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まえがき

富士・フォイトハイドロ（株）は，中国・山東泰山抽水蓄

能発電所有限責任公司（山東電力集団公司ほか政府が出資

して設立した発電会社）向け泰安揚水発電設備（発電所出

力 4基× 250MW）を受注し，2002 年 11 月 29 日に北京

で契約調印を行った。

この発電所は，山東省における急速な経済成長に伴う電

力需要の伸びによる，ピーク需要に対応するために計画さ

れた揚水発電所である。また，2002 年 11 月に発足した中

国新体制下における日本企業による国際協力銀行円借款の

電力案件受注第 1号である。

納入機器の製作は，フォイト・シーメンスハイドロ社と

協調して行い，富士・フォイトハイドロ（株）は，フォイ

ト・シーメンスハイドログループ内のテクニカルリーダー

を務め，揚水発電所全体の取りまとめならびに発電電動機，

発電機遮断器をはじめとする主回路機器，サイリスタ始動

装置，ディジタル継電器などの関連電気設備の製作ととり

まとめを担当している。

本稿においては，プロジェクトならびに主に発電電動機

および関連電気設備の概要を紹介する。

プロジェクトの概要

本発電所は中国・山東省済南市の南約 70 kmに位置す

る泰安市に建設される揚水発電所である。海上輸送される

主要機器は青島市で荷降ろし後，発電所まで西へ約 330

kmの陸路で輸送される。

貯水池は容量約 1,130 万 m3の上池を建設し，下池は既

設の灌漑（かんがい），洪水調整，工業用水用の貯水池を

利用し，その貯水容量は約 2,230 万 m3の規模である。そ

のうち約 890 万 m3が発電に使用される。発電所出力は合

計 1,000MWで，主にピーク電力調整，周波数調整，無効

電力調整および非常用予備電源として活用される。

発電所の概要を図１に示す。水路は 2 系統から成り，2

本の水圧鉄管が地下発電所近傍で 4 本に分岐されそれぞれ

のポンプ水車に導かれる。 4 本の放水路はサージタンクの

手前で 2 本の放水路トンネルに集約され下池に放流される。

地下発電所は主に主機（ポンプ水車・発電電動機）機械室，

主要変圧器室とそれらを結ぶ主回路ブスバーギャラリーで

構成されている。主要変圧器はケーブルシャフトに布設さ

れる 220 kV 電力ケーブルにより，地上の開閉所（GIS）

に接続される。また，発電所は遠隔常時監視制御方式で地

上の制御所から制御される。

揚水始動は主にサイリスタ始動方式であるが，バック

アップとして同期始動方式も適用可能としている。主回路

は低圧同期のユニット式が採用され，220 kVの 2 回線送

電線に接続されている。

主機の定格と仕様

主機の定格と仕様を表１に示す。

発電電動機

４.１ 基本設計

泰安揚水発電所は海外競争入札案件であるがゆえに，小

型化による競争力向上と高性能の両立が要求される。
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図１　発電所の概要
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したがって，従来にない発電電動機の体格の縮小を行う

