線軸方向温度分布の測定結果を図２に示す。

これより軸方向温度分布はほぼ一様であり，最高温度と平

均温度との差は10 ℃以下である。したがって，単流通風

は十分適用可能である。

次に回転子の通風冷却に関しては，そのポイントは回転

子の中央部のほかに端部にもある。回転子巻線端部は保持

リングにより保持されており，保持リングには強度上の理

由から通風穴の加工が許されない。このことがこの部分の

通風冷却を難しくしている。

富士電機の回転子巻線のスロット部の通風構造を図３に

示す。冷却風は軸端部からスロット底に加工された通風ダ

クトへ流入し，この通風ダクトからスロット部導体に加工

された多数の冷却穴に分配される。この冷却穴は，これま

では通風ダクトに対し直角に加工されていたが，新系列機

では図３に示すように斜めに加工することにした。この冷

却穴を流れる冷却風の軸方向風量分布を，冷却穴が直角の

場合と斜めの場合を比較し，図４に示す。これは後述する

回転子巻線に対する三次元流れ解析プログラムによる解析

結果であるが，これにより通風穴を斜めにした場合の特長

は，風量分布が均一化し，軸端部の風量が増大することに

あるといえる。これらはいずれも回転子巻線の冷却にとっ

て好ましいことであり，特に軸端部の風量の増大はこの部

分の回転子巻線の最高温度を低下させるうえできわめて効

果的である。

回転子巻線端部は前述したように通風しにくい構造をし

ているが，富士電機ではこの回転子巻線端部の通風路を，

N極，S極ともに，コイルごとに四つに分けて通風する方

式（4流通風）を採用しており，この 4流路ともに冷却上

好ましくない通風上の死角の生成を極力少なくすべく，流

路の形状が工夫されている。これにより巻線端部が一様に

冷却されるという特長を有する。また 126MVA試作実験

機ではこの部分に発生する抵抗損を低減すべく，巻線端部

の周方向導体の幅を軸方向導体の幅より大きくするという

対策を実施しており，この対策によりこの部分の発生損失

は 30 ～ 40 ％低減される。

126 MVA試作実験機の通風冷却解析

２極空気冷却タービン発電機の日常の通風および温度計
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図２　固定子巻線の軸方向温度分布の測定結果
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算には回路網法が使用される。例えば，通風計算であれば

発電機内の風の流れを通風回路で表し，これを解く方法で

ある。各流路の通風抵抗および発生風圧には理論をベース

に，要素実験あるいは多くの発電機での測定結果により補

正されたものが使用される。したがって，この計算方法は

同一通風構造の発電機に対して有効であるが，通風構造を

変えた場合の適用には限界がある。

一方，最近では大形の優れた三次元流れ解析プログラム

が開発されており，比較的容易に利用できる。またこのな

かには流れ解析と温度解析を連成して解くものがあり，温

度を求めることが最終目的である回転機にとっては魅力で

ある。そこでこの三次元流れおよび温度解析プログラムを

126MVA試作実験機に適用した。その目的はこの試作実

験機に採用した新通風構造の効果を評価すると同時に，測

定値との比較検討によりその解析精度を検証することにあ

る。解析の対象としたものは次のとおりである。

発電機全体に対する流れおよび熱伝達係数

回転子巻線に対する流れおよび温度

軸流ファン回りの流れ

固定子鉄心通風ダクトの流れおよび熱伝達係数

３.１ 発電機全体に対する流れおよび熱伝達解析

発電機全体に対する三次元流れ解析の目的は，発電機内

の冷却風の流れを詳細に知ることにある。また，この解析

により発電機各部の熱伝達係数に関するデータを得ること

ができることも特筆すべきである。しかし解析に使用する

コンピュータの処理能力により，要素分割数の制限を受け，

比較的大きな要素とせざるを得ないことから，解析の精度

としてはまだ満足すべきものが得られていない。これは今

後の課題である。

３.２ 回転子巻線に対する流れおよび温度解析

回転子内の風の流れおよび温度分布を詳細に知ることは

一般に困難であるが，今回実施した回転子巻線に対する三

次元流れおよび温度解析は，それを知る手がかりとなると

考え，最も期待した解析の一つである。解析結果の一例と

して，図５に回転子巻線の軸方向の温度分布を示す。

また，図６には回転子巻線の最上層導体の温度の解析値

と測定値の比較を示す。解析値と測定値はよく一致してお

り，この解析は十分実用に耐え得るという知見を得た。富

士電機はこの解析プログラムの利用技術に関する研究を今

後とも継続し，正値を得るべく利用技術の向上を図る考え

である。

３.３ 固定子鉄心通風ダクトの流れおよび熱伝達解析

固定子鉄心には固定子巻線および固定子鉄心を効率よく

冷却するために，多数の通風ダクトが設けられている。こ

の通風ダクトの通風抵抗および鉄心表面での熱伝達係数を

検証すべく，三次元流れおよび熱伝達解析を行った。その

結果を図７に示す。

図７にはこれまでに富士電機が使用している熱伝達係数

値もプロットされているが，両者はほぼ一致しており，こ

の部分の計算にも三次元流れ解析は有効であることが確認

された。

126MVA試作実験機による通風冷却温度測定

126MVA試作実験機による最も重要な検証項目は，発

電機各部の温度である。その主な検証項目を下記する。

固定子巻線温度の最高値と温度分布

この測定のために通常行われる固定子巻線スロット部の

温度のほかに，固定子巻線端部の温度測定を追加し，さら

には導体温度の直接測定も実施した。

固定子鉄心の中央部および端部の温度

固定子鉄心プレスリングおよびその周辺構造物の温度

回転子巻線温度の最高値と温度分布

この測定のために富士電機独自の回転部の温度測定法を

開発し，合計 113 か所の温度測定を行った。

回転軸の表面温度

発電機各部の冷却風の温度

上記した温度測定のための測定点数をまとめると，固定

部 398 か所，回転部 113 か所となり，このほかに約 120 か

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図５　回転子巻線の軸方向温度分布

巻線端部 
（直線部） 

巻線端部 
（円弧部） 回転子スロット部 

流れ解析プログラム 
測定値 

温
　
度
  
(℃
)

0

50

100

銅損温度上昇試験 
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所の回転子表面温度をサーモラベルにより測定した。

４.１ 固定子巻線温度

固定子巻線のスロット部の温度分布は図２に示すとおり

であり，今回試作実験機に適用した単流通風が十分適用可

能であることが確認されている。また，固定子巻線の端部

の温度はスロット部温度とほぼ同等かやや低いことが確認

された。

４.２ 固定子鉄心温度

固定子鉄心の温度では，特に端部の温度が重要である。

それは端部には軸方向漏れ磁束が流入し，この部分に渦電

流が流れるからである。この軸方向漏れ磁束の流入を少な

くするため，鉄心端部は階段状に段落しされている。測定

の結果，鉄心端部の温度は十分低いことが確認され，鉄心

端部の段落しの形状が適切であることが確認された。

４.３ 固定子鉄心プレスリングの温度

固定子鉄心を加圧し，一体にするプレスリングにも，固

定子巻線端部を流れる電流の影響により漏れ磁束が流入し，

渦電流が流れ，損失が発生する。このプレスリングに流入

する漏れ磁束および渦電流の流れはきわめて複雑であり，

解明課題の一つであるが，温度は最高値が 150 ℃以下であ

り，許容範囲であることが確認された。

４.４ 回転子巻線温度

回転子巻線は約20層の導体から成るが，外径側，すなわ

ち上層の導体温度が高くなる傾向にある。図６に最上層導

体の長手方向温度分布の測定値を示したが，図８に回転子

巻線端部における径方向の導体温度分布の測定値を示す。

これにより，上層導体の温度は確かに下層のものより高い

が，巻線高さの中央部から上はほぼ同一温度であることが

分かる。これは前述したように，巻線端部の通風路の形状

が，巻線全体が一様に冷却されるよう工夫されていること

の効果と，巻線端部の保持リングからの冷却効果によるも

のである。

上記したことは回転子巻線に関する温度測定結果の一例

に過ぎないが，種々の試験条件にて回転子巻線の温度測定

を行ったことにより，富士電機は回転子巻線の温度分布を

完全に把握できたと考える。

あとがき

すべての回転機に対して言えることであるが，通風冷却

技術はその性能，品質，体格に強く影響する重要技術であ

る。特にエネルギー密度の高い 2極空気冷却タービン発電

機での重要度は高く，常に技術開発の対象となっている。

今回の新系列機の開発に際しても，幾つかの通風冷却改善

と新しい解析法の適用を試み，成功させることができた。

今後とも通風冷却に関する技術開発に注力し，顧客の要望

にこたえる所存である。
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まえがき

富士電機では，高性能でしかもコンパクトな絶縁信頼性

の高い絶縁システムとして，大形発電機から，中・小形誘

導電動機までの幅広い回転機に全含浸絶縁を適用し，電力

分野から産業分野までのニーズにこたえてきている。これ

ら全含浸絶縁は1977年の適用以来，数多くの実績・経験を

積み上げている絶縁であり，1993年にはこれら蓄積した豊

富な絶縁技術と世界屈指の全含浸製造設備を用いて，空気

冷却機では20～ 260MVA，水素冷却機では50～ 340MVA

の大形タービン発電機への全含浸絶縁の適用を可能として

いる。以来，大形発電機への全含浸絶縁の適用は多数を数

え，豊富な経験を有している。

新系列 2極空気冷却タービン発電機の絶縁には，この豊

富な製作経験と高度な絶縁技術を保有しているタービン発

電機用全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）を採用する。

本稿では，最近の絶縁技術も含め新系列2極空気冷却ター

ビン発電機用全含浸絶縁技術について述べる。

特　長

全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）は図１に示すように，固

定子コイルと固定子鉄心を一体で樹脂含浸する方式である。

この絶縁は次のような特長を有している。

固定子鉄心と固定子コイルのすきまに樹脂を充てんで

きることから，熱放散性が優れ冷却効率向上が図られ，

発電機をコンパクト化できる。

一体含浸であることから，固定子コイルの緩み防止と

鉄心の緩み防止が成され，メンテナンスフリー化が図ら

れる。

発電機 1台分のコイル絶縁およびコイル接続絶縁を含

め，一度に含浸処理できることから，大幅に製作工程を

短縮することができ，短納期を達成できる。

絶縁構成

全含浸絶縁の巻線断面を図２に示す。この全含浸絶縁の

システムは，含浸樹脂，主絶縁材，コイル絶縁構成，絶縁

製造法を含め最新技術を採用している。主な特長は以下の

とおりである。

高純度でポットライフの長い，高耐熱性のFクラスの

エポキシ含浸樹脂の採用。

高電圧クラスの主絶縁の厚い絶縁に対応した，含浸性（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図１　全含浸絶縁の外観

