
富士時報　Vol.81 No.5 2008

特
集
1

最新の水車技術と適用事例

早馬　　弘（はやま　ひろむ） 藤井　恒彰（ふじい　つねあき）

早馬　　弘

水車の見積設計と構造設計，ハイ

ブリッドサーボなどの水車機器開
発に従事。現在，富士・フォイト

ハイドロ株式会社取締役設計部長。

ターボ機械協会会員。

藤井　恒彰

水車および発電機の開発・設計に

従事。現在，富士・フォイトハイ

ドロ株式会社設計部リーダー。工
学博士。日本機械学会会員。ター

ボ機械協会会員。

　まえがき

水力発電はますます増大するエネルギー需要を賄う重要
な発電形態であり，世界的に見ても新規開発が続いている。

特にブラジル・インド・中国などの BRICs諸国では，大
規模な開発が数多く進められており，さまざまな記録を塗
り替える案件が目白押しである。したがって，これらの案
件において，性能・構造・制御などの幅広い分野で，新た

な技術開発が進められている。

一方，国内の水力発電はすでに大規模な開発はなくなっ

ているが，既設発電所の性能・出力向上を図るリパワリン

グ技術や，発電機器の保守性を改善したり長寿命化を図り

ライフサイクルコストを低減するさまざまな技術が開発
されている。また，日本の水力発電技術は世界的に見ても

非常に信頼性が高く，海外ユーザーの評価はきわめて高い。

そのため最近では，アジアを中心とした発展途上国の水力
開発を，経済支援するだけでなく積極的に技術支援してい

る。

このような水力発電技術の動向を踏まえ，本稿では CFD 
（計算流体力学）技術，保守性向上技術，長寿命化技術に

ついて述べる。

　CFD技術

水車は 100年以上の歴史を持ち，まさに成熟機種の代表
と言えるが，最新の CFD技術を活用した水車の性能向上
は目覚しいものがある。加えて，性能向上だけではなく，

種々の流体問題の解決にも CFDは活用されている。以下
に，水車設計の現場に適用されている CFD技術を紹介す

る。

2.1　水車性能設計への適用

従来の水車性能開発は，模型試験を主として行われてい

たが，近年の水車性能開発では，CFDによる最適化のプ

ロセスが主となっている
（1）

。CFDを水車設計に適用するこ

とで，模型試験では測定することが難しい羽根面上の圧力

分布や局所の速度分布を，定量的かつ視覚的にとらえられ

るだけでなく，設計形状に対する性能特性の評価を短時間
で行えるので，設計者が持つアイディアを的確に設計へと

反映できるようになった。

図 1に，バルブ水車性能最適化のプロセスにおいて行わ

れたガイドベーン・ランナの一体解析を示す。解析結果か

ら，ガイドベーンおよびランナベーンの羽根面上の圧力分
布，流線による流れ方向や局所の流速など，従来の模型試
験では測定の難しかった流動状態を，簡単かつ正確に確認
できる。水車の損失を定量的に評価するため，解析には

三次元粘性定常解析である RANS（Reynolds Averaged 
Navier Stokes）解析を用いる。従来，水車各部の CFDは

各パーツ別に行われてきたが，図 1に示すように複数の

パーツを一括して解析することで，境界部分における数値
誤差を抑えることができるため，高い解析精度が得られる

（2）

。

解析に使用するソルバは市販ソフトであるが，格子形成
や境界条件の設定，ジョブの投入および解析結果の評価に

は，水車設計の現場に合わせた自社製のソフトを開発，使
用することで，設計者が CFDを有効に活用できる環境を

整えている。落差，流量，ガイドベーンやランナ開度と

いった運転条件と形状データを用意するだけで，複数の運
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図1　バルブ水車ガイドベーン・ランナの一体流れ解析
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転条件下の解析を自動的に CFDクラスタへ展開するため，

