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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。
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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
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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）
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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。
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図１１　電動ランナベーンサーボモータの機構図

放射状フィン 

図１２　水車空気冷却軸受の構造図図１０　大容量電動サーボモータ
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