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まえがき

富士電機では，高性能でしかもコンパクトな絶縁信頼性

の高い絶縁システムとして，大形発電機から，中・小形誘

導電動機までの幅広い回転機に全含浸絶縁を適用し，電力

分野から産業分野までのニーズにこたえてきている。これ

ら全含浸絶縁は1977年の適用以来，数多くの実績・経験を

積み上げている絶縁であり，1993年にはこれら蓄積した豊

富な絶縁技術と世界屈指の全含浸製造設備を用いて，空気

冷却機では20～ 260MVA，水素冷却機では50～ 340MVA

の大形タービン発電機への全含浸絶縁の適用を可能として

いる。以来，大形発電機への全含浸絶縁の適用は多数を数

え，豊富な経験を有している。

新系列 2極空気冷却タービン発電機の絶縁には，この豊

富な製作経験と高度な絶縁技術を保有しているタービン発

電機用全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）を採用する。

本稿では，最近の絶縁技術も含め新系列2極空気冷却ター

ビン発電機用全含浸絶縁技術について述べる。

特　長

全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）は図１に示すように，固

定子コイルと固定子鉄心を一体で樹脂含浸する方式である。

この絶縁は次のような特長を有している。

固定子鉄心と固定子コイルのすきまに樹脂を充てんで

きることから，熱放散性が優れ冷却効率向上が図られ，

発電機をコンパクト化できる。

一体含浸であることから，固定子コイルの緩み防止と

鉄心の緩み防止が成され，メンテナンスフリー化が図ら

れる。

発電機 1台分のコイル絶縁およびコイル接続絶縁を含

め，一度に含浸処理できることから，大幅に製作工程を

短縮することができ，短納期を達成できる。

絶縁構成

全含浸絶縁の巻線断面を図２に示す。この全含浸絶縁の

システムは，含浸樹脂，主絶縁材，コイル絶縁構成，絶縁

製造法を含め最新技術を採用している。主な特長は以下の

とおりである。

高純度でポットライフの長い，高耐熱性のFクラスの

エポキシ含浸樹脂の採用。

高電圧クラスの主絶縁の厚い絶縁に対応した，含浸性（2）
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図１　全含浸絶縁の外観
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図２　全含浸絶縁の巻線断面



