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まえがき

126MVA試作実験機による研究開発を機に，富士電機

の 2 極空気冷却タービン発電機の電磁界，通風冷却および

構造強度を中心とした解析・評価技術は飛躍的に前進した。

これまで，これらの解析・評価技術を適用し，300MVA

までの空気冷却タービン発電機の系列化を行ってきた。こ

れはガスタービンの発達，コンバインドサイクル発電の進

展による空気冷却タービン発電機に対する大容量化のニー

ズに合わせた系列化である。

大容量の空気冷却タービン発電機では，効率向上や温度

低減面からの通風冷却の改善，機動性を生かした運用や回

転子長大化の面からの強度確保が重要な課題となる。300

MVA級の発電機では全損失に占める通風損の割合はほぼ

半分になる。また，大容量化に伴い電圧が高くなることで，

固定子巻線の主絶縁が厚くなり冷却特性が低下することか

ら，効率向上，温度低減の双方に対し通風冷却の改善が必

要である。一方，強度面でも長年改良が行われてきた回転

子軸などの主要部材の強度特性はほぼ限界にきており，

DSS（Daily Start and Stop）運用や回転子長大化に伴う

遠心力などの増大に対しては形状・構造の改善による信頼

性確保が必要である。

本稿では，通風冷却および構造強度に関する課題につい

て設計段階で実施した検討内容を示し，大容量空気冷却

タービン発電機における解析・評価技術を紹介する。

大容量空気冷却タービン発電機の熱流体解析

富士電機では，空気冷却タービン発電機の固定子巻線は

全含浸方式の絶縁を採用している。全含浸方式は，通常の

巻線単一含浸方式の絶縁に比べ冷却特性においても優れて

おり，固定子巻線の温度低減が可能であるが，冷却媒体で

ある空気の冷却特性，発電機の体格や寸法の面から，大容

量化とともに次のような通風冷却上の課題が生じる。

空気冷却発電機の場合，全損失に占める通風損失の割

合が大きい。大容量機ではその傾向が顕著で，高効率化

を制限する要因となる。

細長い構造のタービン発電機が一層長くなり，固定子

巻線の軸方向の温度分布を均一にし，効果的に冷却する

ことが困難となる。

高電圧に対応するために固定子巻線の絶縁が厚くなる

ことから，熱抵抗が大きくなり巻線の温度が上昇する。

以上の課題に対し，下記仕様の発電機において熱流体解

析を実施し評価を行い，通風冷却特性を確認した。

™出　力　： 300MVA

™電　圧　： 18 kV

™力　率　： 0.85

™回転速度： 3,600 r/min

２.１ 通風回路

解析対象の空気冷却タービン発電機の通風回路を図１に

示す。この通風方式では，発電機の固定子軸方向の 3か所

に固定子外径側から冷却風を送り込み，他の部分では固定

子内径側から冷却風を送り込み固定子鉄心および巻線を冷

却している。富士電機では，このように発電機固定子の内

外両側から冷却風を送り込む冷却経路を持つ通風方式を，

複流通風と呼んでいる。

タービン発電機はその形状的特徴から，水車発電機など

の他の回転電機機械と比較し，発電機中央部の温度が高く

なる傾向にある。発電機中央部の冷却を改善するため，鉄

心が長い発電機に対しては複流方式の通風回路を採用して

いる。この方式により，固定子巻線は効果的に冷却され，

温度分布の均一化が実現される。

２.２ 解析モデル

固定子巻線を効果的に冷却するために，軸方向温度分布

の均一化を目的に行った熱流体解析モデルの固定子鉄心歯

部の詳細を図２に示す。解析の全体モデルは，発電機固定

子鉄心の長さ方向に１/２，周方向は半スロットピッチ分

とした。発電機中央部は対称性から熱の出入りがない断熱

条件とし，周方向は周期対称条件を用いた。また，発電機

端部側の境界面は，実績を基に算出した温度を与え，温度
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固定面とした。

