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【書類名】明細書  
【発明の名称】流水発電装置  
【技術分野】  
【０００１】  
 本発明は、海流や潮流などの流水を利用した流水発電装置に関する。  
【背景技術】  
【０００２】  
 従来の海流や潮流などの流水を利用して発電するものとして、潮流により水車等を回転

させて、その回転から電力を取り出す潮流発電装置や（例えば、特許文献１または２参照）、

流水により水中で回転する回転体の内部に、回転体とは独立して回転するよう取り付けた

軸材を有し、その軸材を回転体の外部に固定して軸材が回転体の回転とともに回転しない

よう構成し、回転体に対する軸材の回転を利用して、回転体の内部に設けられた発電機に

より発電を行う流体発電装置がある（例えば、特許文献３乃至５参照）。  
【先行技術文献】  
【特許文献】  
【０００３】  
 【特許文献１】特開２０１０－１８０８７３号公報  
 【特許文献２】特開２０１０－３１７９３号公報  
 【特許文献３】特開平１０－２２５０７５号公報  
 【特許文献４】特開２００４－１７６６３５号公報  
 【特許文献５】特開昭６３－７５３６５号公報  
【発明の概要】 

【発明が解決しようとする課題】 

【０００４】 

 特許文献１および２に記載の潮流発電装置では、水車等を支持するための支持体や発電

装置を、流水中やその近傍に配置する必要がある。また、特許文献３乃至５に記載の発電

装置でも、回転体の軸材を固定するための固定部を、流水中やその近傍に配置する必要が

ある。このため、一旦装置を設置すると移動させるのが困難であるという課題があった。

また、発電効率を高めるために水車や回転体を大きくすると、それに伴って支持体や固定

部も大きくする必要があるため、大型化が困難であるという課題があった。また、水車や

回転体の回転軸等に貝などの付着生物が付着して、付着生物による故障や機能低下が起こ

りやすいという課題があった。  
【０００５】 

 本発明は、このような課題に着目してなされたもので、移動が容易で、容易に大型化す

ることができ、構造が単純で故障や機能低下が少ない流水発電装置を提供することを目的

としている。  
【課題を解決するための手段】  
【０００６】  
 本発明に係る流水発電装置は、流水を利用して発電する流水発電装置であって、浮体と、

前記流水を受けて前記浮体が前記流水の水面下で回転するよう、前記浮体の外周に沿って

取り付けられた複数の受水板と、前記浮体とは独立して回転可能に、前記浮体の回転中心

線に沿って前記浮体に設けられた回転軸と、前記回転軸が前記浮体の回転とともに回転し

ないよう、前記回転軸に固定された錘部材と、前記浮体に対する前記回転軸の回転により

発電するよう、前記浮体に設けられた発電機とを、有することを特徴とする。  
【０００７】  
 本発明に係る流水発電装置は、複数の受水板が流水を受けることにより、浮体を流水の

水面下で回転させることができる。このとき、回転軸が浮体とは独立して回転可能に、浮

体の回転中心線に沿って浮体に設けられており、その回転軸に錘部材が固定されているた

め、錘部材の重さにより、回転軸は浮体の回転とともに回転しない。このため、浮体に対

する回転軸の回転を利用して、浮体に設けられた発電機で発電を行うことができる。  



【０００８】  
 本発明に係る流水発電装置は、浮体の外部に、浮体を固定したり支持したりするための

大掛かりな部材が存在していない。このため、移動が容易であり、流れが速い場所に移動

させて、効率的に発電することができる。また、大型化も容易であり、大型化することに

より、発電効率を高めることができるとともに、漂流物等が衝突しても破損しにくくする

ことができる。本発明に係る流水発電装置は、構造が単純で、流体に接する浮体および各

受水板が流水中で比較的ゆっくりと回転するため、貝などの付着生物が付着しても、付着

生物による故障や機能低下を少なくすることができる。  
【０００９】  
 本発明に係る流水発電装置で、各受水板は、浮体が流水上に浮いて回転するのではなく、

流水の水面下で回転するよう、位置や角度を調整して浮体に取り付けられていることが好

ましい。流水の水面下で浮体を回転させることにより、浮体の回転効率を高めて、発電効

率を上げることができる。錘部材は、回転軸が浮体とともに回転しないようにできれば、

いかなる構成であってもよく、例えば、海水を満たしたタンクから成っていてもよい。ま

た、回転軸から所定の距離以上離して取り付けられていてもよい。  
【００１０】  
 本発明に係る流水発電装置は、前記浮体を流水中に係留するための係留手段を有し、前

