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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。
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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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図５　固定子プレスリングの温度



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

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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図６　回転子巻線の温度分布
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