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水車の性能改善技術
特 集

Technology for Improving Hydraulic Turbine Performance
鈴木

良治 Ryoji Suzuki

クリーンな再生エネルギーである水力発電を推進し，性能向上を図ることにより，温室効果ガス削減と電力系統の安定化
に寄与することができる。水車の効率やキャビテーションなどの改善と，安定運転範囲拡大のため，CFD（Computational
Fluid Dynamics）を有効に適用している。特に，近年大きなウェイトを占める既設水力発電所の改修では，落差や流量の
範囲，頻度などの運転実績を分析した結果を元に CFD を活用して設計している。既設水車の寸法の制約の中で効率を改善
し，年間発生電力量の増加に寄与している。
Hydropower is a clean renewable energy, and promoting the usage and improving the performance of hydropower can help contribute to
a reduction in greenhouse gas emissions as well as enhance the stability of electrical power grids. The application of CFD (computational ﬂuid
dynamics) is an eﬀective technique for improving the eﬃciency of turbines, mediating cavitation-related issues, and also for expanding the stable operation of turbines. The renovation of existing hydropower stations has become a major topic. In particular, in this renovation, CFD is
used based on the results of analysis of the operation history, which includes the ranges and frequencies of the head and the discharge of water, to design new turbines that can contribute to improving the eﬃciency and increasing the annual power generation while maintaining the
dimensional constraints of the existing turbines.
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まえがき

のは同様である。特に開発途上国の著しい電力需要の伸び
を地球環境悪化につなげないためにも，水力発電の推進が

風力発電や太陽光発電などのいわゆる新エネルギーに比

望まれる。水力発電所は，運用のための燃料コストや CO2

べ，水力発電はクリーンな再生可能エネルギーとして必

の排出がほとんどなく，CDM（クリーン開発メカニズム）

ずしも社会一般に衆知されていない。しかし運転中の CO2

などを利用すれば，途上国のエネルギー源として非常に優

排出量だけでなく，原料の採掘 ･ 輸送，設備の建設や保守，

れた特徴を持っている。

廃却の際に消費されるエネルギーも含めた総排出量を総発

⑵

加えて，水力発電のすばやい負荷調整能力も重要である。

電電力量で除したライフサイクル CO2 排出原単位（図₁）

電力系統では，時々刻々変化する電力需要と発電量が合致

で比較すると，水力発電は極めて CO2 排出量の少ないエ

していないと，周波数変動などの弊害が生じる。今後，風

ネルギー源である。持続可能な社会の構築のため，水力発

力や太陽光など変動の大きい新エネルギーの導入が加速す

電は大いに見直されるべきである。

るにつれて，水力発電の電力系統安定化への寄与はますま

海外に目を転じても，水力発電の重要性が高まっている
図₁

本稿では，高効率の水力発電設備を提供するための最新

⑴

日本の電源種別ライフサイクル CO2 排出量

太陽光

発電燃料燃焼
設備建設
設備運用
設備廃棄
メタン漏洩（ろうえい）

0.029

地熱

0.015

水力

0.011

原子力
（PWR）
原子力
（BWR）
LNG
コンバインド

の技術を紹介する。
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水車の性能向上技術

水力発電用の水車は 100 年以上の歴史を持ち，開発し尽
くされた成熟機械であるとの認識が一般的である。確か
に数十年前に水車の最高効率は 90 % に達しており，開発

0.035

の余地は少ないようにも見える。しかし実際には，コン
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ピュータを使った流れ解析や強度解析をはじめとする技術
の進歩に支えられ，格段の進歩を遂げている。性能の向上
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は，単に最高効率の向上だけでなく，落差や流量のより広
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い範囲で安定した高効率運転を可能にしている。
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す重要性を増すと予想されている。
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₂.₁ 水車設計のための流れ解析技術

水車性能向上の第一の要因は，流れ解析（CFD：Computational Fluid Dynamics）技術の大幅な進歩である。現
在水車の設計に一般的に用いているのは完全三次元粘性流
れ解析で，比較的簡単な乱流モデルを用いている。CFD
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を用いることにより，短時間で設計の最適化を行えるよう

なモデル化を行っても正解が得られるというものではない。
それを補完するものが，膨大な模型試験結果との比較検証
を通じて蓄積された CFD 利用技術，すなわちノウハウで

