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本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
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中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）
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新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
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青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27-20（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0015 宮崎市大工二丁目27番地
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：電機システムカンパニー 水力事業推進室 電話（044）329-2065

水力の新時代に応える
富士電機の水力発電設備
富士電機は，水力発電分野においてさまざまな水車・

発電機を提供しています。また，受配電設備やそれらを

トータルに管理する自動化設備まで，総合的なシステムに

より，幅広いニーズにお応えします。

500 MVA
フランシス水車発電機

バルブ水車

水力発電
シミュレータ

200MW
揚水発電設備

ペルトン水車
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地球温暖化に代表される環境問題が叫ばれ

るなか，水力発電がクリーンで再生可能なエ

ネルギーとして見直されている。しかしなが

ら，開発のためには大幅なコスト低減が必須

（ひっす）である。

富士電機は国内外の電力会社向けの大容量

設備から公営企業体向けの中小容量設備まで，

あらゆる水力分野で積極的にエネルギー開発

に携わってきた経験を生かして，開発コスト

の低減に積極的に取り組んでいる。

表紙写真は，世界最大級の 500 MVA発

電機の現地据付け状況，コスト低減を図った

クロスフロー形小水力発電設備，一体化制御

盤を背景に，立軸バルブ水車のコンピュータ

解析図にスポットライトを当てたものである。

表紙写真



新しい世紀に対する危惧

私どもがまだ生存中の近い将来，人類は大きな危機に瀕
するであろうことが，かなりの確度で予測されております。
このまま行くと，地球人口は2020年に80億，2050年に 120
億にもなるというのに，食料生産は最大80億人しかまかな
えないというのです。人口爆発，食料・資源・エネルギー
の枯渇，そして環境悪化というトリレンマに，地球は，人
類はどこまで耐えられるのでしょうか？
農耕・牧畜を始めて 1万年，資源やエネルギーは無尽蔵

という幻想の下に，人類はひたすら成長を追い求めてきま
した。資本主義はパイを大きくすることで成長してきまし
たが，その根底から覆される可能性さえあります。地球の
破局という最後にして最大の課題に対し，人々はとかく楽
観的で，いつかは人類の英知が，科学技術がこの危機を回
避できると信じております。しかし現実は大変深刻で，例
えば CO2 の除去のためには莫大なエネルギーが必要です。
地球の砂漠化や土壌流失は深く静かに進行し，農薬に耐え
る新たな害虫や，抗生物質に耐える病原菌も次々と発生し
ております。地球誕生以来，酸性雨，紫外線，放射線など
現在より数百倍も強い状態が10億年続き，生物はこの中で
進化してきました。遠い昔の体験が組み込まれたDNAを
持つ生物には，農薬や抗生物質に耐えるものが現れるのは
当然のように思われます。
一方，自然は偉大な自己浄化能力を持っております。大

気中の CO2 が増えると，植物がより多く吸収して成長を
早め，気温が上がれば水分の蒸発も増え熱を奪います。も
し温暖化が緩やかなら生態系は十分対応でき，地球環境は
現状を維持することができます。問題は20世紀の科学の急
速な発展が自然とのバランスを崩したことで，放っておけ
ばアンバランスは取り返しがつかなくなるということです。
このことは，人間は神に選ばれた存在であると位置付け，

自然界の支配を目指す西欧の合理主義思想の破綻であると
もいわれます。すべての生命は同根で，自然と人間との間
に上下は無く，その調和を目指す東洋思想が，21世紀を切
り開き得るものであると考える人が増えております。

持続可能な社会の構築と心の豊かさ

1991年のベルリンの壁の崩壊と共に終結した東西冷戦は，
人類を核の恐怖から開放しましたが，同時に民族や国籍を

越えた企業間のグローバルスケールの戦いを引き起こしま
した。世界を相手にした経済戦争は，実は東西冷戦より怖
いのかもしれません。経済戦争の敗者は，経済の破綻とい
う真綿で首を絞められるような苦しみを背負わねばなりま
せん。冷戦時代には人類の英知を期待しえましたが，新た
な戦いの敗者には期待しうるものがないだけに陰湿です。
たとえ経済戦争に勝っても，その先には持続可能な社会

の構築が待っており，グローバルな戦いをしながら，資源
循環型の社会を目指さねばなりません。今の豊かさは資
源・エネルギーの浪費と引替えにもたらされましたが，反
面多くの精神的貧困をもたらしました。科学技術は本当に
私たちを豊かにしたのでしょうか？　疑問を持つ人々が増
えております。21世紀の社会では，人々はライフスタイル
の転換と真の豊かさが何かを見極める心の眼が必要でしょ
う。

水力技術者・研究者への期待

20世紀を生きた人々は，後世の人々から“資源を浪費し
て人類の生存を脅かした，歴史上最も無謀な人類”といわ
れるかもしれません。いましなければならないことは，贅
沢を排除し，資源・エネルギーの節約と利用効率を高めつ
つ，自然と人間のバランスを取り戻すことではないでしょ
うか。技術者・研究者には，環境低負荷型の自然エネルギー
の利用効率の向上が課されているのです。
水力エネルギーは，自然エネルギーの中で最も密度が高

く，CO2 排出原単位が最も低い超優良エネルギーです。
我が国では大型の水力資源はほぼ開発され，各地に分散す
る小水力資源が残っておりますが，それでも全水力資源の
45 ％に当たる 2,000 万kWが未開発です。風力や太陽熱は
新エネルギーとして脚光を浴びているのに，何故小水力だ
けが取り残されているのでしょうか？　小水力は開発費が
高くてペイしないといわれますが，そういわれてきた風力
や太陽熱の必死の開発努力と比べて，水力関係者の努力不
足であったことは否めないでしょう。従来官民挙げて良質
の発電用電力の開発にのみ取り組んできましたが，今後は
質の低い分散型小水力資源を如何に有効にまた多目的に利
用するかに真剣に取り組み，またそのための発想の転換が
何よりも期待されます。

持続可能な社会の構築と
水力技術者への期待

黒川　淳一（くろかわ　じゅんいち）

横浜国立大学工学部教授 工学博士
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吉井　　清

水車の設計・開発に従事。現在，

富士・フォイトハイドロ（株）水車

設計部長。

富士時報 Vol.72 No.10 1999

まえがき

水力発電は，再生可能なクリーンエネルギーとして古く

から開発が進められてきたが，現在までの水力資源の開発

状況を世界的規模で見ると，経済的包蔵水力資源の 3割程

度が開発されているに過ぎない。とりわけ中国，東南アジ

ア地域では未開発地点が多く，まだまだ豊富な水力資源が

未開発のままになっている。地球環境保護の観点からも，

これら未開発水力資源の開発促進が期待されている。

昨今の厳しい経済状況のなか，水力資源の開発はプラン

トの全体コスト，すなわちプラントの建設，設備，および

運用に要するコストの最小化を図ることが最重要課題となっ

ている。特に，国内では発生電力量が小さく経済性に乏し

い中小容量水力開発が大半を占めており，新技術の開発に

よる経済性の向上が強く望まれている。

富士電機における最近の水車技術開発もこのような市場

動向に沿った開発が中心になってきており，流れ解析技術

による性能の向上と機器の小形化，構造解析技術による構

造の簡素化，および海外メーカーとの合作を前提としたコ

ストダウン技術，水レス化・油レス化や耐摩耗性向上など

によるメンテナンスフリー化技術などの技術開発分野で多

くの成果を得てきた。また，既設設備の新鋭化による発生

電力量の増加や保守の簡素化を狙いとしたリハビリテーショ

ン技術分野での技術開発も積極的に推進している。

本稿ではこれらの技術開発について，機種開発とそれら

の基盤となる要素技術開発の両面からその概要を紹介する。

機種開発

２.１ 高落差高速ポンプ水車

揚水発電所は一般に地下式であるため，機器寸法の小形

化による経済効果は大きい。ポンプ水車機器を小形化する

ためには，高落差・高速度化する必要があるが，流力性能

と機器の強度，剛性の双方を高次元でバランスさせること

が重要である。

インド・マハラシュトラ州灌漑（かんがい）局（GOMID）

向けガトガール発電所のポンプ水車は，２台×最大入力

149MW，最高揚程 455m，回転速度 500 r/min の高落差

高速機である。図１にポンプ水車・発電機の断面図を示す。

流力形状の最適化を図ることで，効率，キャビテーショ

ン性能などの流力性能に優れるだけでなく，電力系統の周

波数変動幅が－5～＋3％ときわめて広範囲に変化する厳

しい条件下でも信頼性の高い運転が可能なランナを開発し

た。高信頼性と高性能を両立しながら高速化を図り，約

２％小形化を達成している。

ポンプ水車機器の製作は，富士電機とインドの Bharat

Heavy Electricals Ltd.（BHEL）社との合作で行われ，現

在，富士電機の工場で初号機の製作が鋭意進められている。

海外メーカーとの合作では，製作工程，機器取合い寸法な

ど問題になる場合があり，緊密な連携と信頼関係が大切で

最近の水力発電用水車技術
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図１　ポンプ水車・発電機の断面図
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ある。富士電機と BHEL 社は，過去にもティースタ発電

所のバルブ水車 9台を合作した実績があり，これらの経験

と富士電機の製造，品質管理技術指導のもとに製品品質を

維持しつつコストの低減を図っている。

２.２ 大容量バルブ水車

バルブ水車は，低落差大流量地点に最も適した形式の水

車であり，とりわけ中国や東南アジアでは豊富な水量を利

用したバルブ水車発電所が多数建設されている。バルブ水

車は，基本的には大形の柔構造物であるため機器の剛性が

低く，設計，製造および現地据付けなどのいずれにも高度

な技術が必要である。富士電機は1978年に運転された関西

電力（株）赤尾発電所（最大出力 34MW）の成功を機に，

バルブ水車の大容量化，大形化技術を継続的に発展させて

きた。

中国・バイロンタン発電所（6台× 33MW）は，最高

落差 18mで，バルブ水車としては高落差機である。図２

にバルブ水車・発電機の断面図を示す。水車構造面では，

二軸受配置により構造の簡素化を図りながら，各部補強の

効果的な配置や構造部材組合せなどの最適化により十分な

剛性を確保し，信頼性の高い構造になっている。また，中

国メーカーとの合作を前提とした設計を行い，コスト低減

と品質を両立させている。1996年に初号機が，1999年には

６号機が運転に入り，全号機とも好調に運転されている。

パキスタン・チャスマ発電所（8台× 24MW，現在据

付け中）向けバルブ水車は高効率・高比速度の新ランナを

開発したことにより，水車寸法を約 10 ％縮小できた。こ

のことは単に機器寸法の縮小だけでなく，発電所全体の寸

法縮小が可能となり，プラント全体のコスト低減に大きく

貢献している。図３にバルブ水車・発電機のカットモデル

を示す。

上記 2例のバルブ水車は，性能，信頼性，コストのいず

れも世界のトップレベルにある。しかしながら，より高性

能でより安価なバルブ水車を望む市場要求は年々高まって

いる。富士電機では21世紀をにらんで，新しい設計思想に

基づくバルブ水車の開発プロジェクトを1998年にスタート

させた。現在までに種々のアイデアを盛り込んだ基本構想

がほぼ固まり，実機への適用を計画している。

２.３ 立軸バルブ水車

立軸バルブ水車は，横軸専用機であるバルブ水車を立軸

方向に配置することで建屋平面積を縮小し，また建設地点

の地勢的な制約にとらわれずにプラント建設工事費の低減

を可能とする新しい水車形式として注目されている。立軸

バルブ水車の配置図を図４に示す。

富士電機では，立軸バルブ水車の流力性能，構造，分解

組立方法など多方面から研究開発を行ってきた。水車の特

長として，バルブ支持方式に 4本のステーベーン（立軸バ

ルブ水車ではバルブブラケットと称す）方式を採用し，横

軸機に比べて増大する軸方向荷重に対処している。バルブ

支持方式の検討にあたっては，流力性能とバルブ支持剛性

の最適化を図るため，固定部と回転部の一体解析モデルを

用いた応力，変形，振動などの解析を行い，十分な剛性を

確保している。

２.４ 中小容量水車

国内においては，経済性の高い大容量新規地点の開発は

ほぼ完了しており，今後の水力開発は中小容量水力や，老
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図２　バルブ水車・発電機の断面図（バイロンタン発電所）

P
H
Q
n

＝13,300 kW 
＝15 m 
＝100 m3/s 
＝167 r/min

図４　立軸バルブ水車の配置図

図３　バルブ水車・発電機のカットモデル（チャスマ発電所）
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朽化した既設発電設備の改修・更新などが中心になってき

ている。

また，最近ではエネルギー有効活用の観点から，ダムの

維持放流や湧水（ゆうすい），農業用水など，日本全国に

多数存在する遊休の水資源を有効活用するミニ・マイクロ

水力への関心が高まっている。ミニ・マイクロ水力は，発

電容量 1,000 kW未満の発電容量となるため，より一層経

済性に優れた新しい形式の水車の開発が望まれている。

富士電機では，1970年代半ばに小容量水車の開発にいち

早く着手し，フランシス水車のスピードリングおよび上下

カバーの厚板構造，横軸機のランナを発電機軸にオーバハ

ングさせて水車軸受を省略した構造，電動サーボモータな

どの新構造を開発し，大幅な構造の簡素化を実現した。そ

のほか，横軸ペルトン水車，S形チューブラ水車，立軸

チューブラ水車，クロスフロー水車などにおいても富士電

機独自のアイデアを盛り込んだ新技術・新構造を開発する

など，小容量水車の分野では常に時代を先取りした技術開

発を推進してきた。これらの技術は，今日では中小容量水

車の標準的構造として数多くの納入実績をもち，国内外の

小水力開発に貢献してきた。

近年さらに小容量化が進み，500 kW以下のミニ水力発

電あるいは 50 kW以下のマイクロ水力発電分野において

も，簡易形多ノズル横軸ペルトン水車，簡易形立軸露出プ

ロペラ水車などの開発により機器コストを大幅に削減する

ことができるようになった。これらの簡易形水車は形状・

構造が簡素化されているだけでなく，短時間で据付けでき

るよう数々の工夫がなされている。今後，遊休水資源の開

発促進が大いに期待されている。

図５に，低落差地点向けに新たに開発された，横軸プロ

ペラ水車のミニ水車・発電機の一例を示す。

要素技術開発

３.１ 流れ解析技術

流れ解析技術は，水車の効率，キャビテーション性能向

上のための基盤技術であり，古くから継続的に研究開発が

行われてきたが，近年の数値解析技術とコンピュータソフ

トウェア・ハードウェアの急速な進歩により，より高精度

の性能予測を水車開発段階で実施することが可能になって

きた。

富士電機では，1970年代初頭から水車の準三次元内部流

れ解析技術，性能予測技術の開発に取り組み，現在では完

全三次元粘性流れ解析技術が実用化されている。さらに最

適運転条件から遠くはずれた厳しい条件下で解析精度の向

上や，バルブ水車ランナの羽根先端すきまからの漏れ流れ

の影響評価，固定流路やランナ内部の土砂摩耗の予測など，

より複雑な現象へ解析対象を広げる努力が続けられている。

図６，図７は高比速度 4枚羽根バルブ水車の最高効率点

におけるガイドベーン，ランナ，吸出し管の内部流れの解

析例である。最高効率点ではランナへの迎え角がかなり大

きくなっており，ランナ先端すきまからの漏れ流れによる

強い渦が形成されている。

設計段階で得られる水車内部の流れに関する情報量が増

えるに従って，効率やキャビテーションの改善や機器寸法

の縮小などの最適設計が，より高次元でより短期間のうち

に行えるようになってきた。

３.２ 構造解析技術

バルブ水車のような大形の柔構造物は，各部の応力以外

にあらゆる運転状態における静的・動的変形モードを正確

に把握しておく必要がある。

富士電機では1970年に，水車の構造解析にいち早く有限
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図５　ミニ水車・発電機（横軸プロペラ水車） 図６　バルブ水車内部流れの解析例

図７　吸出し管内部流れの解析例
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要素法（FEM）解析を取り入れ，長年にわたり構造設計・

開発ツールとしての適用技術の研究・開発に取り組んでき

た。また，現地での各種試験による実機の実測結果を FE

M解析にフィードバックし，解析精度の向上，解析手法

の改善を図ってきた。近年，長年にわたる解析技術の蓄積

とコンピュータ関連技術の進歩とが相まって，バルブ水車

の固定部と回転部との相互関連により生じる複雑な挙動も

シミュレートできるようになり，構造の最適化が容易に行

えるようになった。

図８，図９に立軸バルブ水車の構造解析例を示す。

図８は，立軸バルブ水車・発電機固定部の強度解析例で，

全負荷運転条件での応力分布を示し，応力の状態を詳細に

知ることができる。局部的な高応力部には，板厚の変更や

適切な補強を施し，対策結果をシミュレーションにて定量

化することで，構造の最適化が可能になる。

図９は，立軸バルブ水車・発電機の回転部を含むバルブ

水車全体の振動特性解析例である。水車定格回転速度，無

拘束速度あるいは電源周波数との共振の有無，バルブブラ

ケットや防振ステーが振動特性に及ぼす影響などについて

的確に把握することができる。

富士電機では，水車全体の強度・振動解析などを対象と

した FEM解析ツールのほかに，設計図面作成段階で容易

に強度・変形解析が行えるパーソナルコンピュータ FEM

ソフトウェアを実用化し，各機器構造の最適化による質量

低減，体格縮小などを図っている。

３.３ メンテナンスフリー化技術

現在，国内の水力発電プラントのほとんどが無人化され，

定期的な巡回点検，年次点検，数年ごとのオーバホールな

どにより保守管理されている。これら保守点検に要するコ

スト低減の要望は強く，メーカー側では機器の簡素化，長

寿命化を主眼にメンテナンスフリー化技術として，油レス

化，水レス化，耐摩耗性改善などの技術開発を進めてきた。

３.３.１ 電動サーボモータ

水車操作機構には古くから油圧サーボモータが使用され

てきたが，水車の小容量化に伴い電動サーボモータが数多

く採用されるようになった。電動サーボモータは油圧式に

比べて周辺機器が大幅に簡素化できるため，コストや保守

性に優れている反面，操作力が小さく，横軸フランシス水

車やクロスフロー水車などの小容量水車のガイドベーン操

作を対象に採用されている。最近では，より大容量水車に

適用可能な電動サーボモータや，可動羽根水車のランナベー

ン操作が可能な電動サーボモータの開発が望まれている。

図 は，ガイドベーン操作用の大容量電動サーボモータ

であり，ベクトル制御方式の誘導電動機により定格推力

60 t を持ち，水車出力 40,000 kW程度までの電動化を行う

ことが可能である。通常，電動サーボモータに必要な補助

機構，すなわち機械的速度制御機構や閉鎖力増強機構など

はサーボモータ本体に組み込まれ，内部の減速機構，直動

機構には耐久性の優れた機構を採用するなど，コンパクト

で信頼性の高い構造を実現している。

図 に，10,000 kW程度までの可動羽根水車を対象とし

たランナベーン操作用の電動サーボモータの機構図を示す。

発電機の上部に設けた駆動用電動機の回転力は減速機およ

び直動機構を介してランナベーン操作ロッドに伝達される。

この時，駆動用電動機の回転速度を，減速機出力側の回転

速度が水車軸の回転速度と同期もしくは差動となるよう制

御することによりランナベーンの位置保持や開閉操作が行

われるようになっている。この電動サーボモータは立軸，

横軸いずれの可動羽根水車にも適用することが可能であり，

まもなく実機にて具体化する予定である。

３.３.２ 空気冷却軸受（水レス化）

水車軸受の空気冷却化は，水冷軸受で必要な給水系統の

保守点検をなくすことができ，保守の簡素化に有効である。

１１
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図８　立軸バルブ水車の強度解析例 図９　立軸バルブ水車の振動解析例