設計者は広範囲の運転条件に対する性能評価を，CFDを

使って短時間に行える。

水車設計では，キャビテーションに対する性能検討も重 
要である。ランナ内の流速が速くなり局所的に飽和水蒸気
圧に近づくと，気化により多数の蒸気泡が発生する。こ

の現象をキャビテーションと言い，フローパターンの変
化，騒音，ランナの壊食などの原因となる。従来，キャ

ビテーションの発生位置や水車性能への影響は模型試験に

て確認していたが，VOF（Volume Of Fluid）法を使用し

た気液二相流解析を行うことで，CFDによりキャビテー

ションの発生と水車性能に与える影響が予測できる。気液
二相流解析では，キャビテーションの排除効果が流れ場に

与える影響を解析するため，従来の解析では得られなかっ

たキャビテーションの発達に伴う水車性能の低下現象など

が評価できる。バルブ水車ランナにおけるキャビテーショ

ンの発達を，VOF法にて解析した例を図 2に示す。図 2

（a）は解析結果であり，図 2（b）は解析と同じ運転条件におけ

る模型試験にて観察されたキャビテーションの写真である。

VOF法により予測されたキャビテーションの発生位置と

大きさ（図中の黒い部分）は，模型試験結果により観測さ

れたキャビテーション（写真中の白い部分）とほぼ一致し

ており，キャビテーションの発生を精度よく予測している。

2.2　ペルトン水車への適用

ペルトン水車は，回転するバケットにジェットが流入す

るため，バケット内の流れは自由表面を持つ気液二相流と

して扱う必要がある。また，流入ジェットとバケットの相
対関係は，バケットの回転に伴って非定常的に変化する。

このため，ペルトン水車において CFDを利用した性能予
測や開発は，他の形式の水車に比べて遅れており，流動状
態には不明な点が多い。従来から，VOF法によるペルト

ンバケット内部の解析
（3）

が試みられてきた。複雑な三次元平
面であるバケット部分だけでなく，バケットから流出する

飛散水が拡散する領域全体に格子形成を行う必要があるこ

とに加え，静止部と回転部間の境界条件の取扱いが難しい

などの問題があった。

富士電機では，MPS（Moving-Particle Semi-implicit）
法
（4）

をペルトン水車バケットの CFDに適用している。MPS
法は，流体の運動を有限数の粒子の運動として離散化する

完全ラグランジュ法である粒子法に，非圧縮性流れの計算
アルゴリズムを導入した解法である。解析領域に格子を作
成する必要がなく，流体界面や飛散水を扱うことが容易で

あるため，ペルトン水車の解析に適している。

図 3に，高比速度 6射ペルトン水車で問題となるジェッ

ト干渉発生時におけるバケット内部の流動状態を解明する

ため，三次元MPS法を使い，一つのバケットに流入する

二つのジェットを考慮し，ジェット干渉初生時における

バケット内部の流動状態と出力特性について詳細に検討を

行った解析例を示す。CFDの結果から，従来不明確であっ

たジェット干渉初生のメカニズムや軸出力の変動について

新たな知見を得ることができた
（5）

。

2.3　水車吸込み渦への適用

低落差地点に設置される水力発電所では，取水口付近の

流路形状によっては取水口水面から吸込み渦が生じること

がある。吸込み渦は，水車振動やパワースイングなどの原
因になることが懸念される。富士電機の独自機種である立
軸バルブ水車

（6）

は，立坑構造であるため平面スペースを縮小
できる一方で，上水面近くから取水するため吸込み渦が発
生しやすく，その対策が水車設計上重要である。

吸込み渦の対策には，整流傾斜板などの渦防止対策を含
めた取水口形状の最適化が必要である。従来，模型水理試
験による最適化を行ってきた。CFDによる水車取水口形
状の検討を，模型水理実験と平行して行うことで，大幅な