N89-6354-5

熱応力緩和層 素線 

鉄心 

主絶縁層 

内部電界緩和層 

図２　全含浸絶縁の巻線断面
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に優れた主絶縁テープの採用。

常規運転電圧における，固定子コイル主絶縁の部分放

電劣化の抑制と主絶縁の高電界化達成のため，部分放電

発生要因を排除する内部電界緩和層の採用。

運転時の起動・停止および負荷変動のヒートサイクル

に対応するための熱応力緩和層の採用。

短納期で均質な固定子コイル絶縁層を形成するための

テーピングマシンなど絶縁製造上における機械化の積極

的な採用。

絶縁製造技術

４.１ 自動化とコイルテーピング技術

素線導体を 540 °ギッター転移導体にする自動素線編機，

コイルエンド自動成形機，コイルエンド素線導体一体接続

などの一連のコイル作りでのリードタイム短縮化をめざす

自動化・省力化アイテムに対して，使用する素線導体の硬

度の改善や自動化の目的に対応した製造技術および絶縁材

の選定，開発を行っている。

リードタイムの短縮には，素線導体に主絶縁テープを数

回巻く際にテーピングマシンの積極的な活用を行っている。

ここでのテーピングマシンの活用は単にリードタイム短縮

だけにとどまらず，固定子コイル絶縁層を均質に成形させ

るためにも実施している。

主絶縁のテーピングには，片方向巻きと往復巻きがある。

一般的には片方向巻きが採用されるが，作業時間を短縮す

るために往復巻きの採用を検討した。往復巻きの場合は，

テープの重ね目最短距離の検討とコイル導体断面方向の四

隅部分に電界が集中するために，この部分のテープの重な

り層数に対する検討が必要であった。この課題に対して，

コンピュータプログラムでコイルの形状，テープの寸法，

巻き方のシミュレーションをビジュアル出力して検討した。

図３に往復巻きコイルの断面図，図４に往復巻きの等層分

布図を示す。これまで一方向巻きのテーピングとしてきた

が，このシミュレーションの検討の結果とモデルコイルで

の耐電圧実験結果を合わせて，固定子コイル絶縁の信頼性

を確保しつつ，往復巻きを採用してリードタイムの短縮を

図っている。

４.２ 樹脂含浸技術

未含浸の固定子コイルを固定子鉄心に挿入後，コイルを

接続して固定子巻線を形成させて樹脂含浸処理を行う。こ

の樹脂含浸処理は，一度にすべてのコイルを含浸処理する

ためきわめて重要な技術となる。

含浸処理作業は，常時厳しい管理状態下で実施される。

含浸樹脂は含浸作業前後において粘度とエポキシ樹脂と硬

化剤の配合割合を厳しく管理（酸価，けん化価測定）して

いる。実際の含浸処理作業においては，含浸モニタリング

システムを用いて，温度，真空度および加圧時の圧力，さ

らに固定子コイル絶縁層への含浸樹脂の含浸状態を充電電

流で監視して確実に樹脂が含浸したことを確認して，次工

程プロセスの回転硬化に移行する。また，実機固定子コイ

ルの含浸処理工程時に含浸モニタリングモデル（主絶縁テー

プを実機固定子コイルの層数より多く巻いたモデル）を同

時に含浸させ，含浸終了後モニタリングコイルを解体し，

確実に含浸されているか目視によっても確認している。

このような厳重な管理下で含浸処理作業が行われるが，

基本となるのは，主絶縁層に用いられるマイカテープの含

浸性である。富士電機では含浸スピードが速く，しかも確

実に含浸され，前述のテーピングマシンにも使用できるマ

イカテープの開発を進めている。図５に，新しく開発した

マイカテープと従来から使用しているマイカテープを比較

した含浸性の実験結果を示す。ここでの含浸性の実験では，

（5）

（4）

（3）
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　テーピング ：1/2ラップ 7回 往復巻き 
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図３　往復巻きコイルの断面
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図４　往復巻きの等層分布
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より高電圧クラスの絶縁に対応するように主絶縁テープを

ハーフラップで20回巻き付け，しかも垂直方向の含浸性を

重視するため，モデルのエンドはシールされている。含浸

性はテープ層中に樹脂が含浸したことを静電容量の変化で

測定している。同じ含浸条件下で新しいテープはより速く

含浸することが分かる。マイカテープの含浸性に及ぼす因

子は，マイカペーパーの透気度，マイカとガラス基材を接

着するバインダ量，バインダの種類，バインダ樹脂の固形

タイプエポキシ樹脂と液状樹脂の配合割合，マイカペーパー

と基材の構成など多岐にわたっている。これらに対して要

因別の含浸性実験を行い含浸性に及ぼす影響を明らかにし

て含浸性の優れた新しいマイカテープを開発している。こ

のように基本技術である樹脂含浸技術向上に取り組み，製

品に反映させている。

絶縁の信頼性

発電機固定子コイルは，発電機の起動・停止や負荷変動

によるヒートサイクルストレス，発電機運転の電磁振動に

よる機械的振動ストレス，発電機運転による熱ストレスお

よび電圧ストレスが加わる。また，発電機の運転形態も

DSS（Daily Start Stop）運転が採用されることや長期間

のメンテナンスフリー化が強く望まれることもあり，発電

機を長期にわたり安定して運転するために絶縁の信頼性が

従来に増して強く要求されている。以下，絶縁の信頼性に

ついて述べる。

５.１ 耐ヒートサイクル

発電機コイル絶縁の劣化ストレスのなかで最も重要なの

は，耐ヒートサイクル性である。全含浸絶縁では固定子鉄

心と固定子コイルが一体に接着されるため，単体含浸固定

子コイルを固定子鉄心に組み込んだものに比較し，熱伝達

の向上，固定子コイルの振動低減やくさびの打替えが要ら

ないといったメリットがある。しかし，その反面，全含浸

絶縁では固定子鉄心と固定子コイル絶縁層と素線導体の各

材料が一体に組み合わされ，それぞれの材料の温度におけ

る線膨張係数の差がある。このため，起動・停止に伴うヒー

トサイクル時の各材料温度と線膨張係数によって生じる熱

応力によって絶縁層にクラック発生などが危惧（きぐ）さ

れる。この対策として，固定子コイル絶縁表面と固定子鉄

心の間に熱応力緩和層を適用し，運転時に生ずる熱応力を

この部分で緩和させ，ヒートサイクルによる固定子コイル

絶縁層にクラックが発生することを防止し，耐ヒートサイ

クル性を向上させている。図６に熱応力緩和層を設けたモ

デルコイル（定格電圧 16 kV）の通電ヒートサイクル時の

部分放電変化を示す。40 ℃ 160 ℃ヒートサイクル，400

サイクルまでの定格電圧における最大放電電荷量の変化も

わずかであり，ヒートサイクルに対して固定子コイル絶縁

は安定していることが分かる。

５.２ 耐機械力

図７に全含浸絶縁と従来のはがしマイカ絶縁の繰返し曲

げ疲労試験結果を示す。試験はコイルを繰返し曲げ疲労試

験機にセットし，振幅＋－δ（δ＝片振幅）で 25Hz で連続

的に振動を加え，かつコイル絶縁に 2E＋ 3kV（E＝定格

電圧）を印加し，絶縁破壊を起こすまでの繰返し曲げ回数

を求めたものである。

この図から全含浸絶縁の集成マイカ絶縁は従来絶縁に比

べ，より粘り強い特性を持つことが確認できる。従来絶縁

のはがしマイカの場合は曲げ応力によりマイカはくがはく

離を起こし，大きなクラックを発生させ，破壊電圧を低下

させるのに対し，全含浸絶縁の集成マイカは，マイカ粒子

が細かく，しかも含浸樹脂が細かいマイカ粒子間にすきま

なく充てんされているため，曲げ応力によるマイカのはく

離も小さいものと考えられる。さらに，全含浸絶縁ではテー

プ基材に機械強度の強いガラスクロスを用いていることか

ら，機械力的特性をより向上させている。

５.３ 耐熱性

耐熱性はコイルを構成する材料および含浸樹脂によって

左右される。これに対して，全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）

では耐熱 Fクラスを考慮した絶縁構成材料と高純度のエ
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ポキシ樹脂と高耐熱性の硬化剤の含浸樹脂を採用し，耐熱

Fクラスに十分満足する絶縁構成としている。

図８に長期加熱試験後の残存絶縁破壊強度を示す。160 ℃，

3,000 時間後および 180 ℃，3,000 時間後においても初期の

絶縁破壊強度に対して，ほとんど低下しておらず，全含浸

絶縁は高耐熱性の絶縁システムであることが分かる。

５.４ 耐電圧寿命

運転時に常時かかる電圧ストレスに対して耐コロナ性の

優れた集成マイカ絶縁を採用し，さらに内部電界緩和層を

適用している。この内部電界緩和層を設けることにより，

固定子コイルの tanδの電圧特性，部分放電の電圧特性お

よび絶縁破壊電圧特性を著しく改善することができるとと

もに，内部電界緩和層を採用していない固定子コイル絶縁

に比べ主絶縁層の絶縁厚さを約 15 ％薄くすることができ，

固定子コイルの熱伝導改善にも効果を発揮している。図９

に全含浸絶縁の V-t特性を示す。初期の状態では内部電

界緩和層の有無でほとんど差がないが，課電時間が長くな

るにつれ，内部電界緩和層を設けたコイルの寿命が長くな

る。すなわち，内部電界緩和層を備えることによって，耐

電圧寿命特性がよりよくなることが分かる。

５.５ 実機絶縁特性

実機全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）の絶縁特性として図

に 126MVA，2 極空気冷却タービン発電機試作機の部分

放電の電圧特性を示す。この試作機の絶縁は内部電界緩和

層，熱応力緩和層，往復巻きを採用し，さらに樹脂含浸性

を十分考慮したものである。部分放電の電圧特性に示した

ように部分放電の発生はごくわずかであり，空げきの少な

い緻密（ちみつ）な全含浸固定子絶縁が形成され，内部電

界緩和層の効果もいかんなく発揮されており，前述の信頼

性評価の各特性を追認するものである。

あとがき

新系列 2極空気冷却タービン発電機の絶縁技術として採

用する全含浸絶縁技術について紹介した。全含浸絶縁技術

は今後とも回転機絶縁の主流であり，富士電機ではタービ

ン発電機の絶縁の信頼性確保のためのさらなる絶縁技術向

上に努めていく所存である。
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まえがき

新系列 2極空気冷却タービン発電機の開発目標は，発電

機利用率の向上と品質の確保であり，この両者を実現すべ

く新系列機には多くの改善が盛り込まれている。この改善

の効果と品質を検証することは，今回の新系列機開発の最

重要課題であった。このために最も確実な検証方法として

出力 126MVAの試作実験機を製作し，種々の試験を行い，

検証する方法を選んだ。

126MVA試作実験機では，電気諸量を含め，温度，磁

束，振動など 1,015 点の測定を行い，検証試験により得ら

れる膨大な測定データは，新たに導入された多点自動計測

システム装置により処理される。

本稿では試作実験機の主要部品に対する測定の概要，な

らびに新たに開発した回転子温度測定装置および多点自動

計測システム装置を紹介する。

測定項目と検証内容

前述したように 126MVA試作実験機では 1,015 点の測

定が行われるが，そのうちの主要部品に対する測定項目と

検証内容を表１にまとめて示す。

試作実験機による検証は下記の観点に基づき実施した。

発電機利用率向上のための改善に伴い生じることが予

想される問題の検証

２極空気冷却タービン発電機の出力を最大 300MVA

まで拡大することに伴い生じることが予想される問題の

検証

（2）

（1）
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大久保 憲悦（おおくぼ　けんえつ） 清野　純一（せいの　じゅんいち）