振動モード
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図 は，水車軸受に自然放熱方式の油自蔵自冷式軸受を適

用した例である。油自蔵自冷式軸受は構造が簡単で保守性

に優れる反面，放熱量の制約から適用可能が狭いとされ，

主に小容量水車で採用されてきた。

富士電機では，より放熱量の大きな軸受油槽構造の開発

と，水車各部からの放熱量を精度よく求める解析・計算技

術を開発し，適用範囲の拡大を図ってきた。この成果は，

九州電力（株）山須原発電所および大淀川第一発電所 2号

機に見ることができる。

３.３.３ 耐摩耗性向上

中国やアジア地域では河川中の土砂混入量が非常に多く，

耐土砂摩耗技術が非常に重視されている。また，国内にお

いても水車オーバホール間隔の延長化の観点から，耐土砂

摩耗性改善の要望が強くなっている。一般に，土砂摩耗は

流水の流速，土砂混入量，土砂の粒度・形状・硬度などに

大きく左右されるため，特定の技術が必ずしも万能ではな

い。

富士電機では，ペルトン水車のランナバケット内面，ニー

ドル，ノズルなど，土砂摩耗を受けやすい部分を対象とし

て，セラミックス複合材料の溶接肉盛による耐摩耗性向上

技術を開発し実用化している。また，セラミックス材料溶

射による耐摩耗性向上の技術開発にも取り組んでおり，現

在実機での実証試験を継続している。今後は，効果対経済

性を定量化し，適用範囲の拡大を図る予定である。

あとがき

富士電機の最近の水車技術についてその概要を述べたが，

おのおのの技術の詳細については本特集号の別稿をご参照

いただきたい。

水力発電開発にかかる期待は大きいものの，昨今の経済

状況を反映して開発実態は非常に厳しいものがある。

富士電機の水車技術が，水力開発を促進するうえでの一

助となれば幸いである。

１２
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まえがき

厳しい経済状況を反映して，水力発電所用機器に関する

技術上の要求内容も，プラントの全体コスト，すなわちプ

ラントの建設，設備，および運用に関して発生する費用の

大幅な削減に貢献できるようなものが最近の主流となって

きている。

富士電機における最近の水力発電用発電機についても上

述の流れに沿った技術開発が中心となってきており，機種

開発の分野ではバルブ水車発電機における補機レス化，新

しい概念の立軸バルブ水車発電機，国外向け機器における

海外製作拠点との合作を前提としたコストダウン技術など

が最近の開発実績としてあげられる。また，それらの基盤

となる要素技術としては機器の体格縮小，効率向上を目的

とした通風冷却性能向上の技術，軸受の長寿命化，低損失

化を目的とした PTFE（四フッ化エチレン）軸受の技術，

機器の体格，および機器の寿命改善を目的とした固定子巻

線絶縁システムなどにおいて顕著な成果を見ることができ

る。

さらに最近，世界的傾向として脚光を浴びているリハビ

リテーション（リハビリ）技術の分野では，発電機の寿命

を大きく左右する固定子巻線の絶縁寿命について新たに統

計的手法による寿命予測法を提案した。

本稿では上述の各技術開発についてその概要を紹介する。

機種開発

２.１ バルブ水車発電機

バルブ水車発電機は河川の中に設置されるバルブの内部

に発電機が据え付けられるという特殊環境にあるため，通

常の発電機に比較して保守面で厳しい条件にある。

一方，バルブが河川水中にあるということは発電機の冷

却にとって有利な条件を示唆しており，富士電機では古く

からこの点に着目し，河川水を発電機冷却媒体として有効

に利用する技術を開発してきた。

バルブの周りを流れる河川水を利用した発電機の冷却方

式としては，トップノーズ内壁に銅フィンを配置し発電機

の冷却風と河川水の熱交換を行うフィン冷却方式，トップ

ノーズ内壁を二重化し二次冷却水を循環させ河川水との熱

交換を行わせることで発電機の冷却水を確保するダブルシェ

ル方式，固定子枠を一重シェル構造とし，固定子鉄心を直

接シェル上に配置することにより固定子で発生する熱を河

川水中に放散させる外被直接冷却方式がある。これらの冷

却方式は各機器の仕様，使用環境，顧客要求などによって

組み合わせて適用される。

フィン冷却方式適用の例としては1997年運転開始の関西

電力（株）美濃川合発電所向けバルブ水車発電機（26MVA，

60Hz，100 r/min）がフィン冷却方式適用の世界最大容量

機としてあげられる。同機はフィン冷却方式採用により発

電機の冷却水系統を省略し保守費用の最小化に大きく貢献

した。

ダブルシェル方式は河川水を直接冷却水として使用する

のが不適切なプラント環境の場合に採用される方式で，適

用例としては中国・バイロンタン発電所向け発電機（33.7

MVA，50Hz，93.8 r/min），パキスタン・チャスマ発電所

向け発電機（26MVA，50Hz，85.7 r/min）がある。パキ

スタン・チャスマ発電所向け発電機ではさらに固定子の冷

却に外被直接冷却方式を採用している。外被直接冷却方式

の場合は基本的に通風冷却を行う対象を回転子に限定して

考えてよく，同方式を採用することにより冷却水量の低減，

通風用電動ブロワ容量の低減などが図れ，プラントのラン

ニングコスト低減に貢献する。

徹底したメンテナンスフリー化をメインコンセプトとし

て設計・製作したバルブ水車発電機の例として，東北電力

（株）新鷹の巣発電所向けバルブ水車発電機（8.3MVA，50

Hz，200 r/min）を図１に示す。

同発電機では冷却方式としてすでに紹介したフィン冷却

方式および外被直接冷却方式を採用し，さらにそれらを併

用することにより今までバルブ水車発電機には採用が難し

いとされていた自己ファンによる通風方式の適用を実現し

た。この結果，多大な保守労力が必要な電動ブロワの省略

が可能になった。このほか同発電機には電磁力駆動ブレー

最近の水力発電用発電機技術
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キによる空気配管系統の廃止，ブラシレス励磁機，風冷軸

受の採用による油配管系統の廃止などメンテナンスフリー

化に向けた種々のアイデアが盛り込まれており，次世代バ

ルブ水車発電機の一つのモデルとして注目される。

２.２ 立軸バルブ水車発電機

立軸バルブ水車発電機は横軸バルブ水車発電機を垂直に

して，流路内に配置するという従来にない方式の水車発電

機であり，特に建屋面積の大幅な縮小，建設工事費の大幅

な削減が可能になることが特長である。

富士電機は1992年から東北電力（株）との共同研究により

この新しい概念のバルブ水車発電機の開発を行い，この結

果をもとに，出力 10,000 kWクラスの発電所に適用するこ

とになった（図２）。発電機の特長としては本発電機につ

いても外被直接冷却方式，フィン冷却方式の併用およびそ

の結果として電動ブロワの省略，ブラシレス励磁機の採用，

軸受冷却水省略などの技術を採用する計画であり，メンテ

ナンスフリー化が特長となる。また，構造的にはバルブの

支持方式が従来の横軸機に対し大幅に変わるため，詳細な

剛性解析を行い構造を決定した。本プラントは2002年に運

転開始の予定である。

２.３ 立軸水車発電機

最近の製作例として海外向け大形案件インド・マハラシュ

トラ州灌漑（かんがい）局（GOMID）ガトガール発電所

向け発電電動機（147MVA，50Hz，500 r/min）について

紹介する（図３）。同発電電動機は1998年 3 月に受注し，

1999年末に出荷の予定である。

機器の特徴としては高速揚水機であることから軸受配置

は普通形構造とし，通風方式は電動ブロワによる強制通風

方式とした。設計的には軸系の振動対策，高始動頻度に対

する耐ヒートサイクルおよび疲労強度設計に特に配慮した。

機器はインドの Bharat Heavy Electricals Ltd.（BHEL）

社との共同製作とし，発電電動機については機器を構成す

る部品単位で富士電機および BHEL 社でそれぞれ競争力

のある部品を分担して製作し，コストミニマム化を図るこ

ととしている。設計の際は製作元の設備能力，作りやすさ

などにつき BHEL 社と合同のデザインレビューを行うな

どの配慮を行い，品質の確保に努めるとともに製作上での

無駄な費用の発生をなくしていくことが必要となってくる。

コスト競争の非常に厳しい特に海外市場では今後このよ

うな製作形態が増えていくことは必至であり，そのような

環境のなかで安定した品質を確保していくための品質管理
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図２　立軸バルブ水車発電機
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技術も重要な要素となることが予想され，その意味合いか

らもガトガール発電所の最終結果に期待される。

要素技術開発

３.１ 通風冷却技術

通風冷却の技術は発電機の体格・効率といった基本的性

能およびコストに支配的な影響を与えるため古くから継続

的に研究開発が行われてきた。さらに，近年のコンピュー

タ技術の急速な進歩により発電機通風冷却性能の予測にも

流れ解析によるシミュレーション技術が取り入れられるよ

うになり，今まで把握できなかった発電機細部における冷

却風の挙動や，温度分布の状態を解析によりシミュレート

できるなどきわめて高い精度で予測できるようになってき

た。

富士電機では早くからこの手法に着目し，解析環境を充

実させるとともに，縮小モデルを用いた実験解析とのつき

あわせ検証などにより予測精度の向上に努め，シミュレー

ション法を確立してきた。

図４および図５に水車発電機への適用例を示す。図４は

発電機内風速分布のコンター図で，発電機内の冷却風の挙

動をきわめて端的に把握することができる。また，図５は

流れ解析と温度解析の連成解析によって求めた温度分布の

コンター図で，発電機各部の温度の状態を詳細に知ること

ができる。

これらのシミュレーション結果を総合評価することによ

り発電機内部の温度分布上の弱点を明確にし，さらに対策

案の効果をシミュレーションにて定量化することで，最適

な通風冷却方式を与えることが可能になる。

富士電機では現在まで，キーとなる幾つかの重要な発電

機に対しこの流れ解析によるシミュレーション法を適用す

ることで通風の最適化を行い，最終的には各機器に要求さ

れる内容に応じて体格の縮小や効率向上を実現してきた。

３.２ PTFEスラスト軸受

従来，水車発電機のスラスト軸受にはほとんどの場合ホ

ワイトメタルが適用されてきたが，最近，PTFEを軸受材

として使用したスラスト軸受が実用化されるようになって

きた。もともとこの技術はロシア（旧ソビエト連邦）で開

発され，1960年代から旧東欧諸国や中国で広く用いられる

ようになり現在までに多くの適用実績がある。しかし，西

側諸国での開発は1990年代の東西冷戦終結以降となる。富

士電機では1996年から英国のミッチェル社と共同で開発を

開始し，すでに国内および国外の幾つかのプラントに適用

してその優位性を実証してきた（表１）。

PTFE材の最大の特長は許容温度がホワイトメタルに比

べて大幅に高いことにある。したがって，ホワイトメタル

の典型的な事故モードである「溶損」という現象がなく，

信頼性の面で非常に安定した材料ということができる。ま

た軸受設計上は許容温度が高いことから，軸受面圧を従来

のホワイトメタル軸受に対し少なくとも 2倍以上に選ぶこ

とができ，軸受の小形化ひいては軸受損失の大幅低減など

が可能となる。さらに，静止摩擦係数が非常に小さなこと

も重要な利点の一つとしてあげられ，高圧給油装置の省略

など補機の簡素化を可能にする。

図６に PTFEを使用した軸受パッドを，また図７には
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図４　水車発電機の流れ解析例（風速分布）

図５　水車発電機の流れ解析例（温度分布）

表１　PTFEスラスト軸受適用プラント 

項　目 

Ffestiniog 
（英国） 

3,000

1,648
北海道電力（株） 
日高 

Dinorwig 
（英国） 

プラント名 

軸受荷重 

（kN） 

81

115

pv 値 

（MPa・m/s） 

12

9

2.8

4.98

平均面圧 

（MPa） 

パッ 

ド数 

29

23.2

5,130 16610 5.08 32

平均周速 

（m/s） 

純 PTFE

純 PTFE

純 PTFE 
（補強材 
入りに 

変更予定） 

某発電所 
（ヨーロッパ） 

5,096 7216 3.1 23.2
補強材入り 
PTFE

材　料 
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同一条件下で設計されたホワイトメタル軸受と PTFE軸

受の寸法比較例を示す。同例では，スラスト軸受の損失は

PTFE軸受の採用により 70 ％以下になる。なお，開発当

初は純 PTFEを軸受材として採用していたが，最近では

耐摩耗性に対し大幅な改良を加え，充てん材入り PTFE

を標準として使用している。

３.３ 絶縁技術

絶縁技術は電気機械の中核をなす技術として位置づけら

れ，電気機械の歴史が始まって以来，今日に至るまで常に

改良が加えられてきた。水車発電機の絶縁技術に関する開

発は主に高電圧の固定子巻線を対象として進められてきた。

開発のポイントとなる指標は耐熱温度，耐電圧値，短期

および長期運転に対する機械的・電気的耐久度などである

が，最近では世相を反映してコイルシステムの低コスト化

も開発の大きな目標として加えられるようになってきた。

絶縁技術は設計，材料，製作，および品質保証技術すべ

てを包含する総合技術であり，また生産設備の種類，能力

によって絶縁システムそのものも変わる要素があるため，

開発は機種戦略に基づいた設備計画を含む長期計画にのっ

とり，各分野でバランスよく行われる必要がある。

図８には富士電機における絶縁技術の変遷を，また図９

には絶縁技術の進歩を端的に表す固定子巻線の主絶縁厚さ

の変遷を示す。固定子巻線における絶縁厚さの縮小は，単

に固定子巻線の寸法を小さくするという利点を引き出すの

みにとどまらず，コイルシステムの熱放散性能を改善し体

格，効率といった機器全体の性能を左右する重要な要素に

富士時報 Vol.72 No.10 1999
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図６　PTFEスラスト軸受
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図１０　固定子巻線の小形化
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大きく影響を及ぼすため開発の重要なポイントとなる。

図 にここ15年ほどの間で行われた固定子巻線の小形化

の例を示す。絶縁厚さの縮小はコイルシステムの熱放散係

数を改善するため巻線の電流密度を上げることが可能とな

る。図 に示されるようにコイル断面積は約 80 ％にまで

縮小されており，さらに将来この縮小化の方向は進むもの

と考えられる。

３.４ 発電機固定子巻線の余寿命診断技術

既設プラントの計画的保守および改修はプラントを効率

的かつ経済的に運用するための重要な条件である。このた

めにはプラントを構成する各機器について現状の状態を正

確に把握し修理交換までの時期をできるだけ正確に予測す

る技術が必要となる。水力プラント機器についてもこのリ

ハビリ技術分野では機器のモニタリング技術や寿命予測技

術などさまざまな方向で開発が行われているが，水車発電

機に関しては固定子巻線の余寿命診断技術がこの分野で中

心となる技術の一つであり，各社で開発が進められている。

富士電機では顧客の協力を得て多数の老朽化コイルのサ

ンプルを収集し，それらについて蓄積された詳細調査デー

タ（絶縁診断データ）を分析・整理することにより余寿命

予測の精度改善を行ってきた。サンプルコイルについての

絶縁診断データは，使用年数の異なるコイルについての各

種特性試験，および使用限界を明確にするために行われる

最終的な破壊試験により得られるが，それらのデータは

種々のパラメータを用いて使用年数と絶縁破壊電圧（BDV）

との相関性を明確にした形で整理され蓄積される。富士電

機では上述の方法で今まで多くの絶縁診断データを蓄積し

てきたが，最近これらのデータを統計的な手法で分析・整

理することにより精度のよい余寿命予測法を確立した。図

には実際の機械における余寿命予測例を示す。

この手法では絶縁診断データからまず平均レベルの残存

破壊電圧を多重回帰式を用いて推定し，その値に対して－3σ

をばらつき幅として下限レベルを設定する。そしてこの下

限レベルが必要絶縁耐力以下となる時点を巻線の寿命，す

なわち更新時期とする。サンプルコイルについての絶縁診

断データの蓄積が増えることにより余寿命予測のさらなる

精度改善が期待される。

あとがき

富士電機の最近の水車発電機技術についてその概要を述

べた。詳細については既発行の論述をご参照いただきたい。

ユーザー各位に対しては富士電機の水車発電機技術につい

てご理解を深めていただければ幸いである。

冒頭に述べたようにプラント全体の最も経済的な運用を

追求する動きは全世界を通じてますます高まる傾向を示し

ており，富士電機としてもこのような市場の要求に対応し

た技術開発成果を今後もユーザー各位のご指導を賜りなが

ら積極的かつスピーディに提案していく考えである。今後

の主な開発テーマとしては，

™新絶縁システムの開発

™高品質・低コストの機種開発

™改修・修理システムの開発

などが考えられる。

最後に，国内ユーザー各位には富士電機の技術開発に対

し深いご理解・ご指導をいただき，ここに心から感謝の意

を表する次第である。

参考文献

大谷和雄ほか：大形バルブ水車・発電機の冷却技術，富士

時報，Vol.70，No.9，p.466-470（1997）

氏家隆一・山本勉：回転電気機器の通風冷却技術，富士時

報，Vol.69，No.9，p.494-497（1996）

氏家隆一：大形回転機用軸受の技術進歩，富士時報，Vol.70，

No.9，p.480-483（1997）

中山昭伸ほか：発電機固定子コイルの非破壊絶縁特性を用

いた残存絶縁耐力と余寿命の推定方法，平成11年電気学会全

国大会，No.397（1999）

（4）

（3）

（2）

（1）

１１

１０

１０

538（12）

富士時報 Vol.72 No.10 1999
B
D
V
（
％
）
 

120

100

80

60

40

20

0
0 10

運転年数（年） 
20 30

平均レベル 

下限レベル（平均値－3σ） 

運転に必要な絶縁耐力：31.35％（2　＋1kV） E
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まえがき

