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(57)【要約】
【課題】　発電動作を中断することなく、且つ、簡単な
構成でスクリーンの目詰まりを容易に解消することがで
きる水力発電装置を提供すること。
【解決手段】　水流によって回転・駆動されるタービン
と、上記タービンによって駆動される発電機と、上記タ
ービンの外周側に回転可能に設置されゴミ等の異物を捕
集するスクリーンが設置されたスクリーン機構と、を具
備し、上記スクリーンにゴミ等の異物が堆積した場合に
上記スクリーン機構を回転させて上記スクリーンに堆積
したゴミ等の異物を下流に流すようにしたもの。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水流によって回転・駆動されるタービンと、
　上記タービンによって駆動される発電機と、
　上記タービンの外周側に回転可能に設置されゴミ等の異物を捕集するスクリーンが設置
されたスクリーン機構と、
　を具備し、
　上記スクリーンにゴミ等の異物が堆積した場合に上記スクリーン機構を回転させて上記
スクリーンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とする水力発電装
置。
【請求項２】
　請求項１記載の水力発電装置において、
　上記スクリーン機構のスクリーンは１８０°対向する２箇所に設置されていることを特
徴とする水力発電装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の水力発電装置において、
　上記スクリーン機構をモータによって回転させることにより、上記スクリーンに堆積し
たゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とする水力発電装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２記載の水力発電装置において、
　上記スクリーン機構にはスクリーン機構駆動用フィンが設置されており、
　常時はストッパによりその回転が規制されていて、
　上記ストッパを外して上記スクリーン機構駆動用フィンの作用によりスクリーン機構を
回転させることにより、上記スクリーンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにした
ことを特徴とする水力発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、小規模の水力発電装置に係り、特に、発電動作を中断することなく
、且つ、簡単な構成でスクリーンの目詰まりを容易に解消することができるように工夫し
たものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　小規模の水力発電装置の構成を開示するものとして、例えば、特許文献１、特許文献２
がある。
　まず、特許文献１に記載された開水路用水車装置は、開水路内に水車が設置されており
、この水車が上記開水路を通過する水流によって回転される。上記水車の回転により、発
電機が駆動されて発電が行われる。上記水車の上流側にはスクリーンが傾斜した状態で設
置されており、このスクリーンによって上流から流れてきたごみ等の異物を捕集して上記
水車側への流入を防止している。上記捕集されたごみ等の異物はスクリーンの傾斜に沿っ
て上記水車を迂回して下流に流れていく。
　また、特許文献２に記載された水力発電装置も同様の構成をなしており、水車の上流側
に筋状スクリーン部位が設けられており、この筋状スクリーン部位によってごみ等の異物
を捕集して水車側への流入を防止している。
【０００３】
　しかし、前記特許文献１に記載された開水路用水車の構成では、ごみ等の異物がスクリ
ーンに捕集されたまま残ってしまうことがあり、それによってスクリーンに目詰まりが発
生してしまうことが懸念されていた。
　同様に、特許文献２に記載された水力発電装置の場合も、ごみ等の異物が筋状スクリー
ン部位に捕集されたまま残ってしまい、筋状スクリーンに目詰まりが発生してしまうこと
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が心配されていた。
【０００４】
　そこで、特許文献３に記載されたような水路用のゴミ除け具及び水車装置が提案されて
いる。そこに記載された水車装置は次のような構成になっている。まず、傾動アームが回
動可能に設置されていて、この傾動アームには発電機、水車、ゴミ除け具、フロートが設
置されている。
　そして、上記ゴミ除け部に捕集されたゴミ等の異物が溜ってしまうと、水圧の作用によ
り上記傾動アームが上方に回動し、上記発電機、水車、ゴミ除け具が上方に退避される。
　なお、その際、上記フロートによる浮力が補助的に作用する。
