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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
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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
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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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図３　回転子巻線のスロット部の通風構造

位　置 

回転子端 

スロット部直角冷却穴 

スロット部斜め冷却穴 

回転子中心 

風
　
量
 (
×
1
0
－
3
m
3
/s
)

0

5

10

図４　回転子巻線通風穴の軸方向風量分布
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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
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図５　回転子巻線の軸方向温度分布
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図６　回転子巻線の最上層導体の温度分布
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図７　固定子鉄心通風ダクト内の鉄心表面熱伝達係数分布
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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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図８　回転子巻線端部の径方向温度分布
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