水力発電所における制御装置の省スペース，コスト低減

をめざし，富士電機は電気式調速装置（ガバナ）および自

動電圧調整装置（AVR）も含めた一体化制御装置を開発

してきており，初号機の納入からすでに十数年経過してい

る。また，納入発電所も80か所にものぼる。

しかしながら，近年，発電市場においては建設コストお

よび設備更新コストの削減指向が強く，特に小水力分野で

一層その傾向が顕著であり，さらなるコスト削減が要求さ

れている。

本稿では，このような市場環境を背景にしたコスト重視

の「最近の水力発電所の制御システム」の概要を紹介する。

制御・保護・監視一体化制御盤

コスト重視の「制御・保護・監視一体化制御盤」は，富

士電機の従来の「一体化制御盤」よりもさらに合理化を進

め，保護継電器の機能は独立させたままディジタル化で多

要素化を図った多機能ディジタル保護継電器を採用し，要

素あたりのコストおよび取付けスペースを削減している。

また，制御装置と多機能ディジタル保護継電器とをデー

タバスで接続し，盤内配線の削減を実現している。

制御・保護・監視一体化制御盤の基本システム構成を図

１に，実際の一体化制御盤の外観を図２に示す。

制御・保護・監視一体化制御盤の特徴は以下のとおりで

ある。

耐圧は一般産業界に広く採用されている 1,500V １分

間とすることでシステムを構築する機器の選択肢が増え，

より低コストで最適なシステムを実現している。

制御部，保護継電器部，監視表示部および伝送部をそ

れぞれ独立させているため，部分的な更新が容易である。

また，近年の電子機器のめざましい進歩に柔軟に対応し

た最新のシステムを構築することが容易である。

独立した各部はデータバスで結合しているため配線量

を低減できる。

制御部には富士電機の最新のプログラマブルコントロー

ラ（PLC）「MICREX-SX」を採用し，主機自動制御と

AVRおよびガバナを別モジュールとしているため，多

（4）

（3）

（2）

（1）
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相場　　茂（あいば　しげる） 小林　　高（こばやし　たかし）
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保護継電器 テレコンとの 

伝送はモジュ 
ールの追加に 
て行う。 

2台のタッチパネル形 
操作・表示ユニットに 
より並列操作が可能で 
ある。 

保護情報はリンク結合 
により，制御用PLCに 
通知する。 

Tリンク 

プラント情報の入力制御信号の 
出力を行う。 
分散配置とすることにより，リ 
モート I/Oシステムも容易に実 
現できる。 

図１　制御・保護・監視一体化制御盤の基本システム構成

図２　一体化制御盤の外観
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様なプラントにフレキシブルに対応できる。

以下に各部の概略を紹介する。

２.１ 制御部（入出力部を含む）

低コストで高性能なMICREX-SX を採用し，基本命令

20 ns および入出力リフレッシュ 1ms と高速演算を実現し

ている。電源およびディジタルインタフェースはDC24V

を，アナログ入出力は汎用性の高いDC＋－10Vを基本とし

ている。

ガバナ用の周波数入力は SSG（Speed Signal Generator）

に対応したパルス信号を標準としており，これも汎用性の

高いパルス入力モジュールで実現している。

また，付加機能としてもMICREX-SX の豊富な機能や

オプションモジュールを採用することができる。

２.２ 監視表示部

従来のメータ，表示器および操作スイッチに代わるもの

として，多様性のある大画面プログラマブル操作表示器

（POD）を採用している。

これにより従来の監視制御用スペースの大幅な削減が可

能となるとともに，盤面の固定化・標準化ができるメリッ

トがある。

また，標準システムでは PODを 2台装備しているため，

計測画面を見ながらの操作や 1台異常時のバックアップ操

作などが可能となり，操作性および信頼性の向上が図られ

ている。

画面は，通常の水力発電所に要求される以下のものを標

準的に備えている。

スケルトン画面

主機操作画面（図３）

メータ（計測）画面（図４）

30S（状態表示）画面

30F（故障表示）画面

モニタ画面

設定画面

ステップ画面

ヘルプ画面

また，PODは無操作時間を監視し自動消灯させること

により長寿命化に配慮した設計としている。

２.３ 保護継電器部

制御・保護・監視一体化制御盤のキーコンポーネントで

ある保護継電器部には，低コスト・省スペースを実現した

水力発電所用多機能ディジタル保護継電器（F-MPC210）

を開発した。

保護要素は一般水力発電所によく使用されるものに限定

するとともに，外部配線は保護に必要なものに極力絞って

いる。保護継電器部の特徴は以下のとおりである。

保護対象のユニット化

発電機ユニット，母線ユニット，差動保護ユニットおよ

び変圧器保護ユニットと保護対象ごとにユニット化してい

るため，プラントごとにフレキシブルに保護システムを構

成できる。

図５に各ユニットの単線結線図例を示す。

ハードウェアの標準化

各ユニットの CPU，補助変成部，表示設定部，出力部

などのハードウェアは標準化され，同一構成・同一形状に

なっている。

要素の標準化

各ユニットに搭載される保護要素も標準化し，プラント

ごとの個別対応をなくすことで一層の低コストを実現して

いる。

表１に構成要素および共通仕様を示す。

表示出力の簡素化

各ユニットの動作要素の表示用個別出力はデータバスを

経由し制御部 PLCに送っており，保護継電器部からの直

接出力は一括の保護用出力に限定することで外部配線の簡

素化を図っている。

CPUの二重化

内部 CPUはメイン用とフェイルセイフ用とに独立させ，

両系 CPUのアンド出力とすることで信頼性の向上を図っ

ている。

図６に内部の概略構成を示す。

自動監視機能の充実（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　POD計測画面の例

N99-2254-4

図３　POD操作画面の例

N99-2254-3
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ディジタルリレーの特徴である常時監視および自動点検

機能を充実させ，アナログ入力部から出力部までのほぼ全

域をカバーし，高信頼性および保守性の向上を図っている。

２.４ テレコン子局

テレコントロール（テレコン）子局機能は独立した伝送

部モジュールを制御部とデータバスによって接続し，テレ

コン専用の入出力部をなくすことで，低コストと省スペー

スを実現している。

伝送仕様は電気共同研究仕様に準拠した CDT（Cyclic

Digital Telemeter）方式を標準としている。

系統連系保護リレー

近年は民間および公営の水力発電所において「電力系統

連系技術要件ガイドライン」にて指定される能動的単独運

転防止装置の設置が必須（ひっす）になってきている。

逆潮流のある発電所においては，能動的単独運転防止装

置または転送遮断装置の設置が連系の要件として義務づけ

541（15）
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図５　多機能ディジタル保護継電器の単線結線図例 表１　継電器要素および共通仕様 

機　能 概　要 

保護機能 
＊：定格 
　　周波数の 
　　80～ 
　　300％の 
　　広周波数 
　　帯域対応 

発
電
機
保
護 

�発電機過電流保護
＊

　　（51） 
�発電機短絡保護　　　（51H） 
�発電機過電圧保護　　（59） 
�界磁喪失保護　　　　（40） 
�発電機地絡過電圧保護（64G） 
�発電機地絡方向保護　（67G） 
�位相差検出　　　　　（25S） 

母
線
保
護 

�母線不足電圧保護
＊

　　（27B） 
�過周波数保護　　　　（95H） 
�不足周波数保護　　　（95L） 
�母線地絡過電圧保護　（64B） 
�巻線地絡過電圧保護　（64V） 

表示機能 
�保護継電器整定値表示 
�継電器動作表示 
�装置異常表示 

自己監視 
　　機能 

�常時監視機能 
�自動点検機能 
�手動点検機能 
�ランプテスト 
�強制動作 

差
動
保
護 

�発電機内部短絡保護　（87） 
�発電機内部地絡保護　（87G） 
�発電機地絡過電流　　（51N） 

T リンク 
伝送機能 

�保護継電器動作信号 
�保護継電器整定値 
�保護継電器整定値 

共通仕様 

冷却方式 

準拠規格 

定
　
格 

周囲温度 

変
圧
器
保
護 

�変圧器内部短絡保護　　　　（87T） 
�変圧器差回路過電流保護　　（HOC） 
�変圧器過電流（反限時）保護（51T） 
�変圧器過電流（瞬時）保護　（51TH） 

周波数 

自然空冷形 

保護継電器の仕様は下記の規格に準拠 
電力規格  B-402 
電気学会  JEC-2500（電力用保護 
　　規格　　　　　　　　　　 継電器） 
　　　　  JEC-2510（過電流継電器） 
　　　　  JEC-2511（電圧継電器） 
日本電機  JEM-1336（高圧配電線用 
　工業会　　　　　　 　地絡方向継電 
　　規格　　　　　　 　　　　　　器） 

50 Hz または60 Hz

電　圧 AC110 V

零相電圧 AC110 V/190 V

電　流 AC 5 A

零相電流 AC 1.5 mA

定格値消費電力 2.0 VA以下 

制御電源 
DC100/110 V 
（許容変動範囲80～143 V） 

制御電源負担 40 W以下 

0～＋40℃，ただし1日に数時間程度 
－10～＋50℃を許容 

保存温度 －20～＋70℃ 

相対湿度 20～90％RH

 

入力 
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図６　多機能ディジタル保護継電器の構成
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られており，設備の簡素化および保守の容易さから能動的

単独運転防止装置が望まれているためである。

富士電機でもこうしたニーズにこたえるために，数年前

から能動的単独運転検出装置の開発に取り組んできた。

以来，シミュレーションおよび模擬装置による検証を経

て，1999年春，2,000 kWクラスの実機に初めて適用し良

好な結果を得た。

回転機系では困難とされる無負荷付近の微少潮流（約

１％）時の遮断による単独運転検出が可能であり，実用に

耐え得るものと評価している。

単独運転検出機能の原理は「無効電力変動方式」といわ

れる能動式を採用しており，発電機のAVRの電圧設定器

に常時規則的な外乱を与え，単独運転時に現れる微少周波

数変動を検出し単独運転と判断している。

また，この単独運転検出機能を付加した「単独運転検出

機能付系統連系保護装置」は，前述したユニット形多機能

保護リレーと同一のハードウェアを使用しているため，信

頼性・保守性とも水力発電所用保護継電器として統一され

たものとなっている。

表２に単独運転検出機能付系統連系保護装置の仕様を示

す。

発電所監視・操作・記録システム

発電所の制御システムにおいてディジタル制御装置の適

用率が高まるなかで，一層の操作性の向上と収集したプラ

ント情報を有効に活用することによる保守の省力化を狙っ

た低コストの「監視・操作・記録システム」（パートナー

PS）を開発し，納入してきた。

従来，この種のHCI（Human Computer Interface）装

置はミニコンピュータやエンジニアリングワークステーショ

ンをベースにしたものが多くかなり高価なシステムであっ

たが，近年のパーソナルコンピュータ（パソコン）の処理

能力の向上やグラフィックユーザーインタフェースに優れ

たオペレーティングシステム（OS）の出現などを背景に，

パートナー PSは主制御部分にパソコンを採用したシステ

ムとし，大幅な低コスト化を実現している。

本システムは CRTを 2台用いた並列システムを標準と

しているが，CRT１台のシングルシステムから，CRT３台

以上の大規模システムまで，プラントの規模に応じてシス

テムを構築できる。

以下に実際に適用したシステムの納入例の概略を記す。

４.１ パートナーPSの基本仕様

外　観

™専用デスクタイプ（21インチカラーCRT）

™デスクトップタイプ（汎用CRTすべてに対応）

操作方式

™タッチパネル

™専用キーボード

™JIS キーボード

™マウス

操作・監視

™プラント画面（255 画面）

™ポップアップ画面（255 画面）

™警報画面（16件/ページ× 63）

™履歴画面（16件/ページ× 188）

™運転保守画面（16件/ページ× 63）

™監視・操作点数（DI：6,144，DO：2,048，AI：512，

AO：256）

記　録

™高速トレンド（8ペン/画面× 6）

0.2 秒以上のサンプリング 4,096 データ

™標準トレンド（8ペン/画面× 50）

２秒以上のサンプリング 4,096 データ

™長時間トレンド（8ペン/画面× 8）

２秒以上のサンプリング 32,768 データ
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表２　系統連系保護装置の仕様 

機　能 概　要 

保護機能 

単独運転 
検出機能 

計測機能 

�短絡保護（INST） 
�過電流保護（OC：反限時） 
�地絡保護（DG） 
�過電圧保護（OV） 
�不足電圧保護（UV） 
�地絡過電圧保護（OVG） 
�過周波数保護（OF） 
�不足周波数保護（UF） 

�能動的方式　（△F1，△F2 ） 
�受動的方式　（△F ） 
�外乱機能（能動的方式用無効電力変動指令） 

共通仕様 

冷却方式 

準拠規格 

定
　
格 

周囲温度 

�現在周波数 
�周波数偏差 

自己診断 
　　機能 
試験機能 

�常時監視機能 
�自動点検機能（24時間定周期起動） 
�手動点検機能（任意起動） 
�ランプテスト 
�保護継電器強制動作 

周波数 

自然空冷形 

50 Hz または60 Hz

電　圧 AC110 V

零相電圧 AC110 V/190 V

電　流 AC 5 A

零相電流 AC 1.5 mA

定格値消費電力 2.0 VA以下 

制御電源 
DC100/110 V 
（許容変動範囲80～143 V） 

制御電源負担 40 W以下 

0～＋40℃，ただし1日に数時間程度 
－10～＋50℃を許容 

保存温度 －20～＋70℃ 

相対湿度 20～90％RH

保護継電器の仕様は下記の規格に準拠 
電力規格  B-402 
電気学会  JEC-2500（電力用保護 
　　規格　　　　　　　　　　 継電器） 
　　　　  JEC-2510（過電流継電器） 
　　　　  JEC-2511（電圧継電器） 
日本電機  JEM-1336（高圧配電線用 
　工業会　　　　　　 　地絡方向継電 
　　規格　　　　　　 　　　　　　器） 



最近の水力発電所の制御システム

™帳票（52項目/票× 30）

日報，月報，年報などのフリーフォーマット

™ハードコピー（カラービデオプリンタ）

４.２ システム構成

標準装備している高速データバス（Pリンク）を経由し

て発電所制御用PLCと結合し，管理所での監視制御を行っ

ている。Pリンク用伝送路は光コンバータおよび光ファイ

バケーブルを採用し耐ノイズ性に優れた長距離伝送路とし

ている。

外部入出力，警報出力およびデータ処理には小形汎用

PLC を採用し，他社製装置とのインタフェースもこの

PLCを介して実現している。

画面作成は，プログラムレスの作画機能やワードプロセッ

サ感覚で操作できる帳票作成などの豊富なグラフィックツー

ルを使用して簡単に画面の設計を行うことができる。

図７にパートナー PSのシステム構成を示す。

４.３ 監視操作画面

操作画面では画面上のシンボルを選択することによりポッ

プアップ画面が表示される。この画面に操作対象機器の状

態を表示することにより，誤操作防止を図っている。

状態表示・計測表示はスケルトン画面や計測画面などの

目的に応じた画面にグラフィカルに表示することにより，

視認性の向上を図っている。

図８に水車の状態画面の例を示す。

警報画面では現状の故障を表示窓で一括表示し，容易に

全体が認識できるようにしている。また，標準装備の履歴

画面では，項目の割付けのみで発生・復帰時刻を記録し，

表示項目もグループ分けによる選択表示が容易にできるよ

うに考慮している。

図９に警報表示窓の例を示す。

帳票画面では標準装備されている収集機能により，電力

量や流量などの日報，月報および年報データを容易に帳票

化でき，これらのデータは容易な画面設計によって，必要

なデータのみ任意に印字出力することができる。

また，収集データはテキストデータとしてフロッピーディ

スクに出力し，保存・管理をしている。

あとがき

以上，低コストを主眼においた最近の水力発電所制御シ

ステムの概要を紹介した。

今後もますます低コスト化が求められるものと思われる

が，システムの構築にあたっては選択肢を広げ，世の中に

多く出回っている安定した製品をベースに，品質・信頼性

を損なわない安価なシステムを提供していきたいと考えて

いる。

最後にこうしたシステムの採用に理解を示していただい

たお客様に深く感謝の意を表する次第である。
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まえがき

1997年12月に京都で行われた気候変動枠組み条約第 3回

締約国会議（地球温暖化防止京都会議）では二酸化炭素な

どの温室効果ガスの排出量の削減量が決められた。2008年

から2012年の 5年間に日本は1990年比で 6％の削減を義務

づけられた。二酸化炭素の排出量削減の対策は省エネルギー

をさらに推進するか，化石燃料に代わる新エネルギーを導

入するかである。再生可能なクリーンエネルギーとしては

水力，太陽光，風力があげられる。

クリーンエネルギーの代表格として水力発電設備はこれ

までに国内に多数建設されてきたが，ここにきて水力の社

会的評価は厳しくなっている。高度経済成長時代のように

大規模なダムを建設し，河川をせき止めて大容量の電源を

確保することは，環境保護の観点からは好ましくないとい

う時代になってきた。

もはや水力の新規建設はないのかといえば決してそうで

はない。地球環境の保護に貢献するという立場で述べれば，

例えば，二酸化炭素に関しては水力が太陽光，風力を下回

り，最も排出量の少ないエネルギー源といわれている（図

１
（1）

）。図中の排出量は単に建設された設備が運転中に排出

する二酸化炭素だけではなく，原材料の生産から機器の製

作，建設まで含めたトータルな排出量を算定している。以

下に，環境保護に貢献するという観点から富士電機の小水

力技術を紹介する。

小水力用水車技術の動向

表１に最近 5年間に富士電機が納めた小水力発電設備

（ここでは容量 2,000 kW以下とした）の製作実績を示す。

最近の小水力は次のような特徴がある。

最近の小水力発電技術
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図１　発電システム別の二酸化炭素排出量

