
JP 4657845 B2 2011.3.23

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプケーシング内にポンプ羽根車及び該ポンプ羽根車を駆動するモータを内蔵した横
軸ポンプにおいて、
　前記モータの下流側に前記ポンプ羽根車を配置し、前記ポンプケーシング内の流路には
前記ポンプ羽根車よりも上流側に整流板を、前記ポンプ羽根車の下流側にガイドベーンを
設けると共に、前記ポンプケーシングの上流側端に取付けた吸込カバーの吸込開口部の上
端部が該吸込カバーの取付け部上端より下方に位置し、前記モータのフレームが前記吸込
カバーに接触しているか又は該吸込カバーを貫通しており、
　前記整流板は前記ポンプケーシング内流路断面の上下付近に設けた整流板と左右両側付
近に設けた整流板とからなり、前記ポンプケーシング内流路断面の上下付近に設けた整流
板は水流と並行に配置し、前記ポンプケーシング内流路断面の左右両側付近に設けた整流
板はポンプ軸方向に対して所定の角度で上流側に向って下方に傾斜しており、
　前記モータのケーブルは前記モータのフレームが前記吸込カバーに接触しているか又は
該吸込カバーを貫通している部分から取り出すことを特徴とする横軸ポンプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポンプゲート設備等に用いられる横軸ポンプに関し、特にモータの下流側に
ポンプ羽根車を配置した構成の横軸ポンプに関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　図１はポンプゲート設備を備えた排水設備の構成例を示す図で、図１（ａ）は平面図、
図１（ｂ）は側断面図である。１００は本川１０１の堤防であり、該堤防１００を貫通し
て支川の自然流下水路１０２に連通する樋管１０３が配設されており、該樋管１０３の下
流端部には川表ゲート１０４が配設されている。樋管１０３の上流端部には吐出水槽１０
５が配設され、該吐出水槽１０５の上流側にはポンプゲート設備１１０が配置されている
。自然流下水路１０２のポンプゲート設備１１０より上流側には自動除塵機１０６が配置
され、自然流下水路１０２を通って流れてくる塵芥はこの自動除塵機１０６で捕集され、
引き上げられ、コンベア１０７により所定の位置に搬送される。１０８は引上機であり、
自動除塵器１０６を使用しない時は自然流下水路１０２から引き上げておくためのもので
ある。
【０００３】
　上記構成の排水設備において、ポンプゲート設備１１０の扉体１１１は通常上昇して開
放状態であり、中小河川の水は自然流下水路１０２及び樋管１０３を通って自然流下で主
流の本川１０１に流れ込む。台風や夏季の集中豪雨などで本川１０１の水位が上昇した場
合、本川１０１から樋管１０３及び自然流下水路１０２を通って中小河川へ逆流が発生す
る。逆流が発生すると中小河川が氾濫し隣接している住宅や工業団地等の居住地帯に浸水
する。
【０００４】
　このような事態を防止するため、ポンプゲート設備１１０の扉体１１１を閉じる。しか
し扉体１１１を閉じた状態では、中小河川付近に雨が降ると、雨水により、中小河川の水
位が上昇し、やはり居住地帯に浸水する。そこでポンプゲート設備１１０の扉体１１１を
閉じた状態で、中小河川の雨水を本川１０１に排水するために、ポンプゲート設備１１０
のポンプ（横軸ポンプ）１１２を運転し、中小河川から自然流下水路１０２に流入する水
を吐出水槽１０５に排水し、樋管１０３を通して本川１０１に排水している。
【０００５】
　図２は上記ポンプゲート設備１１０の扉体１１１に据え付けた横軸ポンプ１１２の構成
例を示す図である。横軸ポンプ１１２は図示するように、ポンプケーシング１１３内にポ
ンプ羽根車（ポンプインペラ）１１４、ガイドベーン１１５、モータ１１６が上流側から
下流側に順次配置され、ポンプケーシング１１３の上流側先端に吸込カバー１１７が設け
られている。吸込カバー１１７は全体が上流側下方に向かって傾斜しており、吸込口１１
７ａの開口面が水流方向に対して所定角度で上流側下方に向かって傾斜した構成である。
なお、１１８はポンプケーシング１１３の吐出口に設けられたフラップ弁（逆止弁）であ
る。横軸ポンプ１１２は支持部材１１９を介してゲート扉体１１１に取付けられ、該フラ
ップ弁１１８は扉体１１１内部に収められている。
【特許文献１】特開２００２－３０３２９２号公報
【特許文献２】特開２００３－００３４５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記ポンプゲート設備において、吸込側水路１３０（図１の自然流下水路１０２）の低
い水位まで排水を可能にするためには、吸込カバー１１７を吸込側水路１３０の上流側下
方に傾斜させて吸込口１１７ａの開口上部を低くする必要がある。しかしながら、ポンプ