組合せによる CFD 利用技術の向上を忘れることはできな

ある。
加えて，設計のプロセスも重要である。新しい水車をゼ

い。
CFD は今日ではあらゆる分野で広く適用されるように

ロから設計しようとすると，模型試験を行うまでは設計の

なっている。工業的な設計ツールとして，物理現象の基礎

良否の判断材料は CFD の結果だけである。しかし前述の

方程式を厳密に数値的に解くことは，まだ非現実的である。

ように，CFD ではある程度の誤差が避けられない。それ

したがって設計ツールとしての CFD は，仮定や簡略化に

だけを頼りに設計を進めると，意図した結果が得られない

よって計算容量を抑えたものとなっている。誰がどのよう

場合がある。そこで，既に模型試験で性能が確認されて

図₂

をベースラインとして選定する。図₂ のように新モデルと

いるモデルの中から，仕様が近く，性能の優れたモデル
流れ解析（CFD）を活用した水車モデル開発のプロセス

ベースライン両者の CFD 結果を比較して相対的な損失の
増減を評価し，新モデルの性能を予測することにより，新

実物水車
寸法上の制約
性能上の要求

モデルだけの CFD による絶対評価よりも誤差を小さくす
ることができる。このような設計手法により，最高効率点
から離れた運転条件でも性能予測精度が向上し，広い運転

新開発モデル
形状：既知
性能：未知

新開発モデル
形状：既知
性能：既知

系統的な CFD 解析
による性能比較

設計ループ
性能の評価
強度の評価
改善点の把握

範囲における効率の改善を行ってきた。

ベースラインモデル
形状：既知
性能：既知

₂.₂ 水車の種類と CFD 適用による性能向上例

代表的な発電用水車を表 1 に示す。利用できる水源の落

所有する模型水車の
中から，実物水車に
仕様が近く，性能の
優れたものを選定

差と水量に応じて，適切な水車が選定される。各機種の特
徴について簡単に解説し，次いでいくつかの性能向上例に
ついて述べる。
⑴

水車の種類
ペルトン水車は高落差 ･ 小流量の地点に適用される。流

表₁

代表的な発電用水車
形

式

ペルトン

主要部品

適用落差

分岐管
ノズル
ランナ

200 m 以上

水

量

全体構造

小
ランナ

ノズル
ステーベーン

フランシス

ケーシング
ステーベーン
ガイドベーン
ランナ
吸出し管

ランナ

50 〜 500 m

分岐管
ケーシング

中

ランナ

吸出し管

ガイドベーン
ケーシング

カプラン

ケーシング
ステーベーン
ガイドベーン
ランナ
吸出し管

3 〜 80 m

大
ランナ
吸出し管

ステー
ベーン
ガイド
ベーン
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ドベーンを通過した水が，ランナの手前で軸方向に向きを