表１　最近5年間の小水力発電設備の製作実績（2,000 kW以下） 

発電所名 

顧客名 
項　目 

水　車　形　式 

　 水 車 出 力（kW） 

　 有 効 落 差（m） 

　 回 転 速 度（r/min） 

　  流　　　　量（m3/s） 

　  ランナ代表径（mm） 

発 電 機 形 式 

　  容　　　　量（kVA） 

　 発電機電圧（kV） 

日向見 

群馬県 

横軸フランシス 

1,120 

65.86 

750 

2 

700 

同期機 

1,100 

6.6

瑞慶山ダム 

沖縄総合事務局 

クロスフロー 

83 

12 

310 

0.89 

460 

同期機 

85 

0.44

塩川 

山梨県 

横軸フランシス 

1,200 

50.34 

600 

2.8 

840 

同期機 

1,200 

6.6

広野 

福井県企業庁 

横軸フランシス 

1,490 

54.4 

720 

3.2 

770 

同期機 

1,500 

6.6

三春ダム 

東北地方建設局 

クロスフロー 

1,020 

43.9 

275 

3 

1,000 

同期機 

1,080 

6.6

比奈知ダム 

水資源開発公団 

クロスフロー 

88 

38.41 

720 

0.3 

340 

同期機 

90 

0.44

臼中 

富山県農林水産部 

横軸フランシス 

968 

57.5 

900 

2 

580 

同期機 

980 

6.6



最近の小水力発電技術

大きな多目的ダムの直下に発電所を建設する傾向

従来のダム式の水力発電設備では落差を確保するために

発電所はダムよりもかなり下流に設置され，ダム下流から

発電所までの間の河川には水が流されていない。そのため，

ダム下流の河川が枯渇し，水棲（すいせい）物の生態系に

影響を及ぼすおそれがあるため維持放流が行政指導されて

いる。維持放流では目的が生態系の保護であるため，今ま

では放流の水力エネルギーが回収されることはなかった。

また，水の運用もダム式の場合には電力需要のピーク時

に集中的に運転する方式が一般的であるが，表１の例では

責任放流量の水を使って常時運転する方式が採用されてい

る。

水車の機種は横軸フランシス水車あるいはクロスフロー

水車が主流

発電機器のコストダウンを目的に横軸フランシス水車お

よびクロスフロー水車が適用されている。富士電機のクロ

スフロー水車の納入例のうち，三春ダム発電所（1,020 kW）

は最大容量品であり，瑞慶山ダム発電所（83 kW）は最小

容量品である。

落差は 100m以下，水量は 3.5m3/s 以下

多目的ダムの規模と自流，維持放流という目的からこの

ような落差と水量の範囲となっている。

発電機は同期機が主流

この理由としては，主に下記が考えられる。

これらの設備はダム管理用の電源として運用されて

いるので，系統事故が発生した際には系統から独立し

て自立運転を行う必要がある。

誘導発電機とした場合，負荷に応じて力率を一定に

調整できないなど，誘導発電機固有の特性が系統連系

する配電線へ悪影響を及ぼすとの判断がなされた。

このように最近の小水力の動向としては，電力事業用の

発電設備以外の分野で需要が伸長しつつある。以下にその

概要を説明する。

２.１ 維持放流用小水力水車

既設ダムの維持放流地点は日本全国で 200 地点以上存在

する。しかし，発電容量が 1,000 kW以下と小規模のため

従来の事業用水力発電設備として計画すると経済性が悪い。

発電設備のなかの水車本体コストを下げる工夫がポイント

となる。

オーダーメード品ではなく，市販の標準ポンプが採用で

きるならば大幅なコストダウンが可能である。この場合，

市販のポンプを流れと回転の方向を逆転させて水車として

使用する。ポンプ逆転水車の問題点は，ポンプの設計点と

実際に運転する水力資源の仕様がマッチしないと出力不足，

キャビテーション壊食，振動・騒音が発生することである。

表１で紹介した多目的ダム用の水車では下流への責任放

流量が時間帯や季節で変化し，ダムの水位も季節的に変化

する。ポンプ逆転水車を適用した場合，発電できる時間帯

は制限され，設備の利用率が下がる。また，専用の水車に

比べると効率が低い。このような理由から富士電機では横

軸フランシス水車，クロスフロー水車を採用している。

落差が変化する地点への適用には横軸フランシス水車が

適し，流量変化の大きい地点にはクロスフロー水車が適し

ている。ガイドベーンを切り換えて水量を 3/3，2/3，1/3

に変換して運転ができるため（図２），年間の発生電力量

の改善に貢献している。

ガイドベーン，ランナベーンを操作するサーボモータも

部品点数の多い油圧式から簡単な構成の電動式サーボモー

タを採用して本体コスト，メンテナンスコストを削減して

いる。

２.２ 水道設備向け水車

ダムの維持放流水車以外にも上下水道設備のなかに存在

する遊休落差を用いた水力資源がある。富士電機は1993年

に上水を利用したフランシス水車発電設備（有効落差

81.82m，1.34m3/s，出力 840 kW）を群馬県の県央第一水

道発電所に納入している。飲料水に水車を適用する場合の

考慮すべき内容は以下の 3点があげられる。

水道水は次亜塩素酸ソーダを含有しており，水質を変

化させない工夫が必要である。

水道の配管は複雑であり，水車がトリップ停止する場

合に発生する水圧上昇は，すべての配管において許容圧

力を満足しなければならない。

飲料水であるため，水車発電設備から流水中に不純物

を混入させてはならない。

県央第一水道発電所は，運転が開始されてから 6年が経

過しているが順調に稼動中である。

なお，水道設備は配管が長いので，水力損失が大きく，

計画落差と実際の落差が異なることが多いので，落差，水

量を計画時に詳細に把握しておくことが重要である。最近

では，水車が運転を急きょ取りやめて停止する場合，ある

いはその反対に水車を急きょ運転しなければならない場合

にも，下流の水道設備への供給水量の変化量を最小限にし

たいという要求も加えられてきた。

２.３ 湧水発電，農業用水発電

水道設備の遊休落差と同様の資源はほかにも考えられる。

例えば大規模トンネル設備で無効処理している湧水（ゆう

すい）は，その流量と落差によっては十分な資源となる。

（3）

（2）

（1）

（b）

（a）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図２　横軸フランシス水車とクロスフロー水車の特性比較



最近の小水力発電技術

また，農業用水もこれから期待できる水力発電資源である。

25mの落差，0.5m3/s の水量の水力資源があれば 100 kW

程度の発電が可能である。

湧水や農業用水の持つポテンシャルがどの程度になるか

を簡単に測定する方法を以下に説明する。

落差の測定

発電用に水を取り込む場所および発電設備からの水を放

流する場所の標高を調べる。両者の差が概略の有効落差H

になる。

流量の測定

湧水あるいは農業用水が河川に放流されるまでの経路は

種々の状況があるが，その経路の途中で寸法（幅と深さ）

が分かっている人工的な水路（側溝など）が流量測定に適

する。

水路中のなるべく直線部において水深を測定する。例え

ば，ひもまたはロープにおもりを付けて流水中に垂らす方

法で測定できる。水深と水路の幅を乗じて流れの断面積 A

を求める。

また，ストップウオッチとメジャーを用いれば流れの速

度が測定できる。例えば，10m間隔でマーキングしてお

き，目立つ色の浮体を投げ込み，マーキング間を通過する

時間を測定することにより流れの速度 Vが測定できる。流

速は浮体を投げ込む位置によって異なるので，位置を変え

て，各位置で 5回程度繰り返して平均的に求めるのが望ま

しい。

断面積 A（m2）と流速 V（m/s）を乗じたものが流量 Q

である。

発電可能電力

以上により発電可能電力は概略下式で求まる。

P（kW）＝ 9.8 × Q× H× 0.8 ………………………

小水力用電気設備の動向

今までの中小容量の水力発電所は，電力会社が運営する

設備を除いて，発電させた電気を一般の電力系統に流すこ

と（以降，逆潮流という）が容易ではなかった。

しかし，1986年 8 月に通商産業省資源エネルギー庁公益

事業部から，各通商産業局および一般電気事業者あてに

「系統連系技術要件ガイドライン
（2）

」（以降，ガイドラインと

いう）が通知され，ある技術的要件を満足するように計画

すれば一般の自家用発電設備を高圧専用線に接続し，さら

に逆潮流もできるようになった。これを受けて，各電力会

社もその逆潮流した電力量分を発電設備設置者に返金する

制度（売電）も盛んに実施されるようになった。

さらに，1993年 3 月には，専用線だけではなく高圧一般

配電線や低圧配電線までも接続対象にすることが可能なよ

うに技術的要件が追加改定され，今まで比較的中容量以上

の設備が対象であった電力会社との売電契約も，小容量の

発電設備まで緩和された。

このようなガイドラインが整備されたことで，そこに明

記されている技術的要件を満足させるように計画すれば，

県企業局や民間企業が設置した比較的小容量の水力発電設

備の発生電力を自らの構内だけで消費するのではなく，消

費できない電力は余剰電力として系統に逆潮流させ，電力

会社に電気を売るということが可能な時代となった。

３.１ 系統連系するための技術的要件

各電力会社が布設した配電線に水力発電設備を連系させ

る場合，前述したガイドラインの指針に準じた保護装置を

設置する必要がある。

小容量水力の場合は，6.6 kV の高圧配電線との連系が主

流であるので，高圧配電線に接続するのに必要な保護装置

を以下に列記する
（2）

。

™地絡過電圧継電器（64B）

™過電圧継電器（159）

™不足電圧継電器（27B）

™方向短絡継電器（167S）（同期発電機の場合）

™周波数上昇継電器（195H）

™周波数低下継電器（195L）

™逆電力継電器（167R）（逆潮流がない場合）

™単独運転防止装置もしくは転送遮断装置（逆潮流が

ある場合）

基本的にこのガイドラインは，配電線側で作業をする各

電力会社の保守作業員の安全および同一配電線に接続され

る一般需要家の保護を第一に考えたものであり，配電線側

や電力会社が設置した配電線用変電所で何か事故が発生し

た場合に，その配電線に接続している発電設備からの発生

電力が他の需要家に供給できないようにその発電設備を安

全に停止させることを主眼に置いたものである。

したがって，上記の保護装置が働いた場合には，発電設

備を電力系統から解列させる必要があり，一般的には発電

所側の系統連系点に設置した遮断器で遮断している。

３.２ 単独運転防止装置付系統連系保護装置の開発

従来は逆潮流ありの場合，連系する遠方の配電線用変電

所の遮断器開放信号を通信線を介して発電設備に伝送し，

系統連系点の遮断器を開放させる「転送遮断方式」を採用

する方式が主流であったが，この方式は信頼性はあるもの

の配電線用変電所に信号伝送装置が必要になることと，発

電所と変電所間に長距離の通信ケーブルを布設しなければ

ならないなどの理由から，全体として非常に高価な設備と

なる。これらの理由から特に 500 kW未満の小容量の水力

発電設備では発電設備設置者は，転送遮断装置の設置を懸

念する傾向にあった。

それに比べて単独運転防止装置は，配電用変電所に新た

に装置を設置する必要はなく，発電設備側のみで対応可能

であり，コスト面でも前者より安価にできる。しかし，こ

の装置は主に太陽光発電のような静止形電源としての系統

連系保護装置としてはすでに取り入れられているが，水車

発電機のように回転体を用いた発電設備へ適用できる装置

としては今までほとんど開発されていなかった。

富士電機は，これからの小水力発電設備の需要に先駆け，

（1）

（3）

（2）

（1）
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PAS（屋外柱上設置） 

責任分界点 

MOF WH WH

(送) (受)

167S 151

195H 195L 159 27B

64B

 

単独運転防止機能付 
系統連系保護装置(MPC-210)

152 
VCB系統事故 

時，単独 
運転防止 
装置から 
遮断信号 
送出 

単独運転 
防止装置 

自動制御盤 送電遮断器盤 

発電機 
遮断器盤 

15VA 
×2

15VA 
×2

昇圧用変圧器（盤外設置） 

M.Tr 
6,600/ 
440V

52 
ACB 
または 
MCCB

Ex.Tr
51

64G

59

A WH

WT SG

W

V

440/210 
－105V

H.Tr 
10kVA

所内変圧器盤 

 

自動制御盤 

PLC 
(F-120S) 
15，同期並列 
流調 

ミニUPS
AC/ 
DC

各種保護 
継電器の 
電源へ 

遮断器電源 
（コンデンサ 
引外し装置要） 

12 
13

簡易形ディジタル 
保護継電器(MPC-210)

440V

Ex SS 
G

AVR

図３　概略単線結線図（同期発電機，単独運転防止装置案）
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運転防止 
装置から 
遮断信号 
送出 
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継電器の 
電源へ 

遮断器電源 
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ンサ 
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図４　概略単線結線図（誘導発電機，単独運転防止装置案）
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DO 

FETC-10

子局 
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回線　2線双方向 

専用線またはNTT回線 

図５　転送遮断装置のシステム構成

表２　転送遮断装置の基本仕様 

回　　　　　　　線 

信　　　　　　　号 

2線（半二重伝送） 

FSK変調方式　1,200ビット/秒 

伝 　 送 　 手 　 順  ポーリング伝送制御方式 

伝送エラーチェック SUMチェック 

伝 　 送 　 容 　 量  上り，下りともSV15点 

電　　　　　　　源 AC100 V またはDC110 V

絶 縁 耐 圧 ， 抵 抗  
AC1,500 V 1分間， 

DC 500 Vメガー 10 MΩ以上 

伝 　 送 　 距 　 離  伝送損失 30 dB・m　600 Ω回線約30 km

送　出　レ　ベ　ル 0 dB・m～ 

回　線　断　検　出 －42 dB・m±3 dB・m

回線インピーダンス 600 Ω±20％ 

装 　 置 　 故 　 障  
回線断，情報更新不良， 

ハードウェア異常（CPU不良を除く） 

設 　 置 　 環 　 境  
周囲温度0～＋40℃， 

相対湿度20～90％を超えないこと 

DI

FETC-10S FETC-DI/O
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基本ブロック最小回路 
（DI15，DO15） 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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（正面図） （側面図） 
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名称および機能 
①：電源スイッチ（オン時緑LED点灯） 
②：入力ヒューズ（0.5 A） 
③：電源接続端子台 
④：回線接続端子台 
⑤：データ入出力端子台 
 

図６　装置の外形寸法図



最近の小水力発電技術

逆潮流を実施する場合の系統連系に必要な単独運転防止装

置機能と保護継電器機能をコンパクトに集約させた新しい

系統連系保護装置を開発した。

この装置の詳細は，本特集号の別稿「最近の水力発電所

の制御システム」を参照いただきたい。

また，この装置を採用した場合の単線結線図例を，同期

発電機案，誘導発電機案それぞれ図３，図４に示す。

なお，上記で説明した以外にも，装置本体としては従来

に比べ低価格でコンパクトな転送遮断装置も開発し，顧客

のニーズに合わせてどちらにでも対応ができるようにした。

図５にその転送遮断装置のシステム構成，表２に基本仕様，

図６に装置外形寸法図を示す。

あとがき

膨大な水量を管理する大規模な水力発電ではなく，小水

力発電機器を用い河川の水の流れをそのまま利用すれば環

境に何ら影響を与えずに発電することは可能である。また，

発電設備と電力消費場所が近ければ，送電などの流通設備

が簡素化され，計画全体のコストも下がる。小水力発電市

場は分散形発電システムとして，埋もれたニーズの発掘や

コストダウンなどのさらなる課題があるものの，今後とも

期待できる分野であると考える。

参考文献

金元敏明：バルブ水車の吸出し管，ターボ機械，Vol.27，

No.5，p.24（1999）

資源エネルギー庁編：解説電力系統連系技術要件ガイドラ

イン’98，電力新報社（1998）

（2）

（1）

548（22）

富士時報 Vol.72 No.10 1999

技術論文社外公表一覧

光フィールドバス技術の実用化の現状 情報制御システム事業部 池田　卓史 オートメーション，No.9（1999）

計装ベンダの21世紀の戦略 情報制御システム事業部 福本　武也

タービン発電機固定子巻線の導体内温度分
布

富士電機総合研究所
〃

エネルギー製作所
〃

小原　孝志
日和佐寛道
溝上　良一
新倉　仁之

計装，No.500（1999）

電気学会回転機研究会（1999-5）

日本分析化学会第48年会（1999-8）

日本工業新聞社

工業技術社

絶縁油中金属の分析 佐渡　直彦

第40回大気環境学会年会（1999-9）

平成11年電気学会基礎・材料・共通部門大会
（1999-9）

富士電機総合研究所

電気学会保護リレーシステム研究会（1999-9）

横浜市下水道局第17回新技術研修会（1999-9）

次世代エネルギーエレクトロニクス研究会
（1999-9）

電気学会放電研究会（1999-9）

EICA第11回研究発表会（1999-9）

系統低次高調波増大に対応した主要変圧器
保護装置の研究

千原　　勲
松本　俊郎

富士電機総合研究所
情報制御システム事業部

下水汚泥凝集の最適薬注制御方法 井上　公平富士電機総合研究所

新部分共振コンバータ 五十嵐征輝富士電機総合研究所

マイクロギャップ円筒型オゾナイザの開発

石岡　久道
橋本　孝一
田口　正樹
甲斐　一樹
高橋龍太郎
西井　秀明

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

情報制御システム事業部
富士電機ファーネス

バクテリオファージを用いた大腸菌迅速計
測装置の開発

野田　直広
大戸時喜雄
平岡　睦久
多田　　弘

富士電機総合研究所
〃
〃

情報制御システム事業部

光脱硝における量子効率の検討 西村　智明
西方　　聡

富士電機総合研究所
〃

極性反転時における油浸絶縁流動系の油中
電界測定

清水留美子
仲神　芳武
宮本　昌広

富士電機総合研究所
〃
〃

新絶縁油の変圧器への適用検討（Ⅱ）
－－－－植物油基油の特性比較－－－－

富士電機総合研究所
変電システム製作所
富士電機総合研究所

〃

清水留美子
宮　　良一
仲神　芳武
宮本　昌広

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



斉藤 純一郎

水力発電プラントのトータルエン

ジニアリング業務に従事。現在，

富士・フォイトハイドロ（株）技術

部担当部長。電気学会会員。

鈴木　健一

水車の計画設計に従事。現在，富

士・フォイトハイドロ（株）水車設

計部リーダー。ターボ機械協会会

員。

小林　秀樹

発電機の構造設計に従事。現在，

エネルギー製作所回転機部。

富士時報 Vol.72 No.10 1999

まえがき

富士電機は日本国内はもちろん，海外向けにもバルブ水

車・発電機を数多く製作，納入しているが，現在，パキス

タン電力庁（WAPDA）チャスマ発電所向けに納入され

た出力 23,700 kW，ランナ径 6.3m の大容量・大形バルブ

水車・発電機 8台および付属機器の据付けが現地で進めら

れている。本稿ではこのチャスマ発電所向けに納入した水

車・発電機に採用されている技術について述べる。

プロジェクトの概要

本プロジェクトは，1964年にインダス川に設置された灌

漑（かんがい）用のチャスマ堰（せき，バレージ）の落差

約 8 m を利用して，単機出力 23,700 kW，発電所出力

189,600 kWの発電を行うものである。なお富士電機は水

車・発電機だけでなく 130 t ガントリークレーン，上下流

側ゲート類一式，エレベータ，空調設備など発電所を構成

する機器の相当部分を納入しているほか，据付け工事まで

含めたフルターンキー契約となっており，トータルエンジ

ニアリング力を要求されるプラントとなっている。

図１に発電所の全体断面図，図２に水車・発電機の断面

図，表１に水車・発電機の主要仕様を示す。

パキスタン・チャスマ発電所納入大容量バルブ水車・
発電機
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図１　発電所の全体断面図
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図２　水車・発電機の断面図

表１　水車・発電機の主要仕様 

発
電
機 

水
　
車 

横軸円筒形可動羽根水車（バルブ水車） 

23,700 kW 

最大13.8 m，定格8.4 m 

85.7 r/min 

6,300 mm 

横軸回転界磁水冷閉鎖循環形三相同期発電機 

26,000 kVA 

11 kV 

50 Hz 

85.7 r/min 

90％ 

6,710 mm 

ブラシレス励磁方式 

形　　　　式 

最 大 出 力  

有 効 落 差  

回 転 速 度  

ラ ン ナ 径  

形 式  

定 格 容 量  

定 格 電 圧  

周 波 数  

回 転 速 度  

定 格 力 率  

回転子枠外形 

励 磁 方 式  
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特　徴

３.１ 水車ランナ

高比速度ランナ

水車発電機の小形化のため，ボス比 0.38 の高比速度形

ランナが開発され適用されている。図３に落差と比速度の

関係を示す。比速度が大きいほど回転速度を大きく採るこ

とができ，水車発電機の体格は小さくなる。図中実線は

JEC で定められた実績線を示し，チャスマ発電所ではよ

り大きい比速度となっている。従来ベースの比速度とする

場合，採りうる回転速度は 75 r/min，ランナ径は 7,000

mmであるが，高比速度化の効果により，ランナ径は 10％

縮小，回転速度は 22 ％増大，水車本体質量は約 30 ％軽減

されている。

水車効率

図４に最高効率，図５に基準落差時における従来模型と

の効率比較をそれぞれ相対効率で示す。最高効率は 0.6 ％

向上しており，また図５から分かるように，流量に対する

効率もよく，大流量側，小流量側でも効率が大きく向上し

ている。

キャビテーション特性

図６にキャビテーション特性を示す。一般的に高比速度

になるほどキャビテーション特性は低下するが，従来形に

比べ改善されている。キャビテーション特性の改善は，水

車の据付け位置を放水面に対して浅くすることができ，発

電所掘削量の低減，土木コストの低減に結び付いている。

流れ解析技術

水車特性の改善には三次元流れ解析が用いられており，

解析技術の進歩により，設計点近傍だけでなく，非設計点

での渦や境界層はく離の精度のよい予測が可能になった。

図７～９に解析結果の一例を示す。図７，図８はランナ周

りの流れを示し，特に非設計点におけるランナ入口での流

れのはく離や漏れ流れがよく予測されている。図９はラン

ナボスキャビテーション係数の計算値と模型試験による実

測値を示し，計算と実験値はよく一致している。

３.２ スルーシング運転

チャスマ発電所が建設される既設の灌漑用水路は堤高が

比較的低いので，堤からの溢水（いっすい）を防ぐため上

流側水路の水位条件によっては，負荷遮断時の水圧上昇を

小さくし，上流側水路の波立ちを抑える必要がある。そこ

で，負荷遮断時にランナベーン全開のままで，ガイドベー

ンを途中開度で保持するスルーシング運転の解析を行い，

最適な閉鎖特性を求めた。図 に基準有効落差時の解析結

果を示す。水圧上昇は 1.5m と非常に小さく抑えられるこ

とが分かる。

３.３ 水車構造

バルブ水車は，適用される落差と流量の影響で大形とな

１０

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　バルブ水車の有効落差と比速度
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るため，設計強度は比較的小さいが，剛性確保の目的でリ