新系列2極空気冷却タービン発電機の絶縁技術

に優れた主絶縁テープの採用。

常規運転電圧における，固定子コイル主絶縁の部分放

電劣化の抑制と主絶縁の高電界化達成のため，部分放電

発生要因を排除する内部電界緩和層の採用。

運転時の起動・停止および負荷変動のヒートサイクル

に対応するための熱応力緩和層の採用。

短納期で均質な固定子コイル絶縁層を形成するための

テーピングマシンなど絶縁製造上における機械化の積極

的な採用。

絶縁製造技術

４.１ 自動化とコイルテーピング技術

素線導体を 540 °ギッター転移導体にする自動素線編機，

コイルエンド自動成形機，コイルエンド素線導体一体接続

などの一連のコイル作りでのリードタイム短縮化をめざす

自動化・省力化アイテムに対して，使用する素線導体の硬

度の改善や自動化の目的に対応した製造技術および絶縁材

の選定，開発を行っている。

リードタイムの短縮には，素線導体に主絶縁テープを数

回巻く際にテーピングマシンの積極的な活用を行っている。

ここでのテーピングマシンの活用は単にリードタイム短縮

だけにとどまらず，固定子コイル絶縁層を均質に成形させ

るためにも実施している。

主絶縁のテーピングには，片方向巻きと往復巻きがある。

一般的には片方向巻きが採用されるが，作業時間を短縮す

るために往復巻きの採用を検討した。往復巻きの場合は，

テープの重ね目最短距離の検討とコイル導体断面方向の四

隅部分に電界が集中するために，この部分のテープの重な

り層数に対する検討が必要であった。この課題に対して，

コンピュータプログラムでコイルの形状，テープの寸法，

巻き方のシミュレーションをビジュアル出力して検討した。

図３に往復巻きコイルの断面図，図４に往復巻きの等層分

布図を示す。これまで一方向巻きのテーピングとしてきた

が，このシミュレーションの検討の結果とモデルコイルで

の耐電圧実験結果を合わせて，固定子コイル絶縁の信頼性

を確保しつつ，往復巻きを採用してリードタイムの短縮を

図っている。

４.２ 樹脂含浸技術

未含浸の固定子コイルを固定子鉄心に挿入後，コイルを

接続して固定子巻線を形成させて樹脂含浸処理を行う。こ

の樹脂含浸処理は，一度にすべてのコイルを含浸処理する

ためきわめて重要な技術となる。

含浸処理作業は，常時厳しい管理状態下で実施される。

含浸樹脂は含浸作業前後において粘度とエポキシ樹脂と硬

化剤の配合割合を厳しく管理（酸価，けん化価測定）して

いる。実際の含浸処理作業においては，含浸モニタリング

システムを用いて，温度，真空度および加圧時の圧力，さ

らに固定子コイル絶縁層への含浸樹脂の含浸状態を充電電

流で監視して確実に樹脂が含浸したことを確認して，次工

程プロセスの回転硬化に移行する。また，実機固定子コイ

ルの含浸処理工程時に含浸モニタリングモデル（主絶縁テー

プを実機固定子コイルの層数より多く巻いたモデル）を同

時に含浸させ，含浸終了後モニタリングコイルを解体し，

確実に含浸されているか目視によっても確認している。

このような厳重な管理下で含浸処理作業が行われるが，

基本となるのは，主絶縁層に用いられるマイカテープの含

浸性である。富士電機では含浸スピードが速く，しかも確

実に含浸され，前述のテーピングマシンにも使用できるマ

イカテープの開発を進めている。図５に，新しく開発した

マイカテープと従来から使用しているマイカテープを比較

した含浸性の実験結果を示す。ここでの含浸性の実験では，
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図３　往復巻きコイルの断面
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図４　往復巻きの等層分布
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図５　マイカテープの含浸性
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より高電圧クラスの絶縁に対応するように主絶縁テープを

