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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水域の水の流れを用いて電気を発生するための装置の上流側から下流側への落差が使用
中にあるように水域を横切って設置される装置であって、
　－間隔を置いた別々のエレメントの配列であって、各エレメントは、細長い流れ通路を
定義し、そして上流側および細長い下流側を有しており、各エレメントには、その長さの
少なくとも一部に沿って間隔を置いた一連の孔が設けられ、そして前記細長い下流側は、
前記上流側から離れる方向に延びてテーパーが付けられており、前記エレメントは、隣接
するエレメントの対向する壁がベンチュリ部および前記ベンチュリ部から下流に延びる第
１のディフューザ部を定義するように並んで配置される、エレメントの配列、
　－入口および出口を有する流れ導管、
　－前記流れ導管内に位置するタービン、および、
　－前記タービンに接続している発電機または水圧ポンプ、を備え、
　ベンチュリ部を通る水の流れにより、水が前記流れ導管を通りそして前記孔を経て外に
引かれて、結果としてタービンを駆動する流れを生じさせるように、前記流れ通路は前記
流れ導管の前記出口に接続している、装置。
【請求項２】
　前記エレメントが１つの配列において並んで配置されるときに、隣接するエレメントの
対向する壁が前記ベンチュリ部から上流に延びる第２のディフューザ部を定義するように
、各エレメントの上流側は、細長い形状を形成するために前記孔から離れて延びてかつテ



(2) JP 5964758 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

ーパーが付けられる、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記上流側のプロフィールおよび前記下流側のプロフィールは、実質的に同じである、
請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記上流側の前端部のプロフィールは、実質的にＶ形状である、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の装置。
【請求項５】
　各エレメントのプロフィールは、実質的に六角形である、請求項１～４のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項６】
　各エレメントのプロフィールは、実質的に楕円である、請求項１～３のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項７】
　前記上流側のプロフィールおよび前記下流側のプロフィールは、実質的に異なる、請求
項１または２に記載の装置。
【請求項８】
　前記ディフューザ部を定義する各エレメントの外面は、前記ディフューザ部を通る乱流
を誘発するために粗面である、請求項１～７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　前記ディフューザ部の範囲内に位置するスペーサ要素をさらに備える、請求項１～８の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記スペーサ要素は、各エレメントと関連して前記ディフューザ部の範囲内で移動可能
である、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　各エレメントの前記下流側の端部は、複数のオリフィスを備える、請求項１～１０のい
ずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記下流側は流量制御弁を備え、前記流量制御弁は、前記下流側と前記流れ通路との間
に設けられる、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　各エレメントは、前記上流側を前記下流側から切り離すために可動の分離パネルを備え
、前記分離パネルは、前記流れ通路の断面積を変えるために制御可能である、請求項１～
１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記下流側は、浮力部を含む、請求項１～１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記エレメントは、実質的に垂直に配置される、請求項１～１４のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項１６】
　各エレメントは、その下端部で水平のマニホルドに接続し、前記マニホルドは、前記流
れ導管に接続している、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記エレメントを横切って水平に配置される水平の流れ管理ベーンをさらに備える、請
求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　各流れ通路は、前記流れ通路の下に垂直に配置される一連のチャンバ、および、各チャ
ンバから延びて、前記一連のチャンバの下方に位置する入口を有するフィーダ管を備える
、請求項１４～１６のいずれか１項に記載の装置。
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【請求項１９】
　隣接するエレメント間に延びる少なくとも１つの水平の隔膜をさらに備える、請求項１
４～１８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記エレメントは、実質的に水平に配置される、請求項１～１４のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項２１】
　各エレメントは、垂直のマニホルドに接続し、前記マニホルドは、前記流れ導管に接続
している、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　各マニホルドは、各チャンバが流れ通路の前記端部に隣接して配置される一連のチャン
バ、および、前記チャンバから延びて、前記一連のチャンバの下方に位置する入口を有す
るフィーダ管を備える、請求項２０または２１に記載の装置。
【請求項２３】
　隣接するエレメント間に延びる少なくとも１つの垂直の隔膜をさらに備える、請求項２
