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まえがき

クーラントポンプは各種工作機械の切削液循環用として

幅広く使用されている。

近年，工作機械は自動化，多機能，高精度，高速・重切

削，小型化など性能，機能の向上が著しく，クーラントポ

ンプについては，高圧力の需要が急増している。富士電機

では，これらの需要に対応して新形高圧クーラントポンプ

を開発し，0.3 ～ 1.2 kWのシリーズ化を行い系列を拡充し

てきた。

この分野ではポンプの小型・高効率化が強く求められて

おり，このような要求に対応するためクーラントポンプの

内部流れについてコンピュータによる解析（シミュレーショ

ン）を実施し，ポンプ部の最適形状と寸法を追求した。本

稿ではクーラントポンプの内部流れ解析についてその概要

を述べる。

クーラントポンプの構造

クーラントポンプの外観を図１，ポンプ部の構造を図２

に示す。

ポンプ軸はそれを駆動する電動機軸と直結されており，

電動機の軸受部において電動機側に流体が侵入しないよう

にシールが設けられている。ポンプ部における流体の流れ

は図２の矢印に示すように流入口から吸い込まれ，一段目

の羽根車により圧力が高められて外周側に送られる。外周

側に送られた流体は，一段目の案内翼により二段目の羽根

車入口へと向かう。このとき案内翼は羽根車で生じた旋回

成分を低減する役割も持っている。流体はこの繰返しによっ

て圧力が順次高められ吐出し口から排出される。クーラン

トポンプは，用途に応じた圧力と流量に対応して羽根車と

案内翼の段数が選定される。

富士電機の新形クーラントポンプシリーズでは，羽根車

の羽根枚数は 6枚，案内翼は 4枚を基本としており，それ

ぞれの翼は段数によらず同一の形状である。

クーラントポンプのように同一形状の羽根車と案内翼を

重ねる多段構造で，案内翼において旋回成分が取り除けな

い場合，段数を重ねるに従ってこの旋回成分の影響が大き
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図１　クーラントポンプの外観
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図２　ポンプ部の構造
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くなる。この結果，それぞれの段の羽根車で流れが異なる

ため，翼形状の最適化を行ってもその効果を十分発揮でき

ない。クーラントポンプでは案内翼の形状を検討し，案内

翼出口（内径側）において可能な限り旋回成分を取り除い

ている。

三次元流れ解析

富士電機では以前から三次元流れ解析を行って多岐の分

野にわたりさまざまな製品を開発してきた。近年，パーソ

ナルコンピュータ，ワークステーション（WS）の性能向

上は著しく，その演算処理能力は大幅に向上している。ま

た複数のWSを用いて一つの解析モデルを領域分割し，各

領域を各WSが演算する並列化技術も発達し，一般的に

使われるようになってきている。本解析では 4台の WS

での並列化演算を行った。4台のWSによる並列化演算時

間は，1台のWSの演算時間に対して約 1/3.5 であった。

解析モデル

本解析モデルを図３に示す。

流体部の総メッシュ数は約65万である。

本解析では，羽根車および案内翼をそれぞれ二段とした

三次元定常解析であり，ポンプ部の流入部から吐出し部に

至る全体モデルで行った。

ポンプ流入部には大きな空間を設けて底面から流入条件

として流体を均一流速で流入させる。これによりポンプ入

口において羽根車の回転から生じる流速分布を模擬するこ

とができ，流入条件の影響を緩和している。また吐出し部

においても同様に流路を延長し流出条件として流体を均一

に流出させることで，ポンプ出口部において流速分布を持っ

た流れを再現することができる。

案内翼のメッシュ形状を図４に示す。流れ解析において

メッシュ分割は解析精度に大きく影響する。特に流体に仕

事を与える羽根車や旋回成分を除去する案内翼など流れの

方向が広範囲にわたり変化する部位では，メッシュの分割

方向および分割数によって解析精度は大きく影響する。本

解析では羽根車および案内翼のメッシュ分割方向は主流の

流れに沿うように行った。また翼の高さ方向にはメッシュ

を 4分割し，壁面の摩擦の影響を考慮している。

解析条件

解析条件は以下のとおりである。

定常解析

差分スキーム：一次風上差分（UD）

乱流モデル：標準 k-εモデル

非圧縮性解析

本解析の評価は H-Q特性や効率といった時間平均の値

に対して判断する。したがって，解析条件も非定常解析で

はなく定常解析とした。

また解析を行うにあたり，差分スキームの一次風上差分，

二次風上差分，中央差分について検討を行った。本解析モ

デルにおいては，一次風上差分が収束性に優れており採用

した。また乱流モデルについては，計算処理時間の関係か

ら標準 k-εモデルと RNG k-εモデルに限定し解析を実施

した。収束性および解析結果についてはほとんど違いが見

られないことから，富士電機において従来から使用してき

た標準 k-εモデルを採用した。

流れ解析の評価

６.１　H-Q特性の比較

一般にポンプの特性は H-Q曲線で表される。Hは全揚

程（m）であり，Qは流量（m3/s）である。本解析では

実機クーラントポンプの H-Q曲線と比較するため，実測

の H-Q曲線上の 5点について流れ解析を行った。定格点，

締切点，開放点，ほか 2点である。定格点での解析では実

測流量 Qを流入部の大空間底面から均一に流入させ，吐

出し部から同流量 Qを排出する。また定常解析のため羽

根車による回転力は，羽根車ではなく羽根車内の流体に回

転力として与える。このときのポンプ流入部断面とポンプ

吐出し部断面の圧力差から全揚程を求め比較した。締切点

での実測との比較は吐出し部の流量をゼロとし定格点と同

様に行った。

一方，開放点における比較は，ポンプ軸に実測の回転数
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図３　流れ解析モデル