経費の削減と検討期間の短縮を図ることができる。

吸込み渦は，渦の発生位置が不特定なので，時間経過に

伴って，発生・発達・消失を非定常的に繰り返す現象であ

る。RANSのような解析格子を必要とする定常解析よりも，

解析格子を必要としない非定常解析手法である渦法が現象
の解明に適している。渦法は，流れ場の連続的な分布を多
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（a）解析結果 （b）模型試験

図2　バルブ水車ランナキャビテーション解析

図3　ペルトン水車バケット流れ解析
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数の微小渦要素によって離散的に表し，渦度輸送方程式を

数値的に解いて各渦要素の渦度変化を時々刻々とらえなが

ら流れに乗った渦要素の移動を追従する解析手法である。

図 4に三次元渦法による立軸バルブ水車取水口部の

CFD結果を示す。図 4（a）の流線分布から，流れの方向や

強さを視覚的にとらえることができ，吸込み渦の発達状態
を詳細に検証することができる。図 4（b）に，CFDから得
られた時間経過に伴う水車入口圧力の変化を示す。非定常
解析では，渦の発生，発達，消失といった流動状況の変化
をシミュレーションできるため，定常解析では得られない

諸変数の周波数特性やピーク値が検討できる。流体に起因
する問題は，強い非定常性を伴う場合が多く，流動状態の

解明や問題の解決のため，非定常解析の適用される範囲は，

今後さらに拡大する。

　新世代ガバナシステム（ハイブリッドサーボ）

近年，国内の主な中小水力発電所のガバナにおいて，油
圧操作式サーボモータに代わり，電動操作式サーボモータ

が採用されている。これは電動操作式サーボモータの利点
が広く認知されてきたからにほかならない。さらに必要な

操作力を確保するため，今まで油圧方式で検討されていた

発電所においても電動化の要求が高まってきている。また，

電動サーボ機械操作部の損傷などの弱点を補う新しいタイ

プの電動操作式サーボモータの開発要求も高まってきてい

る。

このような背景から，富士電機では早くから油圧方式に

対する電動化のメリットを継承しつつ，さらに大容量の発
電所に適用でき従来の電動サーボの弱点も補う，新世代ガ

バナシステムであるハイブリッドサーボを開発し，すでに

数多くの納入実績を持っている。

3.1　機器構成と特徴

（1）　機器構成
ハイブリッドサーボシステムは可変速電動機で可逆ピス

トンポンプを直接制御し，ガイドベーンなどの油圧シリン

ダを動作させるシステムである。ハイブリッドサーボの動
作原理を，図 5のシステム構成図に示す。

ハイブリッドサーボの心臓部である可逆ピストンポンプ

は，定格油圧 10MPaと高圧であり，かつ漏油が少ない容
積型ポンプであるピストンポンプを採用している。

（2）　バックアップ装置
従来の電動サーボでは，ボールねじ損傷などの機械的故
障時には閉動作ができないため，ガイドベーンを閉じるこ

とができず，主機が停止できなかった。ハイブリッドサー

ボでは，電動サーボモータ・アンプ故障やガバナ異常など

の電気的故障や電源喪失に加え，たとえポンプセットなど

の機械的故障が発生しても，油圧回路に設けたバイパス閉
鎖回路により，ガイドベーン自己閉鎖力でガイドベーンを

閉動作させ，主機を安全確実に停止できる。

また，ガイドベーン自己閉鎖力が不足する場合には，従
来は重錘やエアサーボを付加して自己閉鎖力を補っていた。

しかしながらこれらのバックアップ装置を付加すると，そ

の付加重量や摩擦力により電動サーボモータの容量が必要
以上に増加していた。ハイブリッドサーボでは，バック

アップ装置として非常閉鎖用アキュムレータを付加するこ

とにより，電動サーボモータの容量を必要以上に大きくす

ることなくガイドベーンを完全閉鎖することができる。

（3）　特　徴
以上の動作原理および機器構成により，ハイブリッド

サーボは次のような特徴を持っている。

（a） 　駆動部はすべての構成機器が一体構造で簡素な構造
となる。また一体構造であるので配管作業や煩雑な現
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図4　立軸バルブ水車吸込み渦解析