主要部品をランナと呼ぶが，ペルトン水車のランナは円周

変え，プロペラ状のランナに流入する。小流量から大流量

上にお椀（わん）のようなバケットを配置した独特の形状

までの広い範囲で高効率を保てるよう，ランナの羽根は角

を持っている。ランナの周囲に配置された 1 〜 6 本のノズ

度を調整できるようになっている。

ルから高速のジェットを空中に噴射し，バケットに当てて

⑵

CFD によるキャビテーションの抑制

ランナを回転させる。ジェットが流入する際の抵抗を減ら

効率に劣らず重要な水車特性に，キャビテーションがあ

し，バケットから流出する水がほかのバケットやジェット

る。キャビテーションとは流水中で局所的に圧力が低下し

と干渉しないよう，バケットの形状は最適化されている。

た場合に気泡が生じる現象で，物理的には沸騰と同じ現象

中程度の落差に適用されるフランシス水車は，最も一般

である。長年にわたって同じ個所で気泡が崩壊し続けるこ

的な形式である。オウム貝の貝殻のような形状をしたケー

とによって壁面に損傷を与えるので，実物水車で発生しな

シングで旋回を与えられた水は，ステーベーン，ガイド

いように注意しなければならない。キャビテーションを改

ベーンの二重翼列を通って半径方向内向きにランナへ流入

善することによって，水車を小型化したり水車の据付け深

する。ガイドベーンの角度を変えることにより，流量が調

さを浅くしたりして，機器コストや土木工事費を削減でき

整できる。ランナは円盤状のクラウンと円筒状のバンドの

る。そのため，初期建設コストの割合が高い水力発電では

間に多数の羽根が配置された形状をしている。ガイドベー

プロジェクトの経済性向上に極めて重要である。

ンから流入した水のエネルギーを受けて回転し，下流の吸
出し管へ軸方向に水を排出する。

水車のキャビテーションを改善するためには，設計段階
におけるキャビテーションの予測精度を上げる必要があ

低落差 ･ 大流量の地点に適用されるカプラン水車では，

る。近年では，従来のような水だけの CFD ではなく，水

フランシス水車と同様のケーシング，ステーベーン，ガイ

（液相）と水蒸気（気相）を同時に扱う二相流解析の技術
を適用し，流れ場の中の気泡の形成を解析するキャビテー

図₃

二相流解析（キャビテーションモデル）によって予測され

ションモデルが使われるようになってきた。従来の単相流

たランナ翼面上の気泡

解析では，水流中の圧力変化を解析することによってキャ
ビテーションの発生し始める条件は比較的正確に予測でき
た。しかし，キャビテーションが発達して気泡が水の流れ

気泡

に影響を与えるような状態のシミュレーションはほとんど
不可能だった。キャビテーションモデルの適用により，気
泡の影響を受けて水の流れ場が変化し，効率性能にも影響
が及ぶ状況も正確に予測できるようになった。図₃，図₄
に，カプラン水車の一種であるバルブ水車のランナに発達
したキャビテーションの解析例を示す。図₃ で白く表示さ
れたキャビテーションによる気泡の存在により，流線が影
響を受けて曲がっている様子が分かる。水の流れが変化す
るということは，水車の効率にも影響があるということを
意味する。キャビテーションが発達すると水車効率が低下
することはよく知られており，図₄ ではこの様子が CFD
によって高い精度で予測できることが分かる。
また，以前は困難だったペルトン水車ランナの CFD が，
図₄

キャビテーションによる効率低下のシミュレーション例
図₅
1
0
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特 集
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フランシス模型水車性能の新旧比較
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（a）従来の典型的な等効率曲線

（b）最近の典型的な等効率曲線

21 世紀初頭から可能になり，ランナの開発に威力を発揮
。
している（図₅）

85

90

の水の流入角度が変化し，羽根の入口からキャビテーショ
ンが発生するようになる。新モデルでは，その発生限界

図₆ は，新旧の典型的なフランシス水車の等効率曲線

（負圧面側：SS，圧力面側：PS）の間隔も広くなっている。

（目玉曲線）を比較して示したものである。地図の等高線

さらに低流量域で羽根と羽根の間に発生する流路渦キャビ

と同様，効率の等しい位置が同心円状の実線で示されてい

テーションの発生限界 CVも，最高効率点から離れたとこ

る。破線は，ガイドベーン開度が一定の場合の流量特性

ろへ移動している。すなわち，新モデルはキャビテーショ

（等ガイドベーン開度曲線）を示す。縦軸と横軸は，単位

ンを伴わずに安定して運転できる落差，流量範囲が大幅に

流量 Q11と単位回転速度 n11 である。それぞれ，式⑴，式
⑵で定義される。

Q 11 =

Q
D2

nD
n 11 =
H

H

広がっている。
このように，CFD をはじめとする新技術は，効率の大

…………………………………………⑴

……………………………………………⑵

幅な向上や水車の運転範囲の大幅な拡大を実現し，運転条
件が自然条件に左右される水力発電所の運用の自由度を上
げることによって，CO2 排出低減や電力系統の安定化に寄
与している。

Q：流量（m3/s）
D：ランナ径（m）

3

既設発電所の改修による性能改善

H：有効落差（m）
n：回転速度（r/min）

日本をはじめとする先進諸国では，大規模な新設水力発
電所の建設は減少し，既設発電所の改修による性能向上や

Q11は流量に比例し， n11は有効落差の平方根に反比例

保守省力化が中心となっている。最近はランナやガイド

する。したがって図中の上方は大流量に，左方は高落差，

ベーンを最新設計のものに更新して，既設水車の性能を大

右方は低落差に相当する。新旧のモデルは，ほぼ同じ比速

幅に向上したいという市場要求が高まっている。特に CO2

度である。新モデルは，最高効率点から離れた場所での効

排出量を 25 % 削減するという政府方針が表明されて以来，

率の低下が比較的少なく，なだらかな効率特性となってい

既設水車にキャビテーションや土砂摩耗などの損傷がほと

る〔図₆ ⒝〕
。比較のために，ある同じ効率値の等効率曲

んどない場合でも，ランナを更新して出力増大を図りたい

線を太線で示す〔図₆ ⒜，図₆ ⒝〕
。新モデルでは太線よ

との要求も出始めている。

り内側の等高線の本数が多く，最高効率が大幅に向上して

新設発電所の場合には，水車の形状はかなり自由に設計

いることも分かる。また，落差の変化によってランナへ

できるが，既設水車のランナを更新する場合には既設水車
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フランシス水車ランナの更新