羽根車１１４部分の流路は、流体の性質上偏りがないこと、即ちポンプケーシング１１３
が傾いていないことが好ましい。従来のポンプゲート設備における横軸ポンプは、上記の
ように吸込側水路１３０の低い水位まで排水を可能にするために、ポンプ羽根車１１４部
分のポンプケーシング１１３は傾斜させず、該ポンプケーシング１１３をポンプ羽根車１
１４より上流側まで伸ばし、その端部に上流側下方に傾斜させた吸込カバー１１７を取付
ける構造となっている。そのため、横軸ポンプ１１２がゲート扉体１１１から上流側に突
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き出す距離が大きくなる（全長が長くなる）要因の一つとなっている。
【０００７】
　また、図３に示すように、ポンプの吸込側の水位（吸水路水位）が高い場合はポンプの
実揚程は小となり、安定領域Iの運転となり、空気吸込渦等が発生することはない。ポン
プの吸込側の水位が低い場合には実揚程が大となり、ポンプは不安定領域II（小水量領域
）の運転となり、吸込カバー１１７の没水深が浅い部分で空気吸込渦が発生し、ポンプ羽
根車１１４の部分に水の逆流が発生する。これらの空気吸込渦や水の逆流が発生すると横
軸ポンプ１１２の振動や騒音の発生原因、及び排水能力低下の原因となる。
【０００８】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、低い水位まで排水が可能で、且つ水流方向
の長さを短くでき、更に空気吸込渦や水中渦の発生を抑制できる横軸ポンプを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため請求項１に記載の発明は、ポンプケーシング内にポンプ羽根車
及び該ポンプ羽根車を駆動するモータを内蔵した横軸ポンプにおいて、前記モータの下流
側に前記ポンプ羽根車を配置し、前記ポンプケーシング内の流路には前記ポンプ羽根車よ
りも上流側に整流板を、前記ポンプ羽根車の下流側にガイドベーンを設けると共に、前記
ポンプケーシングの上流側端に取付けた吸込カバーの吸込開口部の上端部が該吸込カバー
の取付け部上端より下方に位置し、前記モータのフレームが前記吸込カバーに接触してい
るか又は該吸込カバーを貫通しており、前記整流板は前記ポンプケーシング内流路断面の
上下付近に設けた整流板と左右両側付近に設けた整流板とからなり、前記ポンプケーシン
グ内流路断面の上下付近に設けた整流板は水流と並行に配置し、前記ポンプケーシング内
流路断面の左右両側付近に設けた整流板はポンプ軸方向に対して所定の角度で上流側に向
って下方に傾斜しており、前記モータのケーブルは前記モータのフレームが前記吸込カバ
ーに接触しているか又は該吸込カバーを貫通している部分から取り出すことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の発明によれば、下記の効果が得られる。
・モータの下流側にポンプ羽根車を配置するので、モータが位置する部分の流路は偏って
もポンプの特性には問題ないから、ポンプケーシングの端部に上流側下方に傾斜した吸込
カバーを取付け、モータを該吸込カバー内にはみ出して位置させることができ、吸込カバ
ーの吸込み開口部上端を低くし吸込み水位を下げることができると共に、ポンプケーシン
グの全長を短くできる。
・整流板はポンプケーシング内流路断面の上下及び左右両側付近に設けた整流板とからな
り、ポンプケーシング内流路断面の上下付近に設けた整流板は水流と並行に配置し、ポン
プケーシング内流路断面の左右両側付近に設けた整流板はポンプ軸方向に対して所定の角
度で上流側に向って下方に傾斜しているので、ポンプ羽根車に流入する水は整流されまっ
すぐに流入する。また、ポンプ羽根車から吐き出された水流の旋回成分はポンプ羽根車の
下流側に設けたガイドベーンで除去される。
・ポンプケーシング内流路断面の上下付近に設けた整流板は水流と並行に配置し、前記ポ
ンプケーシング内流路断面の左右両側付近に設けた整流板はポンプ軸方向に対して所定の
角度で上流側に向って下方に傾斜しているので、吸込カバーの吸込開口部に下方から角度
を持って流入する水流は整流されポンプ羽根車にまっすぐに流入する。
・モータフレームが吸込カバーに接触しているか又は該吸収カバーを貫通しているので、
横軸ポンプの吸込み水位をさらに下げることができると共に、ポンプケーシングの全長を
短くできる。よって、低い水位までの排水が可能で、全長の短い横軸ポンプを提供できる
。
【００１８】
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　また、モータのケーブルは前記モータのフレームが前記吸込カバーに接触しているか又