０～２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
　前記装置の前記下流側から延びるシンフォニックカウルをさらに備え、前記シンフォニ
ックカウルは、カウル内部の水を大気圧から分離する、請求項１～２３のいずれか１項に
記載の装置。
【請求項２５】
　前記孔は、開位置と閉位置との間を操作可能な閉鎖メカニズムを備え、前記メカニズム
が閉位置にあるとき、前記孔を通る水の流れは妨げられる、請求項１～２４のいずれか１
項に記載の装置。
【請求項２６】
　各孔は、個々に制御可能な閉鎖メカニズムを有する、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　前記閉鎖メカニズムは弁である、請求項２５または２６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記閉鎖メカニズムはゲートである、請求項２５または２６に記載の装置。
【請求項２９】
　水域の海流または潮の流れを用いて電気を発生する請求項１～２８のいずれか１項に記
載の装置に含まれるエレメントであって、前記エレメントは、細長い流れ通路を定義し、
そして上流側および細長い下流側を有しており、前記エレメントには、その長さの少なく
とも一部に沿って間隔を置いた一連の孔が設けられ、前記下流側は、流れの方向に延びて
テーパーが付けられており、前記エレメントが１つの配列において並んで配置されるとき
に、隣接するエレメントの対向する壁は、ベンチュリ部および前記ベンチュリ部から下流
に延びる第１のディフューザ部を定義する、エレメント。
【請求項３０】
　潮または海流の流れから電気を発生する方法であって、請求項１～２８のいずれか１項
に記載の装置を水域を横切って提供するステップ、潮または水の流れが前記ベンチュリを
通って流れることを許容するステップ、および二次流れが前記流れ導管を通って流れて、
そして前記タービンを駆動することを許容するステップ、を含む方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、流れる水域（ｂｏｄｙ　ｏｆ　ｆｌｏｗｉｎｇ　ｗａｔｅｒ）の波、潮流ま
たは海流のエネルギーを、エネルギーのより役立つ形態へ変換するためのシステムに関す
る。特に、本発明は、水域（ｂｏｄｙ　ｏｆ　ｗａｔｅｒ）の波、潮流または海流のよう



(4) JP 5964758 B2 2016.8.3

10

20

30

40

50

な流れを用いて電気を発生させるための装置を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　発電への無公害アプローチとして海流、波または潮の流れを電気に変換するための多く
の提案は、あった。
【０００３】
　波からエネルギーを抽出する以前のシステムは、波長に沿った楕円の水粒子のパス間の
位相シフトによって生じる水面の上下移動を使用した。概して、以前のデバイスは、波面
の周期的な上下移動を発電（通常は回転する）に役立つある形の運動に変換するための、
機械式装置と連結するある形のフロート、または波面よりも上のある形のエアトラップボ
ディを含んだ。この種のシステムは、しばしば機械的に複雑になり、周囲の波動スペクト
ルのエネルギー密度がピークに達すると思われる周波数で共振するために、効果的に仕事
に同調する。波の周波数がこの設計共振周波数と異なる場合、出力は劇的に低下すること
ができる。振動する縦の波動成分なしで横方向の流れだけがある（海流または潮流）場合
、この種のシステムは役に立たない。
【０００４】
　横方向の流れのエネルギーを抽出するためのシステムは、提案された。この種のシステ
ムは、流れによって振動させられることがありえるベーンの使用を含んだ。そして、機械
式伝送システムがこれを回転運動に変換した。これらのシステムは、機械的複雑さ、他の
動作タイプからエネルギーを抽出することができないなど、波力利用のシステムに類似の
課題に直面する。他のシステムは、ハブの中に電気的発電機を有する大きな水中プロペラ
を特徴とする。そしてそれは、風の流れの代わりに水の流れを除けば風車に類似している
。最大の入射海流エネルギーへの露出を得るためのさっと払われるディスクのために、ブ
レードは非常に長くなければならない。そしてそれは、洗練されたデザインおよび材料が
翼の根元で応力に適応することを必要とする。従来のダムのような、沖合の防潮堰は、含
んでいる壁の後ろで上げ潮の潮の流入を止めて、そして非常に小さい横断面積のタービン
で再びそれを外へ漏斗状に通すことによって、水の流れの大きい断面の入射エネルギーを
集中させようと模索する。下げ潮は、堰の後ろのラグーンに閉じ込められた水と、堰の海
に面した側の下げ潮との間の十分な水頭の違いを提供する。この種の堰は、概して潮の河
口全体に、非常に高価でかつ環境的に破壊的であり、そして、河口の局地的地形を有する
潮の流れの相互作用が潮の差を増幅することを必要とする。
【０００５】
　波または流れのシステムにとっての１つの共通の課題は、産業的スケールで可能な発電
のための海の十分に大きい横断面に対処するそれらの能力である。さらに、端部または縁
部効果は、流れがエネルギー抽出システムを通過するよりはむしろ、エネルギーをそれか
ら抽出するために流れに置かれる任意の構造の周囲に広がることをより容易にすることが
できる。この課題は、設置を非常に大きくすることによって少なくされることができる。
しかしこれは、さらなる複雑さおよび出費に至ることができて、海流技術機能の範囲外に
導いてよい。
【０００６】
　特許文献１は、ベンチュリ管がパイプ間に定められるように一連のパイプが配置される
、波または海流の流れからエネルギーを変換する装置を開示する。これらのパイプ間の水
の流れは、マニホルドの流れ導管によって供給されてタービンを駆動する水をパイプを通
して引くポンプとしてベンチュリ管を作用させる。一連のパイプは、垂直面を有する配列
を形成するように配置され、垂直面は、堰を形成するために海底に載置される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第ＷＯ２００８／０１５０４７号パンフレット
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、この種のエネルギー発生デバイスのための改良された性能を提供するために
代わりのパイプ配置を提供することを模索する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は、水域の水の流れを用いて電気を発生する装置であって：