　それによって、上記ゴミ除け部に溜っていたゴミ等の異物が下流に流されることになる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実開昭６０－１４７７６８号公報
【特許文献２】特開２００９－２２８６０８号公報
【特許文献３】特開２０１４－２０２０８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記従来の構成によると次のような問題があった。
　すなわち、前記したように、特許文献３に記載された発明によれば、水路用のゴミ除け
具にゴミ等の異物が溜ってしまった場合には、水圧の作用（フロートも補助的に作用）に
より全体が持ち上げられ、それによって、ゴミ除け具に溜っていたゴミ等の異物が下流に
流されるように構成されているが、その際、水車も持ち上げられることになるので、発電
動作が中断されてしまうという問題があった。
　また、ゴミ除け具だけでなく発電機、水車、フロート等、全体が持ち上げられる構成に
なっているので、その為の構成も大掛かりなものとなってしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は、このような点に基づいてなされたもので、その目的とするところは、発電動
作を中断することなく、且つ、簡単な構成でスクリーンの目詰まりを容易に解消すること
ができる水力発電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するべく本発明の請求項１による水力発電装置は、水流によって回転・
駆動されるタービンと、上記タービンによって駆動される発電機と、上記タービンの外周
側に回転可能に設置されゴミ等の異物を捕集するスクリーンが設置されたスクリーン機構
と、を具備し、上記スクリーンにゴミ等の異物が堆積した場合に上記スクリーン機構を回
転させて上記スクリーンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とす
るものである。
　また、請求項２による水力発電装置は、請求項１記載の水力発電装置において、上記ス
クリーン機構のスクリーンは１８０°対向する２箇所に設置されていることを特徴とする
ものである。
　また、請求項３による水力発電装置は、請求項１又は請求項２記載の水力発電装置にお
いて、上記スクリーン機構をモータによって回転させることにより、上記スクリーンに堆
積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とするものである。
　また、請求項４による水力発電装置は、請求項１又は請求項２記載の水力発電装置にお
いて、上記スクリーン機構にはスクリーン機構駆動用フィンが設置されており、常時はス
トッパによりその回転が規制されていて、上記ストッパを外して上記スクリーン機構駆動
用フィンの作用によりスクリーン機構を回転させることにより、上記スクリーンに堆積し
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たゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　以上述べたように本発明の請求項１による水力発電装置によると、水流によって回転・
駆動されるタービンと、上記タービンによって駆動される発電機と、上記タービンの外周
側に回転可能に設置されゴミ等の異物を捕集するスクリーンが設置されたスクリーン機構
と、を具備し、上記スクリーンにゴミ等の異物が堆積した場合に上記スクリーン機構を回
転させて上記スクリーンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたので、発電動作
を中断させることなく、且つ、簡単な構成で上記スクリーンの目詰まりを容易に解消する
ことができる。
　また、請求項２による水力発電装置によると、請求項１記載の水力発電装置において、
上記スクリーン機構のスクリーンは１８０°対向する２箇所に設置されているので、２箇
所の上記スクリーンの何れか一方を上流側に向けて、上記タービン側へのごみ等の異物の
流入を防止しつつ、何れか他方を下流側に向けてごみ等の異物による目詰まりを解消する
ことができる。
　また、請求項３による水力発電装置によると、請求項１又は請求項２記載の水力発電装
置において、上記スクリーン機構をモータによって回転させることにより、上記スクリー
ンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたので、上記スクリーンの目詰まりを容
易に解消することができる。
　また、請求項４による水力発電装置によると、請求項１又は請求項２記載の水力発電装
置において、上記スクリーン機構にはスクリーン機構駆動用フィンが設置されており、常
時はストッパによりその回転が規制されていて、上記ストッパを外して上記スクリーン機
構駆動用フィンの作用によりスクリーン機構を回転させることにより、上記スクリーンに
堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたので、モータを要することなく上記スクリ
ーンの目詰まりを解消することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す図で、水力発電装置の側面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態を示す図で、図１のＩＩ－ＩＩ断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態を示す図で、水力発電装置の分解斜視図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態を示す図で、図４（ａ）は上流側にゴミ等の異物が捕
集された状態を示す水力発電装置の横断面図、図４（ｂ）はスクリーン機構を１８０°回
転させて上記ゴミ等の異物を下流に流した状態を示す水力発電装置の横断面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態を示す図で、水力発電装置のスクリーン機構を示す斜
視図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態を示す図で、水力発電装置のスクリーン機構を示す側
面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示す図で、図７（ａ）は上流側にゴミ等の異物が捕
集された状態を示す水力発電装置の横断面図、図７（ｂ）はスクリーン機構を１８０°回
転させて上記ゴミ等の異物を下流に流した状態を示す水力発電装置の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図１乃至図４を参照して本発明の第１の実施の形態について説明する。この第１
の実施の形態による水力発電装置１は、図１に示すように、水路３の底面３ａに設置され
ている。以下、詳細に説明する。
　まず、図１に示すように、上記水路３の底面３ａに基板５が設置されている。この基板
５にはタービン７が回転可能な状態で設置されている。このタービン７には回転軸９があ
り、この回転軸９が上記基板５に対して図示しない軸受を介して回転可能に設置されてい
る。上記回転軸９にはタービン本体１１が固着されている。このタービン本体１１は、図
３に示すように、軸方向（図３中上下方向）両端側に設置された支持板１３ａ、１３ｂと
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、これら支持板１３ａ、１３ｂ間に周方向に等間隔に配置された複数枚（この一実施の形
態の場合は８枚）の羽根１５から構成されている。
　また、上記タービン７の回転軸９の上端側には、タービン側タイミングプーリ１７が固
着されている。
【００１２】
　上記水力発電装置１には、図１に示すように、発電機１９が設置されている。この発電
機１９の入力軸２１の先端側には発電機側タイミングプーリ２３が固着されている。上記
タービン側タイミングプーリ１７と上記発電機側タイミングプーリ２３間には、タイミン
グベルト２５が巻回されている。
【００１３】
　上記タービン７の外周側には、ケーシング３１が上記基板５に固定された状態で設置さ
れている。このケーシング３１は、図３中上下方向両端側に設置されたリング状の端部枠
材３３ａ、３３ｂと、これら端部枠材３３ａ、３３ｂ間に設置された複数個（この第１の
実施の形態の場合は４個）のリブ３５から構成されている。
　なお、上記ケーシング３１の上端にはブラケット３２が設置されていて、既に説明した
回転軸９の上端はこのブラケット３２に軸受３４を介して回転可能に支持されている。
【００１４】
　上記ケーシング３１の外周側には、スクリーン機構４１が上記基板５に対して回転可能
に設置されている。このスクリーン機構４１の上下端には、図３に示すように、リング状
の端部枠材４３ａ、４３ｂが設置されている。これら端部枠材４３ａ、４３ｂ間には、一
対のスクリーン４５ａ、４５ｂが、１８０°対向する位置に設置されている。これらスク
リーン４５ａ、４５ｂは、それぞれ、スクリーン枠４７とこのスクリーン枠４７の内側に
格子状に設置された複数の線材４９とから構成されている。
　また、上記スクリーン機構４１の上記スクリーン４５ａ、４５ｂが設置された箇所以外
の部分は、開口部５０ａ、５０ｂとなっている。
【００１５】
　また、上記スクリーン機構４１の上端（図３中上側）には、リング状のラックギア５１
が設置されている。このラックギア５１の内周面には複数個の歯部５３が形成されている
。
　また、上記端部枠材４３ａの内周面には複数個（この第１の実施の形態の場合は４個）
のローラ５５が設置されている。同様に、上記端部枠材４３ｂの内周面にも複数個（この