表１　試作実験機の測定項目と検証内容 

測定項目 検証内容 測定センサ 測定部位 

固定子巻線  

固定子鉄心  

回転子巻線  

プレスリング 

固 定 子 枠  

冷 却 風  

駆動側軸端  

コイル層間温度，スロット部導体温度 

スロット部軸方向温度分布，渡り導体温度 

コイルエンド部温度，コイルエンド頭部導体温度 

スロット部およびエンド部漏れ磁束 

コイルエンドの振動，コイルエンド支持金具振動 

コイルエンド絶縁表面応力および支持金具応力 

鉄心中央部および端部温度，鉄心締付はり温度，冷却ダクト入口・出口空気温度 

中央部および端部の空げき，ヨーク部，歯部の磁束 

鉄心締付はりの循環電流 

鉄心振動，鉄心支持ばね板振動 

スロット部およびエンド部導体温度，入口・出口空気温度 

プレスリング温度，コイルエンド支持金具温度 

プレスリングへの流入磁束 

固定子コイルエンド周辺構造物温度 

固定子枠への漏れ磁束 

発電機各部空気温度 

発電機総風量，発電機各部風圧 

軸入力 

埋込温度計，光温度計 

熱電対 

熱電対，光温度計 

磁束サーチコイル 

光加速度計 

ひずみゲージ 

熱電対 

磁束サーチコイル 

ロゴスキーコイル 

加速度計 

特殊半導体センサ 

熱電対 

磁束サーチコイル 

熱電対 

磁束サーチコイル 

熱電対 

風速計，風圧計 

トルクメータ 

温　度 

磁　束 

振　動 

応　力 

温　度 

磁　束 

電　流 

振　動 

温　度 

温　度 

磁　束 

温　度 

磁　束 

温　度 

風量，風圧 

トルク 
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２極空気冷却タービン発電機の限界を把握すると同時

に，さらに改善すべき事項の検証

例えば，発電機の利用率を向上させれば，損失密度の増

大による固定子巻線および回転子巻線の温度上昇の増大が

予想される。試作実験機では，この対策として，幾つかの

通風冷却改善がされており，その効果を検証する。

また，2極空気冷却タービン発電機の出力を 300MVA

まで拡大することを想定すると，やはり利用率の向上が必

要となり，渦電流損失の増大による周辺構造物の温度上昇

が懸念される。この渦電流損失による構造物の温度上昇を

検証することも重要課題の一つである。

主要部品に対する測定

３.１ 固定子巻線

固定子巻線に関しては，通常のコイル層間温度測定のほ

かに，①固定子スロット内の導体温度，②スロット内軸方

向の温度分布，③コイルエンド部の絶縁表面温度，④コイ

ルエンド頭部の接続部導体温度を測定した。また，固定子

コイルのスロット内漏れ磁束を測定するサーチコイルも挿

入した。図１に固定子スロット部の磁束サーチコイル取付

け状態を示す。

３.２ 固定子鉄心端歯部およびプレスリング

固定子鉄心端歯部およびプレスリングは，流入漏れ磁束

により過熱が懸念される部位である。この漏れ磁束を測定

すべく，歯先，中央，根元部およびプレスリングに，それ

ぞれ磁束測定用サーチコイルを設けた。サーチコイルとし

ては，それぞれの部位における磁束の流入状況に応じて，

法線方向流入磁束測定のための 1方向コイルと，全方位形

の３方向コイルとを使い分けた。図２に固定子鉄心端歯部

の磁束サーチコイルの取付け状況を示す。上側が 1方向コ

イル，下側が 3方向コイルである。

３.３ 固定子鉄心はり

試作実験機では，固定子鉄心ヨークの磁束密度を旧来よ

り高く採っているため，ヨーク内の磁気飽和度が増し，外

部に向けて漏れる磁束が，至近の構造物中に渦電流を誘起

することが予想される。また，鉄心を外周部で固定する複

数のはりは，その両端に位置するプレスリングにより短絡

され，閉回路を構成するので，この部分には循環電流が流

れることが想定される。この循環電流を測定すべく，非常

に細密な線を多数回巻き付けたロゴスキーコイルを製作し

鉄心はりに取り付けた。図３にロゴスキーコイルの取付け

状態を示す。

回転子温度測定装置

タービン発電機では，一般に回転子巻線温度によりその

体格が制限される。新系列機の開発に際しては，回転子巻

線の通風冷却改善を検討し，三次元流れ解析によりその効

果を確認した。今回の試作実験機による最重要検証課題は，

これらの有効と判断された改善策を試作実験機に採用し，

その効果を確認することであった。このため，回転子巻線

およびその周辺の冷却風の温度分布を詳細に把握すべく，

113 個の温度センサを取り付けた。

（3）
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図１　固定子スロット部の磁束サーチコイル

図２　固定子鉄心端歯部の磁束サーチコイル

図３　固定子鉄心はり電流測定用ロゴスキーコイル
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４.１ 測定方法の開発

富士電機では，高速回転体温度測定の非接触伝送系とし

て，従来は FMテレメータ方式を採用してきた。この方

式は，温度センサの出力電圧を増幅し，周波数変調して外

部に取り出すもので，電磁ノイズの渦巻く回転機中では有

意な SN比の確保が困難であった。

今回開発した温度測定方式は耐ノイズ性のきわめて高い

ものである。まず，温度センサには，大きな出力電圧を得

ることのできるものを使用しているので，ノイズに埋もれ

ることが少ない。また，データ伝送には光を使用している

ので，やはりノイズに強い。富士電機では，このデータ伝

送方式を光スリップリング方式と呼ぶことにした。図４に

この回転子温度測定装置の測定原理を示す。

温度センサの出力信号を受けた伝送部では，信号電流値

がパルス符号変調され，発光ダイオードが明滅して外部に

信号を発する。受光部では，周の一部に多数配置された光

ファイバ束の切り口から光信号が入力され，復調して元の

温度の値を知る。光送信は指向性が強く，光軸を適度に合

わせることが非常に重要である。このため，回転子に設け

たホール素子が，固定子に設けた磁石の磁場を検知した直

後の一定時間を，送受光時としている。この方式の特徴は，

温度データをディジタルに変換し，送信するために電磁ノ

イズに強く，またチャネル判別コードを用いて多チャネル

信号を混乱なく受信できる点にある。

４.２ 送信機およびバッテリーモジュール

回転体には温度センサおよび送信機，バッテリーを取り

付ける。送信機とバッテリーには，33,000m/s2 もの遠心

力が加わるため，樹脂を充てんしたモジュール形式とした。

図５に送信機モジュールの外観を示す。

バッテリーモジュールとしては，制御電圧を供給できる

二次電池を使用し，充電による反復使用が可能なものとし

た。電池の耐遠心力は一般に把握されていない。遠心力方

向に対する配置を変えたモジュールを数種試作し，良好な

特性が得られるものを選定し採用した。なお，蓄積容量は

試験手順を考慮して 1充電あたり10時間とした。

４.３ 受信器

受信器には受光トランジスタと増幅器が内蔵されており，

RS-232C ケーブルでパーソナルコンピュータ（パソコン）

と接続される。受信器は，送信機に対してデータ送信の開

始と終了をリモートにて指示する。温度データはバイナリー

形式で，一度に全チャネルデータを受信する。測定された

温度諸量はパソコンに表示し，保存される。

４.４ 高速回転試験

新しく開発した光スリップリング方式による回転子温度

測定装置の遠心力耐力および測定精度，測定の安定性を検

証するため，試作実験機と同一径の模擬回転子を製作した。

図６に耐遠心力試験の実験装置を示す。この実験により，

多チャネル信号が 3,600 r/min の高速回転時でも安定して

精度よく伝送できることを確認した。

多点自動計測システム装置

試作実験機の測定点数は 1,015 点に及ぶため，多点自動

計測システムの構築が不可欠であった。そこで，システム
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図４　回転子温度測定装置の測定原理

図５　送信機モジュール

図６　耐遠心力試験の実験装置
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全体の制御動作と測定センサの特徴を十分に把握し，それ

らをリアルタイムで監視し，表示，記録する多点自動計測

システム装置を構築した。

５.１ 測定センサと同時計測

すべての測定センサ出力を同時に計測処理しようとする

と，計測システム装置はいたずらに高価になる。そこで同

時計測と分割計測とを必要性に応じて選択した。表２に測

定センサの総数と同時計測数を示す。なお，測定センサ出

力に変換を要するものは分割計測になる。

総数 1,015 に対して，同時計測数は 540 であり，残る

475 が分割計測である。図７に多点自動計測システム装置

の外観を示す。

５.２ 計測データの構成

データのなかには瞬時性を要しないものがある。同時計

測データの 75 ％を占める温度や，軸トルク，回転速度，

電圧，電流，潤滑油量，冷却水量，軸振動などは，低速デー

タとして収録し機器の処理能力を考え合わせて計測データ

のサンプリング周波数を 0.1 Hz（10秒に 1回）にした。表

示には数値表示と曲線による傾向表示の両様式がある。図

８に低速データの監視画面を示す。低速データの表示画面

は監視画面を含めて11画面から成り，用途に応じて使い分

けられる。

磁束波形，振動波形，応力波形はいずれも高速データと

して収録している。図９に磁束波形画面を示す。

磁束は，出現する周波数の上限を考慮して 4.8 kHz での

サンプリングとした。分割計測でも，重複して測定するセ

ンサを設け，センサ間の位相判別が容易にできるようにし

ている。

振動は，基本周波数の10倍を正確に測定するため，サン

プリング周波数を 1.2 kHz とした。波形を FFT（Fast

Fourier Transform）にて周波数分析する機能も備えた。

応力は，短絡試験時に測定波形のノイズ除去のためひず

みゲージのブリッジ電圧を切り換えて収録し，規定の計算

式で応力計算する。サンプリング周波数は 1.2 kHz とした。

発電機電流を同時に計測し，時間軸の同期処理を行い，短

絡時の位相を確認できるようにしている。
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表２　測定センサの総数と同時計測数 