　－間隔を置いた別々のエレメントの配列であって、各エレメントは、細長い流れ通路を
定義し、そして上流側および細長い下流側を有しており、各エレメントには、その長さの
少なくとも一部に沿って間隔を置いた一連の孔が設けられ、そして下流側は、上流側から
離れる方向に延びてテーパーが付けられており、エレメントは、隣接するエレメントの対
向する壁がベンチュリ部および前記ベンチュリ部から下流に延びる第１のディフューザ部
を定義するように並んで配置される、エレメントの配列；
　－入口および出口を有する流れ導管；
　－流れ導管内に位置するタービン；および、
　－タービンに接続している発電機または水圧ポンプ；を備え；
　ベンチュリ部を通る水の流れにより、水が流れ導管を通りそして孔を経て外に引かれて
、結果としてタービンを駆動する流れを生じさせるように、流れ通路は流れ導管の出口に
接続している、装置を提供する。
【００１０】
　エレメントが並んで配置されるときに、隣接するエレメントの対向する壁がベンチュリ
部から上流に延びる第２のディフューザ部を定義するように、各エレメントの上流側は、
細長い形状を形成するために孔から離れて延びることができて、かつテーパーを付けられ
ることができる。上流側および下流側のプロフィールは、実質的に同じでありえる。
【００１１】
　一実施形態において、上流側の前端部のプロフィールは、実質的にＶ形状である。上流
側のＶ形状の前端部については、ベンチュリのより大きい圧力低下は、発生してよい。よ
り大きい圧力低下は、ベンチュリを通る一次流れを一緒にするために孔から外への二次流
れを容易にするのを助ける。
【００１２】
　各エレメントのプロフィールは、実質的に六角形でもよく、または実質的に楕円でもよ
い。プロフィールは、使用中に各エレメントのプロフィールが流れの方向に延びるような
ものである。
【００１３】
　一実施形態において、上流側のプロフィールおよび下流側のプロフィールは、実質的に
異なる。
【００１４】
　ディフューザ部を定義するエレメントの外面は、ディフューザ部における乱流を誘発す
るために粗面であることができる。
【００１５】
　装置は、ディフューザ部の範囲内に位置するスペーサ要素をさらに備えることができる
。スペーサ要素は、エレメントと関連してディフューザ部の範囲内で移動可能でありえる
。
【００１６】
　装置は、『Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｍａｒｉｎｅ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｃｏｎｖｅｒｔｏｒ』（
ＳＭＥＣ）である。
【００１７】
　エレメントの下流側の端部のバックエンドは、ディフューザ部で境界層制御を援助する
ために、複数の穿孔を備えることができる。
【００１８】
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　下流側の端部は、流量制御弁を備えることができる。流量制御弁は、エレメントの下流
側の端部と流れ通路との間に流れのパスを提供する。
【００１９】
　各エレメントは、上流側を下流側から切り離すために、可動の分離パネルを備えること
ができる。分離パネルは、流れ通路の断面積を変えるために制御可能でありえる。断面積
を制御するおよび／または流れ通路の部分をブロックする他の機構は、用いられることが
できる
【００２０】
　システムは、システムの浮力を制御するかまたは変化させて、例えば水におけるその深
さを上下させるために、浮力手段を備えてよい。浮力手段は、システムの部分において提
供されてよく、および下流側で提供されてよい。浮力手段は、空気が導入されてよくまた
は除去されてよい気密室でもよい。
【００２１】
　一実施形態において、エレメントは、実質的に垂直である。エレメントは、それらの下
端部で水平のマニホルドに接続し、マニホルドは、流れ導管に接続している。
【００２２】
　装置は、エレメントを横切って水平に配置される水平の流れ管理ベーンをさらに備える
ことができる。各流れ通路は、流れ通路の下に垂直に配置される一連のチャンバ、および
、各チャンバから延びて、一連のチャンバの下方に位置する入口を有するフィーダ管を備
えることができる。
【００２３】
　垂直のエレメントを有する実施形態において、装置は、隣接するエレメント間に延びる
少なくとも１つの水平の隔膜をさらに備えることができる。複数の水平の隔膜は、エレメ
ントに沿って間隔を置かれた別々の間隔で２つの隣接するエレメント間に延びることがで
きる。水平の隔膜は、隣接するエレメント間の垂直面における渦のサイズを最小にするの
を助けてよい。
【００２４】
　別の実施形態では、エレメントは、実質的に水平である。エレメントは、垂直のマニホ
ルドに接続し、マニホルドは、流れ導管に接続している。
【００２５】
　各マニホルドは、各チャンバが流れ通路の端部に隣接して配置される一連のチャンバ、
および、チャンバから延びて、一連のチャンバの下方に位置する入口を有するフィーダ管
を備えることができる。
【００２６】
　水平のエレメント有する実施形態において、装置は、隣接するエレメント間に延びる少
なくとも１つの垂直の隔膜をさらに備えることができる。複数の垂直の隔膜は、２つの隣
接するエレメント間に延びることができる。垂直の隔膜は、隣接するエレメント間の水平
面における渦のサイズを最小にするのを助けてよい。
【００２７】
　装置は、装置の下流側から延びるシンフォニックカウルをさらに備えることができる。
シンフォニックカウルは、装置の後部で、ベンチュリを出る流れのミキシングから乱流を
最小にするのを助けてよい傾斜したフードを作成する。カウルは、大気圧の下で下流側の
装置の最上部で圧力を維持するのを助けてよい。
【００２８】
　孔は、開位置と閉位置との間を操作可能な閉鎖メカニズムを備えてよく、メカニズムが
閉位置にあるとき、孔を通る水の流れは妨げられる。
【００２９】
　各孔は、個々に制御可能な閉鎖メカニズムを有してよい。閉鎖メカニズムは、弁および
／またはゲートでよい。各孔は、個々に開閉されることができる。または、閉鎖メカニズ
ムは、各配列のすべての孔を一度に閉じるために中央的に操作されることができる。閉鎖
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メカニズムの存在で、ユーザは、装置のアクティブパーツの断面積を変化させることがで
きる。
【００３０】
　使用するエレメントの長さ、および装置のサイズは、変化されてもよく、そして、装置