ブが多く用いられていた。本設計では，有限要素法による

詳細な検討により，補強リブ配置の最適化を図るとともに，

外側ガイドベーンリングのリブについては省略されている。

多数台の発電所では，１台に対するわずかな工程短縮や

寸法の縮小が全体として大きな効果をもたらすことが多い。

据付け工程において，外側ケーシングにガイドベーンリン

グを接続してコンクリートを打設することにより，コンク

リート圧力によるケーシングフランジ面の変形を最小限に

抑え，コンクリート打設後のフランジ修正を簡素化するよ

う考慮されている。また，建屋高さおよびガントリークレー

ン高さを抑えるために，斜めつりの状態から開口ピット上

において特殊治具を用い垂直つりに移行できるような構造

および分解組立方法を採っている。

このほかに，最高落差に対して下限に近い小さなボス比

のランナであることから，ランナ内部構造の十分な強度検

討が行われている。

３.４ 発電機冷却方式

発電機冷却方式は，ダブルシェル冷却方式と外被直接冷

却方式を併用した。図 にダブルシェル冷却方式の概念図

を，図 に外被直接冷却方式の概念図を示す。１２

１１
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図１０　スルーシング運転の解析（負荷遮断特性）

P

M

空気冷却器用 
冷却配管 

空気冷却器 

冷却水 
循環ポンプ 

流水 
水-水冷却器 

送風機 
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図７　設計点における流れ解析

図８　非設計点における流れ解析
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本発電所の河川水は，水質上冷却水としては不向きであ

り，冷却水を得るためには地下水を利用する必要があった。

しかしながら，地下水を利用することは土木費など，コス

ト的に不利であり，水ストレーナなど補機も必要となる。

このため閉鎖循環で少量の清水が確保できれば適用可能で

あり，また給水設備も簡略できるダブルシェル冷却方式を

採用した。本機では，発電機の冷却以外に軸受用油冷却器

や変圧器用冷却器にも使用されている。

また，外被直接冷却方式を採用することで，空気冷却器

や送風機の個数を従来の半分にし，保守・点検作業の軽減

を図った。

３.５ 固定子

固定子の構造を図 に示す。外被直接冷却方式を採用

しているため，固定子枠は一枚厚板リングにより形成され

たソリッドフレームとなる。この構造の場合，従来に比較

して剛性が下がるため，工場でのハンドリング，輸送，現

地据付け，運転時と状況に応じた挙動を把握する必要があ

る。このため，各状態ごとの強度・変形・振動について有

限要素法を用いて解析し，現地据付け時の補強工具の選定

や最適設計による質量低減を図った。

また，製作については輸送制限を確認し，工場で固定子

鉄心積み・固定子コイル入れを行い完成状態で出荷した。

図 に工場製作状況を示す。現地での据付け工期の関係

から，工場出荷は 2.5 か月ピッチで行う必要があり，複数

台を並行して製作するため，広い敷地とドックを持つ重機

メーカーの工場で製作した。さらに現地工具も最適設計を

行い，工期短縮に努めた。

３.６ 一枚円板形ブレーキリングの採用

一般に水車発電機では，軸受を保護するために，定格回

転数の 20 ～ 30 ％でブレーキを作動させ，回転子を強制的

に停止させている。

ブレーキリングは，回転子側に装着された部品で，セグ

メント形に分割されており，セグメント間にはブレーキ作

動時の摩擦熱による熱膨張を逃がすため数 mmのすきま

が設けられていて，回転子センタまたは回転子ヨークにボ

ルトで取り付けられている。

本機は，低速機であることからブレーキ作動時の周速が

遅く，ブレーキ押上力×周速で決定される摩擦熱の発生量

が少ないので，ブレーキリングを一枚円板とし，回転子セ

ンタに溶接にて取り付ける構造とした。

セグメント形ブレーキリングの場合，セグメント間の高

さのばらつきの管理が必要であるが，一枚円板なのでその

必要がなく，製作工期の短縮が図れる。

一枚円板にした場合，熱応力による座屈の危険性がある

が，有限要素法により熱応力の解析を行い問題ないことを

確認した。

あとがき

以上，チャスマ発電所の水車・発電機に採用されている

技術について述べた。今後の大容量・大形バルブ水車・発

電機の開発の促進に本稿が参考になれば幸いである。

１４

１３
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図１２　外被直接冷却方式の概念図
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図１３　固定子の構造

図１４　固定子の工場製作状況
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まえがき

インド・マハラシュトラ州灌漑（かんがい）局（GOMID）

向けガトガール発電所の発電設備は1998年 3 月に受注し，

1999年末の出荷をめざし現在 1号ポンプ水車の静止部の製

作が鋭意進められている。

富士電機はこれまで，マハラシュトラ州にはパイタン発

電所，ウジャニ発電所向けに 2台の揚水発電設備を納入し

ている。これらの設備が順調に稼動していることから，富

士電機が納入する設備に対する期待が大きい。

顧客にとっては本発電所は初の高落差・大容量の揚水発

電設備である。マハラシュトラ州のピーク需要が供給量を

上回っており，ピークロード対策の発電所として計画され

た。

表１にポンプ水車・発電電動機の仕様を示す。

本発電所に納入する機器はインド有数の重電機メーカー

の Bharat Heavy Electricals Ltd.（BHEL）社と共作され

る。富士電機は技術リーダーとして主機の設計を行い，ポ

ンプ水車については 1号機を富士電機，２号機（ランナを

除く）を BHEL 社が製作を担当する。発電電動機につい

ては固定子コイルを除く固定部を BHEL 社，主な回転部

を富士電機が製作を行う。

顧客に対しては富士電機がプラント全体の品質保証を負

う契約になっており，BHEL 社にて製作される製品に対

する製作指導，品質管理をも十分に行う必要がある。

本稿においては，本発電所機器の主な特徴を紹介する。

プロジェクトの概要

本発電所はインド・ボンベイから東に約 130 kmの地点

に位置している。貯水容量 520万m3 の上池と 350万m3 の

下池を使い，日曜日を除く日中の 6時間を発電，夜間の７

時間を揚水のために運転を行う発電所として計画されてい

る。発電所は完全地下式で，ポンプ水車・発電電動機が２

台設置される機械室と，主変圧器・出口弁が設置される変

圧器室から構成されている。地上制御室に設置されるコン

ピュータにより光ケーブルを介し地下の主機は遠隔制御・

監視される。図１に発電所設備のレイアウトを示す。

ポンプ水車

本発電所のような高落差高速ポンプ水車は，高い水圧と

高速化による機器の小形化により静的な応力レベルが高い

だけでなく，運転状態の頻繁な変化や水圧脈動により変動

応力の繰返し数も多く，疲労強度を十分に配慮した設計が

要求される。また一方で高速化に伴い，効率，振動騒音，
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表１　ガトガール発電所納入ポンプ水車・発電電動機の主要仕様 

ポ
ン
プ
水
車 

発
電
電
動
機 

立軸フランシス形ポンプ水車 

2台 

3,468 mm 

139,000 kW 

445/410/390（m）（最高/基準/最低） 

37.4 m3/s 

500 r/min 

99.6 m-kW 

149,000 kW 

455/405（m）（最高/最低） 

34.5 m3/s 

500 r/min 

32.5 m-m3/s 

立軸三相同期発電電動機 

2台 

G：147,000 kVA / M：150,000 kW 

13,800 V 

G：0.9 / M：1.0 

50 Hz 

500 r/min 

1.0 

1,600t-m2 

サイリスタ始動 

形　　　　　　式 

形　　　　　　式 

台　　　　　　数 

最　大　出　力 

電　　　　　　圧 

力　　　　　　率 

周　　波　　数 

回　転　速　度 

短　　絡　　比  

台　　　　　　数 

ラ　ン　ナ　径  

最 大 出 力  

有 効 落 差  

使 用 水 量  

回 転 速 度  

特 有 速 度  

水
　
車 

最 大 入 力  

全　揚　程  

揚　水　量  

回 転 速 度  

特 有 速 度  

ポ
ン
プ 

は ず み 車 効 果 
（　  2） 

始　動　方　式  

GD
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キャビテーション性能などの流力性能を確保することも重

要な課題である。

富士電機では1979年に納入した Korea Electric Power

Corp. 清平揚水発電所向けポンプ水車で得た設計・製造技

術と品質管理体系を基礎にして，その後も継続的に最新の

技術を導入し開発してきた。現在，ガトガール発電所のポ

ンプ水車の設計製作を進めており，以下にその技術を紹介

する。

３.１ 流力設計

本発電所では最新の三次元粘性流れ解析にて，ステーベー

ン，ガイドベーン，ランナを含む流力形状の最適化を行い，

その結果を踏まえて新形状のガイドベーンと本発電所向け

に新たに開発した 7枚羽根ランナを採用した。この７枚羽

根ランナは効率やキャビテーション性能に優れているだけ

でなく，振動応力が従来の 6枚羽根ランナより低減されて

いる。模型ランナを図２に示す。

３.２ 模型試験

前述の流力設計を基に模型試験を実施し，すべての性能

が当初計画どおりに確保されていることを確認し，1999年

４月に顧客であるGOMIDの模型立会い試験を完了した。

図３に本発電所の模型試験装置の外観を示す。

模型試験では効率やキャビテーション特性の測定だけで

なく，水面押下げ運転とその後の排気運転時のランナ空転

トルク測定や軸方向水スラスト・径方向水スラストの測定

も行った。特に調相運転時やポンプ起動時に安定的かつ迅

速な制御性を確保するために重要となる，水面の挙動や下

部吸出し管への漏気状態を測定観察し，問題のないことを

確認した。

３.３ 構造解析

先に述べたように高落差高速ポンプ水車では，静的な応

力レベルが高いだけでなく変動応力の繰返し数も多く，疲

労強度の検討が重要である。また，高速化に伴い振動に対

する設計的配慮も必要となる。そこで本発電所では以下の

観点から，ポンプ水車の構造検討を進めた。

三次元ソリッドモデルでの有限要素法（FEM）応力

解析結果に基づく応力集中部の疲労強度評価

三次元シェル全体モデルおよび二次元軸対称全体モデ

ルでのFEM変形解析結果に基づく機器剛性評価

三次元ソリッドモデルでの FEM固有値解析結果に基

づく振動評価

回転軸系の振動応答解析結果に基づく軸振動評価

図４にはガイドベーンの三次元ソリッドモデルでのFEM

解析例を，図５にはケーシングとステーリングの三次元シェ

ルモデルでのFEM解析例を示す。

３.４ ポンプ水車構造の特徴

図６に本体断面図を示す。本発電所のポンプ水車構造は

以下の特徴を持つ。

上下カバーのガイドベーン対向面にガイドベーンサイ

ドシールを設け，調相運転時のガイドベーン漏水を低減

し，ランナ空転トルクの増大とケーシング側への空気混

入を防止している。

下カバー剛性を高め下カバー下面にルーフィング材を

はることにより，下カバーはステーリング側基礎ボルト

と上部吸出し管側基礎コンクリートの内外支持となる。

この基礎構造により，上カバーに作用する上向き水スラ

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　発電所全体レイアウト（断面）

図２　模型ランナ
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図３　模型試験装置
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スト荷重と下カバーに作用する下向き水スラスト荷重が

相殺し合い，基礎荷重を大幅に低減できる。

主軸受はランナに作用する大きなラジアル荷重を支持

できる，負荷容量の大きなコッタ支持方式のセグメント

軸受を採用している。本方式は軸受剛性も高く，回転軸

系の振動を確実に抑えることができる。

発電電動機

４.１ 構造の概要

発電電動機の本体断面を図７に示す。

軸受配置はスラスト軸受が回転子の上部に配置される普

通形構造とし，上部軸受ブラケット部には防振ステーを放

射状に配置した。通風方式は高効率の電動ブロワによる強

制通風方式とした。

４.２ 固定子

固定子は輸送制限などを検討のうえ二分割構造とした。

固定子巻線はレーベル転位を施した 1ターン波巻コイルの

三重星形結線とし，絶縁は富士電機の新 Fレジン/Fを採

用した。

固定子鉄心は BHEL 社の工場にて製作・積層し，巻線

は合せ目を除いて同社工場にてコイル入れを行い，現地据

付け工期の短縮を図っている。

（3）

555（29）
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図４　ガイドベーンの FEM解析
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図５　ケーシング・ステーリングの FEM解析

図６　ポンプ水車本体の断面図
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図７　発電電動機本体の断面図
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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，固定子枠，鉄心および巻線は熱膨張収縮を吸

収しうる構造を採用し，熱応力疲労にさらされない設計と

している。

４.３ 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，ロータセンタに焼ばめによ

り取り付けられる。

磁極・ロータリムおよびロータセンタ部については，F

EM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った。磁極とロー

タリムおよびロータセンタの解析例を図８，図９に示す。

４.４ 軸　系

軸系は下部軸，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および防振ステー

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。

４.５ 軸　受

スラスト軸受は，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富士電機製標準ミッ

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。軸受潤滑としては，上部軸受は

効率のよい電動ポンプによる強制循環方式，下部軸受はセ

ルフポンプによる自己循環方式とし，油冷却器は両軸受と

もメンテナンスが容易な別置式を採用した。

サイリスタ始動装置

本発電所のポンプ運転における発電電動機の始動方法は

サイリスタ始動装置を採用している。このサイリスタ始動

装置は直結電動機始動方式に比べて次のような利点がある。

主機が複数台の場合，１台の始動装置で切り換えて始

動することが可能であり経済的である。

装置が静止形であるため保守が容易である。

発電電動機の構造が簡単である。

直結電動機の空転損失がない。

回生制動による省エネルギー効果がある。

５.１ 始動回路の構成

主回路構成を図 に示す。構成は始動装置 1台で 2台の

発電電動機に対して切り換えて使用できる方式としている。

始動装置は順変換装置（コンバータ），逆変換装置（イ

ンバータ），ACリアクトル，DCリアクトル，始動変圧器，

アレスタ，遮断器，断路器，CT，PTおよび制御保護装

置から構成されている。

５.２ 変換器の構成

富士電機ではパルミエット発電所向けに，サイリスタ始

動装置を納入した実績があるが，当時のパワーエレクトロ

ニクス技術状況により 4kV耐電圧仕様のサイリスタ素子

を採用した。その後，パワーエレクトロニクス技術の開発

は飛躍的に進み，素子の高耐電圧化が進んでいる。これら

の状況を踏まえ，本発電所のサイリスタ始動装置には７

kV耐電圧仕様のサイリスタ素子を採用することとし，新

規開発を行った。

サイリスタ素子を高耐電圧化することにより，それら素

子を使用するインバータ装置およびコンバータ装置の素子

直列数を削減することが可能となり，装置（収納盤）の縮

小化およびコストダウン化を図ることができる。

また，素子数の減少によりサイリスタ素子ごとに設置さ

れる監視装置やスナバ回路も削減されるため，コストダウ

１０
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図８　磁極・ロータリムの FEM解析

応力分布 変　形

図９　ロータセンタの FEM解析

応力分布 変　形
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ン効果は非常に大きい。

なお，サイリスタ点弧には光間接点弧方式を採用し，変

換装置の高圧部と制御装置部との信号の受渡しを光信号に

より行うことで高圧部と制御装置の絶縁対策やノイズ対策

を行い，信頼性を高めている。

５.３ 制御装置

前述のパルミエット発電所では，16 ビット仕様の CPU

を使用した DDC（Direct Digital Control）装置を採用し

たが，これも近年の技術動向から 64 ビット仕様とし，新

規開発を行った。

このDDC装置とは，始動装置に必要な揃速（せんそく）

制御などの機能をソフトウェアにて実現し，さらに高圧大

容量変換器に対する保護機能を付加したものである。制御

装置の信頼性向上のためにCPUは二重化（待機冗長方式）

としている。

５.４ 制　御

本発電所のサイリスタ始動装置は，ポンプ運転時の発電

電動機の始動，定格回転速度までの加速制御および系統並

入のための揃速制御を行うものであるが，電力回生制御が

可能であるため，発電電動機を停止するときの制動装置と

しても使用している。

あとがき

以上，ガトガール発電所向け揚水発電設備の特徴につい

て紹介した。

今後，揚水発電所の開発・計画に今回紹介した技術が生

かされれば幸いである。
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図１０　サイリスタ始動装置の主回路構成
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まえがき

従来，低落差，大流量地点には，横軸バルブ水車が適用

されてきたが，横軸バルブ水車は，水車・発電機を水平に

配置する構造のため，建設スペースの確保しやすいダムの

直下あるいはダムの下流に配置されてきた。

しかしながら，近年，水力開発においては，機器費，土

木・建築費を含めた総合的な経済性が重要視されてきてお

り，横軸バルブ水車では，発電所立地点の地勢上の制約や

既設ダムの制約などによって建設工事費が大幅に増加した

り，技術的な制約が生じることがある。

このような問題を解決するため，横軸バルブ水車・発電

機を流路内に垂直に設置できる構造とした立軸バルブ水

車・発電機を立案し，設置面積の縮小を図り，建設地点の

地勢的な制約にとらわれず設置できる水車の研究開発を東

北電力（株）と富士電機の共同で進め，経済性，信頼性，保

守性に優れ，新しい考え方を取り入れた立軸バルブ水車・

発電機の実用化が図れることとなった。

図１に立軸バルブ水車・発電機の断面図，図２に立軸バ

ルブ発電所の構造，図３に横軸バルブ水車と立軸バルブ水

車の比較を示す。

本稿では，立軸バルブ水車・発電機の特徴と適用技術に

ついて紹介する。

立軸バルブ水車・発電機の特徴

分解・組立期間の短縮

分解・組立はすべて上部から行うので，据付けやオーバ

ホール期間が横軸バルブ水車・発電機に比べ約 2/3 に短縮

（1）

立軸バルブ水車・発電機
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図１　立軸バルブ水車・発電機の断面図
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図２　立軸バルブ水車発電所の構造
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できる。また，小容量機では水車・発電機を一体で搬入・

