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２．１ 回転子の形状による分類

２. 同期機の種類（分類）と適用される出力レンジ

回転子
の形状

回転子／
磁極の構造

構造の概要 適用クラス
タービン発電機
製造台数 注）
(1998-2017)

円筒機
塊状鉄心

単一鋼塊からスロットなどを
削出し，鉄心と軸が一体構造

2&4極機
10MVA～2000MVA級

1214

積層鉄心 薄い電磁鋼板を積層 4極機 ～50MVA級 33

突極機
塊状磁極 磁極部分がプレート状鋼塊 4極機 10～50MVA級 149

積層鉄心 薄い電磁鋼板を積層 4極機 ～20MVA 77

2.1.1 円筒機と突極機
・円筒機
回転子形状は円筒形，大きな凸凹なし
２極または４極の回転子に適用

・突極機
回転子の磁極が凸，極間は凹形状
４極以上の極数の回転子に適用

円筒形回転子 突極形回転子磁極 磁極

極間 極間

注）出典：令和2年度電気学会全国大会 1998年以降に製作された大容量同期機諸定数の
調査結果について －タービン発電機の定調査結果と分析－
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3.1.1 空気冷却発電機の構造

① 発電機フレーム
角形が一般的

（機内ガスは大気圧，耐圧不要）
大型機では円筒フレームのものあり

② 冷却器（カバーに内臓）取付型が一般的

③ 回転子の構造 20年間の適用実績（注）

注）1998年～2017年の20年間に日本国内メーカが製作した
10MVA以上の空冷タービン発電機，総計約844台中

鉄心構造 極数 台数 適用実績MVA

突極機
積層鉄心 4極 77 10～ 25

塊状鉄心 4極 143 10～ 55

円筒機
積層鉄心 4極 33 10～ 38

塊状鉄心 2極 585 90～295

クーラ
ユニット

発電機
フレーム

突極塊状
鉄心形回転子

円筒塊状
鉄心形回転子

３. タービン発電機の各種冷却方式

(TMEIC資料より)

出典：令和2年度電気学会全国大会 1998年以降に製作された大容量
同期機諸定数の調査結果について －タービン発電機の定調査結果
と分析－
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4.1.2 ブラシレス励磁方式

①交流励磁機（小型発電機）で交流電流を発生
②電機子と同軸上の回転整流器で整流
③回転整流器と同軸上の主発電機の界磁巻線に
直流電流を供給

交流励磁機の界磁電流を調整して，
励磁機の出力＝発電機の界磁電流 を調整

１）ブラシレス励磁機の構成
◎他励ブラシレス励磁方式
回転整流器＋交流励磁機＋副励磁機／ＰＭＧ
→交流励磁機の界磁の電源に副励磁機を使用
副励磁機の駆動はタービン（他励）

◎自励ブラシレス励磁方式
回転整流器＋交流励磁機＋(副励磁)変圧器
→交流励磁機の界磁巻線の電源は励磁変圧器
励変の電源は発電機出力（自励）

４. タービン発電機の周辺機器

他励ブラシレス
励磁機

自励ブラシレス
励磁機

副励磁機

ブラシレス
励磁機
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4.2.1 ガスシステム

４. タービン発電機の周辺機器

ガス圧力
純度検出
装置

ガス
乾燥機

炭酸ガス
供給装置

水素ガス
供給装置

窒素ガス
供給装置

ガスボンベ
ガスコントロールユニット （ガス供給装置の一部，ガス圧力純
度検出装置，ガス乾燥器を一体化したユニット）

１）機能
水素／水冷却発電機に必要なガスを
安全に供給，維持，入出を制御する
システム

電技 解釈 第41条 六発電機内又は調相機内に水素を安

全に導入することができる装置，及び発電機内又は調相機
内の水素を安全 に外部に放出することができる装置を設け

ること。

２）構成品
ガス供給装置，バルブステーション，
ガス乾燥機，ガス圧力純度検出装置，
など

ガス系統図

バルブ
ステーション

窒素ガス系統
は国内のみ

計装空気
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２）現行規格JEC2130やIEC60034による定義
＜JEC114からの変更点＞
・発電機損失
＝界磁銅損以外の機内損＋励磁回路損

励磁回路損＝界磁銅損＋発電機外部の励磁装置関係の損失
（異なる励磁方式でも，励磁回路損は全て発電機の損失に含む）

・コイルの抵抗値は130(B)では90℃における値を使用，155(F)では105℃
①ブラシレス励磁方式の場合
発電機外部の励磁装置関係の損失＝ブラシレス励磁機損失＋AVR盤等の損失

②サイリスタ励磁方式の場合
発電機外部の励磁装置関係の損失

＝励磁変圧器損失＋サイリスタ盤損失＋AC/DC励磁回路の損失＋AVR盤等の損失
→同じ発電機を使用しても励磁装置の損失によって効率が異なる

界磁損以外の
機内損

励磁回路損

発電機出力

発電機出力

励磁回路損

界磁損以外の
機内損

５. タービン発電機の主な性能と仕様

発電機効率 𝜼 =
発電機出力

発電機入力

① ②

界磁銅損 界磁銅損