が用いられる深さ、所望の使用、エレメントの向き、関係する水深、水の範囲内の海流の
流れのこの種の範囲の要因に依存する。装置は、何十メートルから数百メートルまでの範
囲を超えて延びてよく、そして、システムが設置される水域の幅に依存することができる
。
【００３１】
　装置は、任意の適切な材料から作られることができる。材料は、さまざまな異なる現実
の軟鋼、ステンレス鋼、ガラス強化プラスチック、ポリカーボネート、コンクリートおよ
び／または合板を含むことができる。他の高合金鋼および金属もまた、必要に応じて用い
られることができる。
【００３２】
　本発明の第２の態様は、水域の流体の流れを用いて電気を発生する本発明の第１の態様
による装置に含まれるエレメントであって；エレメントは、細長い流れ通路を定義し、そ
して上流側および下流側を有しており、エレメントには、その長さに沿って間隔を置いた
一連の孔が設けられ、下流側は、流れの方向に延びてテーパーが付けられており、エレメ
ントが１つの配列において並んで配置されるときに、隣接するエレメントの対向する壁は
、ベンチュリ部および前記ベンチュリ部から下流に延びる第１のディフューザ部を定義す
る、エレメントを備える。
【００３３】
　本発明の第３の態様は、本発明の第１の態様による装置の使用を含む水の流れから電気
を発生する方法であって、装置を水域に提供するステップ、潮または海流の流れがベンチ
ュリを通って流れることを許容するステップ、および二次流れが流れ導管を通って流れて
、そしてタービンを駆動することを許容するステップ、を含む方法、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　本発明は、添付図面を参照して例としてここに記載される。
【図１】図１は、海流の流れを横切って整列配置される本発明による装置の実施形態を示
す。
【図２】図２は、海流の流れを横切る本発明によるパイプの配置の概略的平面図を示す。
【図３】図３は、水平に配置されたパイプを有する本発明の実施形態を示す。
【図４】図４は、本発明に用いる水平パイプの詳細を示す。
【図５】図５は、水平に配置されたパイプを有する本発明の実施形態の縦断側面図を示す
。
【図６】図６は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図７】図７は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図８】図８は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図９】図９は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１０】図１０は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１１】図１１は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１２】図１２は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１３】図１３は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１４】図１４は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１５】図１５は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１６】図１６は、本発明の装置に用いるパイプの横断面図の例を示す。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態に用いるパイプの概略的横断面図を示す。
【図１８】図１８は、水平のベーンを有する本発明の実施形態の概略図を示す。
【図１９】図１９は、内部セグメンテーションを有する垂直に配置されたパイプを有する
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本発明の実施形態の概略図を示す。
【図２０】図２０は、水平に配置されたパイプを有する本発明の実施形態の概略図を示す
。
【図２１】図２１は、垂直のパイプを有する本発明の一実施形態の概略図を示す。
【図２２】図２２は、図２１の実施形態の切り取った図を示す。
【図２３】図２３は、図２１の実施形態の別の切り取った図を示す。
【図２４】図２４は、本発明の実施形態の側面図を示す。
【図２５】図２５は、シンフォニックカウルを備える本発明の実施形態の側面図を示す。
【図２６】図２６は、水域の幅の一部を横切って設置される本発明の実施形態の概略図を
示す。
【図２７】図２７は、図２６の側面図を示す。
【図２８】図２８は、水域を横切って設置されるすきまを有する本発明の実施形態の概略
図を示す。
【図２９】図２９は、水域に沿って設置される構造の鳥瞰図を示す。
【図３０】図３０は、水域に沿って設置される構造の側面図を示す
【図３１】図３１は、異なる水位でのパイプの側面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　本発明は、概して、特許文献１に開示された技術に基づく。そしてそれは、水域におけ
る潮、波または海流の流れを用いて電気を発生するための第１および第２のパイプの配置
を含む装置を記載する。第１のパイプは、その長さに沿って間隔を置いた一連の孔を備え
ていて、水域への入口を有する流れ導管に接続している。隣接するパイプ間に定義される
ベンチュリは、流れ導管を通って水を引いて、発電機に接続したタービンを駆動するため
に、孔を通って第１のパイプの内部から流れを誘発するベンチュリポンプとして作用する
。
【００３６】
　用語ＳＭＥＣは、この種の技術を定義するために用いる。語「スペクトル」は、周囲の
波動スペクトルがピークに達すると思われる周波数にかかわりなくパイプ間のいかなる水
の運動からもエネルギーが抽出されることを示す。ＳＭＥＣは、「全スペクトル」である
。それは、ゼロに近い周波数（すなわち潮の流れ）および一方向の（川の）流れでさえも
、よく働く。
【００３７】
　本発明の基本原理は、隣接するパイプ間にディフューザ部が形成されるように、パイプ
が少なくとも１つのテーパー付きの側部を有するＳＭＥＣ装置を提供することである。図
１は、海流の流れを横切ってセットされる一連のパイプを備える装置の一部を示す。図２
は、動作原理を説明するためにパイプの平面図を示す。
【００３８】
　装置は、隣接するパイプ間に定義されるベンチュリ１２を有する基本的に同じ平面にお