は該吸込カバーを貫通している部分から取り出すので、従来のようにモータケーブルをポ
ンプケーシング内の流水中を通すことなく、モータケーブルが流水により振動するのを防
止する振動防止管等を設置する必要がなく、その分ポンプケーシング内を小さくでき、ポ
ンプをよりコンパクトに構成できる。また、ポンプケーシング内の流路断面積が広くなる
ので、損失が小さくなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態例を図面に基づいて説明する。図４は本発明に係る横軸ポンプ
の構成例を示す図である。本横軸ポンプはポンプケーシング１を備え、該ポンプケーシン
グ１内にポンプ羽根車２とその上流側に該ポンプ羽根車２を回転駆動させるモータ３が配
置されている。また、ポンプケーシング１内の流路にはポンプ羽根車２の上流側にモータ
３との間に整流板４が配置され、更にポンプ羽根車２の下流側にガイドベーン５が配置さ
れている。また、ポンプケーシング１の吐出口にはフラップ弁６が設けられている。また
、モータ３はそのフレームがポンプケーシング１の上流側端部から上流側にはみ出してい
る。ポンプケーシング１の上流側端部に吸込側水路２０の上流側下方に傾斜する吸込カバ
ー７が取付けられ、モータ３のフレームの上部は吸込カバー７の内面に接触している。
【００２６】
　上記のように、モータ３をポンプ羽根車２より上流側に配置し、吸込カバー７をその内
面がモータ３のフレーム上部に接触するまで吸込側水路２０の上流側下方に傾斜させて取
付けることにより、吸込カバー７とポンプケーシング１の上流側端部とで形成する吸込開
口の上端部が低くなり、吸込水位を低くすることができると共に、ポンプケーシング１の
長さに吸込カバー７の長さを加えた横軸ポンプの全長を短くできる。モータ３を起動しポ
ンプ羽根車２を回転させることにより、吸込側水路２０から矢印Ａに示すように上記吸込
開口を通って吸込まれた水はポンプケーシング１内の流路に配置された整流板４を通って
整流されながら吸込まれ、ポンプ羽根車２及びガイドベーン５を通って、ポンプケーシン
グ１の吐出口から、フラップ弁６を押し開放して排出される。
【００２７】
　図５は本発明に係る横軸ポンプの他の構成例を示す図である。同図に示す本横軸ポンプ
が図４に示す横軸ポンプと異なる点は、モータ３のフレームの上部が吸込カバー７を貫通
し、外側に突出している点であり、このモータフレームの貫通突出部にモータケーブルを
取付けるケーブル端子部８を設けている点である。このようにモータ３のフレーム上部を
吸込カバー７を貫通させることにより、吸込カバー７をさらに吸込側水路２０の上流側下
方に傾斜させることができ、吸込水位を下げることができると共に、横軸ポンプの全長を
更に短くできる。
【００２８】
　また、モータ３のフレームの貫通突出部にケーブル端子部８を設けることにより、従来
のようにモータケーブルをポンプケーシング１内の流水中を通すことがなく、モータケー
ブルが流水により振動するのを防止する振動防止保護管等を設ける必要がない。それに伴
い、モータケーブル取り出しに要したポンプケーシング１内のスペースを省くことができ
、横軸ポンプをよりコンパクトに構成できる。また、従来の横軸ポンプのモータケーブル
をモータのポンプ羽根車側から取り出す構成の場合、例えば整流板の間を通すように構成
するため、整流板が太くなり、その分流路断面積が狭くなってしまうので、流速が速くな
りロスが大きくなってしまうという問題があるが、ここではモータフレームの貫通突出部
に取付けたケーブル端子部８を介してモータケーブルを取り出すのでこのような問題はな
くなる。
【００２９】
　なお、図示は省略するが、図４に示す構成の横軸ポンプにおいても、ケーブル端子部８
を吸込カバー７とモータ３のフレームの接触部に取付け、該接触部からモータケーブルを
取り出すように構成することにより、図５に示す構成の横軸ポンプと同様、モータケーブ
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ルをポンプケーシング１内の流水中を通すことなく、振動防止保護管等を設ける必要がな
く、横軸ポンプをよりコンパクトに構成でき、更にポンプケーシング内の流路断面積を広
くでき流速ロスも小さくできる。
【００３０】
　図６は本発明に係る横軸ポンプの他の構成例を示す図である。同図に示す本横軸ポンプ
が図４に示す横軸ポンプと異なる点は、図４の横軸ポンプでは、ポンプケーシング１内流
路の断面上下及び左右に設けた４枚の整流板４はいずれも図７（ａ）に示すように横軸ポ
ンプの軸方向（水流方向）と平行になるように設けているが、図６に示す横軸ポンプでは
、ポンプケーシング１内流路の断面上下に設けた整流板４は軸方向に平行となっているが
、左右に設けた整流板は図７（ｂ）に示すように軸方向に対して所定の角度傾斜させて配
