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まえがき

日本の水力発電の歴史は古く，1960年代以前に建設され

た水力発電設備もいまだに数多く稼動している。従来，こ

れらの長期にわたり稼動した水力発電設備の改修は，老朽

化の著しい部分のみを対象に初期の状態に復旧する工事が

主に行われていた。

一方，1997年12月に開かれた地球温暖化防止京都会議で

は，京都議定書が採択され，わが国でも「2008～2012年の

５年間で1990年実績に比べ温室効果ガス排出量を 6 ％削減

する」という対応を迫られている。

こうした中で，水力を含む自然エネルギーは，地球温暖

化防止対策に有効であり，地球的規模の環境問題に貢献す

る発電方式として，その重要性が改めて認識されている。

特に水力発電は，二酸化炭素を出さないクリーンエネル

ギーである水力資源を有効に活用するものであり，既設水

力発電所においても，より性能のよい水車・発電機に更新

し，いわゆる発電所の年間発生電力量を増加させようとす

る機運が高まっている。

こうした既設水力発電設備の再開発に伴う周囲環境への

影響はきわめて少なく，かつ経済的である。

そこで，既設水力発電所の現在の立地条件と運転状況を

詳しく調査し，最も効率のよい水力発電所への見直しを行

い，出力および年間発生電力量の増加を重視する近代化が

重要な課題となっている。

本稿ではこの新たな考えを軸に，総合的な経済性を考慮

した最近の既設水力発電装置の改修技術を紹介する。

出力および年間発生電力量増加の改修手法

水力発電所は，建設されてから30～40年を経過すると，

機器の老朽化が進み，特に水圧および流水を受ける部分に

摩耗および腐食が発生して，建設初期の性能が望めない状

態となる。また，電気部分についても絶縁材の枯れなどに

より絶縁耐力の低下をきたし，その限界に近づいているこ

ともあり得ると考えられる。

一方，現在の設計・製造技術や使用材料などは日進月歩

であり，当時とは隔世の感がある。

したがって，老朽化の進んだ水力発電所においては，部

分的な改修を行うより近代的な手法により発電所全体を再

生し，出力，発生電力量などの増加を図るのが得策である。

立地条件および環境変化の見直し

建設時からの取水量の変遷および放水路水位変動の調査，

ならびに今後の変化の可能性について見直しを行う。

発電設備の見直し

発電所の経歴および機器老朽化の進行を調査するととも

に，運転上の不都合や不便の有無などを見直して，性能アッ

プを検討する。

経済性の検討

改修範囲と経済性についての検討を行う。

近代化例

３.１ ランナ更新による年間発生電力量の増加

水力発電所における水車の運転条件，すなわち運転落差，

運転流量には幅があり，その発電所特有の運用形態によっ

て運転頻度の高い落差・流量域がある。また，建設当初の

運転計画における落差・流量と運転頻度の関係が変わって

きている場合など，効率がよいだけでなくその発電所の運

用形態に最適なランナを設計することによって水力資源を

より有効活用できるものとなる。ランナ設計に必要な対象

発電所の運転条件は，ダム水位や流量，出力，運転時間な

どが記録されている運転実績から運転頻度の高い落差，流

量の調査などによりランナ設計条件を把握できる。

富士電機では，水車の性能開発手法として古くから流れ

解析技術を導入してきており，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，

現在では三次元粘性流れ解析技術が実用化され，より高精

度の水車性能予測が可能となっている。この流れ解析技術

を適用することによって，既設水車の固定部を流用したま

ま，水力発電所の運転条件に最適なランナを短期間のうち

に設計できるようになった。三次元粘性流れ解析技術を適
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用して設計した13万 kW立軸フランシス水車ランナの解