いて、平行に間隔を置いて並んだ配置において垂直に配置されるパイプ１０の配列を備え
る。パイプの下端部は、タービン１８を収納している流れ導管１６に接続された共通の水
平マニホルド構造１４に接続している。タービン１８は、駆動軸を介して発電機に接続し
ている。各パイプ１０は、下流に向かってテーパー付きの側部２０を備える。各パイプ１
０の上流側２２には、流れ通路２４、およびパイプの長手方向に沿って間隔を置いた孔２
６の列を備える。ベンチュリ部１２およびディフューザ部２８が、隣接するパイプ１０の
対向壁によって定義されるように、隣接するパイプ１０は配置される。孔２６は、それら
が流れ通路２４と流体連通していて、かつベンチュリ部１２においてまたはその近くに位
置するように、配置される。
【００３９】
　流れ導管を通って水４０を引いて、タービンを駆動するために、パイプの配置を過ぎた
所の水の一次流れ３６が、孔２６を通ってパイプの内部から出る流れ３８を誘発するベン
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チュリポンプとしてベンチュリ１２を作用させるように、水は、入口３２を経て流れ導管
１６に入り、そしてパイプ１０は、流れ導管の出口３４に接続している。上流側の水面ヘ
ッドから下流側の水位への落差は、ベンチュリ効果によって生じる。パイプ間のベンチュ
リによる海流の流れにつれて、増幅された水頭損失は、ベンチュリにおいて生じる。これ
は、孔２６を通って外へ出る水の流れ３８を誘発する。パイプ、流れ導管およびタービン
全体のこの増幅された落差は、タービンを駆動するために用いることができる一次流れよ
りも小さい容積を有するマニホルド配管を通る高速の二次流れ３８を誘発する。
【００４０】
　図３は、ＳＭＥＣ装置用のパイプ５０の異なる配置を示す。そしてそれは、水域６２の
入口を横切って設置される。本実施形態において、装置のパイプ５０は、実質的に水平の
平面を有する実質的に水平に配置されて、垂直のマニホルド６４に接続している。隣接す
るパイプの対向する壁がベンチュリおよびディフューザ部を定めるように、水平のパイプ
５０は、本質的に同じ平面において平行に間隔を置いて並んでいる配列に配置される。
【００４１】
　図４および図５に関して、各パイプ５０は、テーパー付きの側部５６、流れ通路５８、
およびパイプ５０の長手方向に沿って間隔を置いた孔６０を備える。ベンチュリ部６６お
よびディフューザ部６８が、隣接するパイプの対向する壁間に定義されるように、隣接す
るパイプ５０は配置される。流れ導管を通って水を引いて、タービンを駆動するために、
パイプの配置を過ぎた所の水の流れが、孔を通ってパイプの内部から出る流れを誘発する
ベンチュリポンプとしてベンチュリを作用させるように、水６２は、入口を経て流れ導管
１６に入り、そしてパイプ５０は、マニホルド６４の出口に接続している。
【００４２】
　ベンチュリパイプの水平配置は、ベンチュリにおいて誘発された低圧を一次流れの自由
表面から分離するのを助けることができる。これは、ベンチュリにおいて形成される低圧
を維持するのを助ける。そしてそれは、二次流れを駆動して、これにより、達成可能な潜
在的に役立つパワー出力を維持するのを助ける。
【００４３】
　ベンチュリによるエネルギー損失は、ベンチュリ内部での二次流れの一次流れとの再統
合の結果として、発生することができる。二次流れから抽出されることができる役立つ仕
事の理論的な最大量は、ＳＭＥＣ装置のジオメトリの関数である。ベンチュリのプロフィ
ールのジオメトリは、ベンチュリのエネルギー損失に影響を及ぼすことができる。
【００４４】
　図６～図１１は、一方向流れに用いる装置を形成するために使用することができるパイ
プのプロフィールの例を示す。
【００４５】
　配列を形成している各パイプ７０は、上流側７２および下流側７４を備える。流れ通路
７６は、上流側７２と下流側７４との間に配置される。一連の孔またはスロット７８は、
それらが隣接するパイプ間に形成されるベンチュリ部８０においてまたはその近くに配置
されるように、流れ通路７６の長手方向に沿って定義される。孔またはスロット７８は、
最大の幅を有するパイプの位置において、パイプの長手方向に沿って間隔を置いて配置さ
れる。一方向流れ８２に用いられるパイプ７６において、パイプの上流側および下流側の
プロフィールは、ベンチュリ８０の下流のディフューザ部８６よりも短いベンチュリ８０
への入口８４によって異なることがありえる。
【００４６】
　流れ通路の長手方向に沿って定められる孔の個数、形状および配列は、異なることがで
きる。孔という用語は、流れ通路への開口、スロット、続くスロット、細長い孔、および
他の任意の適切な開口を含むことができる
【００４７】
　図６は、装置に用いられるベンチュリパイプ７０の１つのプロフィールを示す。中空ベ
ンチュリパイプ７０は、短い実質的に半円形の上流側７２から細長い下流側７４にテーパ
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ーがついた実質的に涙形状を備える。二次流れの通路の一部を形成している流れ通路７６
は、パイプ７０の長手方向に沿って延びる。孔７８は、パイプ７０の長手方向に沿って上
流側７２と下流側７４との間に位置する。パイプ７０は、内部控え柱８８の追加によって
補強されることができる。
【００４８】
　図７は、一方向流れのためのベンチュリパイプのプロフィールを示す。中空ベンチュリ
パイプ７０は、短い尖った上流側７２および細長い下流側７４を有し、パイプ７０の長手
方向に沿って延びる流れ通路７６を有している実質的に六角形の断面形状を有する。孔７
８は、パイプの長手方向に沿って上流側と下流側との間に位置する。
【００４９】
　図８および図９は、支柱８８の異なる配置を有する中空の中心部を有するベンチュリパ
イプの横断面形状を示す。パイプ７０は、テーパーの付いた細長い下流側７４と、より短
い半円形の上流側７２とを有する。半円形の上流側７２は、下流側７４よりも広い直径を
有する。孔７８は、下流側７４との境界で上流側７２上にパイプ７０の長手方向に沿って
位置する。
【００５０】
　図１０および図１１は、パイプを補強するために異なる支柱およびプレート配置を有す
る装置用のパイプの異なる実施形態を示す。パイプ７０の横断面形状は、二次流れの通路
のための流れ通路７６を形成している短いテーパーの付いた凸状の上流側７２を有する。
パイプ７０は、上流側７２よりも長くて、上流側７２から切り離された、テーパーの付い
た細長い下流側７４を有する。孔７８は、流れ通路７６からベンチュリへの二次流れのた