図４　案内翼メッシュ図
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を与え，流入部と吐出し部の圧力差をゼロとしたときの流

量 Qによって行った。

定格点でのポンプ全体の流速ベクトルを図５に示す。

ここで得られた結果から流量係数φと圧力係数ψについ

て実測値と比較したものが図６である。全体的によく一致

している。なお，締切点および開放点での誤差が大きく見

えるが共に 10 ％以内である。

６.２ ポンプ効率

流れ解析ではポンプの効率を算出することができる。ポ

ンプの入力は羽根車を含めた回転部の壁面にかかる圧力と

流体の粘性から生じるせん断力および回転軸までの距離か

ら，各メッシュに働くモーメントを計算し合計して軸トル

クを求める。ポンプの出力は全揚程 Hと流量 Qにより求

められ，この入力と出力からポンプ効率が求められる。

本解析もこの手法にてクーラントポンプの効率計算を行っ

た。本解析により算出した効率と実測では誤差が数％とよ

く一致しており，本手法でポンプ効率の算定が可能と考え

る。

このモデルに対し効率改善を目的とし，形状変更のアイ

テムを抽出した。図７は流れ解析結果における定格点での

羽根車および案内翼付近を拡大した流速ベクトル図である。

羽根車によって外径側へ流出した流体の一部が案内翼へ向

かわず，羽根車の下側の空間に流れ渦となっている。また，

この空間を通り羽根車入口部のすきまを抜ける漏れが生じ

ている。渦および羽根車入口のすきまからの漏れは，ポン

プ特性および効率の大幅な低下につながる。そこで発生し

ている渦およびすきまからの漏れの低減を図り，羽根車出

口側に仕切板を取り付けた。

また，図８は流れ解析結果における定格点での二段目の

案内翼から吐出し口までの間を拡大した静圧のコンター図

である。流路の曲がり部（特に角部）において圧力が低下

している。したがって，この部分において損失が発生して

いると考えられるため，流路の形状を可能な限り変更した。

以上の改善案を盛り込んだモデルの流れ解析を行った結

果，改善前と比べ効率が約 3％向上した。
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図５　解析結果
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図６　実測値との比較

図７　羽根車外径部の流速ベクトル図

図８　流路の静圧コンター図
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６.３ 流れの可視化実験

流れ解析によるクーラントポンプの H-Q曲線およびポ

ンプ効率などマクロ的な結果は実測とよく一致している。

そこで，さらに進めてポンプ内の細部の流れについて可視

化実験を行い，流れ解析の結果と比較した。可視化実験で

は PIV（Particle Image Velocimetry）による測定を行っ

た。可視化に用いた粒子は流体の比重に非常に近い有機高

分子体で粒径 50μmのものを用いた。なお，定格点にお

いて羽根車外径での周方向速度は約 17m/s である。

可視化実験は解析モデルと同様に羽根車および案内翼を

それぞれ二段としたモデルを製作し，二段目の羽根車およ

び案内翼の側面が可視化できるようにケーシングにアクリ

ル製の小窓を設けた。この小窓から羽根車および案内翼の

接線方向断面を可視化した。可視化測定位置を図９に示す。

YAGレーザからのパルス状光源を羽根車の外径に対し接

線方向に照射し，カメラはレーザ光と垂直になるように羽

根車の径方向に位置させて，レーザ光と同期させて撮影す

る。

可視化実験の結果による流速ベクトル図を図 に示す。

図 の中央には，羽根車から外径側へ流出して上部にある

案内翼へ向かう斜めの流れが確認できる。この案内翼へ向

かう斜めの流れは流れ解析の結果においても見られ，解析

精度の信頼性を裏づけるものである。

あとがき

クーラントポンプにおける三次元流れ解析技術に関して

紹介した。本稿では述べなかったが，別形式のクーラント

ポンプにおいて，流れ解析の結果を基に翼形状を変更して

効率改善を図り十分な結果が得られている。流体解析およ

び可視化などによる評価技術は流体機械の特性向上，電気

機器の通風・冷却の特性改善など機種を問わず多くの製品

に必要な技術である。今後とも流れ解析と評価技術の精度

向上を図り，さまざまな機器に対して活用していく所存で

ある。

参考文献

ターボ機械学会編：ターボ機械（入門編）改訂版，日本工

業出版（1999）

生井武文：遠心軸流 送風機と圧縮機，朝倉書店（1960）

大橋秀雄：応用機械工学全書 8 流体機械，森北出版（1989）

草間秀俊：標準機械工学講座10水力機械，コロナ社（1977）（4）

（3）

（2）

（1）

１０

１０

富士時報 Vol.73 No.9 2000

512（42）

羽根車 

測
定
面 

アクリル窓 

カメラ 

レーザ光線（YAGレーザ） 

図９　可視化測定位置 図１０　可視化実験の結果

羽根車から案
内翼へ向かう
流れ

回転方向



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