第１の実施の形態の場合は４個）のローラ５７が設置されている。上記ローラ５５は、上
記ケーシング３１の端部枠材３３ａの外周面を転動するように配置されており、上記ロー
ラ５７は、上記ケーシング３１の端部枠材３３ｂの外周面を転動するように配置されてい
る。
　また、上記スクリーン機構４１の下側の端部枠材４３ｂの下面には、図示しない複数個
の球状の転動体が設置されており、これら図示しない球状の転動体を介して上記基板５上
を回転できるように設置されている。
【００１６】
　また、上記スクリーン機構４１の上側にはスクリーン機構駆動モータ６１が設置されて
いる。このスクリーン機構駆動モータ６１の出力軸６３には、ピニオンギア６５が固着さ
れている。このピニオンギア６５は上記スクリーン機構４１のラックギア５１に噛合され
ており、上記スクリーン機構駆動モータ６１によって、上記ピニオンギア６５及びラック
ギア５１を介して、上記スクリーン機構４１が、例えば、図２中時計回り方向に回転・駆
動される。
【００１７】
　以上の構成を基に、その作用を説明する。
　まず、水路３内の水流７１によって、タービン７が図２中時計回り方向に回転される。
このタービン７の回転がタービン側タイミングプーリ１７、タイミングベルト２５、及び
、発電機側タイミングプーリ２３を介して、発電機１９に伝達され、発電機１９が回転す
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ることにより発電が行われる。
　また、上記水流７１にのって、ごみ等の異物７３が上流側（図１中左側）から流れてく
るが、このごみ等の異物７３の上記タービン７側への流入はスクリーン機構４１のスクリ
ーン４５ａ（又はスクリーン４５ｂ）によって阻止される。上記スクリーン４５ａ（又は
上記スクリーン４５ｂ）によって捕集されたゴミ等の異物７３は、上記スクリーン４５ａ
（又は上記スクリーン４５ｂ）の外周に沿って下流側に流れていく。
　また、上記ごみ等の異物７３の中には上記スクリーン機構４１のスクリーン４５ａ（又
はスクリーン４５ｂ）に捕集されたまま残ってしまうものがあり、それによって、上記ス
クリーン機構４１のスクリーン４５ａ（又はスクリーン４５ｂ）に目詰まりが発生してし
まうことがある。
【００１８】
　例えば、図４（ａ）に示すように、上記スクリーン機構４１を、スクリーン４５ａを上
流側（図４中左側）に向け、スクリーン４５ｂを下流側（図４中右側）に向けた状態で使
用したとする。この場合、上記スクリーン４５ａによって上流側（図４中左側）から流れ
てきたごみ等の異物７３の上記タービン７側への流入が阻止されるが、上記スクリーン４
５ａに目詰まりが発生してしまうことがある。
【００１９】
　上記スクリーン４５ａの目詰まりが発生した場合には、スクリーン機構駆動モータ６１
によって上記スクリーン機構４１を１８０°回転させ、図４（ｂ）に示すように、上記ス
クリーン４５ａを下流側（図４中右側）に移動させ、上記スクリーン４５ｂを上流側（図
４中左側）に移動させる。
　それによって、上記スクリーン４５ａに捕集されたごみ等の異物７３が、上記水流７１
によって下流側（図４中右側）へ流されて除去される。
　また、上記スクリーン機構４５ｂに目詰まりが発生した場合も、同様にして上記スクリ
ーン機構４１を１８０°回転させ、図４（ａ）に示すように、上記スクリーン機構４５ｂ
を下流側（図４中右側）に向ければよい。
【００２０】
　なお、その間タービン７側には水流７１が供給され続けるため、上記タービン７による
発電が中断されることはなく、また、スクリーン４５ａ（又はスクリーン４５ｂ）による
ごみ等の異物７３の捕集も継続して行われている。
【００２１】
　次に、この第１の実施の形態による効果について説明する。
　まず、スクリーン機構４１が回転可能に設置されているので、このスクリーン機構４１
を回転させることにより、目詰まりの発生したスクリーン４５ａ（又はスクリーン４５ｂ
）を下流側（図４中右側）に向けることができ、それによって、上記目詰まりを容易に解
消することができる。
　また、その際、タービン７による発電が中断されることはない。
　また、スクリーン機構４１を回転させるための構成も簡単である。
【００２２】
　また、上記スクリーン４５ａ、４５ｂは、１８０°対向する位置に配置されているので
、上記スクリーン４５ａ（又はスクリーン４５ｂ）を下流側に向けて異物７３による目詰
まりを解消させている間、上記スクリーン４５ｂ（又はスクリーン４５ａ）を上流側に向
けて、タービン7へのごみ等の異物７３の流入防止機能を継続させることができる。
　また、上記スクリーン機構４１はスクリーン機構駆動モータ６１によって駆動されるの
で、上記目詰まりの解消を容易に行うことができる。
【００２３】
　また、上記スクリーン機構４１には、ケーシング３１の端部枠材３３ａの外周面を転動
するローラ５５と、上記ケーシング３１の端部枠材３３ｂの外周面を転動するローラ５７