めの下流側７４との境界の近くの上流側７２において、パイプ７０の長手方向に沿って位
置する。切り離された下流側７４は、浮力部９０を含むことができる。
【００５１】
　一次流れ８２は、パイプ７０間のベンチュリ８０へと加速して、ベンチュリ部８０を通
って流れ、次いで、ディフューザ部８６を定めるパイプの壁間において外へ広がる。
【００５２】
　パイプの下流側にテーパー付き部を設けることは、一次流れがベンチュリから出て減速
するにつれて、圧力回復を補助するのを助ける。ベンチュリポンプの最適な機能のために
、低圧状態は、ベルヌーイの定理に従うベンチュリ部の内部で維持されることを必要とす
る。この要求を満たすために、一次流れは、周囲の自由ストリームヘッドの方へ圧力回復
の後退（ｂａｃｋ　ｕｐ）を与えるために、ベンチュリ部の下流側にあるディフューザ部
を通ってスムーズに減速することを必要とする。
【００５３】
　パイプに対するより鈍くてより短い上流側は、良好な流れ調整を促進するベンチュリの
入力部における正の圧力勾配を有する一方向流れにおいて用いることができる。
【００５４】
　装置が双方向流れを有する水域において用いられるときに、パイプは、図１２、図１３
、図１４に示すように実質的に同じプロフィール形状を有することができる。
【００５５】
　双方向流れ１０２ａ、１０２ｂに用いられるパイプ１００は、テーパーの付いた下流側
１０４および上流側１０６を有する。そうすると、２つのディフューザ部１０８ａ、１０
８ｂは、ベンチュリ部１１０によって分離される隣接するパイプ１００間に定められる。
流れ方向１０２ａが逆方向１０２ｂであるときに、パイプの対称形の形状によって、ベン
チュリ１１０の入口部１０８ｂは、ディフューザ部になることができる。二次流れ１１２
ａ、１１２ｂは、孔を通ってパイプ１００から離れる一次流れ１０２ａ、１０２ｂと一緒
になる。図１２に示すように、双方向性のパイプ１００は、水の流れ１０２の方向と平行
に延びる実質的に楕円形状を有することができる。双方向流れに用いられるパイプの横断
面形状のさらなる例を図１３に示す。双方向パイプ１００は、水の流れ１０２の方向と平
行に延びる実質的に六角形の形状を有することができる。
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【００５６】
　低いディフューザ角度を達成するために、長い翼弦長さを有するパイプは、得られる。
図１４は、隣接するパイプ１００によって形成されるディフューザ部１０８ａ、１０８ｂ
の範囲内に位置するスペーサ要素１１４を有する双方向パイプ１００の配列を示す。圧力
回復を補助するために小さい有効角度をまだ保存する一方で、スペーサ要素１１４は、全
部のアセンブリ上の短い翼弦長が使用できるようにディフューザ部の範囲内に配置される
ことができる。スペーサ要素１１４を有するディフューザ部１０８ａを通過する一次流れ
１０２の方向の変化は、流れのミキシングを促進して、圧力回復を補助する。
【００５７】
　図１５に関して、スペーサ１１４は、ディフューザ部１０８ａ、１０８ｂの内外に移動
可能でありえる。スペーサ１１４の移動は、一次流れの速度が連続的に変わり得る潮の流
れのパフォーマンスを助けることができる妨害物比率を変える。ベンチュリ部の近くの位
置からさらに下流の位置へのスペーサの移動は、妨害物比率を低下させる。
【００５８】
　適切な流れプロフィールを得るため流れ調整を改善するために、さらなる変化は、ＳＭ
ＥＣ装置になされることができる。図１６に示す実施形態において、スペーサ１１４ａ、
１１４ｂは、ベンチュリ部の範囲内で隔膜１１６によって接続されることができる。これ
は、スペーサ周辺での不規則な分流を防止するのを助けることができて、流れ調整を助け
ることができる。
【００５９】
　妨害物比率は、装置の性能に影響することができる。妨害物比率は、ベンチュリ部で隣
接するパイプ間のギャップの近くで２つの隣接するベンチュリパイプの中心線間の間隔を
分けることによって形成される。
【００６０】
　ディフューザ部を定めるパイプの外面は、粗い領域を含むことができる。粗面は、ミキ
シングを促進することができ、かつ圧力回復を補助することができる境界層の乱流を促進
するのを助ける。表面は、滑らかでない面（例えば窪みのある面）を有することができる
。表面は、その製造中にパイプ上に形成されてよく、または、海洋生長物または類似物の
自然な累積を許容することによって長い時間許容することによって、使用中にパイプに発
達することができる。
【００６１】
　図１７は、下流側１２４の翼後縁に穿孔１２２を備えるＳＭＥＣ装置に用いられるパイ
プ１２０のプロフィールを示す。穿孔１２２は、パイプの下流側１２４の端部において形
成されることができる。そして、流量制御弁１２６は、ディフューザ部の境界層から流れ
通路１２８への水の流れを制御するために、下流側１２４の範囲内に位置することができ
る。流量制御弁１２６は、流れの剥離を防止するかまたは遅延させるのを助けるディフュ
ーザ部の境界層からパイプ１２０内へ水を引き込むために用いることができる。
【００６２】
　図１８は、マニホルド１３６に接続して垂直に配置されたパイプ１３４を横切って水平
に延びている流れ管理ベーン１３２を有する本発明の実施形態を示す。装置は、パイプの
垂直に配置された配列を横切って水平に配置される１つ以上の流れ管理ベーン１３２を有
する垂直パイプ１３４の配列を備える。水平ベーンは、それがベンチュリを通過するにつ
れて流れを実質的に水平に保つために平坦でありえる。
【００６３】
　各ベンチュリのすきまの上部の水面は、それがディフューザ部へと出て行くにつれて、
減速に先立ってベンチュリの短い長さ上の高速度まで前方へ加速した水柱の自由表面であ
る。自由水面の高さは、その全ヘッドから生じる合成力のバランスによって規定される。
そして、その運動量および大気圧の変化率がそれに作用する。その局所的に減少した全ヘ
ッドが指示するよりも高い高さで残る自由水面の高さは、準静的である。パイプで下げる
自由表面のいかなる傾向も、デバイスの性能に有害な影響を及ぼすことができる。パイプ
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全体に管理ベーンを位置決めすることによって、自由表面の低下は、阻害されることがで
きる。
【００６４】
　パイプ自体が図３に示されるように例えば水平のときに、パイプの水平配置は、水平管
理ベーンがパイプの垂直配置に提供することができるのと同じ効果を本質的に装置に提供
する。
【００６５】