油圧
シリンダ

シャトル
バルブ

可逆
ポンプ

油圧
シリンダ

シャトル
バルブ

可逆
ポンプ

DCサーボ
モータ

DCサーボ
モータ

図5　機器構成



最新の水車技術と適用事例富士時報　Vol.81 No.5 2008

特
集
1

地調整が不要であり据付けが容易である。

（b） 　従来の 5MPa系圧油に対し 10MPaまで高圧化して

いるため，外形寸法は非常にコンパクトである。

（c） 　機械駆動部のメンテナンスは，定期的な少量の操作
油交換のみである。

（d） 　駆動サーボ・ポンプの電気故障・機械故障に対して，

バイパス閉鎖回路により完全な機械的バックアップが

可能である。

（e） 　従来の電動サーボでは適用できなかった 5秒以下の

急閉鎖が可能となり，負荷遮断時の速度変動率の低い

既設発電所への適用が可能となる。

（f） 　従来の電動サーボでは適用外の発電所出力 50MW
クラスまで電動化が可能となり，適用範囲が大幅に広
がる。

3.2　適用事例

新設案件・既設改修案件を問わず，富士電機ではすでに

数多くのハイブリッドサーボを各電力会社に納入している。

以下にその実機適用事例を示す。また，今後さらにハイブ

リッドサーボの適用範囲を広げるために，可動羽根水車や

制圧機付き発電所でのハイブリッドサーボ化も進めており，

それらの最新事例も示す。

（1）　北陸電力株式会社久婦須川第一発電所
本発電所はハイブリッドサーボを実機で初めて採用した，

横軸フランシス水車の新設案件である。図 6に本発電所の

ハイブリッドサーボの据付状況を示す。同じ推力を持つ従
来の電動サーボより大幅に小型化されている。

（2）　九州電力株式会社槇之口発電所
本発電所は立軸フランシス水車にハイブリッドサーボを

採用した案件である。ハイブリッドサーボは監査路の点検
足場下部に設置するために，油圧シリンダとポンプ駆動ユ

ニットは別置としている。図 7に本発電所のハイブリッド

サーボの据付状況を示す。

（3）　可動羽根水車のハイブリッドサーボ化
カプラン水車や斜流水車などの可動羽根水車においても，

ガイドベーンだけでなくランナベーンも含めてハイブリッ

ドサーボを採用できる。すでにこれらシステムを採用した

可動羽根水車が据付中である。

（4）　制圧機付き発電所のハイブリッドサーボ化
既設発電所では，制圧機付きフランシス水車が今でも数
多く運転している。これらの発電所は，ガイドベーン閉鎖
時間が非常に早いため，電動操作式サーボモータが採用で

きなかった。しかしながら，ハイブリッドサーボでは 2〜
3秒の急閉鎖が可能であるため，制圧機つき発電所におい

ても電動化が可能となる。すでにこのようなハイブリッド

システムの実機設計を行っている。

　耐摩耗材

水車の長寿命化を考える上で，土砂摩耗とキャビテー

ション壊食は避けて通れない課題であり，過去から現在に

至るまでさまざまな試みや研究がなされてきた。国内では

ユーザーとメーカーが共同研究で各種の耐摩耗材を開発し，

実機適用によりその効果を検証している。また海外におい

ても同様の試みがなされており，耐摩耗材の開発と実機で

の効果確認は，国内海外を問わずユーザーの共通したニー

ズであり，時代とともに耐摩耗材の技術も進歩している。

本稿では，比較的新しい耐摩耗材であるソフトコーティ

ングとハードコーティングの特徴と，数年間にわたる実機
適用結果を紹介する。

4.1　耐摩耗材の種類

耐摩耗材には市販のものや水車メーカー自社開発のもの

など，さまざまな種類がある。表１に富士電機が採用して

いるソフトコーティングとハードコーティングの特徴を示
す。

338（30）

図6　久婦須川第一発電所のハイブリッドサーボ 図7　槇之口発電所のハイブリッドサーボ
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4.2　実機適用結果