置している点である。なお、図７（ａ）は図４に示す横軸ポンプのポンプケーシング部の
横断面図、図７（ｂ）は図６に示す横軸ポンプのポンプケーシング部の横断面図である。
【００３１】
　上記のように、ポンプケーシング１内の流路の断面左右に設けた整流板を、図７（ｂ）
に示すように軸方向に対して傾斜させて配置していることにより、ポンプ羽根車２に入り
込む水の流れをまっすぐに整流することができる。即ち、吸込カバー７を傾斜させること
で、吸込開口に流れ込む水流に角度がついているが、ポンプケーシング１内の左右両側に
設けた整流板４，４を軸方向に対して所定の角度傾斜させることにより、ポンプ羽根車２
に入り込む水流をまっすぐに整流することができる。そして、ポンプ羽根車２から吐出さ
れる旋回成分を含む水流は、ポンプ羽根車２より下流側の流路に配置したガイドベーン５
によって、その旋回成分が取り除かれ吐き出される。
【００３２】
　上記構成の横軸ポンプにおいて、吸込側水路２０の水位が下がると、吸込カバー７とポ
ンプケーシング１の上流側端部とで形成する吸込開口から空気を吸込んで空気吸込渦や水
中渦を発生する。この空気吸込渦や水中渦が発生すると、ポンプの振動や騒音及び排水能
力の低下の原因となる。そこで、吸込カバー７を下記の吸込カバー１０のように構成する
ことにより、空気吸込渦や水中渦の発生を抑制（防止）することができる。
【００３３】
　図８に示す吸込カバー１０は、図示するように全体として吸込側水路２０の上流側に向
かって下方に傾斜（屈曲）しており、その吸込開口１１が吸込側水路の底面（図示せず）
に向かって所定の角度傾斜（上流側上方に向かって傾斜）している。そして吸込カバー１
０の略矩形状の上端中心部（上端中央部）１２がその両端部１３に対し高くなるように形
成すると共に、該両端部１３よりも上流側に突き出るように形成している。
【００３４】
　また、図９に示す吸込カバー１０は、図示するように全体として上流側に向かって下方
に傾斜（屈曲）しており、その吸込開口１１の面が吸込側水路２０の底面（図示せず）に
向かって所定の角度傾斜（上流側上方に向かって傾斜）している点は、図８に示す吸込カ
バー１０と同じである。ここでは、吸込カバー１０の吸込開口１１の上端両端部１３が上
端中心部（上端中央部）１２に対し高くなるように形成すると共に、該上端中心部１２よ
りも上流側に突き出るように形成している。なお、図８及び図９において、（ａ）は横軸
ポンプの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向から見た）正面図、（ｃ）は平面
図である。
【００３５】
　空気吸込渦は、吸込カバー１０の吸込開口１１上端の没水深の浅い部分（高さの高い部
分）に発生する。図８及び図９に示すように、吸込カバー１０の吸込開口１１上端中心部
１２又は上端両端部１３を高く、上流側に突き出るように形成することにより、この部分
の没水深が浅くなる。即ち、吸込カバー１０を図８又は図９に示す形状に構成することに
より、あえて没水深の浅い部分（＝空気吸込渦の発生する場所）ができる。この没水深の
浅い部分、即ち吸込開口１１上端中心部１２又は上端両端部１３は上流側に突き出ている
ため、吸込開口１１の上端と吸込開口１１の付近の水面との距離が大きくなり、空気吸込
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渦の発生が抑制（防止）される。
【００３６】
　図１０は空気吸込渦の発生を抑制する吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。図
１０において、（ａ）は吸込ケーシングの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向
から見た）正面図、（ｃ）は平面図である。ここでは、吸込カバー１０の吸込開口１１上
端の上に、吸込側水路２０の下流側上方に向かって傾斜する板状体１４を設けている。こ
の板状体１４を設けたことにより、吸込開口１１の上部の水面付近の水流を乱す。これに
より、空気吸込渦の発生原因となる水の旋回流を抑制でき、空気吸込渦抑制（防止）でき
る。また、板状体１４によって、吸込開口１１の上部の流れを縮流させるから、吸込開口
１１の上部の水流速が速められるので、水面に発生する旋回流を吸込開口１１よりも後方
（下流）へ移動させることができ、空気吸込渦を防止することができる。
【００３７】
　なお、図では吸込カバー１０の吸込開口１１上端の上に板状体１４を設けているが、図
示は省略するが、吸込開口１１より下流側（吸込側水路２０の下流側）の吸込カバー１０
の上部に、下流側上方に向かって傾斜するに板状体１４を設けても、同様に空気吸込渦の
発生原因となる水の旋回流れを抑制でき、空気吸込渦を防止できる。また、上記例では板
