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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。
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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
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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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