が設置されているとともに、上記スクリーン機構４１の下側の端部枠材４３ｂにも、図示
しない球状の転動体が設置されているため、上記スクリーン機構４１の回転を円滑に行う
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ことができる。
【００２４】
　次に、図５乃至図７を参照して、本発明の第２の実施の形態について説明する。この第
２の実施の形態による水力発電装置も、前記第１の実施の形態による水力発電装置１と略
同様の構成であるが、前記第１の実施の形態におけるスクリーン機構４１とはその構成が
一部異なるスクリーン機構８１が用いられている。以下、説明する。
　上記スクリーン機構８１の内周側であって、端部枠材４３ａ、４３ｂ間には、複数枚（
この第２の実施の形態の場合は４枚）のスクリーン機構駆動フィン８３が設置されている
。これらスクリーン機構駆動フィン８３によって水流を受けて、上記スクリーン機構８１
が回転・駆動されるようになっている。
【００２５】
　また、上記端部枠材４３ａの上面側（図５中上側）には、リング状のストッパ当接部取
付部材８５が設置されている。このストッパ当接部取付部材８５の内周面には、ストッパ
当接部８７が設置されている。
　また、図６、図７に示すように、上記スクリーン機構８１の上側の１８０°対向する２
箇所には、ストッパ８９ａ、８９ｂが設置されている。これらストッパ８９ａ、８９ｂは
、例えば、図示しないソレノイドによって駆動され、上記スクリーン機構８１が回転され
た際の上記ストッパ当接部８７の軌道９１（図７中仮想線で示す。）上に出没するように
構成されている。
　例えば、上記ストッパ８９ａ（又はストッパ８９ｂ）が上記軌道９１上に出現して、上
記ストッパ当接部８７に当接されることで、上記スクリーン機構８１がスクリーン４５ａ
（又はスクリーン４５ｂ）を上流側に向けた状態で回転を規制されている。
【００２６】
　例えば、図７（ａ）に示すように、上記ストッパ８９ａをストッパ当接部材８７の軌道
９１上に出現させ（図７（ａ）中実線で示す状態）、上記ストッパ８９ｂをストッパ当接
部材８７の軌道９１上から退避させた（図７（ａ）中仮想線で示す状態）とする。この状
態では、上記ストッパ８９ａと上記ストッパ当接部８７が当接されることで、上記スクリ
ーン機構８１がスクリーン４５ａを上流側（図７中左側）に向けスクリーン４５ｂを下流
側（図７中右側）に向けた状態で回転を規制されている。
　この状態において、上記ストッパ８９ａを上記軌道９１上から退避させ（図７（ｂ）中
仮想線で示す状態）、上記ストッパ８９ｂをストッパ当接部材８７の軌道９１上に出現さ
せる（図７（ｂ）中実線で示す状態）と、上記スクリーン機構８１の回転の規制が解除さ
れ、水流７１をスクリーン機構駆動フィン８３で受けることによって上記スクリーン機構
８１が図７（ａ）中時計回り方向に回転される。
　その後、上記ストッパ８９ｂと上記ストッパ当接部８７が当接され、図７（ｂ）に示す
ように、上記スクリーン４５ｂを上流側（図７中左側）に向け、上記スクリーン４５ａを
下流側（図７中右側）に向けた状態で、上記スクリーン機構８１の回転が規制される。
【００２７】
　また、この状態において、上記ストッパ８９ａを上記軌道９１上に出現させ（図７（ａ
）中実線で示す状態）、上記ストッパ８９ｂをストッパ当接部材８７の軌道９１上から退
避させる（図７（ａ）中仮想線で示す状態）と、再度上記スクリーン機構８１の回転の規
制が解除され、上記水流７１をスクリーン機構駆動フィン８３で受けることによって上記
スクリーン機構８１が図７（ｂ）中時計回り方向に回転される。その後、上記ストッパ８
９ａと上記ストッパ当接部８７が当接され、図７（ａ）に示すように、上記スクリーン４
５ａを上流側（図７中左側）に向け、上記スクリーン４５ｂを下流側（図７中右側）に向
けた状態で、上記スクリーン機構８１の回転が規制される。
【００２８】
　すなわち、上記ストッパ８９ａと上記ストッパ８９ｂを、上記軌道９１上に交互に出没
させることにより、上記スクリーン機構８１が１８０°回転される。
　なお、その他の構成は前記第１の実施の形態と同じであり、図中同一部分には同一符号
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を付して示しその説明を省略する。
【００２９】
　以上の構成を基に、その作用を説明する。
　前記第１の実施の形態の場合と同様に、水流７１によって、タービン７が回転・駆動さ
れて発電が行われ、上記水流７１によって上流側（図７中左側）から流れてくるごみ等の
異物７３の上記タービン７側への流入はスクリーン機構８１のスクリーン４５ａ（又はス
クリーン４５ｂ）によって阻止される。また、常時は、ストッパ８９ａ（又はストッパ８
９ｂ）がストッパ当接部８７に当接されることによって、上記スクリーン機構８１がスク
リーン４５ａ（又はスクリーン４５ｂ）を上流側に向けて回転を規制された状態となって