状体１４の形状を矩形としたが、図１１（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示すように、
山形、台形、円弧形、櫛形でもよく、また図１１（ｅ）に示すように板状体１４に複数の
穴１４ａを形成してもよく、図示は省略するが波形でもよい。
【００３８】
　水中で発生する水中渦の抑制対策としては、図１２及び図１３に示すように、吸込カバ
ー１０の吸込開口１１下部に板状体１５、１６を設置する方法がある。図１２では吸込カ
バー１０の吸込開口１１下部に２枚の板状体１５、１５を垂直方向に対して所定角度傾斜
させ、該２枚の板状体１５、１５でハ字型を形成するように、吸込側水路２０の水流に並
行に設けている。図１３では吸込カバー１０の吸込開口１１下部に２枚の板状体１６、１
６を垂直方向に対して所定角度傾斜させ、該２枚の板状体１６、１６で逆ハ字型を形成す
るように、吸込側水路２０の水流に並行に設けている。なお、図１２及び図１３において
、（ａ）は側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向から見た）正面図である。
【００３９】
　上記のように吸込カバー１０の吸込開口１１下部に垂直方向と角度をもった板状体１５
、１５又は１６、１６を設置することにより、吸込側水路の底部から吸い込む水流が該板
状体１５、１５又は１６、１６により乱され、水中渦の発生を抑制（防止）する。また、
吸込カバー１０の吸込開口１１下部の水の流れを乱すことにより、その影響で吸込開口１
１の側部から吸込まれる吸込み流れも乱されるため、側壁から発生する水中渦も抑制（防
止）することができる。
【００４０】
　図１４は図８の吸込カバー１０の吸込開口１１下部に図１２の板状体１５、１５を設け
た構成の吸込カバー１０を示す図である。図１４において、（ａ）は吸込カバーの側面図
、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向から見た）正面図、（ｃ）は平面図である。この
ように吸込開口１１の上端中心部１２がその両端部１３に対し高くなるように形成される
と共に、該両端部１３よりも上流側に突き出るように形成された吸込カバー１０の吸込開
口１１下部に２枚の板状体１５、１５を垂直方向に対して所定角度傾斜させ、該２枚の板
状体１５、１５でハ字型を形成するように、水の流れに並行に設けることにより、空気吸
込渦と水中渦の発生を抑制できる。なお、この場合、板状体１５、１５は図１４（ｂ）の
点線で示すように、垂直方向に設けてもよい。
【００４１】
　また、図示は省略するが、板状体１５、１５に代えて図１３に示すように吸込開口１１
下部に２枚の板状体１６、１６を垂直方向に対して所定角度傾斜させ、該２枚の板状体１
６、１６で逆ハ字型を形成するように、水の流れに並行に設けてもよい。また、図示は省
略するが、図９の吸込カバー１０の吸込開口１１下部に図１２の板状体１５、１５又は図
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１０の板状体１６、１６を設けて吸込カバー１０を構成してもよい。この場合は板状体１
５、１５又は板状体１６、１６は垂直に設けてもよい。このようにしても、空気吸込渦と
水中渦の発生を抑制できる。
【００４２】
　図１５は図１０の吸込カバー１０の吸込開口１１下部に図１２の板状体１５、１５を設
けた構成の吸込カバー１０を示す図である。図１５において、（ａ）は吸込カバーの側面
図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向から見た）正面図、（ｃ）は平面図である。図
示するように、吸込開口１１上端の上に、吸込側水路２０の下流側上方に向かって傾斜す
る板状体１４を設けて構成した吸込カバー１０の吸込開口１１下部に２枚の板状体１５、
１５を垂直方向に対して所定角度傾斜させ、該２枚の板状体１５、１５でハ字型を形成す
るように、水流に並行に設けている。これにより、空気吸込渦と水中渦の発生を抑制でき
る。なお、この場合、板状体１５、１５は図１５（ｂ）の点線で示すように、垂直方向に
設けてもよい。
【００４３】
　また、図示は省略するが、板状体１５、１５に代えて図１３に示すように吸込開口１１
下部に２枚の板状体１６、１６を垂直方向に対して所定角度傾斜させ、該２枚の板状体１
６、１６で逆ハ字型を形成するように、吸込側水路２０の水流に並行に設けてもよい。こ
のようにしても、空気吸込渦と水中渦の発生を抑制できる。
【００４４】
　図１６は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。本吸
込カバー１０は吸込開口１１の側部に吸込側水路２０の上流側及び垂直下方に向かって、