搬出ができる。また，ガントリークレーンなどを使用する

ことにより，建屋の省略も可能となる。

建屋面積の縮小化

土木施工上，縦穴式掘削方法となるので総工事費，特に

土木費は安くなる。建屋面積は横軸バルブ水車・発電機に

比べ約 50 ％縮小できる。また，建屋面積が小さいので，

立地条件が悪くても建設が可能となる（ダム上流にも発電

所が設置できる水車・発電機として特許出願中）。

更新工事における経済性向上

老朽化した立軸フランシス水車・発電機やカプラン水

車・発電機のリプレースにおいて，立軸バルブ水車・発電

機を採用すれば既設機の停止期間を含め，最も効率的（経

済的）な更新工事が可能となる〔例えば，複数台数が設置

されている発電所において，同じ台数に更新する場合，分

割で工事を行うことにより既設機の発生電力を有効に利用

できる。すなわち，溢水（いっすい）電力を最小にでき

る〕。

メンテナンスフリー技術の採用

補機の省略・簡素化を図るため，以下の技術を採用して

いる。

ブラシレス励磁方式の採用

外被直接冷却・リブ冷却の併用による発電機冷却水

の省略

自己通風方式の採用（ブロワの省略）

軸受潤滑油の外被直接冷却方式の採用による軸受冷

却水の省略（特許出願中）

横軸バルブ水車と同等性能の確保

超低落差水車にもかかわらず曲がり吸出し管を使用する

ため，水車効率が低下する。この効率低下を改善するため

に，同じ仕様の横軸バルブ水車に比べランナ径を大きくし

て対応している。

吸込み渦対策

立軸バルブ水車では，上水面の近くから鉛直方向に取水

するため，運転中の吸込み渦が予想され，その程度が大き

い場合には運転に支障が出る懸念がある。そのため，一般

的な取水口形状を持つ模型による水理実験を行い，取水口

水深と吸込み渦の発生限界の関係を求めている。

水理実験模型を図４に，模型による実験風景を図５に示

す。

立軸バルブ水車・発電機適用技術

３.１ 水車性能

通常の横軸バルブ水車ではランナの下流に直線吸出し管

が設置されるが，立軸バルブ水車では曲がり吸出し管を設

置する必要がある。バルブ水車のような高比速度水車に曲

がり吸出し管を適用した場合，最高効率点が低流量側に移

動することが予想された。そこでランナ径を 8％程度拡大

するとともに，羽根枚数を 5枚から 4枚に減らすことによ

り，横軸機と同一回転速度のままでほぼ同等の性能を実現

した。

実際に模型バルブ水車に曲がり吸出し管を取り付けて模

型水車実験を行い，計画どおりの性能が実現されることを

確認した。

３.２ バルブ支持方式

立軸バルブ水車では，バルブを支持するステーベーン

（立軸バルブ水車では特にバルブブラケットと称す）に，

水力荷重に加えてバルブ全体の自重が作用するため，従来

の横軸バルブ水車に比べ 2倍強の荷重が作用する。一方，

ステーベーンの変形は下側に取り付くガイドベーンのサイ

ドギャップに影響を与えるため変形量が制限される。この

ため，有限要素法による剛性解析を行い，次のような構造

を採用した。

横軸バルブ水車・発電機では 2本のステーベーンでバ

ルブを支持することが可能だが，立軸バルブ水車・発電

機ではバルブ全体の安定性と支持剛性を高めるため 4本

のステーベーン（バルブブラケット）とした。４本とし

た場合の水力損失計算を行い，ステーベーンの本数が４

本までであれば水車効率に影響しないことを確認してい

（1）
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（5）
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図４　水理実験模型

N89-6362-11

図５　模型による実験風景

N89-6362-9
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る。

なお，ステーベーンに作用する水力荷重は運転条件に

より異なるため，おのおのの状態における水圧分布や浮

力などを考慮して検討している。

バルブ上流側のトップノーズには横軸バルブ水車と同

様に水平方向にステービームを設け，水圧脈動などによ

るバルブ全体の横揺れを防止する。

３.３ 発電機の通風冷却方式

バルブ内部の日常点検や補機類の保守作業を簡素化する

ために，立軸バルブ水車発電機では補機をすべて省略した

通風冷却方式を採用した。

固定子冷却方式

バルブ発電機の固定子の冷却方式には，バルブ内を循環

する冷却風で巻線や鉄心を冷却し，空気冷却器を介して冷

却水へ放熱する従来の方式と，巻線や鉄心で発生した熱を

（1）

（2）
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図７　立軸バルブ水車・発電機の分解フロー

表１　立軸バルブ水車・発電機分解・組立方式の比較 

分類 方　式 

案1
バルブブラケット・水車・ラン 
ナ一体つり出し方式 

クレーン容量 

大 

小 

中 

オーバホール期間 

短 

長 

中 

案2
内外ガイドベーンリング一体つ 
り出し方式 

案3
発電機固定子・バルブブラケッ 
トおよび水車・ランナのブロッ 
ク別つり出し方式 
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固定子枠へ熱伝達し，固定子枠から河川水へ直接放熱する

外被直接冷却方式がある。立軸バルブ発電機では，補機の

簡素化を図るため外被直接冷却方式の適用について検討を

行った。

有限要素法によりコイル温度や温度分布について検討の

結果，従来の冷却方式と比較して大差なく，許容温度以下

に設計することに問題のないことを確認し，外被直接冷却

方式を採用した。

通風方式

バルブ水車の回転子の冷却には，空気冷却器を使用する

方式と，バルブノーズ内側に冷却フィンを設け外被を介し

て空気を冷却するリブ冷却方式が採用されている。しかし，

これらの通風方式はいずれも送風機による強制通風方式で

ある。

立軸バルブ水車・発電機の開発にあたっては，冷却水レ

スが可能なリブ冷却方式を採用し，かつ送風機を省略した

自己通風方式の適用について検討した。

検討の結果，立軸バルブ水車・発電機では固定子を外被

直接冷却方式で冷却するため，冷却風量を従来の約半分に

低減することが可能であり，さらに冷却フィンの構造を圧

力損失の少ない構造に改造することにより，回転子ヨーク

上に設けたファンによる自己通風方式が可能であることを

確認した。

上記の外被直接冷却方式および自己通風方式の併用によ

り，従来方式で必要であった冷却水給水装置，空気冷却器，

送風機の省略を可能とした。

発電機軸受冷却方式

従来，発電機軸受の冷却は潤滑油を外部に設けた油冷却

器にて行い，上部に設けた潤滑油タンクにポンプアップし，

潤滑油タンクから油槽内に重力により送り込む方式が採用

されている。立軸バルブ水車・発電機の開発にあたっては，

補機を省略した外被冷却方式の適用について検討した。外

被冷却方式ではバルブブラケットの外被に二重壁にした油

室を設け，油室と油槽を配管で接続し，スラストカラーの

自己ポンプ作用により潤滑油を循環させ，外被を介して河

川水で冷却する。

本方式の概要を図６に示す。

この方式を採用した場合の冷却性能および圧力損失につ

いてモデルによる試験を実施し，軸受温度保証値を満足で

きることおよび十分なポンプ特性を確保できることを確認

した。

３.４ 分解・組立方式

立軸バルブ水車・発電機の分解・組立は，機器を上部か

らつり出したり，つり込んだりすることにより行う。その

方式としては，表１に示す三つの方式がある。各方式の分

解のフローを図７に示す。

さらに，小容量の水車・発電機の場合にはバルブ一体で

のつり出し・つり込みが可能となる。

分解・組立方式は，クレーンなどの初期コストとオーバ

ホール時の溢水コストを総合的に評価して選定される。

あとがき

以上，立軸バルブ水車・発電機について紹介した。

過去に例を見ない新しいタイプの水車として，立軸バル

ブ水車・発電機が十分実用化できる結果を得た。現在，こ

の結果を基に出力 10,000 kWクラスの立軸バルブ水車・発

電機を設計検討中である。

立軸バルブ水車・発電機の技術が今後の水力開発に生か

されれば幸いである。

（3）

（2）

富士時報 Vol.72 No.10 1999

561（35）



山岸　泰彦

真空遮断器の開発に従事。現在，

（株）富士電機総合研究所電機技術

研究所電力機器グループ。電気学

会会員。

佐藤　　実

高圧真空遮断器の開発に従事。現

在，機器・制御カンパニー機器事

業部技術開発部。電気学会会員。

岡 貴幸

真空遮断器の設計に従事。現在，

吹上工場器具設計部。電気学会会

員。

富士時報 Vol.72 No.10 1999

まえがき

真空遮断器（VCB）は小形軽量，長寿命などの特長が

あり，近年定格電圧 36 kV 以下の遮断器で主流となって

いる。最近は高電圧化として，定格電圧 84 kV クラスへ

の適用拡大も行われている。VCBの特長は，電流零点で

アークが消滅すると，接点間の荷電粒子が瞬時に周囲に拡

散し，接点間の絶縁耐力が素早く回復することである。し

かし，大電流を遮断する場合にはアークが接点を溶融させ

るために，平板形電極では遮断性能に限界が生じる。した

がって，遮断性能を向上させるためにはアークによる接点

面の局部的な過熱を防ぎ，溶融を抑えることが重要である。

富士電機ではコントレート形電極および大容量化のために

縦磁界形電極の技術開発を進めている
（1）

。本稿では縦磁界形

電極を用いたVCBの消弧技術について紹介する。

コントレート形電極と縦磁界形電極

２.１ 消弧原理

アークは自分自身が作る周回方向の磁界により自己収縮

する性質がある（ピンチ現象）。この現象は十数 kA以上

の大電流領域において顕著となり，加えて端子までの接続

導体を流れる電流により発生する磁界と相互に作用し，アー

クは収縮したまま接点端に停滞しやすくなる。このため，

局部的な過熱が起こり，接点は著しく溶融し，電流遮断直

後に溶融部から大量の金属蒸気が発生しやすくなる。そこ

に回復電圧が印加されると絶縁破壊を起こし，目標の遮断

性能を確保できない可能性がある。

このようなアークの停滞を防ぐため，コントレート形電

極〔図１ 〕では電極自身でアークに対して垂直方向の磁

界（横磁界）を発生させアークに作用させる。その結果，

アークに F＝ I× Bのローレンツ力が働くため，停滞す

ることなく円周方向に駆動し，局部的な過熱による接点消

耗を軽減できる工夫がされている。

縦磁界形電極〔図１ 〕は，電極自身でアークに平行な

磁界（縦磁界）を発生させアークに作用させる。アークを

構成する荷電粒子は磁界中で磁力線に捕そくされ，磁力線

を中心にらせん運動（サイクロトロン運動）をする性質を

持っている。このため，アークが拡散されることになり，

接点面全体に広げることにより遮断性能が向上する。

２.２ 電極構造による特徴

図２に VCBを構成する真空バルブにコントレート形電

極と縦磁界形電極をそれぞれ使用した場合の，定格遮断電

流に対する真空バルブの外径寸法を示す。ここで真空バル

ブとは一対の電極と真空を保ったまま接点の開閉を可能と

するベローズ，絶縁筒内壁の保護と電位分担を均一化する

アークシールドが備えられ，内部は高真空に保たれている。

（b）

（a）
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図２　定格遮断電流に対する真空バルブの外径
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遮断電流の比較的小さい領域ではコントレート形電極の

方がバルブの外径を小さくすることができる。また，コン

トレート形電極は縦磁界形電極に比べ構造が単純で加工が

容易であることから安価に構成できるという長所がある。

このようなことから，遮断電流の比較的小さい領域では，

コントレート形電極が有利といえる。

一方，遮断電流が比較的大きい領域では，コントレート

形電極はアークに作用するローレンツ力が大きくなるため，

接点外周部から半径方向にアークが長く引き伸ばされる。

そのため，接点からアークシールドまでの距離を十分取る

必要があり，バルブ外径が大きくなる傾向がある。これに

比べ，アークを拡散させ大きく電極からはみ出ることがな

いことと局部過熱が発生しにくいことから，大電流遮断に

は縦磁界形電極が有利となる。

縦磁界形電極の消弧技術

３.１ 印加磁束密度の評価

縦磁界形電極の遮断性能はアークに作用させる磁束密度

に左右される。磁束密度が十分でないと局部的なアークの

集中が起こりアーク電圧が上昇する。このため，アークに

注入されるアークエネルギーが増大し，接点の消耗が大き

くなる。縦磁界形電極を設計するにあたっては電流を遮断

するのに必要な接点間距離，電流値に対応した適正な磁束

密度を把握することが必要となる。このため，外部磁界印

加方式にて適正値を検証している。これは，平板形電極を

組み込んだ真空バルブの外部にコイルを取り付け，アーク

に印加する磁界を外部コイルによって制御する方法である。

この方法によれば，電流遮断時に印加する磁束密度を任意

に変化させることが可能となるため，印加磁束密度と最小

アーク電圧の関係から，適正な磁束密度を決定できる。使

用した供試器を図３に，試験時のオシログラム例を図４に，

この方法で得られた遮断電流 1kAあたりの磁束密度に対

するアーク電圧を図５に示す。図４に見られるようにアー

ク電圧波形が平たんに低く維持されるのが縦磁界形電極の

特徴である。

３.２ アーク形態の観測

アーク電圧特性での評価と併せて縦磁界作用時のアーク

形態の観測からも適正磁束密度を検討している
（2）

。アークの

観測には観測用真空チャンバと高速度ビデオカメラ（2,000

フレーム/秒）を使用し，真空チャンバ側面の観測窓から

フィルタを通してアークを撮影している。観測画像はパー

ソナルコンピュータに取り込み，アークの拡散状態，発光

強度分布などを分析している。観測用真空チャンバを図６

に示す。また，観測画像の例を図７に示す。縦磁界が増加

すると集中状態〔図７ 〕から拡散状態〔図７ 〕へ変化

する。

３.３ 磁束密度測定，磁界解析による発生磁束密度の把握

電極構造ごとの発生磁界の評価は実測と磁界解析の双方

から行っている。

（b）（a）
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実測ではアークを模擬した導電棒を接点間に設置し，接

点表面および接点間の数十点をガウスメータを使用して測

定している。測定項目は電流波高値での磁束密度，磁束密

度の最大値，電流零点での残留磁束密度，および電流と磁

界の位相差である。

また，近年のコンピュータの発達により複雑で解析規模

の大きいシミュレーションも可能となっている。本開発に

おいても有限要素法を用いた三次元磁界解析を発生磁束密

度の評価に併用している。図８に解析モデルの一例を，図

９に実測と解析の比較を示す。解析値がやや大きいものの

傾向は一致していることから，電極設計に適用できる。

これらの基礎的な検討を基に電極を設計し，アーク形態

観測を実施しながら，短絡電流遮断試験により遮断性能の

評価を行っている。

３.４ 接点材料の検討

以上，主に遮断電流が数十 kAの大電流遮断に関連する

技術開発について述べたが，ここでは数十 Aの小電流遮

断時の消弧技術に関連して接点材料の組成について述べる。

VCBでは小電流遮断において零点を迎える前に電流が

零となる裁断現象が生じる。誘導性負荷では，裁断現象に

より裁断電流値に比例した高いサージ電圧が発生する。し

たがって，裁断電流値は小さくすることが望まれる。裁断

電流値を小さく抑えることは接点に使用する材料を変える

ことで可能であるが，一般的な傾向として裁断電流値が小

さい材料は大電流遮断性能が悪くなる。接点材料選択にお

564（38）
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図７　アーク観測画像例

図８　三次元磁界解析モデル例
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図９　実測と解析の比較

図１０　金属組成の拡大写真
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いては大電流遮断性能を確保しながらいかに裁断電流値を

小さく抑えるかが課題となる。

近年では接点にCu-Cr，Ag-WCなどの合金を用いる場

合が多い。これは大電流遮断性能が良い材料（例えばCu）

に，裁断電流値を下げる効果を持つ金属（例えば Cr）を

混合することで，両方の性能を満足しようというものであ

る。Cu-Cr の場合，裁断電流値を抑制するために Cr はで

きるだけ細かく，均一に存在していることが望ましい。そ

れは，電流が切れる瞬間にアークスポットがどの原料から

発生しているかで裁断電流値が決まるためである。接点材

料中の金属塊が大きい場合，Cuと Cr の両方で裁断する

場合があるため，裁断電流値にばらつきがでてくる。Cr

は Cu より融点が高いため大きな塊として残る場合が多く，

いかに細かく，均一に分布させるかが重要となる。

図 に金属組成の拡大写真を示すように，Cr の粒径を

３種類変えて製造し，小電流遮断試験により裁断電流値を

測定した。図 にそれぞれの特性を示す。平均粒径が小さ

いほど平均値が低く抑えられ，かつばらつきの範囲も 1/2

以下になっている。

あとがき

縦磁界形電極の消弧技術開発について紹介した。富士電

機では今後もコントレート形電極，縦磁界形電極双方の特

長を生かし，小形，大容量で信頼性の高い真空遮断器の開

発に取り組んでいく所存である。
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試験回数：各100回 

図１１　金属組成による裁断電流値の変化
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まえがき

富士電機では，高温超電導材料（HTS： High Temper-

ature Superconductor）を用いた応用製品として電流リー

ド，変圧器，コイルへの取組みを行っている。このなかで，

電流リードは低温端への熱侵入を大幅に低減できるという

特長を有し，すでに冷凍機マグネット用として 100A級の

ものが実用化されている。電流リードとは，室温にある電

源から液体ヘリウム温度（4.2 K）に冷却された超電導マ

グネットなどの機器へ電流を供給する装置である。

富士電機では，高温超電導材料を用いた電流リード（以

降，超電導電流リードという）として，これまで 1kA級

の電流リード
（1）

をはじめとして，エネルギー貯蔵装置で実際

の運転に供している電流リード
（2）

あるいは交流機器への展開

を図ったAC2kA電流リード
（3）

を開発してきた。

10 kAを超える大容量電流リードは，核融合実験炉や大

型粒子加速器といった巨大科学装置に要求されているが，

これまでは，従来形の銅製電流リードが使用されてきた。

しかしながら，大型プロジェクト用の電流リードとして通

常の銅製電流リードを使用した場合，冷凍機への熱負荷は

電流リードだけで全体の 3分の 1を占めてしまう。これは，

冷凍機の大形化を招き，プロジェクト全体のコストアップ

につながってしまう。電流リードを超電導電流リードにす

ることにより大幅な熱負荷の低減，ひいては冷凍機の運転

電力を低減することができる。

超電導電流リードは，運転コストを大幅に削減可能であ

るという特長が明白であるため，初期コストが割高である

にもかかわらず，大型ハドロン計画（LHC）などの大型

プロジェクトでは採用が決定されている。

本稿では，10 kAを超える大容量の超電導電流リード技

術について，その特長や構成を具体的な開発例を中心に述

べる。

超電導電流リード

超電導電流リードは，その導体として常温側には銅を，

また低温側には HTSを用いる。図１に超電導電流リード

が設置される場合の一例を示す。電流は，常温端から超電

導電流リードを通り，超電導マグネットへ供給される。超

電導電流リードは，銅リード部と HTS部で異なる冷媒に

より冷却される。銅リード部は低温（20 ～ 60K）のヘリ

ウムガスにより冷却され，HTS部は，電流リード自身の

侵入熱により蒸発するヘリウムガスを HTS部内に導くこ

とにより冷却している。

従来形の電流リードは，常温端から低温端まで銅導体を

用いて構成されていたため，液体ヘリウムへの熱侵入量が

過大であり，最適化しても 1.2W/kAが限界であった。超

電導電流リードは，低温側を高温超電導体で構成している。

高温超電導体は，抵抗なく電流を流し，熱は伝えにくい。

電流リードとしては理想的な材料ということになる。した

がって，超電導電流リードは，低温端への熱侵入量を従来

形電流リードに比べて大幅に低減することが可能である。
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図１　超電導電流リードの設置例
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大容量超電導電流リードへの要求