いる。
【００３０】
　ここで、例えば、図７（ａ）に示すように、上記ストッパ８９ａをストッパ当接部材８
７の軌道９１上に出現させた状態（図７（ａ）中実線で示す状態）とするとともに、上記
ストッパ８９ｂをストッパ当接部材８７の軌道９１上から退避させた状態（図７（ａ）中
仮想線で示す状態）とし、上記スクリーン機構８１が、スクリーン４５ａを上流側（図７
中左側）に向け、スクリーン４５ｂを下流側（図７中右側）に向けた状態で回転を規制さ
れて使用していたとする。この場合、上記スクリーン４５ａによって上流側（図７中左側
）から流れてきたごみ等の異物７３の上記タービン７側への流入が阻止されるが、上記ス
クリーン４５ａの目詰まりが懸念される。
【００３１】
　上記スクリーン４５ａに目詰まりが発生した場合には、上記ストッパ８９ａを上記軌道
９１上から退避させる（図７（ｂ）中仮想線で示す状態）と共に上記ストッパ８９ｂを上
記軌道９１上に出現させる（図７（ｂ）中実線で示す状態）。これにより、上記スクリー
ン機構８１の回転の規制が解除され、上記水流７１をスクリーン機構駆動フィン８３で受
けることによって上記スクリーン機構８１が図７（ａ）中時計回り方向に回転される。そ
の後、上記ストッパ８９ｂと上記ストッパ当接部８７が当接され、図７（ｂ）に示すよう
に、上記スクリーン４５ｂを上流側（図７中左側）に向け、上記スクリーン４５ａを下流
側（図７中右側）に向けた状態で、上記スクリーン機構８１の回転が規制される。
　このように上記スクリーン機構８１を回転させると、上記スクリーン４５ａに捕集され
たごみ等の異物７３が、上記水流７１によって下流側（図７中右側）へ流されて除去され
る。
【００３２】
　また、その後、上記スクリーン機構４５ｂに目詰まりが発生した場合は、上記ストッパ
８９ａを上記軌道９１上に出現させる（図７（ａ）中実線で示す状態）と共に上記ストッ
パ８９ｂを上記軌道９１上から退避させる（図７（ａ）中仮想線で示す状態）。これによ
り、上記スクリーン機構８１の回転の規制が解除され、上記水流７１をスクリーン機構駆
動フィン８３で受けることによって上記スクリーン機構８１が図７（ｂ）中時計回り方向
に回転される。その後、上記ストッパ８９ａと上記ストッパ当接部８７が当接され、図７
（ａ）に示すように、上記スクリーン４５ａを上流側（図７中左側）に向け、上記スクリ
ーン４５ｂを下流側（図７中右側）に向けた状態で、上記スクリーン機構８１の回転が規
制される。
　このように上記スクリーン機構８１を回転させると、上記スクリーン４５ｂに捕集され
たごみ等の異物７３が、上記水流７１によって下流側（図７中右側）へ流されて除去され
る。
【００３３】
　なお、前記第１の実施の形態の場合と同様、タービン７側には水流７１が常時通過する
ようになっているため、上記タービン７による発電が中断されることはない。
【００３４】
　この第２の実施の形態によると、前記第１の実施の形態の場合と同様の効果を奏するこ
とができると共に、水流７１をスクリーン機構駆動フィン８３で受けることによってスク
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たスクリーン機構駆動モータが不要となり、構成の簡略化を図ることができるとともにエ
ネルギー消費量の低減を図ることができる。
【００３５】
　なお、本発明は、前記第１、及び第２の実施の形態に限定されない。
　まず、前記第１及び第２の実施の形態では、縦型のタービンやスクリーン機構を採用し
た例を説明したが、横型でも同様に適用できる。この場合には、タービンは水車のように
横軸を中止に回転することになり、スクリーン機構も同様に横軸を中心に回転することに
なる。
　また、タービン自体の構成（羽根の形状等その他の構成）もこれを特に限定するもので
はない。
　また、各部の駆動方式についても図示したものは一例であり、例えば、ピニオンの駆動
もモータ直結ではなく、プーリ・ベルトを介在させてもよい。その他様々な駆動方式が考
えられる。
　また、前記第１の実施の形態では、スクリーン機構駆動モータによってピニオンギアを
回転させるようにしたが、手動ハンドルによって回転させるような構成にしても良い。
　また、前記第２の実施の形態では、ストッパの出没をソレノイドで行うようにしたが、
これを手動で行うようにしもよい。
　また、スクリーンが上記スクリーン機構の全周に設置される場合、４方向に設置される
場合、等、様々な場合が考えられる。
　また、例えば、スクリーン機構を９０°毎に回転させて、スクリーンに捕集された異物
を上記スクリーン機構の側面側（水流と直交する方向側）に移動させ、水流によって上記
異物が流れていくようにして、上記スクリーンの目詰まりを解消することも考えられる。
　また、モータによりスクリーン機構を回転させる場合であっても、ストッパとストッパ
当接部を設ける場合が考えられる。
　また、各構成要素の数、形状、位置等には、様々な場合が考えられる。
