
溝上　良一

大形回転機の設計・開発に従事。

現在，エネルギー製作所回転機部。

木村　　誠

大形回転機の設計・開発に従事。

現在，エネルギー製作所回転機部。

村岡　政義

大形回転機の設計・開発に従事。

現在，エネルギー製作所回転機部

課長。

富士時報 Vol.72 No.5 1999

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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図１　コイルエンド部の磁束
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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
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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１１　プレスリング表面の磁束密度測定部位
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図１３　固定子鉄心固定用のはりに流れる電流
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図１２　プレスリング表面の磁束密度
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