吸込開口１１より張り出した板状体１７、１７を設置している。なお、図１６において、
（ａ）は側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向から見た）正面図である。このよ
うに吸込開口１１の側部に板状体１７，１７を設けることにより、水の偏流による空気吸
込渦及び水中渦を抑制（防止）することができる。
【００４５】
　特に図１７に示すように、吸込側水路２０に上記構成の吸込カバー１０を備えた複数台
（図では２台）の横軸ポンプ２１－１，２１－２を並列に配置している場合に、停止して
いる横軸ポンプがあるとき、例えば横軸ポンプ２１－１が停止しているとき、運転してい
る横軸ポンプ２１－２へ向かって偏流が生じ、空気吸込渦及び水中渦を発生しようとする
が、ここでは上記のように吸込カバー１０の吸込口１１側部に水の流れ方向上流に向かっ
て吸込口１１より張り出した板状体１７、１７を設置しているので、この板状体１７によ
り吸込流れが整流され、空気吸込渦及び水中渦の発生を抑制（防止）する。
【００４６】
　図１８は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。図１
８において、（ａ）は吸込ケーシングの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向か
ら見た）正面図、（ｃ）は平面図である。本吸込カバー１０は吸込開口１１下端に垂直下
方に板状体１８を設けると共に、吸込開口１１の開口両側部に板状体１９、１９を吸込側
水路２０の水流に対向して設けている。このように吸込開口１１及び吸込開口１１の開口
側部に水の流れに対向して板状体１９を設けることにより、吸込開口１１の後方から該吸
込開口１１へ向かって廻り込む水流を抑制し、水中渦の発生を抑制（防止）する。なお、
板状体１８は吸込口１１下端に垂直方向に設けているが、垂直方向に対して所定の角度を
傾斜させて設けてもよい。また、ここでは、吸込開口１１の下端と吸込開口１１の開口両
側部に板状体を設けた構成としたが、板状体は吸込開口１１の下端又は吸込開口１１の開
口両側部のいずれか一方にだけ設けてもよい。
【００４７】
　図１９は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。図１
９において、（ａ）は吸込ケーシングの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向か
ら見た）正面図である。本吸込カバー１０は吸込開口１１より下流側のケーシング１０の
上下及び両側部に外周を囲むように、垂直方向に、即ち吸込側水路２０の水流に対向する
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ように板状体２２を設けている。このように吸込カバー１０の吸込開口１１から下流側に
吸込カバー１０の外周を囲むように水の流れに対向して板状体２２を設けることにより、
吸込開口１１の後方から該吸込開口１１へ向かって廻り込む水流を抑制し、水中渦の発生
を抑制（防止）する。また、板状体２２は水流方向に垂直方向に設けているが、垂直に対
して所定の角度傾斜させて設けてもよい。また、板状体２２は吸込カバー１０の両側部又
は下端部のみに設けてもよい。
【００４８】
　図２０は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。図２
０において、（ａ）は吸込ケーシングの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向か
ら見た）正面図、（ｃ）は平面図である。本吸込カバー１０は、図１３に示す吸込カバー
１０の吸込開口１１下端に図１８に示す板状体１８を設けると共に、吸込開口１１の開口
両側部に板状体１９、１９を吸込側水路２０の水流に対向して設けている。このように、
吸込カバー１０の吸込開口１１上端に吸込側水路２０の下流側上方かって傾斜する板状体
１４を設けると共に、吸込開口１１下端に垂直に板状体１８を設け、更に吸込開口１１の
開口両側部に板状体１９、１９を水の流れに対向して設けることにより、図１０に示す吸
込ケーシングと同様、空気吸込渦を防止すると共に、図１８に示す吸込ケーシングと同様
、水中渦の発生を防止する。なおここでは、吸込開口１１の下端と吸込開口１１の開口両
側部に板状体１８，１９，１９を設けた構成としたが、板状体は吸込開口１１の下端又は
吸込開口１１の開口両側部のいずれか一方でもよい。
【００４９】
　図２１は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。図２
１において、（ａ）は吸込みケーシングの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向