　その他、本願発明は図示した構成に限定されるものではなく、様々な変形が考えられる
。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明は、水力発電装置に係り、特に、発電を中断することなく、且つ、簡単な構成で
スクリーンの目詰まりを容易に解消することができるように工夫したものに関し、例えば
、水路に設置される小型の水力発電装置に好適である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　水力発電装置
　７　タービン
　１９　発電機
　４１　スクリーン機構
　４５ａ　スクリーン
　４５ｂ　スクリーン
　６１　スクリーン機構駆動モータ
　８１　スクリーン機構
　８３　スクリーン機構駆動フィン
　８９ａ　ストッパ
　８９ｂ　ストッパ
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【図３】 【図４】



(11) JP 2017-166367 A 2017.9.21

【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月28日(2016.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水流によって回転・駆動されるタービンと、
　上記タービンによって駆動される発電機と、
　上記タービンの外周側に該タービンと独立して回転可能に設置されゴミ等の異物を捕集
するスクリーンが設置されたスクリーン機構と、
　を具備し、
　上記スクリーン機構は常時は停止されており、ゴミ等の異物が堆積した場合に上記スク
リーン機構を回転させて上記スクリーンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにした
ことを特徴とする水力発電装置。
【請求項２】
　請求項１記載の水力発電装置において、
　上記スクリーン機構のスクリーンは１８０°対向する２箇所に設置されていることを特
徴とする水力発電装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載の水力発電装置において、
　上記スクリーン機構をモータによって回転させることにより、上記スクリーンに堆積し
たゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とする水力発電装置。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２記載の水力発電装置において、
　上記スクリーン機構にはスクリーン機構駆動用フィンが設置されており、
　常時はストッパによりその回転が規制されていて、
　上記ストッパを外して上記スクリーン機構駆動用フィンの作用によりスクリーン機構を
回転させることにより、上記スクリーンに堆積したゴミ等の異物を下流に流すようにした
ことを特徴とする水力発電装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するべく本願発明の請求項１による水力発電装置は、水流によって回転
・駆動されるタービンと、上記タービンによって駆動される発電機と、上記タービンの外
周側に該タービンと独立して回転可能に設置されゴミ等の異物を捕集するスクリーンが設
置されたスクリーン機構と、を具備し、上記スクリーン機構は常時は停止されており、ゴ
ミ等の異物が堆積した場合に上記スクリーン機構を回転させて上記スクリーンに堆積した
ゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とするものである。
　また、請求項２による水力発電装置は、請求項１記載の水力発電装置において、上記ス
クリーン機構のスクリーンは１８０°対向する２箇所に設置されていることを特徴とする
ものである。
　また、請求項３による水力発電装置は、請求項１又は請求項２記載の水力発電装置にお
いて、上記スクリーン機構をモータによって回転させることにより、上記スクリーンに堆
積したゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とするものである。



(13) JP 2017-166367 A 2017.9.21

　また、請求項４による水力発電装置は、請求項１又は請求項２記載の水力発電装置にお
いて、上記スクリーン機構にはスクリーン機構駆動用フィンが設置されており、常時はス
トッパによりその回転が規制されていて、上記ストッパを外して上記スクリーン機構駆動
用フィンの作用によりスクリーン機構を回転させることにより、上記スクリーンに堆積し
たゴミ等の異物を下流に流すようにしたことを特徴とするものである。
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