（1）　フランシス水車への適用結果
本発電所は既設発電所を撤去する全面改修案件で，2002

年に営業運転を開始した。既設水車では，水車各部の土砂
摩耗が激しく，頻繁にそれらの部品を交換・補修していた。

この発電所の仕様は以下のとおりである。

™  水車出力：3,770 kW
™  有効落差：140.5m
本発電所ではランナ・ステーベーン・ガイドベーン 8
枚・吸出し管にソフトコーティングを，ガイドベーン 8
枚・水車カバーにハードコーティングを施工した。施工後
3年後の点検結果は以下のとおりであった。

（a） 　ランナのソフトコーティングの平均摩耗量は，圧力
側が約 0.3mm，負圧側が約 0.2mm，クラウン側が約
0.2mm，バンド側が約 0.1mmである。摩耗進行速度
は約 0.1mm/年である。

（b） 　ランナベーン入口のバンド側付根に，ソフトコー

ティングの局部的な摩耗があった。他の部位には，ソ

フトコーティングの剥離（はくり）や損傷はなく健全
であった。（図 8）

（c） 　ガイドベーンのソフトコーティングの摩耗量はゼロ

から約 0.2mmである。摩耗進行速度は 0.05mm/年程
度である。

（d） 　ガイドベーンのハードコーティングは全枚数完全に

摩滅し母材が露出した。翼付根フィレット部も母材が

深く摩耗した。

（2）　カプラン水車への適用結果
本発電所は既設の立軸カプラン水車であるが，建設時か

らランナベーンの土砂摩耗が激しく，2002年にランナベー

ンを更新する際に，ランナベーン翼面にソフトコーティン

グを施行した。この発電所の仕様は以下のとおりである。

™  水車出力：3,500 kW
™  有効落差：22.9m
工場出荷前のソフトコーティング施工状況を図 9に示す。

施工後 1年後の点検結果は以下のとおりであった。

（a） 　ソフトコーティングの摩耗進行速度は約 0.2 mm/年
以下であった。

（b） 　翼面のソフトコーティングは，剥離や損傷はなく健
全な状態であった。ただし，ランナベーン前縁に打痕

（だこん）と層間剥離があった。これは比較的大きな
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表1　ソフトコーティングとハードコーティングの比較

材　質

施工方法

コスト

耐土砂摩耗性

耐キャビテーション性

密着力

材料強度

膜　厚

膜厚管理

補修性

適用区分

ポリウレタン（PU）

ブラシとヘラによる塗布

ハードコーティングに比べ安価

実験ではハードコーティングと同等

実験結果は良好であるが，実機検証が必要

ハードコーティングより低い

非常に低い

1～2mm

厳密な膜厚管理は不可

部分的な損傷に対して，補修可能

隙間（すきま）管理が必要ない，ステーベーン・ガイド
ベーン・ランナベーンなどの翼面に最適

ソフトコーティング

隙間管理が必要な，シートライナ・ランナライナなどに最適，
またペルトンランナにも最適

タングステンカーバイド（WC）

高速フレーム溶射（HVOF）

高　価

実験ではソフトコーティングと同等

一般的に溶射は，耐キャビテーション性に劣る

ソフトコーティングより高いが，溶接肉盛より低い

比較的高い

0.3mm

厳密な膜厚管理が可能

部分的な損傷に対して，補修不可

ハードコーティング

図8　フランシス水車ランナのソフトコーティング 図9　カプラン水車ランナのソフトコーティング
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石などの異物が衝突し，コーティング表面に損傷が発
生したものと考えられる。

　あとがき

水力発電は成熟産業であるが，水車はいまだ新技術開発
が続いている。今後も革新的な技術が生まれることを予感
させる。富士電機も新しい技術を開発していく所存である。
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