測定センサ 同時計測数 総　数 測定項目 

 

温　　度
 

 

 

電　　気 

磁　　束 

 

振　　動 

 

応　　力 

はり電流 

風　　速 

風　　圧 

部分放電 

32 

361 

21 

113 

19 

194 

8 

48 

12 

75 

4 

74 

41 

13

32 

353 

6 

16 

19 

62 

8 

18 

6 

16 

4 

0 

0 

0

測温抵抗体 

熱電対 

光温度計 

特殊半導体センサ 

トルクメータなど 

サーチコイル 

軸振動計 

加速度計 

光加速度計 

ひずみゲージ 

ロゴスキーコイル 

風速計 

風圧計 

スロットセンサなど 

図７　多点自動計測システム装置の外観

図９　高速データの磁束波形画面

図８　低速データの監視画面
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５.３ 多点自動計測システムの特徴

計測データとしては，低速データと高速データが混在し

ており，これらを安定して収録するために，機能をブロッ

クに分割したことが，この多点自動計測システムの特徴で

ある。測定データはすべてハードディスクに収録され，収

録後，膨大なデータから必要とするデータを瞬時に呼び出

せるようにしている。

低速ブロックは，低速データ収録と高速データ収録との

収録指示をする機能を有し，高速データを収録しつつ，低

速データにより各部の状況を把握する。

高速ブロックは，高速データの収録のみ扱う。

高速モニタブロックは，高速部の画面表示の負担を軽減

し，高速ブロックを助ける。

遠方監視ブロックは，表示対象を 1か所に限定し，ほか

からの進入を防止する。

このようにブロックごとに分割すると，システムの統合

運用が困難になるが，汎用および専用プログラムを適用限

界極限まで活用することが可能になり，一貫した操作で扱

える手法を確立して，計測の信頼性を向上させた。

あとがき

今回の試作実験機に適用した測定技術について概説した。

得られた測定結果の評価については，本特集号の別稿にて

詳しく記されているが，予測をほぼ裏付けるものであった。

測定技術の進歩には驚くべきものがある。各種センサは，

感度，機能のほか，信号の伝送，処理において長足の進歩

を遂げている。一方，測定対象も多様に変化している。大

形回転機では，設計解析技術がますます精妙になるにつれ，

今まで得られなかったデータを強く求められることが多い。

今後とも研究を重ね，測定技術の向上に努めたい。

今回の測定技術の確立に，ご協力いただいた関係各位に

誌面を借りてお礼を申し上げる。
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まえがき

富士電機は1958年からエポキシ樹脂絶縁を実用化してき

ている。およそ20 ～ 30年経過し，老朽化したエポキシ樹

脂絶縁方式のタービン発電機や水車発電機において，事故

の未然防止，機器の効率的かつ経済的な運用などの観点か

ら発電機の絶縁診断技術の高度化が要求されている。

このような背景から，発電機を停止した状態で行う非破

壊の絶縁診断試験（メガー試験，漏れ電流試験，誘電正接

試験，交流電流試験，部分放電試験）やオンラインの部分

放電測定が行われている。

この非破壊の絶縁診断は数年ごとに行われる発電設備の

定期検査時などに継続的に実施され，その測定値の経時変

化の推移を確認し，現状の絶縁状態と更新時期を予測する

ものである。現在，この診断が効率的かつ経済的に行える

ように，多数の回転機絶縁診断車が使用されている。富士

電機は1979年に巡回用回転機診断車を製作し，今日まで多

くの診断の実績を上げている。

富士電機では非破壊の絶縁診断結果から固定子コイル絶

縁の残存破壊電圧と余寿命を適切に予測することを目的と

して，今日まで破壊電圧と非破壊の絶縁診断データを求め

蓄積してきた。今回この破壊電圧と非破壊データの統計的

な相関関係を算出し，この関係から余寿命診断の手法を確

立したので紹介する。

非破壊の絶縁診断値の判定目安

固定子コイル絶縁には運転時に加わる電界ストレス，熱

ストレス，機械的ストレス，環境（汚損など）などの劣化

要因がある。

このなかで主な劣化要因とされるのは熱ストレスであり，

絶縁材料の酸化や分解により変質し，絶縁機能の低下（絶

縁耐力，機械強度，寸法変化）を進行させる。このため回

転機の絶縁は長期の運転により初期特性で有した絶縁特性

を低下させることになる。

絶縁の劣化度合いを簡易かつ適切に判断するために，非

破壊の絶縁診断の判定基準値がある。表１に富士電機の絶

縁劣化判定基準
（1）

の一例を示す。

このような判定値を基に測定された絶縁の状態を比較し，

巻線の更新時期を判断する手法が一般的に用いられている。

判定値は絶縁システムや電圧クラスで若干異なり，これら

の数値は富士電機がこれまでに診断した結果や他の基準値

を参考にしてまとめ上げたものである。

またこの判定基準による絶縁劣化状態の把握に対し，後

述する運転年数や非破壊の絶縁診断データから，直接的に

残存破壊電圧を予測する手法がある。この手法はより具体

的な巻線の更新時期を決定できる利点がある。

統計的手法による残存破壊電圧と余寿命の推定

３.１ 破壊電圧と運転年数の関係

非破壊の絶縁診断結果から固定子コイル絶縁の残存破壊

電圧と余寿命を適切に予測することを目的として，定格電

圧 6.6 ～ 15.4 kV までの15台の発電機（水車発電機 8台，

タービン発電機 7台）から，固定子コイルの絶縁診断デー

タのためのサンプリングコイルあるいはコイルの巻替え時

の抜取りコイル（合計 239 本）を収集し，今日まで破壊電

圧値と非破壊の絶縁診断データを求め蓄積してきた。

今回，この破壊電圧と非破壊データの統計的な相関関係

を算出し，この関係を余寿命診断の手法として用いること

にした。

図１に破壊電圧と運転時間の関係を示す。ここで示す破

回転機固定子コイルの余寿命診断
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表１　エポキシ樹脂絶縁の劣化判定基準値（6.6 kV以上） 

コイル単体含浸 
Fレジン/F，Fレジン/FⅡ 項　目 

tanδ0（2 kV） 3％以上 

2.5％以上 

6.5％以上 

50,000 pC以上 

Δ tanδ2（　） 

E：発電機の定格電圧 

E

Δ tanδ12（1.25　　　） 
3

E

Qmax12（1.25　　　） 
3

E



回転機固定子コイルの余寿命診断

壊電圧値は分かりやすいように％で表示しているが，ベー

スとなる値は正確な予測を行うため破壊電圧を絶縁厚さで

除した破壊電界強度（kV/mm）で算出している。また，

運転に必用な破壊電圧値は 2E＋ 1kVであり，これは発

電機の絶縁の厚さと関係するため破壊電圧値は図中に示す

とおり，およそ 21.1 ～ 35 ％（平均は 26.3 ％）の範囲をも

つことになる。

この図１にはタービン発電機と水車発電機を合わせて表

示してある。図中の上側にある線形近似ライン（平均レベ

ル）は破壊電圧の平均値から算出したものであり，近似式

の傾きの比較をすれば，タービン発電機の方が水車発電機

よりも劣化速度が大きくなった。

重要となるのは平均値－ 3σの下限値をつなぎ合わせた

多項式近似で与えられた曲線（下限レベル）であり，この

曲線と運転に必要な絶縁耐力との交点が発電機の最終的な

運転寿命 T2 となる。余寿命ΔTは T2 － T1（現在の運転

年数）で求められる。

例えば，運転に必要な破壊電圧を 26.3 ％とすれば，T2

は 34.4 年となり，T1 を23年とすれば余寿命はΔT ＝

34.4 － 23 ＝ 11.4 年となる。

しかしながら現実的には幾らかの余裕を考慮して，巻線

の更新を行うことが望ましい。例えば，平均値－ 3σのラ

インが 50 ％となれば注意領域にあり，40 ％以下となれば

巻線の交換を行う時期に達したと考える方が適当である。

３.２ 破壊電圧と個別非破壊絶縁特性の関係

図２～４に個別の非破壊絶縁特性の破壊電圧とΔtanδ12，

qmax12，ΔI12 の関係を示す。これらの図中には線形回帰線

と測定データのばらつきを考慮した 95，99，99.7 ％の上

方・下方の推定帯を表示してある。これらの図から，それ

ぞれの個別の非破壊絶縁特性が絶縁劣化に伴い悪くなれば，

その破壊電圧値も低下することが確認できる。

また，これらの図と実機の非破壊の絶縁診断結果を用い

れば，現状のある推定下における残存破壊電圧の推定がで

きる。さらにこの推定破壊電圧値を時系列にグラフ化すれ

ば余寿命の予測も可能となる。

補足として，破壊電圧と非破壊絶縁特性の相関係数 rを

まとめたものを表２に示す。この表によれば，およそ測定

電圧が高い方がより高い相関関係を示すことが確認できる。
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図１　破壊電圧と運転年数の関係
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図２　破壊電圧とΔtanδ12 の関係

120

100

80

60

40

20

0
0 100 1,000

下方：99.7％ 下方：99％ 

下方：95％ 

運転に必要な絶縁耐力 
約21.1～35％ （平均26.3％） 

max12q （pC） 
10,000 100,000

破
壊
電
圧
 （
％
）
 

図３　破壊電圧と qmax12 の関係
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図４　破壊電圧とΔI12 の関係
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３.３ 多重回帰による破壊電圧の推定

