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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
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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１　東北電力（株）新鷹の巣発電所向けバルブ水車発電機
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図２　立軸バルブ水車発電機



最近の水力発電用発電機技術

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

537（11）

図６　PTFEスラスト軸受
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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。
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