核融合炉用や加速器用では，10 kAを超える大容量超電

導電流リードが必要となる。大容量超電導電流リードは，

低温端で熱侵入量を大幅に低減することができるが，それ

と同時に高い信頼性と安全性が要求される。これは，電流

リードが巨大な蓄積エネルギーを有する超電導マグネット

を励磁するため，電流リードでトラブルが発生した場合，

システム全体の大事故につながってしまうためである。

安全性とは，HTSがクエンチ（超電導が常電導へ転移

すること）した場合でも安全に電流を遮断することができ

ることを意味し，安定性とは高温超電導体が材料として経

年変化がないこと，冷却と昇温を繰り返したときや励磁を

繰り返したときに性能劣化がないことを意味する。

設計コンセプト

４.１ 材　料

先にも述べたように，超電導電流リードは，その導体と

して常温側に銅製リードを，低温側に高温超電導体を用い

る。

高温超電導材料として，これまで富士電機ではビスマス

系バルク材を用いてきたが，高信頼性を要求される大容量

用として，ビスマス系バルク材，イットリウム系バルク材

とビスマス系銀シース材に対して，臨界電流値，熱伝導率，

銅との接触抵抗などの物性データについて総合的に評価し

た。表１には高温超電導材料の物性比較を示す。熱伝導率

積分値を除けば，ビスマス2223銀シース材が他の材料より

優れている。熱伝導率については HTSの冷却構成により

解決できるため，ビスマス2223銀シース材が最適と判断し

た。この材料は，臨界電流値が高く，表面が銀であること

から銅との接触熱抵抗も小さい。さらに，マトリックスの

銀が，HTSクエンチ時の保護導体としての役目をするの

で，新たにバイパス導体を設置する必要がない。

常温側の銅リードは，これまで従来形電流リードで培っ

てきた技術を生かし，銅素線を束にして構成したいわゆる

バンドルタイプを採用する。

４.２ HTS部の構成

HTS 部はビスマス系の銀シース材を使用することとし

たが，この材料はテープ状でしか所要の臨界電流値を得る

ことができない。そこで，何枚かのテープ状の銀シース線

を積層して使用する方式をとった。

HTSテープの臨界電流値は印加方向による異方性があ

る。すなわち，テープ面垂直方向の磁界の方が平行方向の

磁界よりも敏感であり，垂直方向磁界により臨界電流が大

きく劣化してしまう。この特性を考慮して，HTSの配置

を決定した。図２には，HTS 部の径方向断面図を示す。

テープ状の銀シース線を複数枚積層してユニット導体とし，

このユニット導体をステンレス鋼管の周りに24個円周状に

配置した。このような配置とすることにより，HTSで発

生する自己磁界のうち，垂直成分を低減することができる。

さらに，ユニット導体間に矩形（くけい）断面を有する

磁性体（鉄）を置くことにより，銀シース線のテープ面に

垂直な磁場成分をより一層低減できることを見いだした。

図３に HTS周りの等ポテンシャル図を，図４に磁場ベク

トル図を示す。磁性体を置くことによりテープ面垂直方向

の磁界成分が小さくなっていることが分かる。磁性体を配

置することにより，臨界電流値は計算上約 20 ％向上する。
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表１　高温超電導材の物性比較 

分　類 

項　目 

臨界電流密度（at77 K，OT） 

4.2 Kにおける接触抵抗率 

77 Kにおける接触抵抗率 

時間的安定性 

大容量への拡張性 

熱伝導積分値 

臨界電流密度 
（  c） 
の磁場依存性 
（at77 K） 

J
c（100 Gs）/J
c（0 Gs） J

c（400 Gs）/J
c（0 Gs） J

銀シース 

ビスマス2223（PIT法） 

14,000 A/cm2 12,000 A/cm2400 A/cm2 1,000 A/cm2

0.70.7 0.95

0.20.3 0.5

350 W/m80 W/m 65 W/m

1（テープ面平行） 
0.8（テープ面垂直） 

0.96（テープ面平行） 
0.5（テープ面垂直） 

12,000 W/m（Ag-1at％Au） 
2,800 W/m（Ag-11at％Au） 

＜0.1　Ω・cm2

バルク 

ビスマス2223（焼結法） イットリウム123（焼結法） ビスマス2212（MCP法） 

λ dT
77K

4.2K

0.1　Ω・cm2 0.1　Ω・cm2

2.5　Ω・cm2

0.3　Ω・cm2

－ 2　Ω・cm2＜1　Ω・cm2

非常に良い 比較的良い 比較的良い 

困難 

悪い（吸湿して劣化） 

容易 

〈注〉10 kA HTS電流リードの場合，外径は64 mmとなる。 

HTSユニット 

磁性体 

ステンレス鋼管 

図２　HTS部径方向断面図
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開発実績

５.１ 10 kA級高温超電導電流リード

日本原子力研究所と共同で開発した 10kA級高温超電導

電流リード
（4）

を図５に示す。銅リード部は電気銅の素線によ

るバンドル構造であり，有効熱交換長が 1,500mmである。

HTS 部は図２で示したように HTS テープを積層した

HTSユニット導体を円周状に配置した。有効熱交換長は

350mmである。電流リードとしての全長は 2,660mmで

ある。HTS部は最初，磁性体を入れない構成として試験

を実施し，その後磁性体を入れた改造を行い再度試験を実

施してその性能を評価した。

試験の結果，HTS に磁性体を配置しないものは 13 kA

まで通電が可能であり，磁性体を配置したものは 14.5 kA

まで通電が可能であることが分かった。いずれも，HTS

高温端の温度が 75Kのときであった。また，低温端への

熱侵入量は 10 kA通電時に 1.0W（0.1W/kA）であり，従

来形電流リードの10分の 1となった。

５.２ CERN-LHC用 13 kA高温超電導電流リード

５.２.１ CERN電流リード

欧州共同加速器研究所（CERN）では LHC計画を推進

中であり，2005年の完成をめざしている。高温超電導電流

リードは，13 kA用，6kA用，600A用の 3種類が必要で

あり，総数で 1,300 本以上必要となる。現在，CERNにお

いて各社の 13 kAプロト器を試験評価中であるが，富士

電機から供給した電流リードは各社に先立ち実施し，すで

にCERNにて試験評価を終えている。

５.２.２ 要求仕様

13 kA高温超電導電流リード
（5）（6）

は，ダイポールマグネット

用の電流リードとして，低熱侵入化と高い安全性が要求さ

れる。熱侵入量とし 4.5 K 端で定格電流通電時に 1.5W以

下（0.12W/kA），銅リード部への 20K 供給ガス量を 1.0

g/s 以下と規定されている。また，HTS にクエンチが発

生した場合，電流を時定数 120 秒で遮断するが，この時

HTS の温度が 200K を超えてはならない。さらに，電流

リードの全長は 1.5m 以内に制限されている。これは，日

本原子力研究所と共同開発した 10kA級電流リードの全長

の約半分の長さである。電流リードは短いほど熱侵入が大

きくなるため開発としては難しくなる。

５.２.３ 設計，製作および試験結果

CERNからの技術仕様に基づき富士電機にて設計製作

を行った。CERNからは要求性能のみ提示され，基本構

成は各社に委ねられている。図６には製作した 13 kA高温

超電導電流リード（プロト器）の外観を示す。また，表２

に主要パラメータを示す。全長が短いため，銅リード部は

材料から最適化を図った。その結果，銅リード部にはリン

脱酸銅の素線を使用したバンドル構造とすることにした。

また，HTS部の構成は図２に示したとおりであるが，CERN

向けの仕様に合わせて最適化を図った。なお，HTS高温

端温度が 50Kと低いため，磁性体による臨界電流値向上

は不要であるので磁性体は用いなかった。

試験評価は CERNにて実施した。その結果を表３に示

す。また，電流リードの温度分布を図７に示す。比較的よ

く一致しているのが分かる。電流リードの代表的な熱特性

である 4.5 K 端への熱侵入量は，0.715W（0.055W/kA）

と従来形電流リードの20分の 1となった。銅リードへの最

568（42）
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図３　自己磁界分布図（等ポテンシャル図）

図４　HTSユニット内磁場ベクトル図

図５　10 kA級高温超電導電流リード

磁性体を入れないもの 磁性体をHTSユニット間に
配置したもの

HTSユニット

HTS
ユニット

磁性体

磁性体を入れないもの 磁性体をHTS間に
配置したもの
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少必要流量が 0.98 g/s であり，要求仕様を満足した。電流

リードの全体特性を従来形リードと比較する場合，電流リー

ド全体を冷却するために必要な冷凍機の運転電力で評価す

るのが一般的である。この 13 kA高温超電導電流リード

は，冷凍機の運転電力で従来形電流リードの 35 ％に抑え

ることができた。

あとがき

超電導電流リード技術について，その特長と基本的な設

計思想について開発実績を中心に述べた。

核融合実験炉用としては，さらなる大容量化を狙った開

発を進める予定である。一方，CERN で進行している

LHC計画での実器電流リードに向けて，信頼性，安全性

を中心とした研究開発を進めていく考えである。

最後に，超電導電流リードの開発にあたり，多大なご指

導，ご協力を賜った日本原子力研究所ならびに欧州共同加

速器研究所の関係各位に深謝する。

参考文献

Ueda, K. et al. : Design and testing of a pair of current

leads using bismuth compound superconductor.  IEEE

Trans. Appl. Superconductivity. Vol.3, p.400-403（1993）

Bohno, T. et al. : Development of HTS current leads for 1

kWh/1 MW module type SMES system. Proc. of 16th

ICEC/ICMC. p.795-798（1996）

Yasukawa, Y. et al. : Development of 2 kA high-tempera-

ture-superconductor current lead system for AC applica-

tion.  IEEE Trans. Mag. Vol.32, p.2671-2674（1996）

Yasukawa, Y. et al. : Design and testing of 10 kA current

leads for fusion magnet using high temperature supercon-

ductors.  Proc. of 15th International Conference of Magnet

Technology. p.847-850（1998）

Ballarino, A. et al. : High temperature superconducting

current leads for the large hadron collider. To be published

in IEEE Trans. Appl. Superconducticvity（1999）

Yasukawa, Y et al. : Prototype 13 kA high temperature

superconducting current leads for large hadron collider. To

be presented at CEC/ICMC ’99, Montreal（1999）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.72 No.10 1999

569（43）

表２　13 kA 高温超電導電流リード（プロト器）の 
　　　主要パラメータ 

定 格 電 流 / 定 格 電 圧 

電 流 リ ー ド 全 長 

銅リード部熱交換長 

銅リード部供給ガス流量（13 kA 通電時） 

銅 リ ー ド 部 材 料 

HTS 部 熱 交 換 長 

HTS　　　材　　　料 

4.5 K 端 熱 侵 入 量（13 kA 通電時） 

13 kA/3.5 kV 

1,434 mm 

600 mm 

0.95 g/s 

リン脱酸銅 

300 mm 

ビスマス2223 

＜1.5 W

表３　13 kA 高温超電導電流リード（プロト器）の試験結果 

分類・項目 

無
通
電
時 

13 
kA
通
電
時 

HTS 高 温 端 温 度（K） 

銅リード部必要最少流量（g/s） 

4.5 K 端 熱 侵 入 量（W） 

HTS 高 温 端 温 度（K） 

銅リード部必要最少流量（g/s） 

圧　　力　　損　　失（Pa） 

発　　生　　電　　圧（mV） 

4.5 K 端 熱 侵 入 量（W） 

試験結果 

40 

0.27 

0.64 

40 

0.98 

1,900 

84 

0.715

仕様値 

＜50 

＜0.6 

＜1.0 

＜50 

＜1.0 

＜5,000 

－ 

＜1.5

300

200

100

0
100806040

電流リード位置（％） 
200

温
　
度
（
K
）
 

計算 0 kA，0.27 g/s 
実験 0 kA，0.27 g/s 
計算 13 kA，0.98 g/s 
実験 13 kA，0.98 g/s 

図７　13 kA高温超電導電流リード（プロト器）の温度分布図

図６　CERN-LHC用 13 kA高温超電導電流リード（プロト器）
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超電導を応用した電力機器は高効率，機器の省スペース

化などの特長を有しており，超電導発電機，超電導変圧器，

超電導エネルギー貯蔵装置などの実用化に向けた研究開発

が行われている。

超電導エネルギー貯蔵装置（SMES： Superconducting

Magnetic Energy Storage）は，エネルギー貯蔵効率が高

く，有効電力や無効電力を独立に，かつ高速に出し入れで

きるので，電力貯蔵用，負荷変動補償用，電力系統安定化

用などさまざまなニーズに対応できることから，早期実用

化が期待されている。

富士電機では，九州電力（株），九州大学などと共同で，

モジュール形 SMES（出力 1,000 kW，貯蔵容量 1 kWh）

の開発を実施してきた。この SMES 用超電導コイルは低

温超電導導体であるNbTi 導体を用いており，液体ヘリウ

ム温度（4.2 K）近傍で動作する。近年開発が進んでいる

高温超電導導体（HTS ： High Temperature Supercon-

ductor）は，液体ヘリウム温度より高い液体窒素温度（77

K）でも超電導状態となる。温度が高くなると超電導導体

やコイル構造物の比熱が高くなり，外部のじょう乱による

発熱に対して温度上昇が抑制されるので，より安定した機

器となる。また，液体ヘリウムを使用せず小形の冷凍機に

よる冷却方式とすることで，運用の簡素化やランニングコ

ストの低減が図れる。

これらを実証するために，富士電機では，九州電力（株），

九州大学と共同で，冷凍機冷却式高温超電導（HTS）コ

イルを製作，試験し，連続パルス運転に成功した。本稿で

は，HTSコイルの特長と特性試験結果について述べる。

HTSコイルの特長

図１に HTSコイルの外観を，表１に主な仕様を示す。

SMES 用超電導コイルはその蓄積エネルギーを系統に出

し入れするために，通電電流をパルス的に変動させる。超

電導コイルは電気抵抗がほぼ零であるのでジュール損失は

ないが，ヒステリシス損失を主体とする交流損失が発生す

るために，交流損失による発熱を冷却して超電導状態を保

つ必要がある。本 HTSコイルでは巻線内部にヒートドレ

インとして窒化アルミニウム（AlN）板を配置し，熱をコ

イル外部に伝導させ，冷凍機により冷却する構造を採用し

た。

また，現在実用化されている HTS導体は，１本あたり

に流せる電流値が液体窒素温度で約 40Aと小さいので，

冷凍機冷却式高温超電導コイル
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表１　HTSコイルの仕様 

超 電 導 導 体  PVF被覆Bi 系 HTS導体4本多層並列配置 

小形一段式GM冷凍機による伝導冷却 
AlN 冷却板を巻線内に配置 

40 K

241 A

φ52 mm/φ111 mm 

120 mm

1.0 T

7.5 mH

218 J

冷　　　　　却 

運　転　温　度 

定　格　電　流 

コイル内径/外径 

コ イ ル 高 さ 

コイル中心磁界 

インダクタンス 

蓄積エネルギー 

図１　HTSコイルの外観
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HTS 導体を多層並列化して大電流化を図っている。

特性試験結果

３.１ 電流分流特性

章で述べたように，大電流化のために HTS導体を４

本多層並列配置とした。このときに，並列導体間の電流分

流が均一でないと交流損失が大きくなるので，分流を均一

にする対策が必要になる。

超電導導体の場合には，抵抗がほぼ零であるので抵抗に

よる分流の均一化はできず，各導体のインダクタンスによっ

て分流が決まる。通常の銅導体を用いた変圧器と同様に転

位を施すことで，各導体のインダクタンスを均一化できる。

従来は巻線の内部で転位を行っていたので，コイルとして

の電流密度が下がり，大形化していた。今回の開発では，

巻線の端部のみで転位し，各導体のインダクタンスを均一

化する導体の転位法を新たに考案した。巻線の結線を図２

に示す。４本重ねた HTS導体を第一層（＃ 1）に所定の

ターン数で巻き，端部において，第二層（＃ 2）に巻き上

がるときに重ねた導体の位置を入れ替えて転位する。これ

を各層間で行い，各導体のインダクタンスを均一にする組

合せで転位した。この転位法で各導体の自己および相互イ

ンダクタンスを求めて電流分流率を計算した。各導体に均

一に流れた値を 100 ％とすると， ７％となった。

分流測定は，HTSコイルを液体窒素中に設置して超電

導状態にし，導体 4本に一括して交流 30Aを通電し，各

導体にロゴスキーコイルを設置して実施した。図３に測定

結果を示す。測定結果は－11 ％となり，計算結果とほぼ

一致するとともに，電流分流が均一であることを確認した。

３.２ 熱特性

従来の冷凍機冷却式超電導コイルは直流通電用であり，

超電導コイル内部での発熱はほとんどないため内部を積極

的に冷却する必要がなかった。SMES 用超電導コイルは

前述したように交流損失による発熱を生じるため，超電導

コイル内部を冷却して温度上昇を抑制する必要がある。

今回の開発では，巻線内部に極低温下でも熱伝導が良好

で電気絶縁材料である AlN 板を配置し，巻線内部の発熱

を，コイルフランジを介して冷凍機に伝導させて冷却する

構造とした。HTS コイル内部の構造を図４に示す。AlN

板とコイルフランジ，コイルフランジと冷凍機は熱的に接

触している。図中の矢印は熱の流れを表している。

AlN 板と HTS導体の間にエポキシ樹脂を塗布して熱伝

導の向上を図った。このエポキシ樹脂には，酸化マグネシ

ウムを混入し，熱伝導率を向上させている。この効果を確

認するために，熱モデルコイルを製作し，AlN 板と HTS

＋－

＋－
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コイル中心軸 
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端子 

図２　巻線の結線
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図３　電流分流測定結果
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図５　樹脂塗布の有無による温度差の相違
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導体の温度差を測定した。AlN 板の挿入間隔を，コイル