非破壊絶縁特性のΔtanδ12，qmax12，ΔI12 を独立変数と

して，平均レベルの破壊電圧（％）の予測を行う多重回帰

の式 を求めた。また劣化サンプルコイルを用いて統計処

理をしたため，計算推定の初期値が 100 ％でない，あるい

は計算推定の破壊電圧がある範囲で実測値より幾らか大き

いといった問題が生じたため，多重回帰の式 を指数減少

関数で補正した式 を同時に求めた。算式は下記のとおり

である。

BDV＝ 91.08498 － 0.76709（ΔI12）

－ 0.15075（Δtanδ12）－ 1.78321E－4（qmax12）……

ここで，BDVは破壊電圧〔Breakdown Voltage〕（％）

である。

式 に対して，BDV（％）の予測精度を高めた補正式

は以下のとおりである。

…………

そして 3σに相当する BDVのばらつきの幅である St（％，

タービン発電機），Sw（％，水車発電機）はそれぞれ，

St ＝（95.30117－ 0.39542y）－（57.91628＋ 0.47362y

－ 0.04048y2） ………………………………………

Sw＝（94.02211－ 0.26538y）－（57.91628＋ 0.47362y

－ 0.04048y2） ……………………………………

で示される。ここで，yは測定データの運転年数（年）で

ある。式 と式 からタービン発電機の下限 BDVt3σ（％）

が，式 と式 から水車発電機の下限 BDVw3σ（％）が求

まる。

BDVt3σ＝ BDVav － St ……………………………………

BDVw3σ＝ BDVav － Sw …………………………………

個別の絶縁特性の破壊電圧予測では，おおよそ qmax12 が

最も大きく破壊電圧を低下させることになったが，多重回

帰の予測ではΔtanδ12，qmax12，ΔI12 のそれぞれの値を整

合させた平均的レベルの破壊電圧が求まることになる。

この多重回帰算式による破壊電圧推定値と破壊電圧実測

値の比較を図５に示す。この図から破壊電圧推定値は破壊

電圧実測値に対し，おおよそ遜色（そんしょく）のない程

度で算出できていることが把握できる。

次にこれらの多重回帰の推定算式と架空データを用いた，

タービン発電機（11 kV）の破壊電圧の算出例を表３，図

６に示す。表３に示す架空データは，絶縁特性の経時変化

があり，運転30年でやや絶縁特性が悪くなっているもので

ある。

図６から，固定子コイル絶縁は運転年数の経過とともに

絶縁診断特性が悪くなり，算出された平均レベルと下限レ

ベルの残存破壊電圧もそれに伴ない低下している。そして

ばらつきを考慮した下限レベルの残存破壊電圧は運転30年

で，必要な絶縁耐力 2E＋ 1kV（31.15 ％）を下回ってい

（6）

（5）

（4）（2）

（3）（2）

（4）

（3）

BDVav＝42－29.21268・ln －56.1342
BDV－99.35275

（2）

（2）（1）

（1）

（2）

（1）

（1）
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表２　破壊電圧と非破壊絶縁特性の相関係数 

試験電圧 非破壊絶縁診断項目 相関係数 

E

2 kV

ΔI2

ΔI12

－0.59 

－0.58 

－0.51 

－0.57 

－0.51 

－0.56 

－0.48 

－0.43 

－0.46 

－0.04 

0.28

Δ tanδ2

Δ tanδ12

E：発電機の定格電圧 

1.25
3

E

3

E

q max2

q max12

ΔI1

Δ tanδ1

tanδ0

q max1

Pi E1/

表３　非破壊架空データによる破壊電圧の算出例 
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図５　多重回帰による破壊電圧推定値と破壊電圧実測値の比較
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図６　架空データによる破壊電圧の算出例
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るため，巻線を更新する時期に達していると結論づけられ

る。

最終的な寿命の基本的な考え方は，下限破壊電圧が運転

に必要な絶縁耐力 2E＋ 1kVに届く時点となる。しかし

現実的にΔtanδ，qmax，ΔIの測定値の上限や絶縁耐力の

余裕を考慮して，残存破壊電圧が 50％で注意領域，40 ％

以下であれば巻線の交換時期あるいは危険領域に達したと

考える方が適当である。

あとがき

今回の運転年数から残存破壊電圧および余寿命を求める

方法は，運転年数以外の運転履歴（運転積算時間，負荷変

動，起動・停止回数など）の数値は不要であるため簡単に

求められる。

個別絶縁診断結果（Δtanδ12，qmax12，ΔI12）および多

重回帰から残存破壊電圧を求める方法は，絶縁診断測定値

が直接的に残存破壊電圧推定へ反映できる利点がある。そ

して残存破壊電圧の経時変化から固定子コイルの余寿命を

求め，適正な巻線の更新時期を推定するものである。

これからも実施されていく停止時の非破壊の絶縁診断は，

残存破壊電圧と余寿命推定のさらなる正確な予測が求めら

れる。このため絶縁劣化現象を理論的に解明したり，デー

タの蓄積を随時行い，統計処理によってそれらを定量化し

ていかなければならない。

また現在，各社で注力されているオンラインの部分放電

測定と，これらの残存破壊電圧推定法との整合も求め，よ

り高度化された精度のよい，絶縁の余寿命予測を行ってい

かなければならない。

参考文献

井池政則ほか：火力・水車発電機の絶縁診断技術，富士時
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永久磁石同期機の開発に従事。現

在，（株）富士電機総合研究所電機

技術研究所回転機グループ副主任

研究員。
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まえがき

フライホイールは古くから利用されてきたエネルギー貯

蔵方法であるが，機械的な軸受を用いた従来の装置は回転

損失が大きいために秒から分オーダーの短時間用途に限ら

れてきた。これまでに無停電電源装置，電気鉄道の電圧補

償電源装置，核融合試験装置用電源装置などで実用化の例

がある。最近では電力系統の周波数安定化用に導入されて

いる。

これらのシステムは電力の短時間一時蓄積が目的である

ため，発電機の損失を低減するための考慮があまりなされ

ていない。しかしながら，ここにきて高温超電導という最

先端技術によって新たな可能性を与えられ，浮上形フライ

ホイールの研究が盛んになってきている。すなわち，高温

超電導体を永久磁石と組み合わせて磁気軸受とし，フライ

ホイールを浮上させて回転させるものである。これによっ

て回転損失を小さくでき，負荷平準化など日オーダーの用

途にもフライホイールを利用できる可能性がでてきた。

現在，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

では「高温超電導フライホイール電力貯蔵研究開発」を進

めている。今回，その関連で（株）四国総合研究所から，ア

ウタロータ構造のコアレス永久磁石発電機の試作試験を依

頼された。本稿にてその概要を述べる。

フライホイール電力貯蔵装置

円盤状フライホイールの場合，蓄積エネルギー E（J）

は，

E＝ 1/4W（Rω）2 ………………………………………

W：フライホイールの質量（kg）

R：半径（m）

ω：回転角速度（rad/s）

であり，エネルギーを高めるには回転速度を大きくするこ

とが効果的である。しかしながら材料強度の面から蓄積可

能なエネルギーには限界があり，最外縁部にかかる径方向

の応力σθは，

σθ＝ 0.25｛（1－ 2ν）/（1－ν）｝ρR2ω2 ……………

ν：ポアソン比

ρ：密度（g/cm3）
から，エネルギー密度 e（J/kg）の最大は，

emax ＝ E/W＝K（σθmax/ρ） …………………………
で表される。

σθmax/ρは材料の比強度と呼ばれるもので，式 から

明らかなように，単位質量あたりの蓄積エネルギーを大き

くするためには，フライホイールの材料は軽くて強い方が

よい。現状では，カーボン繊維強化プラスチック（CFRP）

が最適と考えられている。従来の重くて低速のフライホイー

ルに代わり，小形で高速形のフライホイールの研究が進め

られている。

フライホイールは，高速にするほど多くのエネルギーを

蓄積できるが，反面，回転部で発生する損失も増大する。

回転部表面での空気摩擦損は回転速度の三乗に比例して増

大するため，高速領域では膨大な値となる。これを避ける

ためには，周囲を真空状態にする必要がある。真空状態に

することにより，空気との摩擦損をほとんど無視できるレ

ベルまで下げることができる。

したがって，高効率形フライホイールに適用する回転機

として特に考慮すべきことは，

高効率　：特に空転時の損失が少ないこと

高速回転：運転周波数は数百Hzレベル

真空配置：真空中で冷却が可能のこと

などである。

永久磁石発電電動機

フライホイールは電力貯蔵が目的であるから，充放電時

の効率がよいこともさることながら，空転時すなわち電源

から切り離した状態での損失を極力減らすことが重要であ

る。

回転機の機種のなかで，高速回転向きかつ高効率形とな

ると，機械的接触のないかご形誘導機か永久磁石同期機が

考えられる。かご形誘導機の場合，空転時の効率が最も優

（3）

（2）

（1）

（3）

（3）

（2）

（1）
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れているが，充放電時に回転子側に銅損が発生するため，

冷却のほとんど期待できない真空中に配置することはでき

ない。誘導機部分のみ部屋を分離し，減速機にて低速にす

るなどの配慮が必要である。その場合は，機械損が増大す

るので結果的に高効率の実現は難しい。

永久磁石同期機の場合，回転子に巻線がないので電気的

損失が発生せず，高効率を実現でき，かつ回転子を冷却す

る必要がない。冷媒としての空気を循環させる必要がない

ので真空中に配置でき，固定子のみ伝熱によって冷却する

ことが可能である。

さらに，アウタロータ構造を採用する。これは，図１の

ようにリング状のフライホイールの内側に発電機の回転子

を取り付け，軸受をフライホイールと兼用して一体構造に

するもので，全体の寸法を小さくできる利点がある。永久

磁石機にとっては磁石保持が容易であり，高速回転向きで

ある。

コアレス永久磁石同期機

永久磁石機は，回転子に余計な巻線がなく，構造が簡単

かつコンパクトであり，冷却の面でも高速形のフライホイー

ル装置に適したものであるが，界磁が一定のため空転中で

も固定子鉄心内に鉄損が発生する。これを解決する手段と

して提案されているのが，固定子のコアレス化，すなわち

固定子鉄心のない構造である。

鉄心のない構造は小形電動機の分野では見られるものの，

通常の汎用機あるいは中・大形回転機ではコアあり機と同

等の磁気装荷を得ることが難しく，体格が大きくなるため

採用されていない。永久磁石機の場合でも磁石量が膨大な

ものとなり，コアあり機に比べ大形化する。

しかしながら，近年，磁石の性能向上がめざましく，低

価格化が進んでいることにより，適用を検討するレベルに

なってきた。

４.１ コアレス機の技術課題

巻線に発生する渦電流損

コアがある場合，界磁磁束はコアの部分を集中的に通り

スロット内に侵入する量は少ない〔図２ 〕。すなわち，

導体にじかに鎖交する磁束が少ない。これに対しコアレス

の場合，巻線に自由に磁束が侵入することにより導体内に

渦電流損が発生する〔図２ 〕。このためコイルに対して

は特別な配慮が必要となる。発生原理は同じであるが，コ

イルの構成上 2種類の渦電流損が発生する。

一つは，導体 1本 1 本に発生するもので〔図３ 〕，こ

れに対しては線材そのものを細くする必要がある。どの程

度細い線を使うべきかは，要求される効率と発生損失の関

連で判断すべきことなので一律にはいえないが，目安とし

て損失の値を図４に示す。図は 0.18 T，周波数 400Hz の

（a）

（b）

（a）

（1）
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永久磁石 

回転子 

固定軸 

固定子 

図１　アウタロータ構造
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図２　コイル周辺の磁石磁束の流れ
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図３　巻線に発生する渦電流損
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図４　丸銅線内に発生する渦電流損
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交番磁界中に丸銅線をさらした場合の渦電流損を解析した

