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まえがき

電気は，市民生活の重要なライフラインの一つであるが，

発電する際にも直接的または間接的に温室効果ガスである

二酸化炭素は排出される。このため，風力，太陽光など自

然エネルギーの活用が進められている。一方，環境に負荷

を与えることなく発電量を増加させる手法として，既設水

力発電所の高効率化がある。

水車の効率は，主にランナ形状を最適化することにより

年々改善されており，1995 年ごろから実用化され始めた

三次元流れ解析技術の進歩とともに飛躍的に向上した。こ

のような技術を既設の 100MW以上の発電所に当てはめ

ると，水車効率を 1 ％改善することで小水力発電所 1か所

分に相当する 1,000 kWの電力が環境に負荷を与えること

なく得られることになる。

既設水力発電所に最新のランナを適用する方法は，以前

から行われており，大容量の水車ランナ更新時には，模型

水車試験にてその性能を確認し実物水車が設計されていた。

しかしながら，改修の期間短縮・費用削減を行うため，模

型試験の省略が期待されている。今回水車ランナの改修を

行った電源開発（株）手取川第一発電所では，三次元流れ解

析（以下，CFDと称す）によるランナ設計を実施し，

最終確認を現地効率試験で行う方法が採用された。

本稿では，最近のフランシス水車ランナの更新技術につ

いて報告する。

発電所の概要と更新計画

手取川第一発電所は，多目的ダムである手取川ダムに貯

水された水を利用しており，最大水車出力 129MWの立

軸フランシス水車 2台を有している。発電所の諸元を表１

に示す。本発電所は運転開始後 20 年が経過し，ランナ更

新による発生電力量の増大を目的に改修工事が行われ，

2002 年 12 月に終了した。

既設水力発電所は，運転実績を調査することで年間発生

電力量を最大とする設計が可能となる。図１は発電所の年

間の運転状態を表している。この図から，高落差，大流量

側での運転時間が多く，最低落差での運転はほとんど行わ

れていないことが分かる。旧ランナの設計は，基準落差で

の運転を主に，最低・最高落差側での水車効率，キャビ

テーション発生状況を考慮して行われている。このため，

変落差が大きい発電所においては，特に入口負圧側，圧力

側のキャビテーション発生範囲の設定が重要となる。一方，

新ランナの設計は，旧ランナに比べ最高効率を高めるとと

もに，図１の落差別運転時間より最高効率点および入口負

圧側キャビテーションの発生範囲を高落差側へ移動させて

いる。

フランシス水車ランナの更新技術

568（62）

塚本　直史（つかもと　ただし） 稲垣　正洋（いながき　まさひろ）

運
転
時
間
（
h
）
 

1,800 

1,600 

1,400 

1,200 

1,000 

800 

600 

400 

200 

0
115 120 130 140 150 160 170 180 190 195 
 以下          以上 

有効落差（ｍ） 

1号機 

2号機 

図１　落差別運転時間

表１　手取川第一発電所の諸元 

石川県石川郡尾口村 

1979年8月 

立軸単輪単流フランシス水車 

最大250,000kW（2台合計） 

185m/162.5m/118m 

最大180m3/s 

240r/min

所在地 

運転開始 

形　式 

認可出力 

最高/基準/最低有効落差 

使用水量 

回転速度 
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流れ解析

水車性能を流れ解析で把握するには，特に流量特性を正

確に求める必要がある。流量特性は，主に既存の固定流路

に当てはめるためのランナ形状変更による影響，およびラ

ンナへの流入角度を精度よく計算することにより求められ

る。このため，流れ解析はケーシング，ステーベーンおよ

びガイドベーンの解析を実施し，この結果をランナの入口

条件として新旧ランナについて実施した。また，部分負荷

運転時での吸出し管内の水圧脈動を既存水車と比較するた

め，ランナ出口流れを吸出し管入口の流入条件として与え

吸出し管内の流れ解析を実施した。

最近では，おのおののパーツ間での流れは，時として無

視できないほど相互に影響を与えることが分かっている。

しかしながら，このような計算は制約のある設計時間や計

算時間からすべての段階で実施することは難しく，相互に

影響を及ぼす可能性がある場合には複数のパーツを組み合

わせた解析手法が取り入れられている。今回行った手法は，

実用的な設計時間，解析時間の中で各パーツの計算を実施

し，各パーツ間の境界条件を考慮したうえで組み合わせ，

最終的に水車全体の性能を把握する方法を採用した。

新旧ランナ形状の比較

図２に，新ランナ（実線）と旧ランナ（二点鎖線）の側

面形状を比較して示す。旧ランナは羽根枚数が 15 枚で

あったが，新ランナは 13 枚羽根を採用している。新ラン

ナは，すでに開発を終えた高効率ランナを手取川第一発電

所の固定部に取り付けられるよう各部の寸法を変更して設

計されている。このため，ベースとなったランナの羽根枚

数に合わせ，新ランナの羽根枚数は 13 枚となっている。

このため，今回採用した 13 枚羽根ランナは旧ランナの 15

枚羽根に比べ，長い翼弦長が採用されている。

旧ランナおよび新ランナの三次元形状を図３に示す。こ

の図から，特にランナクラウンからバンドまでの翼出口端

形状に大きな違いがあることが分かる。旧ランナは，ラン

ナ出口端を基準にランナが設計・製作されることが多く出