必要があった。1987 年に納入した同レベル出力のパルミ

エット発電電動機との比較を表２に示す。出力を回転速度

と発電電動機の回転部の体積で除した機械定数を比較する

と，パルミエットの 7.6に対して，泰安では 10.7に向上し

ている。これは約 30 ％の体格の縮小を図ったことになる。

体格の縮小にあたり冷却効率を向上させる必要があり，

通風解析により通風冷却の最適化を行った。

また，体格の縮小は回転部の小型化により，空気との摩

擦によって発生する風損の低減を図り，発電電動機の高効

率化も可能とした。

４.２ 構造の概要

ポンプ水車・発電電動機の本体断面を図２に示す。軸受

配置は回転子の下部にスラスト軸受が配置され，回転子の

上部にガイド軸受を有する準傘形構造とし，放射状に配置

した上部軸受ブラケットの脚部をコンクリート壁まで伸ば

すことで，防振ステーの機能を兼用する構造とした。

冷却方式は間接空冷方式とし，通風方式としては，ロー

タリムに設けられた半径方向スリットの回転時における

ファン作用を利用したリム通風方式を採用している。

固定子

固定子鉄心は現地積み方式とし，固定子枠は製作工数の

低減を図るため機械加工を省略した構造としている。この

構造を採用した場合，固定子鉄心積み時の基準面の形成方

法が重要となる。本機では，固定子鉄心上部に設けられて

いるセグメント形のプレスリングを下部にも設置し，ス

タッドにて各プレスリングの高さを調整することで，鉄心

積み時の基準面が形成可能なダブルプレスリング方式を採

用した。また，固定子枠は輸送制限から二分割構造として

いる。

固定子巻線はレーベル転位を施した 1ターン重ね巻きコ

イルの四重星形結線とし，絶縁は富士電機の新 Fレジン/

Fを採用した。揚水用発電電動機の特徴である過酷なヒー

トサイクルの対策として，可能な限り熱膨張収縮を吸収で

きる構造を採用し，鉄心・巻線および固定子枠は熱応力疲

労にさらされない設計としている。

回転子

回転子は鋼板溶接構造のロータセンタ，薄鋼板積層構造

のロータリムおよびミカフィル形コイルを採用した磁極か

ら構成され，ロータリムは現地にて１リングに積層された

後，ロータセンタに取り付けられる。

磁極・ロータリムおよびロータセンタ部については，有

限要素法（FEM）による解析を行い，応力集中を含めた

応力分布と変形を求め，低サイクル疲労強度の検討を行い

疲労強度に問題ないことを確認した。磁極とロータリムお
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表１　主機定格と仕様 

形　式 立軸フランシス形ポンプ水車 

4台 

4,580mm 

280MW 

253/225/214m（最高/基準/最低） 

128.9m3/s 

300r/min 

126.4m-kW 

274MW 

259.6/235.3/223.6m（最高/基準/最低） 

105.5m3/s 

300r/min 

51.3m-m3/s 

立軸三相同期発電電動機 

4台 

G：278（過負荷時290）MVA，M：274MW 

15.75kV 

G：0.9（過負荷時0.95），M：0.975 

50Hz 

300r/min 

0.9 

7,700t-m
2 

サイリスタ始動/同期始動 

最大出力 

有効落差 

使用水量 

回転速度 

特有速度 

最大入力 

全揚程 

揚水量 

回転速度 

特有速度 

台　数 

ランナ径 

形　式 

台　数 

出　力 

電　圧 

力　率 

周波数 

回転速度 

短絡比 

はずみ車効果 

始動方式 
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プ
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表２　発電電動機の仕様比較 

泰安発電電動機 

15.75kV 

0.9/0.975 

50Hz 

300r/min 

10.7

G：278MVA 
M：274MW

パルミエット発電電動機 

16.5kV 

0.8/0.8 

50Hz 

300r/min 

7.6

G：250MVA 
M：200MW

定格出力 

電　　圧 

力　　率 

周 波 数 

回転速度 

機械定数 
（発電機定格出力） 

図２　ポンプ水車・発電電動機の断面図
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よびロータセンタの解析例を図３，図４に示す。

軸 系

軸系は主軸，ロータセンタ，上部軸および補機軸から構

成される。水車軸を含めた軸系全体の危険速度検討を行う

とともに，ポンプ水車ランナに作用する横方向動的水スラ

ストの周波数成分に対する振動応答解析を行い，軸系各部

の振れ，軸受反力，上下軸受ブラケットの必要剛性，基礎

への伝達荷重などを分析し振動対策を行った。

軸 受

スラスト軸受は 10 個のセグメントで構成し，各セグメ

ントが中央で二重円板スプリングにより支持される可逆回

転対応のミッチェル形軸受を採用した。始動・停止時に軸

受しゅう動面に高圧油を供給するオイルリフタ装置が設け

られている。また，上下ガイド軸受は剛性の高いコッタ支

持方式のセグメント軸受を採用した。

油循環は上下部軸受ともセルフポンプによる自己循環方

式とし，冷却方式としては，上部軸受は油槽内に設置した

冷却管，下部軸受は別置式油冷却器を採用した。

４.３ 通風解析

通風解析の目的

通風冷却の技術は発電電動機の体格・効率といった要素

に支配的な影響を与える。泰安揚水発電電動機は小型化と

高効率を目指し，以下の 2 点を通風解析により実現した。

① 風量配分の均一化による冷却効果の向上

② 冷却風量低減による風損の低減

風量配分の均一化

発電電動機の固定子鉄心には冷却用のダクトが設けられ

ており，ダクトの風量分布が軸方向に均一であると，固定

子巻線に対する冷却効果も均一化される。図５に風量配分

均一化の改善前および改善後の風速分布を示す。改善後は

冷却風入口部および中心部の吹出し部の流速も下がり全体

的に均一化されているのが分かる。図６に改善前および改

善後の固定子巻線の温度分布を示す。改善後は全体に温度

上昇が均一化されているのが分かる。

次に，図７に改善前および改善後の回転子巻線の温度分
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図３　磁極・ロータリムの FEM解析