もので，他の条件に対しては磁束密度・周波数それぞれの

二乗に比例する。

もう一つは 1ターンを複数の導体で構成した場合（作業

上の利便性から通常はこのようになる）に，この並列導体

間に流れる循環電流によるものである〔図３ 〕。これに

対しては，互いに絶縁された並列導体をねじった構造にす

ると同時にコイルを一定の形に整えて正確に溝内に収納し

て，鎖交する磁束をバランスさせるのが有効である。

固定軸に発生する渦電流損

コアレス機の場合，磁石対面に磁気回路を形成する磁性

体がないため，磁束は，周囲の空間に放射状に分布する。

これによって，回転する磁石の付近の金属構造物に渦電流

損が発生する。アウタロータ構造の場合は図５のように，

固定子を支持する固定軸表面に渦電流損が発生する。これ

に対処するには固定軸全体を非磁性非導電性の材料とする

か，磁束が侵入しないよう磁気シールドを施す必要がある。

磁気シールドには強磁性体で鉄損の少ない材料を選べばよ

く，積層電磁鋼板やフェライトが適している。

コアレス機の試作

前章で述べた技術的課題を定量的に把握するため，小容

量のアウタロータ形のコアレス永久磁石発電機を試作し実

験を行った。

仕様は次のとおりである。

定格出力：三相，200V，1,000W

定格回転速度： 12,000 r/min

効　率： 95 ％（機械損を除く）

極　数： 4

周波数： 400Hz

絶　縁： F種

使用磁石：ネオジム系希土類永久磁石

冷却方式：水冷

軸受支持構造：横置きブラケット形二軸受支持

概略の構造を図６に示す。今回は，コアレス機の電気特

性の把握が目的であるため真空配置は実施せず，固定子の

み真空中での温度試験を行った。固定子は冷却向上を図る

ため全体をモールドする構造とした。

試験結果

６.１ 誘起電圧

端子開放状態での誘起電圧は永久磁石機の重要な特性の

一つである。200V 仕様に対し，実測 195V であり，ほぼ

計画どおりの値が得られた。図７に相電圧の実測波形を示

す。コアあり機のような台形波を呈することはなく，きれ

いな正弦波が得られた。ちなみに高調波含有量は，３次：

1.5 ％，5次： 0.6 ％，7次： 0.6 ％，9次： 0.3 ％であり，

通常機に比べてきわめて少ない。コアレス機の特徴といえ

る。

６.２ コイルの細線化

細線化の効果を見るため，以下の 2種類の電線を用いて

モデルを製作した。

™φ 0.4mm× 9本より線/ターン

™φ 1.2mm× 1本/ターン

無負荷運転時での損失から渦電流損を分離した結果，φ

1.2mmの方は 60Wで，ほぼ解析による予想値と同等の

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（2）

（b）
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コアレス （a） コアあり （b） 

回転子 
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SN
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SN

永久磁石 永久磁石 

固定軸 固定軸 

固定子鉄心 
磁束 

磁束 

固定子 
コイル 回転子 

固定子 
コイル 

図５　磁石磁束の流れ
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冷却水 

固定軸 

モールド固定子 固定子コイル 永久磁石 回転子 
465

図６　1 kWコアレス試験機



1 kWフライホイール発電電動機の試作

損失が確認された。φ 0.4mmは 24Wであり，解析値よ

り高い値となった。よりの効果が十分でなく，多少循環電

流が発生したと思われる。巻線温度で見た場合，φ 1.2

mmの方が 17 ℃高く，温度的にも渦電流損の影響が観測

された。

６.３ 固定軸シールド効果

シールドは厚さ 0.5mmの電磁鋼板を積層した構造とし

た。シールドありの場合とシールドなしの場合の鉄損の実

測値は，

™シールドなし・・・ 1,200W

™シールドあり・・・ 30W（シールド部の鉄損を含む）

となり，シールドの効果は顕著である。

シールドなしの場合の損失の大部分は固定軸（内管）に

発生する渦電流損で，その模様を解析すると図８ のよう

になる。固定軸（内管）に発生する損失密度の最高値をシー

ルドの有無で比較すると，

™シールドなし・・・ 31 W/cm3

™シールドあり・・・ 0.0035W/cm3

であり，シールドによって約 1/10,000 に減少させること

ができる。逆にいえば，このようなコアレス構造では，磁

石磁束に対するシールド対策を十分に行う必要があるとい

える。

６.４ その他

モールド固定子の伝熱性を確認するため，固定子のみ真

空中での温度試験を実施した。その結果，温度上昇はほぼ

計画どおりの値となり，良好な結果が得られた。

リアクタンス Xdは，高周波仕様でかつコアレスである

ため，1.3 Ω/相（≒ 4％）と，予想どおり非常に小さい値

であった。実用化にあたっては可変速電源との組合せにな

るが，フィルタなどによって高調波対策を十分に行う必要

がある。

成果と今後の課題

今回はアウタロータ形のコアレス機を原理試作し，発電

機としての基本的特性を確認するとともに，主に損失の面

で予想されうる問題点について対策を立案，効果を確認し

た。

電気的特性については，古典的な計算によって誘起電圧

やインダクタンスなどを把握することは難しいが，現在の

解析技術を駆使すれば，三次元解析によって十分な精度で

予想し得るものと考える。

今後は，主に材料選定や製造技術の確立および信頼性の

確保を主体に段階的なタイプアップ試作を実施し，大形化

をめざしていくべきと考える。

大形化に対して，現在考えうる開発要素は次のとおりで

ある。

細線・より線構造の高圧コイルの開発

伝熱性，強度の面で優れた絶縁性コア材，およびモー

ルド材の選定

回転子組立方法の確立（大形磁石の固定技術）

特に， に関しては，コアレス機特有のものであり，大

容量化を実現するためには必要不可欠な技術である。

最後に上記の開発要素が成った場合のMW級実用機の

体格比較を表１に示す。総じてコアレス機は効率面で優位

であり，コアあり機は小形という点で優位といえる。

あとがき

最終的に，コアレス機がフライホイールに最も適したも

のかどうかは，回転機の部分のみで単独に判断すべきこと

ではなく，装置全体の体格，効率，価格などから総合的に

判断しなければならない。今後もフライホイール蓄電シス

テムに最適な発電電動機の開発に取り組んでいきたい。

（1）

（3）

（2）

（1）

（a）
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図７　無負荷誘起電圧波形（相電圧）
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図８　固定軸の渦電流損解析

表１　MW級実用機の体格比較 

コアあり機 コアレス機 
コアの有無 

比較項目 

外　　径 

軸方向長 

磁 石 量 

1 

1 

1 

1 

2 

8 
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2855616 井池　政則タービン発電機の回転子巻線の冷却
方法

2855682 美麗賢次郎超音波センサ

2855799 粟谷　宏治誘導加熱用インバータ

2855829 尾崎　　博高速増殖炉の燃料交換・出入装置

2855862
時光富士雄
岡本　健次
前田　孝夫

樹脂モールド変流器

2855880 柴田　勝美電磁継電器のフィンガプロテクタ付
ソケット

2855886 小林　弘志
町田　勝哉整流器用変圧器

2855892

2855893

山下　　悟
佐々木光祐
松本　浩造

インクジェット記録ヘッドの製造方
法

糸賀　一穂
飛山　良弘
田中　秀幸
八木裕治郎
佐野　安一
西尾　三男

光スイッチおよび光学式センサ

2856257 上野　勝典Pチャネル絶縁ゲートバイポーラト
ランジスタ

2856258 坂口　庄司
伊藤　幸治薄膜磁気ディスク

2858697 小嶋　裕之地熱蒸気タービン静翼の翼端部シー
ルフィン構造

2859323

石橋　道弘
館　　隆二
山口　　太
木村　裕亘

足形識別装置

2859746 新井　聡一
川口　公二カード識別番号分配装置

2859825 佐々木敏明
市川　幸美太陽光発電システム

2859829 大田　洋充太陽光発電用屋根材

2860256 川崎　道夫
金城　秋夫

プリレベル位置検出装置付き加圧式
注湯炉及び加圧式注湯炉における初
期ベース圧の調節方法

2861169
田久保　拡
宮坂　忠志
吉田　雅和

電力変換装置のスナバ回路

2861313
八田　恭典
江口　直也

単独・連携運転用インバータの制御
回路

2861353 海野　　覚自動販売機の故障診断装置

2861392

黒田　一彦
田中　秀幸
曳田　　博
久米　秀男
西尾　三男

温度検出装置

2861412
柳川　克彦
山内　一由
佐藤　正憲

硬貨選別センサーを備えた硬貨選別
装置及びその製造方法

2861418
山添　　勝
蓑和　弘文
石井　新一

誘導電動機のトルク制限方法及び制
御方法

2861430
山田　隆二
清水　敏久整流回路

2861432 山縣　　遵回路遮断器の電磁引外し装置

2861441 芳賀　弘二高圧回転機コイル

2861446
古川　国幸
田畑　　進回路遮断器の電磁引外し装置

2861456 江上　慎二ゲーム装置における台間玉貸機の設
置確認方法および設置確認装置

2861501

佐々木光祐
大河内　昇
山下　　悟
松本　浩造

インクジェット記録ヘッドの製造方
法

2861513
渡辺　克己
美麗賢次郎
橋本　　貴

超音波を利用した液化ガス容器内の
液面位置測定装置

2861519 徳山　雅彦駐車場カードシステムの入出庫取消
処理装置

2861520
水島　　敦
前川　智律
大森　　明

自動販売機の商品リフタ制御装置

2862151 藤田　和弘プログラマブルコントローラ
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電磁式接点開閉機構におけるバウンス現象 富士電機総合研究所 鈴木　健司 日本機械学会論文集C編，65，
631（1999）