口端も放射状に配置されていた。一方，新ランナは三次元

形状の取扱いが容易になったことから，設計上の制約を少

なくした形状が採用されている。

また，各流線における翼形状は，旧ランナではほぼ肉厚

が均等な形状が採用されている。一方，新ランナは翼入口

側の翼厚が厚く，入口から出口に向かって翼厚が変化する

形状を採用している。これにより，後述するように入口

キャビテーションの大幅な改善が図られている。

流れ解析結果

流れ解析は，性能比較を実施するため新旧ランナについ

て実施したので，以下にその概要を述べる。

損失分布

図４は，基準落差，最大流量時におけるランナ出口側の

中央流線での損失分布を示す。図の上側が羽根入口，下側

が羽根出口であり，向かって右側が圧力面，左側が負圧面

を示している。旧ランナの出口端と負圧面に色の濃い部分
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図２　新旧ランナの側面形状

図３　新旧ランナ形状の比較

（a）旧ランナ

（b）新ランナ
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が見られる。これは，損失が発生していることを表してお

り，新ランナにおいては色の濃い部位は見られず，ランナ

出口端および負圧側で発生していた損失が改善されている

ことが分かる。

圧力分布

図５は最高落差時におけるランナ入口側負圧面における

圧力分布を表している。旧ランナにおいては，バンド側負

圧面で圧力が低下しており，この部位でキャビテーション

が発生することが予想される。旧ランナは設計時に模型試

験を行っており，その結果においても最高落差運転時には

バンド側負圧面で入口キャビテーションの発生が確認され

ている。前述のように今回の改造においては，高落差側で

の運転時間が長く，入口キャビテーションの改善を目的と

している。このため，新ランナは解析結果から見られるよ

うに，入口キャビテーションの発生が抑えられた設計と

なっていることが分かる。

速度ベクトル

図６に，最高落差運転時におけるランナ入口クラウン側

の速度ベクトルを示す。図の上側が羽根入口，下側が羽根

出口であり，向かって右側が圧力面，左側が負圧面である。

矢印の向きは流れの方向を示している。旧ランナの入口側

負圧面で色の濃淡が見られるが，これは流速変化が大きく

なっていることを示し，損失が発生していることが分かる。

一方，新ランナにおいては，翼に沿っての流速変化は少な

く，効率の改善が図られていることが分かる。

現地効率試験

現地効率試験は，ランナ更新前後で JEC4002-1992に準

じて絶対効率測定法である単式圧力時間法により実施した。
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図４　ランナ出口部の損失分布
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図５　ランナ入口側負圧面における圧力分布
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図６　ランナ入口クラウン側の速度ベクトル
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図７　測定器の配置図
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図７に現地効率試験時の測定器配置を示す。測定される

データは，すべて A-D変換器を経てパソコン内に収集さ

れ，水圧波形を面積積分することにより流量が算出される。

これにより，試験点ごとに測定結果の良否が即時に判断さ

れ，測定の信頼性を高められるようなっている。

ランナ更新前後に行った効率試験結果を図８に示す。横

軸は水車流量，縦軸は CFDから推定される最高効率で無

次元化した相対水車効率を示す。ランナ更新後の効率は，

流れ解析から求められた性能とよく一致しており，高い精

度の効率推定が行えたものと考える。また，経年的な効率

低下はあるものの，ランナ更新前に比べ水車効率で 5 ％以

上の改善が図られた。

あとがき

本稿では，既設水力発電所の改修による高効率化への取

組みについて紹介した。今後とも水車の高効率化に向けて

開発を推進していく所存である。エネルギーを有効に活用

する高効率化への取組みが，活発に行われ，本内容が今後

の改修計画の参考になることを期待する。
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解　説 温室効果ガス

温室効果ガス排出量の推移
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地球温暖化の原因として二酸化炭素（CO2）が注目

されているが，1997 年 12 月の「気候変動枠組み条約

第 3回締約国会議」（COP3）において署名された京都

議定書では，CO2だけではなく数種類の温室効果ガス

の排出量削減目標が法的義務として規定されている。

この温室効果ガスの中の 90 ％以上が CO2であるが，

そのほかにメタン（CH4），一酸化二窒素（N2O），ハ

イドロフロオロカーボン類（HFCs），パーフルオロ

カーボン類（PFCs），六ふっ化硫黄（SF6）が含まれ

ている。

日本における各温室効果ガス排出量の推移は，CO2

を除き減少の傾向にあるので，CO2が話題の中心と

なっている。京都議定書の基準年は 1990 年であるが，

HFCs，PFCs，SF6は 1995 年が基準年である。
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