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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
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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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