マイクロDC-DCコンバータ
富士電機総合研究所

〃
〃

松崎　一夫
林　　善智
菅原　　聡

M&E，No.4（1999）

日本機械学会

工業調査会

電気学会産業応用部門誌，
119-D，3（1999） 電気学会

電気評論，84，4 (1999） 電気評論社

サイリスタのターンオン時の熱挙動 橋本　　理富士テクノサーベイ

ニューラルネットワークによる負荷予測 植木　芳照富士電機総合研究所

トンネル内での排ガス処理 高橋　武男

平成11年電気学会全国大会シンポジウム（1999-3）

富士総合サービス

オゾン処理による環境対策Ⅱ 片桐　源一
清水　康次

富士電機総合研究所
〃

混合ガスの不平等電界下での絶縁破壊特性 藤井　　清富士電機総合研究所

電力機器・ケーブルにおける高温絶縁の現
状と開発課題 竹田　政寛富士電機総合研究所

進入サージの回転機コイル内の電圧分担 芳賀　弘二富士電機総合研究所

プリント基板のイオンマイグレーション 岡本　健次富士電機総合研究所

マイクロファクトリ用磁気マイクロマシン 中澤　治雄富士電機総合研究所

自動車安全関連センシング技術 片野　智紀富士電機総合研究所

汎用インバータ小形化技術の現状 松本　　康富士電機総合研究所

最近の直流機の技術動向と高性能化技術に
ついて－－－－最近の技術動向－－－－ 小野寺　隆回　転　機　工　場

電圧・無効電力制御の目的および制御機器
の現状と将来

配電用避雷装置の性能評価法

中西　要祐

中島　昌俊

富士電機総合研究所

富士電機総合研究所

水中気泡内放電によるオゾン生成 公共システム事業部 酒井　英治

固体絶縁物表面における油中沿面放電の進
展（5）

富士電機総合研究所
〃

仲神　芳武
宮本　昌広

高圧回転機コイル用マイカテープの樹脂含
浸性の検討 2

富士電機総合研究所
〃

井上　誠一
芳賀　弘二

発電機固定子コイルの非破壊絶縁特性を用
いた残存絶縁耐力と余寿命の推定方法

富士電機総合研究所
〃

エネルギー製作所

中山　昭伸
芳賀　弘二
村岡　政義

容量型複合センサの低消費電力，高精度検
出回路

富士電機総合研究所
〃

工藤　高裕
吉村　弘幸

不平衡負荷接続時の自励式周波数変換装置
の制御方式

富士電機総合研究所
〃

藤井　幹介
山本　光俊

直接変換方式による直列形電圧安定化装置
の高調波・不平衡補償

富士電機総合研究所
〃

吉岡　康哉
小西　茂雄

電流一括検出形アクティブフィルタの系統
追従制御方式

富士電機総合研究所
〃

徳田　寛和
天野　　功

外乱オブザーバを用いたアクティブフィル
タの一括補償特性

富士電機総合研究所
〃

徳田　寛和
天野　　功

零ベクトルを利用した単相－三相電力変換
回路の直流電圧利用率の改善

富士電機総合研究所
〃

伊東　淳一
藤田　光悦

昇降圧形直接変換回路のシミュレーション
解析結果

富士電機総合研究所
〃
〃

三野　和明
大熊　康浩
黒木　一男

スター結線方式による高圧インバータ

富士電機総合研究所
〃

東京システム製作所
〃

鈴木　　究
笹川　清明
河野　正志
花澤　昌彦

ZVS形力率改善回路
富士電機総合研究所

〃
〃

西川　幸廣
五十嵐征輝
黒木　一男

平成11年電気学会全国大会（1999-3）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

周波数特性に基づく共振機械系のための速
度制御器の設計法

東京システム製作所
〃

西田　英幸
戸高　雄二
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ラインインターラクティブUPS の一考察
富士電機総合研究所

〃
神 戸 工 場

大熊　康浩
黒木　一男
栗秋　和広

平成11年電気学会全国大会（1999-3）

無声放電型電気集じん装置に関する基礎研
究

富士総合サービス
社会システム事業部

〃

高橋　武男
川上　一美
高松　武史

電気集じん装置における壁面への粒子付着
富士総合サービス
社会システム事業部

〃

高橋　武男
川上　一美
高松　武史

電気集じん装置の性能評価法に関する研究
富士総合サービス
社会システム事業部

〃

高橋　武男
川上　一美
高松　武史

ヒステリシス損を考慮した誘導電動機のト
ルク演算法

富士電機総合研究所
〃

鈴 鹿 工 場

田島　宏一
石井　新一
米澤　裕之

直列形コモンモード電位変動抑制回路にお
ける漏洩電流の抑制効果 富士電機総合研究所 五十嵐征輝

非対称スナバを併用した直列形コモンモー
ド電位変動抑制回路 富士電機総合研究所 五十嵐征輝

IGBT直列接続時の電圧クランプ回路の検
討

富士電機総合研究所
〃
〃

丸山　宏ニ
松原　邦夫
高坂　憲司

静電移行による同期機の軸電圧について 富士電機総合研究所 小原　孝志

インバータサージの伝搬と電動機端子電圧 富士電機総合研究所 奥山　吉彦

超電導並列導体における交流損失－－－－素
線が多芯線の場合の付加的交流損失の周波
数依存性－－－－

原子力・環境事業部
富士電機総合研究所

今野　雅行
能瀬　眞一

鉛ガラスファイバ型光CTの単体評価試験

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所

小出　英延
藤井　　清
宮本　昌広
八木裕治郎

変圧器各部の絶縁紙平均重合度の分布

変電システム製作所
〃

富士電機千葉テック
〃

三橋　貞臣
和田　元生
岩上　守彦
伊藤　幸二

圧力下における油浸絶縁物の熱劣化特性

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所
〃
〃

浅田　　規
小出　英延
宮本　昌広
清水留美子
伊藤　政芳
高坂　正明

ヘッドスペース法による油中ガス分析

変電システム製作所
〃
〃
〃

富士電機総合研究所

西山　彰一
斎藤　文人
伊藤　敬三
和田　元生
仲神　芳武

油浸絶縁流動系における直流電圧極性反転
時の油中電界特性

富士電機総合研究所
〃

仲神　芳武
宮本　昌広

油入変圧器巻線端部絶縁バリア構造の検討

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所
〃

彦坂　知行
浅田　　規
宮本　昌広
深井　浩昭
高坂　正明

変圧器の開閉インパルス移行電圧特性
変電システム製作所

〃
〃

松山　　亮
和田　元生
江上　悌治

３次元電力系統情報視覚化システムの開発 富士電機総合研究所
〃

松井　哲郎
植木　芳照

電圧信頼度を考慮した電圧無効電力制御方
式の検討

富士電機総合研究所
〃

福山　良和
中西　要祐

配電設備増強を考慮した最適系統構成の決
定

富士電機総合研究所
〃
〃

林　　巨己
福山　良和
中西　要祐

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関
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分散並列処理を用いた高速想定事故解析プ
ログラムの開発

富士電機総合研究所
〃
〃

北川　慎治
福山　良和
中西　要祐

連接水系ファジー制御におけるメンバシッ
プ関数の自動調整方法

富士電機総合研究所
〃
〃

飯坂　達也
松井　哲郎
植木　芳照

変圧器タップの最適制御問題および準最適
な自律分散形の制御則 富士電機総合研究所 中西　要祐

電流センサの高周波特性及びその試験法

富士電機総合研究所
〃
〃
〃
〃
〃

花田　宗範
甲斐　慎一
豊崎喜代治
昆野　康二
中島　昌俊
岩井　弘美

平成11年電気学会全国大会（1999-3）

送電線誘導電流解析
中島　昌俊
高尾　宣行
甲斐　慎一

富士電機総合研究所
〃
〃

275 kV 系統用高性能がいし形避雷器の各
種汚損試験結果

中島　昌俊富士電機総合研究所

各種ガスのエンタルピー，密度，定圧地熱
の特性比較

杉山　修一
岩井　弘美

富士電機総合研究所
〃

短絡電流遮断時の熱ガス流解析

恩地　俊行
杉山　修一
岩井　弘美
佐藤　　賢
堤　　睦生

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所
〃

誘導発電機の単独運転に関する検討 中澤　親志
千原　　勲

富士電機総合研究所
〃

アクティブ方式地絡電流抑制の実験的検討

遠藤　　弘
磯崎　　優
岩井　弘美
松本　俊郎
茂木　　浩

富士電機総合研究所
〃
〃

電力システム製作所
変電システム製作所

リン酸形燃料電池発電装置の自立運転実験
結果

長沢　　誠
三上　　誠
飯田　輝男

技 術 開 発 室
〃
〃

富士電機総合研究所 吉田　　隆
新型アモルファス太陽電池製造技術開発
（フレキシブル a-Si 太陽電池の高生産化技
術開発）

富士電機総合研究所 五十嵐征輝低電磁雑音パワーモジュール

富士電機総合研究所
〃

北出雄二郎
吉田　孝次

The dynamic analysis of Kyser-type Ink-
Jet Head

富士電機総合研究所 藤沢　広幸
Effect of Crystallinity on Ferroelectric
Thin Film Transistor

第11回太陽光発電連絡会（1999-4）

スイッチング電源シンポジウム（1999-4）

International Conference on Mechanics of
Structures, Materials and Systems（1999-2）

11th International Symposium on Integrated
Ferroelectrics（1999-3）
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業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝

送システム，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，磁気記録媒体，複写

機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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２極空気冷却タービン発電機は初期コストおよびメンテナンスコ