析結果例を図１～３に示し，旧ランナの例を図４に示す。

図１は最大出力時，図２は部分負荷時のランナベーン入

口側から見た翼面の圧力分布と流線を表した図で，圧力分

布を色の変化で表しており，部分負荷時における翼負荷が

バンド側へ片寄ることが分かる。

図３は新ランナ，図４は旧ランナの最大出力時における

負圧側翼面の圧力分布を表した図で，赤色が濃くなるほど

その部位の圧力が低いことを示しており，旧ランナは広い

範囲で圧力の低い部分があるが，新ランナはなだらかな圧

力変化を示しており，旧ランナほど圧力が低下する部位は

ない。このような三次元粘性流れ解析においてランナ内部

の損失が計算され，新ランナに更新した場合，発電所の年

間発生電力量は約 2％増加することが予想でき，また，ラ

ンナベーン入口キャビテーションや翼面キャビテーション

が改善されることも確認している。このランナは現在，製

作上の経済的メリットがある溶接構造が採用され製作中で

あり，完成後に現地効率試験で性能確認が実施される予定

である。

３.２ 固定子の近代化更新

現在，固定子巻線絶縁方式として一般的に採用されてい

る合成樹脂系エポキシ絶縁方式は開発後すでに40年を経過

し，この絶縁方式の経年劣化寿命データも図５に示すよう

に多数蓄積され，また個別発電機の非破壊絶縁診断結果を

用いた巻線の残存破壊電圧および余寿命を予測する技術も

確立されてきた。それらのデータによれば，予防保全の観

点で寿命を定義した場合，この方式の巻線寿命はおよそ35

～40年であり，採用初期の巻線は更新時期に達している。

寿命が近づいた固定子巻線を更新する方法として，以前

は巻線のみの巻替えが多かったが，近年は巻線のみならず

鉄心・枠を含めた固定子全体を更新する傾向にある。これ

は老朽化した鉄心の再生あるいは更新工期短縮の理由もあ

るが，より積極的な狙いは絶縁システム，巻線・鉄心設計

などに最新技術を導入して固定子全体の近代化を図り，低

損失化，すなわち年間発生電力量の増大に寄与させること

にある。

低損失化の方法としては，巻線構成，鉄心溝形状，通風

溝構成，鉄心材質などの改善が考えられる。固定子低損失

化は巻線温度の低減効果もあり，固定子の長寿命化にも寄

与する。

なお，さらなる低損失化を希求する場合，改修範囲は拡

大するが，固定子損失低減による温度低減メリットを冷却

風量の減少に振り向けて，風損低減を狙うことが可能であ

る。図６に，固定子近代化更新と風損低減を同時に採用し

た場合の損失低減効果試算例を示す。この試算例では，発

電機効率 0.8 ％相当分の損失低減効果が得られた。
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図１　三次元粘性流れ解析例（最大出力時）

図２　三次元粘性流れ解析例（部分負荷時）

図３　三次元粘性流れ解析例（新ランナ負圧側翼面）

図４　三次元粘性流れ解析例（旧ランナ負圧側翼面）
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最近の技術

４.１ 水　車

４.１.１ 可動羽根水車のランナベーン用電動サーボモータ

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。既設水力発電所においても，

既設の油圧サーボモータを電動サーボモータに置き換える

ことにより圧油装置や空気圧縮装置などが撤去できるため

周辺機器が簡素となり，維持コストの低減や保守性の向上

が図れる。このため，カプラン水車などの可動羽根水車に

おいてもランナベーン操作用電動サーボモータの開発が望

まれている。図７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電動サーボモータの機構

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。このとき，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

や開閉操作が行え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

とが可能である。

４.１.２ ハイブリッドサーボモータ

既設水力発電所においてガイドベーン操作用油圧サーボ

モータを電動サーボモータに置き換える場合，電動サーボ

モータの寸法が大きいことから既設の限られたスペースに

設置することが困難な場合がある。

ここで紹介するハイブリッドサーボモータは，駆動用モー

タ・可逆圧油ポンプおよび油圧シリンダを一体化したもの

であり，油圧シリンダへの圧油供給は可逆圧油ポンプによ

り直接行う方式である。したがって，圧油装置，空気圧縮

装置など周辺機器や配管が必要なく，可逆圧油ポンプのモー

タ回転速度を制御することでガイドベーンを開閉操作する
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方式であり，電動サーボモータと同様な電気制御となる。