から見た）正面図である。本吸込ケーシング１０は、図１０に示す吸込ケーシング１０の
吸込口１１下流側に図１９に示すように該ケーシング１０の外周を囲むように、垂直方向
に板状体２２を設けている。このように、吸込カバー１０の吸込開口１１の上端の上に上
方向かって傾斜する板状体１４を設けると共に、吸込開口１１の下流側に吸込カバー１０
の外周を囲むよう板状体２２を設けることにより、図１０に示す吸込ケーシングと同様、
空気吸込渦を防止すると共に、図１９に示す吸込ケーシングと同様、水中渦の発生を防止
する。
【００５０】
　図２２は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。図２
２において、（ａ）は吸込ケーシングの側面図、（ｂ）は上流側から見た（矢印Ａ方向か
ら見た）正面図、（ｃ）は平面図である。本吸込カバー１０は吸込開口１１の上下左右に
先端部に、水流の上流側に突出する突出板（整流板）２３、２４を設けると共に、幅方向
中心部に吸込口１１を左右に仕切る板状体２５を設けている。この板状体２５は吸込開口
１１の開口部より吸込側水路２０の上流側に突出し、且つ水流れに並行となるように配置
されている。このように、吸込カバー１０の吸込開口１１の上下左右の端部に吸込側水路
２０の上流側に突出する突出板（整流板）２３、２４を設けると共に、幅方向中心部に吸
込開口１１を左右に仕切る板状体２５を設けることにより、吸込開口１１の開口部に大き
な水中渦が発生することを抑制できる。
【００５１】
　図２３は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。本吸
込ケーシングは、吸込側水路２０に並列に配置された複数台（図では２台）の横軸ポンプ
２１－１、２１－２に一体の吸込カバー１０を設けている。なお、一体の吸込カバー１０
の形状は幅寸法が大きいだけで、例えば図１０に示す吸込カバー１０の板状体１４を除去
した構成と同じである。即ち、全体として吸込側水路２０の上流側に向かって下方に傾斜
（屈曲）しており、その開口面が吸込側水路２０の底面に向かって所定の角度傾斜（上流
側上方に向かって傾斜）している。このように複数台の横軸ポンプ２１に一体の吸込カバ
ー１０を設けることにより、例えば一方の横軸ポンプ２１－１が運転中で他方の横軸ポン
プ２１－２が運転中止中でも吸込側水路２０内の吸込カバー１０の吸込開口１１近傍の水
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流の速度分布Ｖｄは、図示するような最大流速が吸込側水路２０の中央から両側に近づく
に従い徐々に遅くなる速度分布となり、偏流がないことから水中渦や空気吸込渦の発生を
抑制できる。
【００５２】
　これに対して、図２４に示すように、吸込側水路２０に並列に配置された複数台（図で
は２台）の横軸ポンプ２１－１、２１－２のそれぞれに吸込カバー１０を設けている場合
は、例えば一方の横軸ポンプ２１－１が運転中で他方の横軸ポンプ２１－２が運転中止中
の場合、吸込側水路２０内の流速分布Ｖｄは図示するようになる。即ち、運転中の横軸ポ
ンプ２１－１の吸込カバー１０の吸込開口１１近傍の水流が速くなり、偏った流速分布と
なり、偏流により水中渦や空気吸込渦が発生しやすくなる。
【００５３】
　図２５は本発明に係る横軸ポンプの吸込ケーシングの他の構成例を示す図である。本吸
込ケーシングは、吸込側水路２０に並列に配置された２台の横軸ポンプ２１－１、２１－
２のそれぞれに吸込カバー１０、１０を設けている。そして各吸込カバー１０の吸込側水
路２０の側壁側の側部に大きい板状体２６を、反対側には小さい板状体２７を、それぞれ
水流の上流側に突出させて、水流と並行に設けている。このように各吸込カバー１０の吸
込側水路２０側壁側の側部に大きい板状体２６を、反対側には小さい板状体２７を非対象
に設けていることにより、一方の横軸ポンプ２１－１を運転し、他方の横軸ポンプ２１－
２の運転を中止した場合でも、偏流を減らすことができ、偏流による水中渦や空気吸込渦
の発生を減少できる。
【００５４】
　なお、上記例では板状体２６、２７を上流側に突出させて、水流と並行に設けているが
、板状体２６、２７はこれに限定されるものではなく、例えば図１６に示すよう板状体１
７、図１８に示す板状体１８、１９でもよく、要は吸込側水路２０内に吸込ケーシングを
備えた横軸ポンプを複数台並列に配置した装置において、各横軸ポンプの運転、停止によ
って吸込側水路２０内に発生する偏流を抑制する作用を奏するように各吸込ケーシングに
整流板、板状体を設ければよい。
【００５５】
　上記吸込カバーの構成例では、それぞれ空気吸込渦や水中渦を抑制するための渦抑制手
