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まえがき

近年，国内の主な中小水力発電所の調速機（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。

必要操作力の面から，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た。また，従

来の電動方式の機械操作部破損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た。

このような背景から富士電機は，油圧方式に対する電動

化のメリットを継承しつつ，従来の電動操作式サーボモー

タの弱点を補う新しいタイプの電動操作式サーボモータ

（ハイブリッドサーボシステム）を開発したので紹介する。

電動サーボの変遷

富士電機では 1977 年に世界で初めて水車制御用電動操

作式サーボモータ（電動サーボ）の 1 号機を米国に納入し

て以来，現在までに約 120 台を納入してきている。

第一世代（1970 年代）

ボールナットを用い，モータの回転運動を直線運動に変

える操作機（パワーシリンダ）に交流誘導電動機を取り付

けた方式で，モータはガイドベーンを駆動させるときのみ

電源を投入し，コンタクタによりオンオフ制御され，その

場での位置はモータに付属されたブレーキで保持される方

式である。動作時ブレーキ釈放，電源投入という手順を踏

むため，電気協同研究（電協研）で要求されている不動時

間を満足せず，周波数調整機能が要求されないスピーダレ

スガバナとして採用された。

第二世代（1980 年代）

本方式は電協研の要求事項を満足するガバナとして開発

された。機械部分は第一世代と基本的に変更はないが，

モータは可変速制御としている。不動時間の要求を満足さ

せるために，常時電源が入っており，モータは静止しなが

らも水流に対抗する静止トルクを発生させている。電気ガ

バナから発信される速度指令信号に従ってモータは回転す

る。モータは永久磁石回転子形同期電動機（SM）が採用

された。

第三世代（1990 年代）

電動サーボが一般的になり，より容量の大きな範囲の電

動サーボが必要となってきた。第二世代のモータ制御方式

は容量の限界があり，大容量用としてベクトル制御方式が

採用された。

第四世代（2000 年代）

第四世代の電動サーボとして今回，以下に述べるハイブ

リッドサーボシステムを開発し，実用化した。

富士電機は 2002 年 3 月に運転された九州電力（株）右田

発電所の成功を機に，すでに 4 発電所に納入し，運転して

いる。

表１にハイブリッドサーボシステムの納入実績を示す。

図１に現在運用されている北陸電力（株）久婦須川第一発電
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表１　ハイブリッドサーボシステムの納入実績 

納入先 発電所名 

北陸電力（株） 

九州電力（株） 

北陸電力（株） 

九州電力（株） 

九州電力（株） 

九州電力（株） 

久婦須川第一発電所 

右田発電所 

白萩発電所 

石井発電所 

槇之口発電所 

下川発電所 

水車形式 

HF-1RS 

HF-1RDS 

HF-1RDS 

HK 

VF-1RS 

HF-1RDS

水車出力 
（kW） 

3,770 

1,640 

3,290 

1,172 

10,600 

1,640

33 

66 

40 

66 

120 

66

定格推力 
（kN） 

1.3 

2.2 

2.2 

2.2 

7.5 

2.2

モータ容量 
（kW） 

無 

有 

無 

有 

無 

無 

アキュムレータ 
非常閉鎖装置 

新設 

改修 

新設 

改修 

新設 

改修 

2002年8月運転開始 

2002年3月運転開始 

2002年12月運転開始 

2003年3月運転開始 

製作中 

製作中 

備　考 
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ハイブリッドサーボシステム

所におけるハイブリッドサーボシステムを現地据付けした

状況を示す。

特　徴

電動サーボは油圧操作式サーボモータ（油圧サーボ）に

比べて圧油ポンプやコンプレッサなどの周辺機器が大幅に

簡素化できるため，コストやスペース，保守性に優れてい

る半面，操作力が小さいため小容量水車にしか適用できず，

さらにパワーシリンダの不具合（ボールベアリングの摩耗，

リターンチューブの破損など）を低減すべく，定期的なグ

リースの交換や点検が強要されていた。

ハイブリッドサーボシステムは上記の欠点を踏まえて開

発されており，従来の油圧サーボに比べ，分散した油圧機

器が大幅に削減かつ集約され一体化されるので，コンパク

トかつ簡素となり保守が容易である。

また，従来の電動サーボと異なり，操作に油を介してい

るので，サーボモータ・ポンプの並列化が可能となり，中

容量クラスの水車の電動化が可能となる。さらにシリンダ

部にベアリングがないなど，多数の機械要素が削減される

ので，コンパクトかつ簡素となり，長寿命かつ保守が容易

である。

表２に油圧サーボの場合と電動サーボの場合とハイブ

リッドサーボシステムの場合それぞれの長所，短所，適用

範囲などを具体的に比較して示し，図２にそれぞれの場合

の構成を示す。

ハイブリッドサーボシステムの主な特徴は以下のとおり

である。

駆動部はすべての構成機器が一体構造で簡素な構造で

ある。

高油圧化によりコンパクトな駆動部となっている。（2）

（1）
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図１　ハイブリッドサーボシステムの現地据付け状況