記係留手段は、アンカーと、一端がアンカーに接続された第１係留索と、前記第１係留索

の他端に接続された接続部材と、一端が前記接続部材に接続され、他端が前記浮体に接続

された第２係留索とを有し、前記接続部材は、前記浮体を係留したとき、前記浮体がその

回転中心線を中心として前記流水の水面下で回転可能に、前記浮体の回転中心線が外側面

と交わる位置に着脱可能に取り付けられており、前記第２係留索は、前記接続部材を前記

浮体から外したとき、各受水板が前記流体の流れに対してほぼ平行になるよう、前記浮体

の外側面に接続されていることが好ましい。  
【００１１】  
 この係留手段を有する場合、接続部材を浮体に取り付けることにより、浮体を回転させ

て発電を行うことができる。また、接続部材を浮体から外すことにより、各受水板が流体

の流れに対してほぼ平行になるため、浮体の回転を止めることができる。このとき、流水

による抵抗が小さくなり、アンカーにかかる力も小さくなるため、浮体を流水上に浮上さ

せることができる。これにより、浮体に近づいたり乗り込んだりすることができ、メンテ

ナンス等を容易に行うことができる。  
【００１２】  
 また、本発明に係る流水発電装置は、浮体の内部に、海水を貯水したり排水したりする

ことができる浮力調整用タンクを有していてもよい。この場合、浮体の回転時には、浮力

調整用タンクに海水を入れておき、メンテナンス時に浮力調整用タンクから海水を排水す

ることにより、容易に浮体を潜水させたり浮上させたりすることができる。  
【００１３】  
 本発明に係る流水発電装置は、前記回転軸と前記発電機との間に配置され、前記浮体に

対する前記回転軸の回転数を大きくして前記発電機を駆動させるギアを有することが好ま

しい。この場合、浮体の回転が遅くても、ギアにより回転数を大きくして発電機を駆動す

ることができ、効率的な発電を行うことができる。  
【００１４】  
 本発明に係る流水発電装置で、前記浮体は弾丸形状を成し、先端を前記流水の上流側に

向けて、前記先端を通る中心線を中心として回転可能に構成されていることが好ましい。

この場合、各受水板に当たる流水の力を、全て浮体の回転に利用することができるため、

回転効率を高めて、発電効率を上げることができる。また、浮体が弾丸形状を成している

ため、浮体の側面での水流を加速することができる。この加速された水流を利用して浮体

を回転させることができるため、発電効率をさらに高めることができる。  
【発明の効果】  
【００１５】  



 本発明によれば、移動が容易で、容易に大型化することができ、構造が単純で故障や機

能低下が少ない流水発電装置を提供することができる。  
【図面の簡単な説明】  
【００１６】  
【図１】本発明の実施の形態の流水発電装置の使用状態を示す斜視図である。  
【図２】図１に示す流水発電装置の、浮体の内部を示す斜視図である。  
【図３】図１に示す流水発電装置の、接続部材と固定部材との接続状態を示す断面図であ