段を設けているが、これらの渦抑制手段を適宜組合せ、より効果的に空気吸込渦や水中渦
を抑制する渦抑制手段を構成することも可能である。
【００５６】
　上記構成の吸込カバー１０を備えた横軸ポンプを、図１及び図２に示す構成のポンプゲ
ート設備２００の横軸ポンプに用いることにより、自然流下水路の水位が低くなっても、
空気吸込渦や水中渦の発生を抑制できるから、これら空気吸込渦や水中渦に起因するポン
プ吐出流量の低下、振動、騒音を抑制できるポンプゲート設備を提供できる。また、固定
式ポンプを備えた排水機場に上記構成の吸込カバー１０を備えた横軸ポンプを用いること
で、振動、騒音を抑制でき、且つ排水流量の変動しない排水機場を提供できる。
【００５７】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
く、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の
変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】排水機場設備の構成例を示す図である。
【図２】ポンプゲート設備の構成例を示す図である。
【図３】横軸ポンプの揚程曲線を示す図である。
【図４】本発明に係る横軸ポンプの構成例を示す図である。
【図５】本発明に係る横軸ポンプの構成例を示す図である。
【図６】本発明に係る横軸ポンプの構成例を示す図である。
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【図７】本発明に係る横軸ポンプのポンプケーシング内流路断面を示す図である。
【図８】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図９】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１０】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１１】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの板状体の形状例を示す図である。
【図１２】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１３】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１４】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１５】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１６】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１７】本発明に係る吸込カバーを備えた横軸ポンプの並列配置構成例を示す図である
。
【図１８】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図１９】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図２０】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図２１】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図２２】本発明に係る横軸ポンプの吸込カバーの構成例を示す図である。
【図２３】本発明に係る吸込カバーを備えた横軸ポンプの配置構成例と流速分布を示す図
である。
【図２４】本発明に係る吸込カバーを備えた横軸ポンプの配置構成例と流速分布を示す図
である。
【図２５】本発明に係る吸込カバーを備えた横軸ポンプの配置構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　　　　ポンプケーシング
　２　　　　ポンプ羽根車
　３　　　　モータ
　４　　　　整流板
　５　　　　ガイドベーン
　６　　　　フラップ弁
　７　　　　吸込カバー
　１０　　　吸込カバー
　１１　　　吸込開口
　１２　　　吸込口の上端中心部
　１３　　　吸込口の両端部
　１４　　　板状体
　１５　　　板状体
　１６　　　板状体
　１７　　　板状体
　１８　　　板状体
　１９　　　板状体
　２０　　　吸込側水路
　２１　　　横軸ポンプ
　２２　　　板状体
　２３　　　突出板
　２４　　　突出板
　２５　　　板状体
　２６　　　板状体
　２７　　　板状体
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】
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