〔北陸電力（株）久婦須川第一発電所〕
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図２　油圧サーボと電動サーボとハイブリッドサーボシステムの

構成

表２　油圧サーボと電動サーボとハイブリッドサーボシステムの 
　　　比較 

油圧サーボ 電動サーボ 
ハイブリッドサーボ 

システム 
（新電動サーボ） 

機器 
　構成 

動作 
　方式 

™圧油・集油装置 
™配圧弁・電磁弁 
™油圧シリンダ 
™圧油配管 

配圧弁・電磁弁で 
圧油を制御し，油 
圧シリンダを駆動 

™電源装置 
　（ACモータ用） 
™サーボモータ・ 
　アンプ 
™パワーシリンダ 

サーボモータの回転 
運動を，減速機と 
ボールねじを介して 
パワーシリンダの直 
線運動に変換 

™サーボモータ・ 
　アンプ 
™ハイブリッド 
　サーボシステム 

サーボモータと可逆 
ポンプセットから， 
直接油圧シリンダを 
駆動 

適用 
　範囲 

™制限はなし ™操作力： 
　　320kN以下 
™適用範囲の目安： 
　　水車出力 
　　20MW以下 

™開閉速度を下げれ 
　ば，操作力に制約 
　はなし 
™適用範囲の目安： 
　　水車出力 
　　50MW以下 

長　所 

™適用範囲に制約 
　がない 

™圧油・集油装置が 
　不要で，初期コス 
　トが安価 
™圧油・集油装置が 
　ないため，メンテ 
　ナンスが容易 

™圧油・集油装置が 
　不要で，初期コス 
　トが安価 
™圧油・集油装置が 
　ないため，メンテ 
　ナンスが容易 
™従来電動サーボに 
　比べ，大幅な小型 
　化が可能 

短　所 

™圧油・集油装置が 
　複雑で，初期コス 
　トが大 
™圧油・集油装置な 
　ど圧油機器のメン 
　テナンスが煩雑 

™適用範囲が狭い 
　（大容量水車には 
　適用不可） 
™パワーシリンダ機 
　械故障時は，ガイ 
　ドベーン閉鎖不可 
™油圧サーボに比べ 
　外形寸法が大きい 

保守性 

™圧油・集油装置な 
　ど圧油機器の定期 
　的な保守点検が必 
　要 

™ボールねじへの定 
　期的（6か月ごと） 
　なグリース給脂， 
　排脂が必要 
™交換部品の調達納 
　期が長い 

™定期的な操作油の 
　交換が必要 
™交換部品の調達納 
　期が短い 

価　格 
（当社　 
　　比） 

220％ 100％ 100％ 
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ハイブリッドサーボシステム