２.３ 熱流体解析条件

熱流体解析条件は以下のとおりである。

™定常解析

™非圧縮性解析

™乱流モデル ：標準 k-ε

™アルゴリズム： SIMPLE法

™差分スキーム：一次風上差分

解析時の固定子鉄心，巻線および絶縁の熱伝導率に関し

ては以下の点を考慮した。

固定子鉄心の径方向および周方向はけい素鋼鈑の熱伝

導率とし，積層方向はその１/10とした。

固定子巻線の導体部は，軸方向に銅の熱伝導率，それ

以外の方向は軸方向の１/200の値を用いた。

これらの熱伝導率の異方性については，バッフルと呼ぶ

要素を使用し，熱伝導率の小さい方向に熱抵抗を持たせて

模擬した。一方，冷却風と鉄心および導体間の熱伝達率は

熱流体解析にて計算される。

巻線の導体部，鉄心歯部および継鉄部の損失は，単位体

積あたりの発熱量として各要素に与えた。また，固定子鉄

心の各ダクトに流れる冷却風の風量は，等価回路網で求め

た値を使用した。

２.４ 解析結果と評価

図３に固定子の温度分布の解析結果を示す。固定子鉄心

の温度は，外径側から冷風が押し込まれる領域で低くなっ

ている。また，固定子巻線部の温度も同様に軸方向に分布

しているが，固定子鉄心ほど温度差が大きくないことが分

かる。これは，固定子巻線の導体部の軸方向の熱伝導率が

高く，熱が軸方向によく伝わるためである。

図４に固定子巻線の軸方向に沿った温度分布を示す。こ

の図から外径側からの冷風の効果がよく分かり，冷風を押

し込むべき軸方向位置と量が判断できる。

図５に固定子内径部から外径部に向かって冷却風が押し

込まれる代表的な通風ダクト部の冷却風温度分布と速度分
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図１　空気冷却タービン発電機の通風回路
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図２　熱流体解析モデル（固定子鉄心歯部）
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図３　固定子の温度分布
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布を示す。固定子鉄心内径部で温度が低く，外径側に向か