図₈

既設発電所の運転実績の分析

運転時間（h）

特 集
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最新モデル
羽根形状

水量を変更することが難しく，既設機と同じ最大流量で新
の仕様や寸法の制約を受ける。特にフランシス水車の場合

ランナを設計 ･ 製作するのが普通である。しかし前述の

には，図₇ の例のように数十年前に設計された既設ランナ

CO2 排出の大幅削減に寄与するため，最大使用水量も含め

の羽根形状（網かけ部）と，性能の優れた最新のランナの

て見直し，発電所の価値を最大化しようとの検討も進んで

羽根形状（白抜き部）が大きく異なることが多く，最新ラ

いくものと期待している。

ンナをそのまま適用することができない。したがって一般
的に，フランシス水車ランナの更新のためには，その都度

4

そのほかの環境配慮技術

新規にランナを設計する必要がある。既設水車の寸法上の
制約の中で高い性能を実現しなければならないため，一般

本稿では，水車の性能向上を中心に述べてきた。富士電

的に改修ランナの設計は新設発電所用のモデル開発より高

機では，水力発電所の環境負荷を低減するためのさまざま

い技術が要求される。

な技術も開発し，適用してきている。直接的に河川の水質

ランナやガイドベーンを更新して性能向上を図る場合，

汚濁を防止する油レス化などに加え，発電所機器の長寿命

発電所の運転実績を調査 ･ 検討することが非常に重要であ

化や保守の省力化なども，広義の環境配慮技術といえる。

⑷

る。同一河川の発電所建設やダム運用の変化などさまざま

また，既存ダムの河川維持放流を利用した発電や，上下

な要因によって，発電所建設当時に想定されていた落差や

水道や農業用水，砂防ダムなどの遊休落差 ･ 圧力を利用し

流量の範囲や頻度が変化している場合がある。新しいラン

た発電など，発電所建設のための直接的環境影響を最小化

ナやガイドベーンは，実際に運転頻度の高い条件にあわせ

できる発電方式も注目され，それに適したマイクロ水車も

て設計しなければ，その価値を最大限に発揮することがで

適用が広がりつつある。富士電機では，落差や流量に応じ

きない。また，落差範囲の変化などによって既設ランナに

てマイクロチューブラ水車，横軸フランシス水車，横軸 3

キャビテーションによる損傷がある場合なども，運転記録

射ペルトン水車など，マイクロ水力に適した水車を用意し，

の分析によって，新ランナでのキャビテーション回避のた

多くの地点に納入している。

めの重要な情報が得られる。
図₈ は，国内のある発電所でランナを更新した際の，運
⑶

5

あとがき

転記録の分析結果の一例である。発電所建設当時には，最
高落差 185 m と最低落差 118 m の運転範囲の中で，基準

水力は，ほかの再生可能エネルギーと比較してもエネル

落差は 162.5 m と指定された。この付近の運転頻度が最も

ギー密度が極めて高く，機器の効率と設備利用率が高い，

高いと想定し，既設水車は基準落差付近を重視して設計し

環境にやさしいエネルギー源である。一方，ダム建設が環

た。しかし，ランナ更新に当たって発電所の運転記録を分

境に与える影響がクローズアップされ，マイナスイメージ

析したところ，基準落差より高落差での運転が多く，また

が先行してきた感もある。しかし，ダムが洪水の防止や渇

図示はしていないが低流量での運転頻度も高いことが明ら

水時の水確保，かんがい，船舶の安定航行などに果たす役

かとなった。一方，最低落差付近での運転はほとんどない

割も見逃すことはできない。

⑸

ことも分かった。そこで新ランナの設計点は，既設機より

中国やインドをはじめとする途上国が，増大するエネル

高落差側へ移動し，低流量での運転も十分考慮した設計と

ギー需要を石炭火力などですべて賄うことはできない。ダ

した。

ム建設などによる環境負荷を最小限に抑える努力を継続し

海外では，ランナやガイドベーンの更新に当たって，最

つつ，水力発電を増やすことや，あるいは既設発電所の高

大流量を増やして大幅な出力アップを図ることが少なくな

性能化，長寿命化を図ることにより地球環境の維持 ･ 改善

い。日本国内では，発電所ごとに認可されている最大使用

に貢献する所存である。
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