一体構造であるので配管作業や煩雑な現地調整が不要

であり，据付けが容易である。

駆動部は定期的な操作油の交換のみであり，メンテナ

ンスが容易である。

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バックアップが可能

である。

従来，電動サーボでは適用外の出力 50MWクラスま

で電動化が可能となり適用範囲が広がる。

機器構成

４.１ 機械的機器構成

ハイブリッドサーボシステムは電動サーボモータで油圧

シリンダを制御するシステムである。ハイブリッドサーボ

システムの動作原理を表すシステム構成を図３に示す。

ディジタルガバナから出力する 10 Vの速度指令を

DC100 V 電源のサーボアンプに入力する。サーボアンプ

は駆動用サーボモータを 1,500 r/minで駆動，可逆ピス

トンポンプを直接制御し，油圧シリンダを操作する。

油圧シリンダを開閉する際には，可逆ピストンポンプを

正転・逆転させる。油圧シリンダを一定開度で保持する場

合には，可逆ピストンポンプは油圧を保持しながら静止し

ているが，油圧シリンダ位置がずれると，位置センサで検

出しその位置ずれを戻すよう可逆ピストンポンプが回転し，

一定開度を保持する。

油圧回路は閉鎖回路であるため，油圧シリンダの開閉に

伴いピストンロッドの体積変化が発生し，閉鎖回路内の油

量が変化する。この油量変化を，シャトル弁を通して小さ

な油槽で吸収する。

ハイブリッドサーボシステムの心臓部である可逆ピスト

ンポンプは，定格油圧が 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。

油圧シリンダの開閉速度は，ピストンポンプの吐出量を

変えて制御する。一般にピストンポンプの吐出量制御は，

斜板の角度を変えて機械的に行うが，ハイブリッドサーボ

システムでは駆動用サーボモータの回転速度を変えて電気

的に行う。

以上の各構成機器はすべて一体化され高圧化されている

ため，ハイブリッドサーボシステムの外形は非常にコンパ

クトで，現地での据付けも容易である。図４に既設油圧

サーボの発電所の電動化を，従来の電動サーボで計画した

場合と，ハイブリッドサーボシステムで計画した場合を比

較して示す。電動サーボの場合は外形寸法が大きく，かつ

ガイドベーン急速閉鎖時のクッショニングのためのダッ

シュポットが必要なため，既設更新の場合，水車バレルの

大幅な掘削が必要であったが，ハイブリッドサーボシステ

ムは既設サーボ室にそのまま設置可能となる。

４.２ 電気的機器構成

ハイブリッドサーボシステムを制御するディジタルガバ

ナは，プログラマブルコントローラ（PLC）「MICREX-

SX」を採用し，低コスト，短納期で高性能な制御を実現

した。

図５に調速機制御盤の外観および内面を示す。

MICREX-SXは基本命令 20 nsおよび入出力リフレッ

シュ 1msと高速演算を実現している。ガバナの周波数検

出は SSG（Speed Signal Generator）がパルスを発信し，

パルスを高周波数入力のパルス入力モジュールで受信して

＋－

＋－
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（4）

（3）
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図４　既設発電所の電動化事例
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図３　動作原理を表すシステム構成
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ハイブリッドサーボシステム

いる。これらのことによりハイブリッドサーボシステムは

電協研ガバナ性能Ｘ級の実力を有する性能を実現している。

PLCの電源およびディジタルインタフェース（DIO）

は DC24Vを採用し，電源には DC110/24Vコンバータを

設け，DIOには補助継電器またはインタフェースターミ

ナル（ITM）を設けることにより，商用周波耐電圧 2,000

V 1 分間を確保している。

ハイブリッドサーボシステムを駆動する電動サーボモー

タは，DC100 V 電源を電動サーボアンプに入力し，周波

数変換し，AC電動サーボモータを駆動する方式である。

AC電動サーボモータは小容量機に同期電動機（SM）を

大容量機に誘導電動機（IM）を採用する。

図６に DC入力電動サーボアンプと AC電動サーボモー

タの外観を示す。電動サーボアンプは調速機制御盤内に設

置し，電動サーボモータはピストンポンプと連結し，その

間は主回路ケーブルとエンコーダケーブルで結ばれる。

４.３ 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，主機を停止できない。ハイブリッドサーボシ

ステムでは，電動サーボモータ・アンプの故障やガバナの

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，ガイドベーン自己

閉鎖力があるため，図７に示す油圧回路に設けたバイパス

閉鎖回路を作ることによりガイドベーンを閉動作させ，水

車発電機を安全確実に停止できる。

また，従来の電動サーボでは電気的故障や電源喪失に備

え，重錘やエアサーボを付加していたが，ハイブリッド

サーボシステムではこれらの装置が不要となる。万一，ガ

イドベーン自己閉鎖力が不足する場合はオプションの非常

閉鎖用アキュムレータで完全閉鎖が可能である。

重錘を付加すると，その重みで必要操作力が増え電動

サーボモータ容量は増加するが，非常閉鎖用アキュムレー

タの回路と常時の正常運転中の回路は別になっているため，

非常閉鎖用アキュムレータを付加することによる電動サー

ボモータ容量の増加はない。

確認試験

以上で紹介したハイブリッドサーボシステムは，開発段

階でその耐久性を確認するために，実機 25 年相当の始動

停止・負荷変動を想定した加速耐久試験を実施している。

図８にその耐久試験時のオシログラムを示す。

この加速耐久試験後に，すべての構成機器を分解点検し

機能低下や許容値を上回るような摩耗がないことを確認し，

ハイブリッドサーボシステムの高信頼性を確認した。

また，加速耐久試験のほかに，水力発電所の制御に必要

不可欠な発電機並列時を推定した連続位置保持試験や異常

停止時を推定した急速閉鎖試験を実施している。
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MICREX-SXを使用した 
ディジタルガバナ 

図５　調速機制御盤の外観および内面

図６　電動サーボアンプと電動サーボモータの外観

閉 

バイパス閉鎖回路 

図７　バイパス閉鎖回路
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ハイブリッドサーボシステム

連続位置保持試験により安定した位置保持特性や優れた

直線性を確認し，急速閉鎖試験により素早い応答性や優れ

た直線性を確認し，ハイブリッドサーボシステムの高性能

性を確認した。

あとがき

本稿では従来の電動操作式サーボモータの弱点を補完す

る新電動サーボの概要を紹介した。今後この技術を発展さ

せ大容量水車や可動羽根水車を対象としたランナベーン操

作用にも採用できる装置としていく所存である。

最後に本装置の開発にあたりご指導・ご協力をいただい

た関係各位に対し，深く感謝する次第である。
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図８　耐久試験時のオシログラム
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＊ 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。