油圧シリンダの油圧を高く設定することで小型・大容量化

も可能であり，電動サーボモータより大幅に小型化でき，

既設の限られたスペースに設置することが可能となる。図

８にハイブリッドサーボモータの外観を示す。

４.１.３ 耐土砂摩耗技術

中国をはじめ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。

ここに紹介する耐摩耗技術は，タングステンカーバイド

の溶射によるハードコーティング，耐摩耗材塗布によるソ

フトコーティング，カプランランナベーン防食片などに適

用する耐摩耗材成形部品の 3タイプを施工箇所の特異性な

どに応じて選択できる。

ハードコーティングはシートライナ，カバーライナ，ラ

ビリンスなどの寸法許容差の厳しい部位に適し工場にて施

工する。ソフトコーティングは施工が容易なことから，ラ

ンナベーンなど施工面積が広い場合に経済的である。いず

れも実験で高い耐摩耗性能が確認されている。

図９にカプラン水車のランナベーンにソフトコーティン

グを施工した例を示す。

現在，中国の黄河流域の発電所で実証試験が継続されて

おり，今後，実機への適用拡大が期待される。

４.２ 発電機

４.２.１ 軸受の近代化更新

従来，軸受回りの更新といえば，主に老朽化した部品，

例えばメタルや冷却管を単に新品に交換する例が多かった。

しかしながら，今後は下記のことを考えたより積極的な更

新計画が求められる。

低損失軸受構造の採用

将来の保守の簡素化，維持修繕費の低減

部品製作技術の変遷・進歩への対応

約30年前の設計技術と現在の設計技術を比較した場合，

例えば軸受面圧比においても 20 ～ 30 ％高く，軸受損失は

15 ～ 20 ％低減できる可能性がある。加えて，最近製品化

技術が確立しつつある樹脂軸受で高面圧化を図ればさらに

その効果は大きい。

しかしながら，大幅な軸受損失低減は，油槽内部の構造

寸法，支持部品やスラストランナの構造変更も伴うので，

損失低減化のみでなく，保守性，維持修繕費低減など，複

合的効果が期待できる更新案により費用対効果を高めるこ

とが求められる。

例えば，昔の軸受は複雑な形状の冷却蛇管内蔵方式を採

用している場合があるが，この冷却蛇管を単に新品と置き

換える場合は，外部別置冷却器方式で採用されているシェ

ル＆チューブ型冷却器に比べ２～ 3倍の費用がかかる。こ

れは，冷却蛇管方式が依然として手作業中心の製作法であ

るのに比べ，シェル＆チューブ型冷却器は製作工程の機械

化・近代化が格段に進歩しているからである。

したがってこの場合は，軸受更新と同時に部品製作技術

の進歩に対応した近代的な外部別置冷却方式を採用すれば，

保守の簡素化と同時に将来の維持修繕費低減メリットをも

得ることができる。

むろん，軸受の空冷化が可能な場合はそれを採用するこ

とがベストであることは言うまでもない。

４.３ 制御技術

４.３.１ 水力発電所群の集中監視制御システム

従来から水力発電所はほとんどが無人化されており，拠

点ごとにミニコンピュータやエンジニアリングワークステー

ションを適用した集中監視制御システムが導入されてきて

いる。しかし，これら従来のシステムは主機の単機容量が

小規模であり，かつ対象発電所が少ない地点に導入するに

は高価なシステムであった。

近年，パソコンの処理能力の向上や GUI（Graphical

User Interface）に優れた OS（Operating System）の出

現などを背景に，HCI（Human Computer Interface）な

らびに主制御部分をパソコンによって構成し，大幅なコス
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図８　ハイブリッドサーボモータの外観 図９　耐土砂摩耗技術ソフトコーティング例
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トダウンに寄与している。

本システムはパソコンを 2 台用いた並列システムを標準

としており，各発電所とは 1：Nテレコンで結合し，シス

テム間の結合はプライベート LANを適用することによっ

て設備を最小としている。このシステムの主な機能は次の

とおりであり，対象発電所が数か所から10か所程度の集中

監視制御システムに最適である。

各発電所の制御・操作機能

各発電所，事務所の監視・記録機能

各発電所の帳票作成機能

通信機能

図 に制御所システムの実施例を示す。

あとがき

以上，出力および年間発生電力量増加を軸に，最近の水

力発電装置改修技術の概要を紹介した。

地球温暖化防止や純国産エネルギーという観点から，水

力発電装置の改修による発生電力量の増加は，今後もます

ます重要視されると考えられる。

今後の既設水力発電装置の近代化計画において，今回紹

介した技術が生かされれば幸いである。
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図１０　制御所システム実施例
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