　装置が潮の流れに位置する状況において、一次流れ水の自由表面は、可変的な高さを有
することができる。図１９は、水平のマニホルド１４２に接続している垂直パイプ１４０
を有する装置の一部の断面図を示す。本発明のさらなる実施形態において、各パイプ１４
０は、パイプの長さに沿って垂直に配置される複数のチャンバ１４４に分けられる。フィ
ーダ管１４６は、各チャンバ１４４に接続していて、二次流れ水の自由表面が到達する最
少の自由表面レベル１４８の下方まで延びる。必要なチャンバの数は、パイプがさらされ
る水位の変化、パイプの長さ、およびパイプの孔１５０の頻度に依存する。
【００６６】
　水位落下のような潮の流れにおいて、一番上の孔は、パイプ内部の水を大気圧に露出さ
せる空気にさらされることができる。ベンチュリパイプ内部の水位は、次いで落下し、そ
してパイプに沿ったより少しの孔が作動するので、より少ない電力は発生することができ
る。管を介して各々がパイプの下端部と流体連通する一連のチャンバを作成するパイプの
内部セグメンテーションは、低い水位でさえ一次流れの水面下のすべての孔が利用される
ことを可能にする。
【００６７】
　本発明の他の実施形態において、装置が水平パイプ１６０を備えるときに、垂直のマニ
ホルド１６４は、セグメント化されることができる。図２０は、一連の孔１６２を備え、
かつ垂直マニホルド１６４間に延びている水平ベンチュリパイプ１６０を有する装置の一
部の断面図を示す。マニホルド１６４は、発電機１７０を駆動する駆動軸に接続している
タービン１６８を収納する流れ導管１６６に接続している。垂直のマニホルドパイプ１６
４は、マニホルドの少なくとも一部の長さに沿って垂直に配置される複数のチャンバ１７
２に分けられる。管１７４は、各チャンバに接続していて、チャンバから、二次流れ水の
自由表面が到達する最少の自由表面レベル１７６の下まで延びる。各チャンバ１７２は、
垂直マニホルド１６４から延びている水平パイプ１６０と一致するように配置される。必
要なチャンバの数は、パイプがさらされる水位の変化に依存する。すべてのベンチュリパ
イプが個々のチャンバと関係していることは、必要でない。
【００６８】
　図２１、図２２、図２３は、ＳＭＥＣ装置のさらなる実施形態を示す。この装置は、垂
直パイプ２００の配列を備える。垂直パイプ２００は、テーパーの付いた下流側２０２お
よび流れ通路２０４を有し、流れ通路２０４は、その長さに沿って配置される孔２０６を
有する。パイプ２００は、共通の水平マニホルド２０８に接続していて、水平マニホルド
２０８は、垂直の流れ導管２１０に接続している。流れ導管２１０は、水域から水を受け
入れるための入口２１２、および駆動軸を介して発電機２１６に接続していて流れ導管２
１０の範囲内に位置する１つ以上のタービン２１４を有する。水平マニホルド２１８は、
パイプ２００および流れ導管２１０の全体に配置される。
【００６９】
　図２４は、ＳＭＥＣ装置の一実施形態を示す。装置は、一連の垂直パイプ２０を備える
。垂直パイプ２０は、装置の上部全体に延びている実質的に水平のバリア２２０を有する
それらの上端部で切り離される。使用中、水平バリア２２０は上流側の水位２２２の下に
位置し、そしてパイプ２０の上部は下流側の水位２２４の下に位置する。パイプの垂直長
さは、特定の場所で流動状態に合うために、装置の設計中に選択される。実質的に垂直の
バリア２２６は、水平バリア２２０から上方へ延びる。垂直バリア２２６は、水を通さず
、上流側の水位をパイプの上部よりも上に保持する。
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【００７０】
　図２５は、ＳＭＥＣ装置の実施形態を示す。装置は、一連の垂直パイプ２０を備える。
垂直パイプは、装置の上部全体に延びているバリア２２０を有するそれらの上端部で切り
離される。使用中、バリア２２０は、上流側の水位２２２よりも低い状態のままである。
実質的に垂直のバリア２２６は、水平バリア２２０から上方へ延びる。垂直バリアは、水
を通さず、上流側の水位２２２をパイプの上部よりも上に保持する。シンフォニックカウ
ル２２８は、装置の下流側の端部に取り付けられる。垂直パイプ２０の上部の間を流れる
水は、下流側の水位２２４の高さを上回る高さでパイプ２０の間から出る。カウル内の水
の静水圧が大気圧以下に落ちることができて、これにより、カウルの下で水柱による均一
な圧力勾配ができて、改善した流れの調整を容易にすることができるように、シンフォニ
ックカウル２２８は、カウル内部の水を大気圧から分離する。
【００７１】
　ＳＭＥＣ装置を設置する方法は、装置のタイプによって、そして装置が設置される場所
によって、変化することができる。方法は、位置まで装置の部分を浮かせておき、制御さ
れた洪水によって位置まで装置を降ろす、および／またはクレーンもしくは他の吊り上げ
装置によって位置まで装置を降ろすことを含むことができる。ＳＭＥＣ装置は、水域全体
にわたるように（すなわち川または海峡の岸から岸まで）設置されることができ、または
水域全体の部分的にのみ設置されてもよい。
【００７２】
　従来の堰に関しては、輸送の通過ができるようにするために、ロックは、ＳＭＥＣ装置
に組み込まれることができる。すきまは、船、魚または海産哺乳類が川を上下に通過でき
るようにするために、ＳＭＥＣ装置に組み込まれてよい。
【００７３】
　装置が装置よりも大きい横断面を有する流れに置かれる所で、自由端縁部の存在によっ
て一次流れは、パイプを通過するよりはむしろ装置の周辺でそれることができる。水域と
関連する装置の長さが長ければ長いほど、役立つ潜在的に利用できる出力エネルギーのパ
ーセンテージとしての損失は、より少ない。
【００７４】
　端縁部損失の効果を減らすために、装置は、水が移動する水域全体にわたって（例えば
川の岸から岸まで、または１つの海岸から他の海岸まで）延びることができる。装置１８
０が水域１８２の全体を遮らない図２６、図２７に示すように、端縁部損失は、最小にさ
れることができる。この構成では端縁部損失を最小にするために、装置１８０の上流側で
直角に延びる面１８４は、装置の自由端部に取り付けられることができる。面１８４は、
パイプ１８６を通る水を導いて、端縁部の周辺で流れを最小にするのを助けることができ
る。二次流れ１９０のための入口１８８は、一次流れ１９２が自由端縁部の周辺よりはむ
しろパイプ１８６の間を通過するのを奨励するために、自由端縁部に位置することができ
る。
【００７５】
　図２８において、装置１８０は、タービン１９６が位置する入口を備えて途中で横切る
