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設置・撤去が容易で，中小河川や農業用水など設置場所の選択幅が広い
浮体式マイクロ水力発電システムの研究開始 （2008年～）

・水車設置に関わる河川等の改修工事が不要（利点）
⇒ 水利権の問題が発生しにくい

・流水（流体）の運動エネルギーを利用
⇒ 獲得可能なエネルギーが小さい（欠点）
⇒ 水車の連結運転により出力拡大が可能

・損失が大きく水車効率が悪い（欠点）

【研究の背景と経緯】

効率の高い水車形状（水車ランナ形状）の検討

長野市内の農業用水路を利用し，実地試験を繰り返して水車の
出力特性を把握（2012年～）
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管路型水車を用いた水力発電システム
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流量：Q [m3/s]，総落差：H0 [m] ，損失落差:h [m] 

発電機効率：ηG，水車効率：ηT，有効落差： H [m] (H= H0 -h )

ベルヌーイの定理： h ＋ p／w ＋ v2／2g ＝ H [m]
位置水頭 圧力水頭 速度水頭



〇流量または落差（流量・落差）が確保できる水源が
限られる（国内では，電源立地に適した大規模発電
所は開発済）

流量の確保・・・①流れ込み式，②調整池式，
③貯水池式，④揚水式

落差の確保・・・①水路式，②ダム式，③ダム水
路式

〇中小規模であっても付帯設備が必要となり，建設コ
ストが高い（発電単価が高い）

〇ダム建設等による環境破壊
〇水利権 など

管路型水車を用いた水力発電の問題点



浮体式マイクロ水力発電システム



浮体式マイクロ水力発電システムの特徴
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水の密度： ρ [kg/m3]

水流に垂直なランナの水没部分の投影面積：A [m2]

流速：v [m/s]，水車効率：ηW，発電機効率：ηG

・水流の運動エネルギーを回収する
⇒ 基本的に下掛水車と同じ

・大規模な河川工事が不要であるため比較的容易に
設置することが可能で，また水利権の問題等も発生
しにくい



・流体から得られる機械的エネルギーは，Betz※の
理論効率に依存する

⇒ 水車効率 ηW ≦ 59.3％

浮体式マイクロ水力発電システムの特徴

・水車の回転数は水車の周速（流体速度）で決定さ
れる・・・河川の流速は比較的遅い

⇒ ①発電機の回転数に合わせて増速機
を水車と発電機の間に組付ける

②多極型で定格回転数が低い発電機
を用いる

（※Albert Betz，ドイツ，1885-1968）



What’s a new !

自由形（水泳）の腕と手の動きのイメージ

（１） 水面に挿入 （２） 水をつかむ

（３） 水を引き寄せ送り出す （４） 水を離す

入水時の抵抗：少ない

離水時の抵抗：少ない



試験に用いた水車の形状



発電出力測定回路

※ 一相分の波形より周波数を求め，水車の回転数を算出

発電出力 Po = V×I

( f : 周波数 p : 磁極数 )

[rpm] ・・・ (※)



水車効率の算出方法
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水車効率

※ 各負荷電流と回転数に対する発電機効率 ηG を予め求めておき，

負荷電流に対する回転数 N ，発電出力 Po ，流速 v を測定すれば，

水車効率 ηW が求められる

水の密度： ρ [kg/m3]

水流に垂直なランナの水没部分の投影面積：A [m2]

流速：v [m/s]，水車効率：ηW，発電機効率：ηG



実地試験の様子(2012年度)

平板形は水跳ね（水の巻込み量）が多いが，三角型は水跳ね
が少ない

三角型水車平板型水車



負荷電流に対する出力および回転数
（平板形と三角形の比較）

三角型

平板型

最大出力で
1.44倍



負荷電流に対する水車効率

三角型

平板型

最大効率で
1.15倍最大効率24％

最大効率21％

〇流速:2.0[m/s]



負荷電流に対する発電機効率

三角型

平板型

〇流速:2.0[m/s]



水車ランナ（平板形）の水面における
入水時および離水時の状態



水車ランナ（三角形，山形）の水面における
入水時および離水時の状態



山型水車

実地試験の様子(2013年度)



山型

三角型

負荷電流に対する出力および回転数
（三角形と山形の比較）

最大出力で
1.22倍



負荷電流に対する水車

山型

三角型

〇流速:1.8[m/s]

最大効率で
1.30倍最大効率26％

最大効率20％



山型

三角型

負荷電流に対する発電機効率

〇流速:1.8[m/s]



ランナ取り付け位置による効果の確認

ランナオフセット：前方 ランナオフセット：なし ランナオフセット：後方



ランナオフセット：なし

実地試験の様子(2014年度)

（ランナ取り付け位置による効果の確認）

ランナオフセット：後方最大



出力-負荷電流特性 回転数-負荷電流特性

ランナ取り付け位置による効果

〇流速:2.04[m/s]

ランナオフセット
なし

ランナオフセット

なし



ランナ取り付け位置による水車効率

負荷

〇流速:2.04[m/s]

ランナオフセット
なし

水車効率：28.1%

0.7A



まとめ （１）

〇平板形水車と三角形水車の比較
・三角形水車の最大出力 1.44倍 流速：2.0m/s
・三角形水車の最大水車効率 1.15倍

⇒ ・三角形水車では，水車の水の巻込み量が少ない
・負荷電流に対する回転数の低下の割合が小さく，水
車効率と発電機効率が高い

〇三角形水車と山形水車の比較
・山形水車の最大出力 1.22倍 流速：1.8m/s
・山形水車の最大水車効率 1.30倍

⇒ ・入水時，離水時の抵抗が少ない山形水車の優位性
が確認された



まとめ （2）

〇山形水車のランナ取り付け位置の比較
・ランナオフセットなしで最大出力 流速：2.04m/s
・ランナ角度可変は効果なし

⇒ ・最適なランナ取り付け位置を確認するため，ランナ
オフセット（直線的な前後移動）およびランナの角度
を変えて実地試験を実施した

・ランナ取り付け位置としてオフセットおよびランナ角
度なしが最も水車効率が高く，負荷電流0.7Aの時，
28.1％の値を得た

・水車効率は最大約30％・・・Betzの理論効率：59.3％
の約半分



排水機能を備えた山形水車（2015年度）



排水機能を備えた山形水車の実地試験



受圧機構を付加した三角形水車（2016年度）



増速機による出力増加：山形水車
（2017年度～ ）



増速機を付加した発電システム



ご清聴 ありがとうございました