ハーフラップで20回巻き付け，しかも垂直方向の含浸性を

重視するため，モデルのエンドはシールされている。含浸

性はテープ層中に樹脂が含浸したことを静電容量の変化で

測定している。同じ含浸条件下で新しいテープはより速く

含浸することが分かる。マイカテープの含浸性に及ぼす因

子は，マイカペーパーの透気度，マイカとガラス基材を接

着するバインダ量，バインダの種類，バインダ樹脂の固形

タイプエポキシ樹脂と液状樹脂の配合割合，マイカペーパー

と基材の構成など多岐にわたっている。これらに対して要

因別の含浸性実験を行い含浸性に及ぼす影響を明らかにし

て含浸性の優れた新しいマイカテープを開発している。こ

のように基本技術である樹脂含浸技術向上に取り組み，製

品に反映させている。

絶縁の信頼性

発電機固定子コイルは，発電機の起動・停止や負荷変動

によるヒートサイクルストレス，発電機運転の電磁振動に

よる機械的振動ストレス，発電機運転による熱ストレスお

よび電圧ストレスが加わる。また，発電機の運転形態も

DSS（Daily Start Stop）運転が採用されることや長期間

のメンテナンスフリー化が強く望まれることもあり，発電

機を長期にわたり安定して運転するために絶縁の信頼性が

従来に増して強く要求されている。以下，絶縁の信頼性に

ついて述べる。

５.１ 耐ヒートサイクル

発電機コイル絶縁の劣化ストレスのなかで最も重要なの

は，耐ヒートサイクル性である。全含浸絶縁では固定子鉄

心と固定子コイルが一体に接着されるため，単体含浸固定

子コイルを固定子鉄心に組み込んだものに比較し，熱伝達

の向上，固定子コイルの振動低減やくさびの打替えが要ら

ないといったメリットがある。しかし，その反面，全含浸

絶縁では固定子鉄心と固定子コイル絶縁層と素線導体の各

材料が一体に組み合わされ，それぞれの材料の温度におけ

る線膨張係数の差がある。このため，起動・停止に伴うヒー

トサイクル時の各材料温度と線膨張係数によって生じる熱

応力によって絶縁層にクラック発生などが危惧（きぐ）さ

れる。この対策として，固定子コイル絶縁表面と固定子鉄

心の間に熱応力緩和層を適用し，運転時に生ずる熱応力を

この部分で緩和させ，ヒートサイクルによる固定子コイル

絶縁層にクラックが発生することを防止し，耐ヒートサイ

クル性を向上させている。図６に熱応力緩和層を設けたモ

デルコイル（定格電圧 16 kV）の通電ヒートサイクル時の

部分放電変化を示す。40 ℃ 160 ℃ヒートサイクル，400

サイクルまでの定格電圧における最大放電電荷量の変化も

わずかであり，ヒートサイクルに対して固定子コイル絶縁

は安定していることが分かる。

５.２ 耐機械力

図７に全含浸絶縁と従来のはがしマイカ絶縁の繰返し曲

げ疲労試験結果を示す。試験はコイルを繰返し曲げ疲労試

験機にセットし，振幅＋－δ（δ＝片振幅）で 25Hz で連続

的に振動を加え，かつコイル絶縁に 2E＋ 3kV（E＝定格

電圧）を印加し，絶縁破壊を起こすまでの繰返し曲げ回数

を求めたものである。

この図から全含浸絶縁の集成マイカ絶縁は従来絶縁に比

べ，より粘り強い特性を持つことが確認できる。従来絶縁

のはがしマイカの場合は曲げ応力によりマイカはくがはく

離を起こし，大きなクラックを発生させ，破壊電圧を低下

させるのに対し，全含浸絶縁の集成マイカは，マイカ粒子

が細かく，しかも含浸樹脂が細かいマイカ粒子間にすきま

なく充てんされているため，曲げ応力によるマイカのはく

離も小さいものと考えられる。さらに，全含浸絶縁ではテー

プ基材に機械強度の強いガラスクロスを用いていることか

ら，機械力的特性をより向上させている。

５.３ 耐熱性

耐熱性はコイルを構成する材料および含浸樹脂によって

左右される。これに対して，全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）

では耐熱 Fクラスを考慮した絶縁構成材料と高純度のエ
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ポキシ樹脂と高耐熱性の硬化剤の含浸樹脂を採用し，耐熱

Fクラスに十分満足する絶縁構成としている。

図８に長期加熱試験後の残存絶縁破壊強度を示す。160 ℃，

3,000 時間後および 180 ℃，3,000 時間後においても初期の

絶縁破壊強度に対して，ほとんど低下しておらず，全含浸

絶縁は高耐熱性の絶縁システムであることが分かる。

５.４ 耐電圧寿命

運転時に常時かかる電圧ストレスに対して耐コロナ性の

優れた集成マイカ絶縁を採用し，さらに内部電界緩和層を

適用している。この内部電界緩和層を設けることにより，

固定子コイルの tanδの電圧特性，部分放電の電圧特性お

よび絶縁破壊電圧特性を著しく改善することができるとと

もに，内部電界緩和層を採用していない固定子コイル絶縁

に比べ主絶縁層の絶縁厚さを約 15 ％薄くすることができ，

固定子コイルの熱伝導改善にも効果を発揮している。図９

に全含浸絶縁の V-t特性を示す。初期の状態では内部電

界緩和層の有無でほとんど差がないが，課電時間が長くな

るにつれ，内部電界緩和層を設けたコイルの寿命が長くな

る。すなわち，内部電界緩和層を備えることによって，耐

電圧寿命特性がよりよくなることが分かる。

５.５ 実機絶縁特性

実機全含浸絶縁（Fレジン/GⅡ）の絶縁特性として図

に 126MVA，2 極空気冷却タービン発電機試作機の部分

放電の電圧特性を示す。この試作機の絶縁は内部電界緩和

層，熱応力緩和層，往復巻きを採用し，さらに樹脂含浸性

を十分考慮したものである。部分放電の電圧特性に示した

ように部分放電の発生はごくわずかであり，空げきの少な

い緻密（ちみつ）な全含浸固定子絶縁が形成され，内部電

界緩和層の効果もいかんなく発揮されており，前述の信頼

性評価の各特性を追認するものである。

あとがき

新系列 2極空気冷却タービン発電機の絶縁技術として採

用する全含浸絶縁技術について紹介した。全含浸絶縁技術

は今後とも回転機絶縁の主流であり，富士電機ではタービ

ン発電機の絶縁の信頼性確保のためのさらなる絶縁技術向

上に努めていく所存である。
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