すきま１９８を有して、水域１８２の全幅にわたって実質的に設置される。面１８４は、
バイパス流れを阻害するのを助けるためにすきま１９８の両側においてモジュールの自由
端縁部の各々に取り付けられ、その一方で、構造の開いた通路をさらに維持する。タービ
ンを通る二次流れ１９０は、装置全体の落差に適応する。
【００７６】
　一実施形態において、ＳＭＥＣ装置の各々は、モジュールとして形成されることができ
て、川または他の水域（例えば河口、フィヨルド、水路）の長さに沿って配置されること
ができる。モジュールは、電気を発生させるために、海流または潮の流れを使用すること
ができる。
【００７７】
　図２９に示すように、モジュールから形成される一連の構造２００は、川２０２または
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他の水域の長さに沿って設置される。各構造２００は、水の流れ２０４の方向に垂直な川
の幅全体に、そしてさらなるモジュールの上流側におよび／または下流側に配置される。
【００７８】
　図３０は、川２０２の長さに沿って配置される３つの構造２００を有する、運転中の装
置の概略図を示す。さらなる構造は、必要に応じて設置されることができる。構造は、水
が川を流れ下るにつれて水に対して障害を形成し、そして、河川水位の軽い増加は、ＳＭ
ＥＣの背後で発生する。川の深さのこの増大は、装置の低い水頭のドライバである。各構
造の背後で形成される自由ボード高さは、川を完全にさえぎることと比較して最小である
ので、上流側の環境インパクトはより害がない。
【００７９】
　構造が間隔を置いた距離は、構造の配列の上流側で河川水位の最終的な増加を決定する
際の一部をなす。各構造間の距離は、それが設置される環境に依存する。構造間の距離は
、川が流れる土地の輪郭によって変化する。上流側の構造が配置される所の川の流れ水位
がいかなる下流側のＳＭＥＣによっても実質的に影響を受けないように、各構造間の距離
は、充分でありえる。構造が十分に離れて間隔を置かれる場合、各構造のすぐ後ろの水頭
の局所化された増加にもかかわらず、構造の上流側の河川の水位は、その原型のレベルに
達する。
【００８０】
　パイプの高さは、構造が設置される川の深さに合うように選択される。パイプの長さは
、バイパス流れを最小にするためにモジュールが河床まで延びるような長さである。
【００８１】
　モジュールは、水域の範囲内で移動可能であるように設置されることができる。図３１
に示すように、モジュールは、浮力部９２または外部フロートを備えることができる。そ
してそれは、パイプ２０の上部を水面レベル９４に保つ。水位９４が落下するにつれて、
ＳＭＥＣは、水位が上下するにつれてパイプ２０の孔３０およびモジュールが実質的に水
浸しのままであるように、河床９６上に転がることができる。
【００８２】
　一旦第１の構造が川に置かれると、さらなる構造は、第１の構造の上流側および／また
は下流側で川全体に配置されることができる。設置される構造の数は、環境および、発生
することを必要とする電気の量に依存する。この実施形態は、沿岸の海流および潮の力を
エネルギーに利用できないときに、内陸の水系に特に適用することができる。ＳＭＥＣモ
ジュールは、潮の高さの範囲に依存しなくて、容積測定の流入および流出に依存する。こ
れは、高速度で（例えば、有意な深さまたは幅を有する川）必ずしも流れているわけでは
ない大きな水量がある水域において、ＳＭＥＣを特に適切にする。
【００８３】
　二次流れのパスを通して発生する摩擦損失は、得られることができる最大出力の減少に
結果としてなる流れのパスの全体にわたって、多くの位置で圧力の低下を引き起こすこと
がありえる。水がタービンに入るにつれて、摩擦損失は、タービンへの吸入によって発生
することができる。これらの損失は、滑らかに輪郭を描かれた入力ダクトを用いることに
より最小にされることができる。
【００８４】
　電力消費タービンの流体力学の効率は、装置の全体の性能に影響を及ぼすことができる
。制御可能なピッチ・タービンの使用は、性能を最大にするのを助けることができる。Ｓ
ＭＥＣに適するタービンの種類は、軸流れおよびカプラン・タービンタイプを含む。摩擦
損失の全ては、鋭い端縁部を減らして、水と接触するタービンの部分の滑らかな内表面を
使用することによって、最小にされることができる。タービンは、水中に低く置かれるこ
とができる。これは、周囲の運転圧力を増加させて、そして、ブレード面の上のキャビテ
ーションからの抑制および性能劣化を助ける。水面より上に発電機を配置することは、い
かなる電気機械とも接触する水のチャンスを減らす。これは、タービンと発電機との間の
十分に長い駆動軸で達成されることができる。
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【００８５】
　タービンからの排流は、流れ調整を受けることができる。これは、ディフューザを形成
しているタービンの下流側で外側にテーパー付けられたドラフト管の位置を決めることに
よって達成されることができる。これは、二次流れから抽出されることができる仕事率を
上昇させるタービンの下流側の減少した圧力低下を継続するのを助ける。
【００８６】
　水平マニホルドから延びている垂直パイプを有する装置のために、体積流量は、各次の
ベンチュリパイプへの水の流れとして減少する。したがって、本発明の一実施形態におい
て、マニホルドの横断面領域は、沈殿物付着のための限界値よりも上の値でマニホルドの
長さに沿って一定の流れ速度を与えるために、流れのパスに沿って減少することができる
。この種の流れ状態はまた、マニホルドにおけるエネルギーを浪費する渦の形成を防止す
るのを助けることもできる。
【００８７】
　さらなる実施形態において、タービンおよび発電機は、装置から外部にいかなる破片ま
たは汚染も逆流させるポンプとして逆に動作するように設計されることがありえる。従来
の汚れ止めの処理および機械的クリーニングツールはまた、海洋汚染および堆積作用が装
置の性能に有することができる効果を最小にするために、装置に組み込まれることもでき
る。
【００８８】
　変化は、本発明にもたらされることができる。パイプのプロフィールのアスペクト比は
、配列の最適な性能を提供するために変化することができる。パイプのプロフィールのア
スペクト比は、プロフィールの長さＬと、プロフィールの最も広い位置での幅Ｗとの比率
である。
【００８９】
　さらなる変化は、本発明の範囲内にされることができる。
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