る。  
【発明を実施するための形態】  
【００１７】  
 以下、図面に基づき、本発明の実施の形態について説明する。 

 図１乃至図３は、本発明の実施の形態の流水発電装置を示している。 

 図１乃至図３に示すように、流水発電装置１０は、海流や潮流などのほぼ一定の流速を

有する流水を利用して発電するよう構成されており、浮体１１と複数の受水板１２と係留

手段１３と回転軸１４と錘部材１５とギア１６と発電機１７と浮力調整用タンク１８とを

有している。 

【００１８】 

 図１に示すように、浮体１１は、細長く、先端がやや尖った弾丸形状を成し、内部に空

間を有している。図２に示すように、浮体１１は、内部の空間に、長さ方向に対して垂直

を成すよう互いに平行に設けられた１対の隔壁２１を有している。 

【００１９】 

 図１に示すように、各受水板１２は、縁辺が滑らかな曲線状を成す鱗形の板体から成っ

ている。各受水板１２は、浮体１１の外周に沿って、浮体１１の先端を通る中心線を中心

として等角度間隔で、浮体１１の外側面から突出するよう取り付けられている。また、各

受水板１２は、浮体１１の外側面に対して垂直を成し、浮体１１への左右の取付位置が、

浮体１１の前後方向に沿って同じ方向にずれるよう、浮体１１の前後方向に対して傾斜し

て取り付けられている。これにより、浮体１１および各受水板１２は、浮体１１の先端を

通る中心線を中心として回転するスクリュー形状を成している。 

【００２０】 

 図１および図３に示すように、係留手段１３は、アンカー２２と第１係留索２３と第２

係留索２４と接続部材２５と固定部材２６とワイヤー２７とを有している。第１係留索２

３は、一端がアンカー２２に接続され、他端が接続部材２５に接続されている。第２係留

索２４は、一端が接続部材２５に接続され、他端が浮体１１の外側面に接続されている。

第２係留索２４が接続される浮体１１の外側面の位置は、各受水板１２の基部付近の位置

である。図３（ａ）に示すように、接続部材２５は、内部が中空の円柱形状を成し、一方

の端面に中心線を中心に回転可能に取り付けられた回転取付具２５ａを有している。また、

接続部材２５は、他方の端面から突出し、先端に鉤状部２５ｂを有する連結体２５ｃを有

している。連結体２５ｃは、先端の鉤状部２５ｂの断面形状が、楕円形状を成している。

接続部材２５は、回転取付具２５ａに第１係留索２３が取り付けられている。 

【００２１】 

 図３（ａ）および（ｂ）に示すように、固定部材２６は、浮体１１の先端に設けられ、

連結体２５ｃを挿入するための連結孔２６ａと、連結孔２６ａの内部に設けられた１対の

回転留め具２６ｂと、連結孔２６ａの最奥に設けられたウインチ２６ｃと、ウインチ２６

ｃを回転駆動するモーター２６ｄと、ウインチ２６ｃと各回転留め具２６ｂとを連動させ

るためのギア２６ｅと、各回転留め具２６ｂに設けられた電磁ブレーキ２６ｆと、連結孔

２６ａの内部の回転留め具２６ｂとウインチ２６ｃとの間に設けられた連結感知器２６ｇ

とを有している。連結孔２６ａは、開口付近では円形を成し、奥に向かって徐々に、連結

体２５ｃの鉤状部２５ｂの形状に合わせた楕円形状を成すよう構成されている。各回転留

め具２６ｂは、連結孔２６ａの奥側の端部がバネによって連結孔２６ａの中心線方向に付

勢されており、各端部の間隔を変更可能になっている。ワイヤー２７は、第２係留索２４



よりも長く、一端が連結体２５ｃの鉤状部２５ｂの先端に取り付けられ、他端がウインチ

２６ｃに巻き付けられて固定されている。 

【００２２】 

 係留手段１３は、以下のように作動するようになっている。すなわち、ウインチ２６ｃ

でワイヤー２７を巻き上げると、接続部材２５の連結体２５ｃが連結孔２６ａの内部に引

き込まれる。このとき、連結体２５ｃの鉤状部２５ｂが各回転留め具２６ｂの端部を押し

広げて、さらに連結孔２６ａの奥に侵入する。鉤状部２５ｂが各回転留め具２６ｂの端部

を通過すると、バネにより各端部の間隔が狭まり、鉤状部２５ｂに引っ掛かる。これによ

り、連結体２５ｃが連結孔２６ａから抜けなくなり、固定される。連結体２５ｃの鉤状部

２５ｂの先端が連結感知器２６ｇに接触すると、ウインチ２６ｃのモーター２６ｄが停止

する。こうして、接続部材２５を固定部材２６に連結して固定するようになっている。な