うほど温度が高くなる。また，固定子巻線を冷却した後の

冷却風の速度が小さいことや温度が高くなることが分かり，

巻線の冷却状態が検討できる。

以上のように，熱流体解析により固定子に押し込む冷却

風の風量と速度を求め評価し，適切に配分することで軸方

向の温度分布の均一化が図れ，設計段階で効果的な通風冷

却を確認することが可能である。

これらの解析手法の精度は，126MVA試作実験機の固

定子巻線温度や冷却風量の測定結果と熱流体解析結果の比

較により確認している。

回転子の強度解析

ガスタービンあるいはコンバインドサイクル発電システ

ムは，ピーク負荷やミドル負荷用として使用されることか

ら起動頻度が多く，これに適用される空気冷却タービン発

電機は大容量化と相まって構造強度に関する検討が必要で

ある。特に回転子の保持リング焼ばめ座部は，構造が複雑

で遠心力や熱膨張などの荷重が複合して作用することから，

構造検討および評価においては注意が必要である。

保持リングは回転子軸胴端部に焼ばめられ，回転時に回

転子コイルエンド部の遠心力を保持する。保持リングと回

転子軸の焼ばめ座部は，定格運転時に焼ばめ部が分離し異

常が発生しないように，さらに突発短絡時などの異常トル

クに対抗できるように締め代が決められる。

３.１ 強度検討

回転子軸の保持リング焼ばめ座部の強度検討は，静止時，

定格運転時および最大回転時の応力を求めて行われる。主

要な評価断面で公称応力が材料の降伏応力に対し規定の安

全率を確保するように，また起動停止による応力集中部の

局部的な応力が材料の疲労強度に対し安全率を確保するよ

うに，形状が検討され設計に反映される。

一般的に，タービン発電機の構造設計は弾性設計が基本

であり，任意評価断面の公称応力は材料の降伏応力を超え

ないように設計されることから，強度解析は弾性応力解析

で行われる。弾性域を超えるような局部的な応力集中部の

疲労強度を検討する場合，弾性応力解析により得られた応

力集中部の応力から，繰返し応力ひずみ線図とノイバー則

を用いてひずみに変換し，静止時と定格回転時のひずみ範

囲を用いて評価している。

保持リング焼ばめ座部の強度解析は，前述したように構

造が複雑なため三次元モデルで模擬する必要がある。また，

焼ばめ部の状態により回転子胴端部の応力が著しく影響を

受けることから，状態を正しく模擬するために境界条件の

非線形性を模擬できる接触要素が使用される。このような

理由から，強度解析は大規模な非線形解析となる。

３.２ 解析モデル

保持リング焼ばめ座部まわりの回転子軸の強度解析のモ

デルと焼ばめ座部付近の詳細をそれぞれ図６，図７に示す。
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図５　ダクト内の冷却風温度および冷却風速度
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図６　強度解析モデル（全体）

保持リング 

回転子軸 

回転子くさび 

クランプリング 

焼ばめ部 

図７　強度解析モデル（焼ばめ座部付近詳細）
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また，回転子軸胴端部の詳細モデルを図８に示す。運転時

の回転子コイルの熱膨張による影響を模擬するため，軸方

向は回転子胴中央からモデル化している。周方向は回転子

のスロットピッチの半分とした。構造要素として，回転子

軸，保持リング，回転子くさびおよびクランプリングをモ

デル化した。

保持リングと回転子軸の焼ばめ部は接触要素を定義し，

境界条件の非線形性を考慮した。同様に，保持リングと回

転子くさび，クランプリングと軸および保持リングなどの

構造物の接触部はいずれも接触要素でモデル化した。回転

子巻線は要素を生成せずに，回転時の遠心力は外力として

与えた。

また，運転状態を模擬するため各構造要素には適正な温

度を与えるとともに，熱膨張による伸び差を生じる部分に

は摩擦係数を与え熱荷重を模擬できるようにした。ただし，

回転子巻線の熱膨張により保持リングに作用する軸方向の

力は外力として与えた。

３.３ 解析結果と評価

図９に疲労強度評価のための回転子軸の保持リング焼ば

め座部の応力解析結果を示す。静止状態では，保持リング

焼ばめによる圧縮応力が支配的になることから最小主応力

を計算し，定格回転速度では遠心力による引張応力が支配

的になることから最大主応力を計算して，その応力差を評

価応力として表した。この図から回転子くさびが挿入され

る溝部の評価応力が大きいことが分かる。

また同様に，クランプリング溝底部付近の評価応力計算

結果を図 に示す。クランプリング溝底部に局部的に応力

が集中している。設計当初の計画形状では，保持リング焼

ばめ座部の面積が小さく圧縮応力が大きいことや，クラン

プリング溝底部と回転子くさびを挿入する溝の先端部が同

じ位置となり，応力集中部が干渉し局部応力が過大であっ

た。このような局部応力の干渉を避け，応力を低減するた

めにクランプリング溝を深く加工し，疲労強度に対する信

頼性を向上する改善を行っている。

以上のように，回転子の部位で最も構造的に複雑で，作

用する荷重や境界条件が煩雑な保持リング焼ばめ座部の強

度解析と評価が設計段階で比較的簡単に実施できるように

なり，構造改善とそのための強度確認が可能となり，信頼

性の高い構造を実現できるようになった。

あとがき

大容量空気冷却タービン発電機の解析・評価技術につい

て熱流体解析と強度解析を例に述べた。

市場のニーズの変化に対応するためには，スピードのあ

る技術改善とその改善に対する信頼性確認が不可欠である。

従来の設計計算方法に加え，紹介したような解析・評価技

術が設計段階で容易に使えるようになったことで，信頼性

が高く速い技術改善が可能になった。今後とも解析・評価

技術の開発に注力し，市場のニーズに応えた製品を提供し

ていきたいと考える。
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図８　強度解析モデル（回転子軸胴端部詳細） 図９　強度解析結果（回転子軸胴端部）
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図１０　強度解析結果（クランプリング溝底部）
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