ストが低いという特長があり，電力自由化などの状況変化と相まっ

て，その需要は増大している。富士電機はこの 2極空気冷却タービ

ン発電機を電力機器の主力機種とすべく，出力 20～ 300MVAに対

し，新系列機を開発した。本稿では，開発コンセプトおよび開発内

容の概要を紹介する。

新系列2極空気冷却タービン発電機の完成

三村　一郎 佐藤　昭二

富士時報 Vol.72 No.5 p.263-266（1999）

発電機の大幅な利用率の向上は巻線温度の上昇，損失の増大およ

び固定子周辺構造物の温度上昇を招く。本稿では固定子体積を従来

より 30 ％低減させた 126MVA試作実験機の電気設計に関連する

検証項目，試験結果を紹介する。試作実験機では，固定子巻線温度

分布，固定子巻線内導体温度，固定子鉄心周辺構造物および回転子

巻線温度を測定した。その結果，巻線温度の均一化と固定子周辺構

造物の温度が許容値内であることを確認し，当初の方針をほぼ達成

できることを検証した。

新系列2極空気冷却タービン発電機の熱および電気設計

小原　孝志 日和佐 寛道 新倉　仁之

富士時報 Vol.72 No.5 p.267-270（1999）

新系列 2極空気冷却タービン発電機の開発過程において，三次元

の有限要素法を用いた漂遊損の解析を行った。この結果，これまで

把握できていなかった種々の漂遊損を定量化でき，設計への検証手

段として活用できうる見通しを得た。本稿では，この漂遊損に関す

る電磁界解析の紹介と，実測結果を基にこれらの精度について検証

した結果を紹介する。

新系列2極空気冷却タービン発電機の電磁界解析

溝上　良一 木村　　誠 村岡　政義

富士時報 Vol.72 No.5 p.271-274（1999）

富士電機は，多くの革新的技術を盛り込んだ出力 20 ～ 300MVA

の 2極空気冷却タービン発電機の系列化を完了した。この発電機は，

各種解析プログラムを駆使したシミュレーション，126MVA試作

実験機による実証データをもとに，信頼性と経済性を兼ね備えた発

電機の最適化を実現した。本稿では，新系列 2極空気冷却タービン

発電機の構造上の特徴と新方式の信頼性検証結果について紹介する。

新系列2極空気冷却タービン発電機の構造設計

阿久津 信雄 山崎　　勝

富士時報 Vol.72 No.5 p.275-278（1999）

新系列 2極空気冷却タービン発電機の通風冷却の概要および特長

ならびに新系列機の開発に際し実施した通風冷却改善とその検証内

容を紹介する。特に通風冷却改善の効果および品質検証に関しては，

126MVA試作実験機による試験結果とこの試作実験機に対して実

施された三次元流れ解析および温度解析結果を主体に述べる。

新系列2極空気冷却タービン発電機の通風冷却技術

山本　　勉 佐藤　昭二

富士時報 Vol.72 No.5 p.279-282（1999）

富士電機では，高性能でしかもコンパクトな絶縁信頼性の高い絶

縁システムとして，従来から各種の回転機に全含浸絶縁を適用して

いる。さらに1993年からは大形タービン発電機にも適用を開始して

いる。新系列 2極空気冷却タービン発電機には，この大形タービン

発電機用全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）を採用する。本稿では最近

の絶縁技術を含め，採用する全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）技術に

ついて述べる。

新系列2極空気冷却タービン発電機の絶縁技術

芳賀　弘二 中山　昭伸 井上　誠一

富士時報 Vol.72 No.5 p.283-286（1999）

新系列 2極空気冷却タービン発電機の開発は，発電機利用率の向

上と品質の確保を目標としており，多くの改善が盛り込まれている。

その改善の効果を検証するために出力 126MVA試作実験機を製作

し，1,015 点の測定センサを取り付け，種々の検証試験を行った。

本稿では試作実験機の検証内容，主要部品に関する測定概要，新た

に開発した光伝送方式の回転子温度測定装置および計測点数 540 点

の多点自動計測システム装置について紹介する。

新系列2極空気冷却タービン発電機の測定技術

大久保 憲悦 清野　純一

富士時報 Vol.72 No.5 p.287-291（1999）

非破壊の絶縁診断結果から固定子コイル絶縁の残存破壊電圧と余

寿命を適切に予測することを目的として，定格電圧 6.6 ～ 15.4 kV

までの15台の発電機から，固定子コイルを抜き取り，今日まで破壊

電圧値と非破壊の絶縁診断データを求め蓄積してきた。今回これら

コイルの破壊電圧と非破壊データの統計的な相関関係を算出し，非

破壊絶縁特性（Δtanδ，qmax，ΔI）による残存破壊電圧予測，運

転年数による残存破壊電圧と余寿命の予測，多重回帰算式による残

存破壊電圧予測の方法を確立した。

回転機固定子コイルの余寿命診断

中山　昭伸 芳賀　弘二 村岡　政義

富士時報 Vol.72 No.5 p.292-295（1999）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

A large increase in the utilization factor of a generator increases the
temperature of windings and structural members around the stator as well
as losses.  This paper describes the test items and results of the 126 MVA
test generator reduced in stator volume by 30% from conventional
machines.  Temperature distribution in the stator and rotor windings and
the temperature of the stator winding conductors and structural members
around the stator of the test generator were measured.  As the result, it
was confirmed that the temperature distribution was flat and the tempera-
ture of the structural members was within the allowable range, which veri-
fied that the initial plan would be achieved.

Thermal and Electrical Design for the New Series 
of Air-Cooled, Two-Pole Turbine Generators

Takashi Kobaru Hiromichi Hiwasa Hitoshi Niikura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.267-270  (1999)

The air-cooled, two-pole turbine generator has the advantage of low

initial and maintenance costs. With the changes in power environments

such as the free-marketing of electric power, there is an increasing

demand for these turbine generators.  A new series of air-cooled, two-pole

turbine generators with an output of 20 to 300 MVA has been developed

by Fuji Electric aiming to make it one of its major lines of electric power

equipment.  This paper outlines the concept and contents of this develop-

ment project.

Completion of a New Series of Air-Cooled, Two-Pole
Turbine Generator

Ichiro Mimura Shoji Satoh

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.263-266  (1999)

Fuji Electric has completed a series of air-cooled, two-pole turbine

generators with an output of 20 to 300 MVA to which many innovative

technologies have been applied.  The reliability and economy of these tur-

bine generators have been optimized based on the simulation utilizing var-

ious analysis programs and the data verified with a 126 MVA model unit

made on an experimental basis.  This paper describes the structural char-

acteristics and the result of reliability verification of the new series air-

cooled, two-pole turbine generators.

Mechanical Design for the New Series of 
Air-Cooled, Two-Pole Turbine Generators

Nobuo Akutsu Masaru Yamazaki

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.275-278  (1999)

Three-dimensional electromagnetic field analyses of various stray

load losses by the finite-element method have been made in the develop-

ment of the new series of air-cooled, two-pole turbine generators.  As the

result, the quantification of many stray load losses so far not elucidated

has become possible and the electromagnetic field analysis has been

proved useful to provide design criteria.  This paper describes the electro-

magnetic field analysis of stray load losses and its accuracy in comparison

with measured values.

Electromagnetic Field Analysis for the New Series
of Air-Cooled, Two-Pole Turbine Generators

Ryoichi Mizokami Makoto Kimura Masayoshi Muraoka

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.271-274  (1999)

Fuji Electric has so far applied global vacuum pressure impregnation

(VPI) to requirements for highly efficient, compact and reliable insulation

for various rotating machines.  It has been applied to large-size turbine

generators from 1993.  The global VPI (F resin/GⅡ)  insulation for large-

size turbine generators is applied to the new series of air-cooled, two-pole

turbine generators.  This paper describes recent insulation technologies as

well as the global VPI (F resin/GⅡ)  insulation technology.

Insulation Technologies for the New Series of 
Air-Cooled, Two-Pole Turbine Generators

Kohji Haga Akinobu Nakayama Seiichi Inoue

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.283-286  (1999)

This paper describes an outline and features of the air-cooling system

for the new series of air-cooled, two-pole turbine generators as well as the

improvements in the system made during development and the contents of

verification.  In particular, the effect and quality verification of the

improved cooling system are described mainly focusing on the test results

of the 126 MVA unit made on an experimental basis and the results of

three-dimensional flow and temperature analyses carried out with the unit.

Cooling Technologies for the New Series of 
Air-Cooled, Two-Pole Turbine Generators

Tsutomu Yamamoto Shoji Satoh

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.279-282  (1999)

With the aim of properly estimating the remaining breakdown voltage

(BDV) and life expectancy of generator stator winding insulation from

nondestructive insulation diagnosis data, we collected BDV and nonde-

structive data at each insulation diagnosis of the stator windings removed

from 15 generators with rated voltage of 6.6 to 15.4 kV.  Recently, we

have calculated statistical correlation between BDV and nondestructive

data, and established statistical methods of estimating remaining BDV by

nondestructive insulation characteristics, remaining BDV and life

expectancy by the length of operation, and remaining BDV by multiple

regression analysis.

Diagnosis Technique for Life  Expectancy of Stator
Winding Insulation of Rotating Machinery

Akinobu Nakayama Kohji Haga Masayoshi Muraoka

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.292-295  (1999)

With the aim of improving the utilization factor and ensuring reliabil-

ity, many improvements have been made in the development of the new

series of air-cooled, two-pole turbine generators.  To verify the effective-

ness of these improvements, Fuji Electric manufactured a 126 MVA tur-

bine generator on an experimental basis, fixed 1,015 sensors of various

kinds, and carried out verification tests.  This paper describes an outline of

the contents of verification and the test items applied to the main parts, a

newly developed rotor temperature measuring equipment with an optical

transmission system, and an automatic multi-point measuring system for a

maximum of 540 points.

Measuring Technique for the New Series of 
Air-Cooled, Two-Pole Turbine Generators

Kenetsu Ohkubo Junichi Seino

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.287-291  (1999)



将来の電力貯蔵技術の一環として，超電導磁気軸受を用いた高速

で損失の少ないフライホイール装置の研究が進んでいる。これに適

用される発電電動機は高効率が要求され，その一つの方策として回

転機の固定子コアレス化が提案されている。本稿では，1kW級の

コアレス形永久磁石同期機の試作試験を紹介するとともに，コアレ

ス機特有の問題点などについて概説する。

１ kWフライホイール発電電動機の試作

三浦　　司

富士時報 Vol.72 No.5 p.296-299（1999）



A high-speed and low-loss flywheel system has been studied as a

means of power storage in the future.  Very high efficiency is required by

the generator-motor applied to this system.  One measure for high effi-

ciency is the use of superconducting-magnetic bearings and another mea-

sure is the elimination of the stator silicon steel core.  This paper describes

the manufacturing process and test results of a 1 kW prototype permanent

magnet generator-motor without silicon steel core as well as the advan-

tage and disadvantage of silicon core elimination.

Trial Manufacture of a 1 kW Generator-Motor for
Flywheel Power Storage Systems

Tsukasa Miura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.5 p.296-299  (1999)
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北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（0764）41-1231 〒930-0004 富山市桜橋通3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（0485）26-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8308 旭川市旭神町1番1359（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0935 浜松市伝馬町312番地32（住友生命浜松伝馬町ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0954 熊本市神水一丁目24番１号（城見ビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）
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富士電機は小容量から大容量までの
タービン発電機を数多く納入し，
社会に貢献しています。

周波数50 Hzでは国内最大容量670MVAの水素冷却タービン発電機（中央および手前/奥は蒸気タービン）

自家発電設備向け157MVA空気冷却タービン発電機の全含浸済み固定子

豊富な実績と高度な技術に基づいた
空気冷却タービン発電機，水素冷却
タービン発電機は，優れた性能と信
頼性とで，多くのお客さまから高い
評価をいただいております。
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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定価525円（本体500円）
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2極空気冷却タービン発電機特集

本誌は再生紙を使用しています。
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