応力分布 変　形

図４　ロータセンタの FEM解析

応力分布 変　形

（改善前） 
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速い 
風速 

遅い 

図５　固定子鉄心通風ダクトの風速分布

（改善前） （改善後） 
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低い 

図６　固定子巻線の温度分布
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布を示す。改善前は中心部の冷却風速が改善後よりも速い

分布を示していたが，回転子巻線の温度は中心部の温度が

むしろ高くなっている。これは，流速が速すぎて冷却風と

して有効に回転子巻線に作用していないことを示している。

これに比べて改善後は，固定部・回転部ともに冷却効果が

優れているのが分かる。

風損の低減

高速大容量機は回転部の径が大きくかつ軸方向も長いの

で，自らが回転することによって空気との摩擦による損失

が大きくなり，全損失の 20 ％近くを占める。したがって，

発電電動機の効率の向上には風量を少なくして，風損を低

減することが全体の効率を有効に改善することになる。

前項の風量分布の均一化により巻線の温度上昇を均一化

および冷却効率の向上により風量を大幅に低減することが

可能になった。前述したパルミエット発電電動機では冷却

風量が 90m3/s 必要であったのに対し，泰安発電電動機で

は 65m3/sの冷却風量で全体を問題なく冷却することが可

能となった。これは，風損で約 30 ％の損失改善となった。

関連電気設備

発電電動機の関連設備として納入する電気設備は，励磁

装置，サイリスタ始動装置，15.75 kV 主回路機器，発電電

動機保護用および主要変圧器保護用ディジタル保護継電器

である。主要な機器は契約時点で製作実績，運転実績など

の資格審査条件を満足する機器となっており，ほとんどの

機器は中国も含め海外調達を予定している。

ここでは，15.75 kV 主回路機器について紹介する。

図８に単線結線図を示す。発電電動機から主要変圧器ま

で約 50mの相分離母線で接続する。この間の相分離母線

と母線に直結して設置される主要な機器と仕様は，以下の

（3）
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図７　回転子巻線の温度分布
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図８　単線結線図
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とおりである。

相分離母線（IPB） 4 組

主回路：定格電圧 18 kV，定格電流 12,500A

分岐・始動回路：定格電圧 18 kV，定格電流 1,250A

電気ブレーキ用断路器（EBSW） 4 組

定格電圧 24 kV，定格電流 12,500A（10 分定格）

発電機主回路遮断器（GMCB） 4 組

定格電圧 24 kV，定格電流 12,000A，遮断電流 100 kA

相反転断路器（PRDS） 4 組

定格電圧 24 kV，定格電流 12,000A

断路器（DS） 始動回路用 10 組＋所内回路用 2組

定格電圧 24 kV，定格電流 1,250A

接地装置（ESW） 主回路用 12 組＋始動回路用 3組

限流リアクトル（CLR） 2 組

PT，CT，サージアブソーバほか 4 組

励磁用変圧器　4組

主回路の短絡容量は 100 kA（3 秒），ピーク 260 kAで

あり，主回路から分岐する回路は 150 kA（3 秒），ピーク

400 kAの仕様条件に基づき上記機器は製作される。また，

サイリスタ始動装置と所内変圧器（3 台×単相 2,100 kVA）

につながる所内回路は 1 号機と 3 号機の主要変圧器低圧側

から分岐した回路に限流リアクトルを設置し，短絡電流を

25 kAに抑制している。

あとがき

本稿では，中国・泰安揚水発電所主要機器の概要につい

て紹介した。現地では地下発電所などの土木工事が先行し

て進められており，現在，機器設計・製作を鋭意行い，

2004 年早々には機器の据付けを開始し，2006 年末の発電

所完成を目指している。

最後に，発電所完成に向け関係各位のさらなる協力をお

願いする次第である。
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