の各層ごとと，二層おき，三層おきにして比較した結果を

図５に示す。樹脂を塗布することでAlN 板と HTS導体の

温度差を，塗布しない場合に比べて 1/10 程度に低減でき

ることを確認した。AlN 板の挿入間隔による温度差の相

違は，樹脂塗布の有無の相違に比べて小さく，三層おきで

も温度差は 1K以下である。コイルの軸方向の熱伝導は

AlN 板の断面積に依存することを考慮し，AlN 板は各層

ごとに18等配とした。

特性評価試験

４.１ 試験装置

試験装置の断面を図６に示す。HTS コイルのフランジ

は，フレキシブルな伝熱板によって小形一段式 GM冷凍

機と熱的に接続されている。この冷凍機の冷凍能力は，40

Kにおいて 30Wである。

HTSコイルに電流を給電する電流リードは，コイルへ

の熱侵入量を極力抑えるために，無酸素銅と，リン脱酸銅

から構成されている。直流 240Aにおける熱侵入量は電流

リード 1本あたり 7.5Wである。

HTSコイルと電流リードの周囲に，ふく射熱を抑制す

るために，熱シールドを設置した。熱シールドの表面には，

真空多層断熱材を巻き付けて，ふく射熱を抑制している。

熱シールドは HTSコイルを介して冷凍機に接続され，コ

イルとほぼ同じ温度に冷却される。

これらを直径 400mmの真空容器に入れ，10－4 Pa 程度

の真空状態で特性試験を実施した。この真空度では，真空

容器内の残ガスによる熱侵入量は，電流リードやコイル支

持材などからの熱侵入量に対し無視できる値となっている。

試験装置の外観を図７に示す。冷凍機はコンプレッサに

より運転される。消費電力は 4kWである。

コイル内部に熱電対を 9点，冷凍機や熱シールド，コイ

ルフランジなどに測温抵抗体素子を10点取り付けて温度分

布を測定した。また，コイル中心にホール素子を取り付け

て磁界を測定した。

４.２ 特性評価

冷凍機運転後約18時間で，HTSコイルは室温から約 30

Kに冷却された。このときのコイル内部の温度差は最大で

2.4K であった。

パルス通電試験は図８に示すような正弦波および三角波

の電流波形で実施した。定格運転は 0→ 1T→ 0を 1 秒の

周期（1Hz）とする三角波である。定格で連続 4.5 時間運

転した際の冷凍機温度，コイルフランジ温度，巻線の温度

を図９に示す。通電開始後 4時間ほどで各部温度は定常状

態に達し，コイルの巻線は最大で 40.8 K，コイル内の温度

差は最大で 2.3K であった。

交流損失の測定回路を図 に示す。ロゴスキーコイルを

用い，HTSコイルの両端電圧の誘導成分をキャンセルし

て抵抗成分のみを抽出し，これと電流値の積を一周期積分

１０

572（46）

富士時報 Vol.72 No.10 1999

HTSコイル 

一段式GM冷凍機 

真空容器 

ホール素子 

電流リード 

ふく射シールド 

図６　試験装置の断面

図７　試験装置の外観
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図８　運転パターンの例
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して交流損失を求めた。正弦波および三角波 1Hz 通電時

の交流損失測定結果を図 に示す。三角波より正弦波のほ

うが交流損失が大きいのは，図８に示すように磁界振幅が

２倍になっているからである。定格運転時の交流損失は

11Wであった。

また，1Tの振幅の三角波で 8Hz，1.24T（300A）の振

幅で 2Hz まで短時間運転を実施した。コイルの温度上昇

は緩やかであり，本コイルの特長である安定性が高いこと

を確認した。

あとがき

以上，冷凍機冷却式 HTSコイルの特性試験を中心に述

べた。冷凍機冷却式HTSコイルにおいて，従来困難であっ

た変動磁界を連続して運転することに成功した。また，高

い安定性を示すことが確認できた。このことから，HTS

コイルの SMES 用超電導コイルへの適用可能性を実証で

きた。

今後は貯蔵エネルギーや通電電流の大容量化，高電圧化

に向けた開発を行っていく予定である。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2930605 森　　泰二大文字，小文字および漢字仮名類似
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畠内　孝明
杉野　一彦
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藤並　　太
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郡浜　英一自動販売機のデータ設定・表示装置

2932811 佐々木安夫スピードリング
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早野　八一
曽根原達彦
畑中　香志
木下　栄文
衣川　泰也
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ット装置
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児玉　健光
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御方法

2936829
伊藤　敬三
中嶋　恵一
臼井　　昇

センサの出力信号変換装置

2936834 降旗　博明半導体装置の製造方法

2936843 中村　　悟電磁流量計

2936855 宝泉　　徹電力用半導体装置

2936861 針江　博史可動子を備えるリニアモータ

日和佐寛道2929843

村本　良二

ブラシレス励磁方式同期機の界磁巻
線温度測定装置

2929878

木村　幸雄
橋口　勝敏
因　　道伸
古田　寿久

給水加熱器のドレン流入衝撃防止装
置

藤本　規夫2936784

向来　　順

レギュラーコーヒー自動販売機の原
料供給装置

2936786 ペルトン水車のデフレクター操作装
置

2929889

山崎　和昭
高橋　良和

自動販売機の缶商品加熱装置

2930074 半導体装置

飯島九十九

2938287
及川　安夫
水越　清治
大山　悦夫

放射性廃液の処理方法

2938293

山本　正典
新貝　和照
植草　秀明
小野　和夫

空気汚染度予測装置

2938298 高野　哲美屋外碍子の付着塩分量推定方法

2936924

新妻　信行

回転電機の固定子

2936986 硬貨処理機

2938301 原田　健治
西方　　聡

溶存ガス濃度測定方法および溶存ガ
ス濃度測定装置

2938353 藤田　　満浮揚溶融装置の運転方法

2939146 川崎　道夫
金城　秋夫加圧式注湯炉の自動注湯制御方法

2937185
藤平　龍彦
西村　武義
小林　　孝

高破壊耐量MOS型半導体装置

2937192
佐々木雅浩
松永慎一郎CCDイメージセンサ

2938078
鶴田　和博
岩波　正夫
澄川　輝明

定量ポンプ

2938245 中川　功夫燃料改質器の起動方法

2938286
及川　安夫
水越　清治
大山　悦夫

放射性廃液の処理方法



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝

送システム，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，磁気記録媒体，複写

機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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最近の水車の技術動向としては，性能の向上，機器コストの低減，

保守の簡素化など，プラント全体のコストを最小化するための技術

開発が中心になっている。富士電機では，三次元粘性流れ解析や構

造解析などの基盤技術を駆使し，高効率化や高速度化によるポンプ

水車，バルブ水車の機器寸法の縮小，立軸バルブ水車による建設コ

ストの低減，油レス・水レス化による保守の簡素化などで実績をあ

げてきた。また，近年脚光を浴びてきた新形小水力の開発でも成果

を得たので，概要を紹介する。

最近の水力発電用水車技術

吉井　　清

富士時報 Vol.72 No.10 p.529-533（1999）

最近の厳しい経済環境を反映して水力発電用機器に要求される技

術もプラントコスト低減に貢献できるようなものが中心となってい

る。富士電機における水車発電機技術の開発もこの流れに沿ってお

り，バルブ水車発電機の補機レス化，立軸バルブ水車発電機による

建設コストの低減，海外向け立軸水車発電機における海外メーカー

との合作によるコストダウンなどが最近の実績としてあげられる。

また，要素技術開発では流れ解析による通風冷却性能の予測精度向

上，PTFE軸受，絶縁技術開発，絶縁寿命予測技術などで顕著な成

果がみられる。

最近の水力発電用発電機技術

氏家　隆一

富士時報 Vol.72 No.10 p.534-538（1999）

小水力分野では，建設コストおよび設備更新コストの一層の削減

が要求されている。本稿では，経済性をさらに重視し，コストダウ

ンを進めた「制御・保護・監視一体化制御盤」や水力発電所に適用

した「単独運転検出機能付系統連系保護装置」，およびパーソナル

コンピュータをベースにした安価な「発電所監視・操作・記録シス

テム（パートナー PS）」を紹介する。

最近の水力発電所の制御システム

相場　　茂 小林　　高

富士時報 Vol.72 No.10 p.539-543（1999）

今まで国内外を問わず建設された水力発電所は，それ専用のダム

を建設してきたが，近年環境保護という観点からダム建設に歯止め

がかけられてきている。しかし，逆に地球温暖化を食い止める意味

で，国はクリーンエネルギーの導入を推奨している。そこで，最近

富士電機が納入した発電専用ではなく多目的ダムなどに設置された

小容量水車の事例を幾つか紹介するとともに，これからの小水力発

電に採用されるであろう技術の動向と技術開発の例を述べる。

最近の小水力発電技術

大和　昌一 須 久晴

富士時報 Vol.72 No.10 p.544-548（1999）

パキスタン電力庁チャスマ発電所に納入した 8台× 23.7MWバ

ルブ水車・発電機で採用されている技術を紹介する。水車では高比

速度・高効率ランナの開発やスルーシング運転特性について，また

発電機では外被直接冷却方式とダブルシェル冷却方式を併用した冷

却性能が高くかつ保守点検の容易な冷却方式や一枚円板形ブレーキ

リングなどについて述べる。

パキスタン・チャスマ発電所納入大容量バルブ水車・発電機

斉藤 純一郎 鈴木　健一 小林　秀樹

富士時報 Vol.72 No.10 p.549-552（1999）

インド・マハラシュトラ州灌漑（かんがい）局（GOMID）ガト

ガール揚水発電所向け 2台× 125MW立軸フランシス形ポンプ水

車，発電電動機，制御装置を受注し，現在，鋭意製作中である。顧

客にとっては，初の高落差・大容量の揚水発電設備であり，富士電

機が納入する設備に対する期待度は大きい。本稿では，本発電所の

プロジェクトの概要と，納入機器のうちポンプ水車，発電電動機お

よびサイリスタ始動装置の主な特徴について述べる。

インド・ガトガール発電所納入揚水発電設備

早馬　　弘 鵜川　義昭 並木　尚紀

富士時報 Vol.72 No.10 p.553-557（1999）

従来，低落差・大流量の水力発電所地点に採用されてきた横軸バ

ルブ水車・発電機は，水平に配置する構造から立地点の地勢的な制

約あるいは既設ダムの制約によって，建設費が大幅に増加したり，

技術的な制約が生じることがある。このような問題を解決するため，

横軸バルブ水車・発電機を垂直に配置し，建屋面積の縮小を図り，

建設地点の地勢的な制約にとらわれない立軸バルブ水車・発電機の

研究開発を行い，実用化が図れるようになった。本稿では，立軸バ

ルブ水車・発電機の特徴と技術の概要について紹介する。

立軸バルブ水車・発電機

小泉　俊夫 坪田　宗武 村田　幸雄

富士時報 Vol.72 No.10 p.558-561（1999）

真空遮断器（VCB）は小形軽量，長寿命などの特長があり，定

格電圧 36 kV以下の遮断器で主流となっている。富士電機の VCB

はコントレート形電極を用いているが，近年では大容量化のために

縦磁界形電極の技術開発も進めている。本稿では，アーク特性の測

定，アーク観測，三次元磁界解析による遮断時の印加磁束密度の検

討，低裁断電流値をめざした接点材料の検討など，縦磁界電極の消

弧技術開発の概要を紹介する。

真空遮断器の消弧技術

山岸　泰彦 佐藤　　実 岡 貴幸

富士時報 Vol.72 No.10 p.562-565（1999）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Reflecting recent severe economic conditions, technologies required
of hydroelectric equipment have concentrated on plant cost reduction.
Fuji Electric’s activities for hydroelectric generators have gone with the
stream.  Recent achievements in production are bulb-turbine generators
without auxiliaries, low-construction-cost vertical bulb-turbine generators,
and vertical generators at a cost reduced by cooperating with manufactur-
ers abroad.  Marked achievements in element technology are cooling char-
acteristics improved using three-dimensional flow analysis, polytetrafluo-
roethylene (PTFE) bearings, advanced insulation, and insulation life pre-
diction.

Recent Technologies for Hydroelectric Generators

Ryuichi Ujiie

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.534-538  (1999)

Recent hydraulic turbines have shown a technical trend to minimize

total plant cost by performance improvement, equipment cost reduction,

and maintenance simplification.  Fuji Electric has applied basic technolo-

gies, such as three-dimensional viscous flow and structural analyses, and

has shown good results, including reduction in the dimensions of pump-

turbines and bulb turbines by development of high efficiency and high

speed turbine, reduction in  construction cost using vertical bulb turbines,

and simplified maintenance due to oil-less and water-less design. Also

marked results have been obtained in developing advanced small hydro-

electric plants in the spotlight recently.

Recent Technologies for Hydraulic Turbines

Kiyoshi Yoshii

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.529-533  (1999)

Both domestic and overseas hydroelectric plants in the past were

combined with dams exclusively for generation purpose.  However, there

has been a trend to discontinue dam construction from the viewpoint of

environmental preservation.  On the other hand, Government recommends

the development of clean energy with the aim of stopping global warm-

ing.  Keeping the situation in mind, this paper describes several cases of

small hydraulic turbines combined with multi-purpose dams, etc., not

exclusively for generation purpose, and also the trend of small hydroelec-

tric generation technologies and examples of technical developments.

Technologies for Recent Small Hydroelectric Plants

Shoichi Yamato Hisaharu Suzaki

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.544-548  (1999)

Small hydroelectric plants have been required to still more reduce

construction cost or equipment innovation cost.  This paper describes Fuji

Electric’s economy-intensive, low-priced “control-protection-monitoring-

integrated panel,” “islanding detection and protection system” applied to

hydroelectric plants, and personal-computer-based, low priced “monitor-

ing-operating-logging-integrated system (Partner-PS).”

Recent Control Systems for Hydroelectric Plants

Shigeru Aiba Takashi Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.539-543  (1999)

Fuji Electric has received an order for two units of 125 MW vertical

Francis pump-turbine, generator-motor and control equipment for

Ghatghar Pumped Storage Scheme, Government of Maharashtra Irrigation

Department, India, which are being steadily manufactured.  This is the

first high head, large capacity pumped storage scheme of the customer,

who expects much from our supplies.  This paper describes an outline of

this scheme and the main features of the pump-turbine, generator-motor,

and static frequency converter for the generator-motor starter taken up

from among our supplies.

Pumping-Generating Units for Ghatghar Pumped 
Storage Scheme, India

Hiromu Hayama Yoshiaki Ukawa Takanori Namiki

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.553-557  (1999)

This paper outlines marked technologies adopted in the eight units of

23.7 MW bulb turbines and generators for Chashma Hydroelectric Power

Station, Pakistan.  A newly developed higher specific speed, higher effi-

ciency runner and sluicing operation characteristics have been applied to

the turbines.  A high-performance, easy-maintenance cooling system that

combines direct stator cooling and double shell cooling and a solid disk

braking ring have been applied to the generators.

Large Capacity Bulb Turbines and Generators for 
Chashma Hydroelectric Power Station, Pakistan

Junichiro Saito Kenichi Suzuki Hideki Kobayashi

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.549-552  (1999)

Vacuum Circuit Breakers (VCBs) are widely used for rated voltage

36 kV and below because of the advantage of small size, light weight and

long life.  Fuji Electric has produced VCBs with contrate electrodes.

Recently, it has tackled the development of axial magnetic field electrodes

for large capacity VCBs.  This paper describes an outline of developments

in arc quenching technology using axial magnetic field electrodes, such as

investigations into magnetic flux density at the time of current interrup-

tion through arc characteristics measurement, arc observation, and three-

dimensional magnetic field analysis, and into contact materials to realize

low chopping current.

Arc Quenching Technology of Vacuum Circuit 
Breakers

Yasuhiko Yamagishi Minoru Sato Takayuki Okazaki

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.562-565  (1999)

The conventional horizontal bulb turbine-generator used in low head,

large flow hydroelectric plants is horizontally arranged, and restriction

due to geographical features or the existing dam sometimes greatly

increases construction cost or causes technical restrictions.  To solve these

problems, Fuji Electric carried out research and development for a verti-

cally arranged bulb turbine-generator and put it to practical use.  This ver-

tical unit reduces the building area and is not restricted by the geographic

features of a construction site.  This paper describes the features of the

vertical bulb turbine-generator and an outline of the technologies.

Vertical Bulb Turbine-Generator

Toshio Koizumi Munetake Tsubota Yukio Murata

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.558-561(1999)



超電導電流リードは，100Aクラスの小容量のものがすでに実用

化されている。一方，超電導システムが必須（ひっす）の核融合炉

や大型加速器といった巨大科学では，10kAを超える大容量の高温

超電導電流リードが必要不可欠である。本稿では，富士電機で開発

してきた大容量の超電導電流リードについて，その基本的な構成，

設計思想および性能試験結果について述べる。本超電導電流リード

により，低温端への熱侵入量が従来形電流リードの20分の 1まで小

さくすることができるようになり，実用化へ大きく近づいた。

超電導電流リード技術

保川　幸雄 伊藤　郁夫 今野　雅行

富士時報 Vol.72 No.10 p.566-569（1999）

冷凍機冷却式高温超電導コイルは，高効率性とコンパクト性の観

点から超電導エネルギー貯蔵装置などの電力機器への適用が期待さ

れている。この超電導コイルのパルス通電時の特性を把握するため

に，中心磁界 1Tの冷凍機冷却式高温超電導コイルを開発した。本

コイルの開発において，電流容量を大きくするために多層並列導体

を採用した。また，パルス通電時に発生する交流損失による温度上

昇を抑制するために，窒化アルミニウムの冷却板を巻線内に配置し

た。本稿では，本コイルの特長と通電試験結果について紹介する。

冷凍機冷却式高温超電導コイル

林　　秀美 岩熊　成卓 富岡　　章

富士時報 Vol.72 No.10 p.570-573（1999）



Low capacity  high-temperature superconducting (HTS) current leads

in the 100-A class have practically been used for refrigerated supercon-

ducting magnets.  However, HTS current leads in the 10-kA class are

indispensable to superconducting systems for fusion and accelerator sci-

ence.  Fuji Electric has developed HTS current leads up to 13 kA for

fusion and accelerator use.  This paper describes their basic structure,

design concept, and performance test results that achieve high perfor-

mance and high reliability.  The HTS current lead can reduce a heat load

at the low-temperature end to one twentieth as small as a conventional

current lead, approaching to practical use.

Technology of Superconducting Current Leads

Yukio Yasukawa Ikuo Itoh Masayuki Konno

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.566-569  (1999)

The cryocooler-cooled high-temperature superconducting (HTS) coil

is expected to be applied to power apparatus such as superconducting

magnetic energy storage because of high efficiency and compactness.  To

investigate HTS coil characteristics in pulse operation, a cryocooler-

cooled 1-T HTS coil was developed.  To increase its current capacity, an

interlayer-transposed parallel conductor was adopted.  In addition, to

reduce a temperature rise due to AC loss caused by pulse operation, heat

drains of aluminum nitride plants were arranged in the coil.  This paper

describes the design and current-carrying test results of the coil.

Cryocooler-Cooled High-Temperature 
Superconducting Coil

Hidemi Hayashi Masataka Iwakuma Akira Tomioka

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.10 p.570-573  (1999)
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関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（0485）26-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（リクルート神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8308 旭川市旭神町1番1359（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（0188）24-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
福 島 営 業 所 1（0249）32-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（0552）22-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（0734）32-5433 〒640-8052 和歌山市鷺の森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（0886）55-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（0888）24-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27-20（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0015 宮崎市大工二丁目27番地
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-8530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（0552）85-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（0485）48-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：電機システムカンパニー 水力事業推進室 電話（044）329-2065

水力の新時代に応える
富士電機の水力発電設備
富士電機は，水力発電分野においてさまざまな水車・

発電機を提供しています。また，受配電設備やそれらを

トータルに管理する自動化設備まで，総合的なシステムに

より，幅広いニーズにお応えします。

500 MVA
フランシス水車発電機

バルブ水車

水力発電
シミュレータ

200MW
揚水発電設備

ペルトン水車
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聞こえてきますか、技術の鼓動。

富
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定価525円（本体500円）
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水力発電特集

本誌は再生紙を使用しています。
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