お、流水中で連結するときは、水流に負けないようにタグボートなどで浮体１１を牽引し、

第１係留索２３および第２係留索２４を緩めてからウインチ２６ｃでワイヤー２７を巻き

上げるとよい。 

【００２３】 

 接続部材２５を固定部材２６から外すときには、まず、ウインチ２６ｃを巻き上げる方

向とは逆方向にモーター２６ｄを回転させ、それと同時に電磁ブレーキ２６ｆを作動させ

て、ギア２６ｅと各回転留め具２６ｂとを固定する。これにより、ギア２６ｅを介してウ

インチ２６ｃの回転とともに、各回転留め具２６ｂの端部の間隔を拡げる方向に各回転留

め具２６ｂが回転する。これにより、連結体２５ｃの鉤状部２５ｂが外れ、連結体２５ｃ

を連結孔２６ａから引き抜くことができるようになっている。接続部材２５の先端が連結

孔２６ａから引き出されると、ウインチ２６ｃのモーター２６ｄが停止し、電磁ブレーキ

２６ｆが解除され、各回転留め具２６ｂがバネの付勢力により元の位置に戻る。なお、こ

のとき、モーター２６ｄが停止していても、ウインチ２６ｃは自由に回転できるため、浮

体１１が流水で流されることにより、ワイヤー２７を最後まで引き出せるようになってい

る。 

【００２４】 

 係留手段１３は、アンカー２２を海底などに沈めることにより、浮体１１を流水中に係

留可能になっている。流水発電装置１０は、接続部材２５を固定部材２６に固定して係留

手段１３で浮体１１を係留したとき、浮体１１の先端が流水の上流側に向いた状態で各受

水板１２が流水を受けるようになっている。また、これにより、水流の勢いで浮体１１が

流水の水面下に沈み、先端を通る中心線を中心として浮体１１が流水の水面下で回転する

よう構成されている。このとき、浮体１１の回転とともに、第１係留索２３が取り付けら

れた回転取付具２５ａが回転するため、第１係留索２３がねじれないようになっている。

また、流水発電装置１０は、接続部材２５を固定部材２６から引き抜いて浮体１１から外

したとき、第２係留索２４と浮体１１との接続位置を中心として浮体１１が回転し、各受

水板１２が流体の流れに対してほぼ平行になるよう構成されている。このとき、ワイヤー

２７が第２係留索２４より長いため、浮体１１はワイヤー２７からの力を受けず、第２係

留索２４に引かれて係留されるようになっている。 

【００２５】 

 図２に示すように、回転軸１４は、浮体１１の内部の、各隔壁２１の間に架け渡されて

いる。回転軸１４は、中心軸周りに回転可能に、浮体１１の回転中心線上に設けられてい

る。回転軸１４は、浮体１１とは独立して回転するようになっている。 

【００２６】 

 錘部材１５は、海水を満たしたタンクまたは鉄材から成っており、回転軸１４とともに

回転可能に回転軸１４に固定されている。錘部材１５は、回転軸１４から所定の距離だけ

離して固定されている。錘部材１５は、その重さにより、回転軸１４が浮体１１の回転と

ともに回転しないよう、回転軸１４に固定されている。  
【００２７】  
 ギア１６は、回転軸１４とともに回転可能に、浮体１１の先端側の回転軸１４の端部に



固定された大径平歯車１６ａと、大径平歯車１６ａに噛み合った小径平歯車１６ｂとを有

している。発電機１７は、小径平歯車１６ｂの回転で駆動可能に設けられ、浮体１１の先

端側の隔壁２１に取り付けられている。発電機１７は、ギア１６を介して浮体１１に対す

る回転軸１４の回転により発電するよう構成されている。ギア１６は、浮体１１に対する

回転軸１４の回転数を大きくして発電機１７を駆動させるようになっている。  
【００２８】  
 図３（ａ）に示すように、発電機１７は、発電した電気を送るための第１送電ケーブル

１７ａと第２送電ケーブル１７ｂとを有している。第１送電ケーブル１７ａは、一端が流

水発電装置１０の外部の電気供給先に接続され、他端が接続部材２５の回転取付具２５ａ

に接続されて、接続部材２５の内部に伸びている。第２送電ケーブル１７ｂは、一端が接

続部材２５に接続されて、接続部材２５の内部に伸び、他端が第２係留索２４と浮体１１

の外側面との接続位置から浮体１１の内部に伸びて、発電機１７に接続されている。第２

送電ケーブル１７ｂは、浮体１１の外部では、第２係留索２４に沿って設けられている。

第１送電ケーブル１７ａおよび第２送電ケーブル１７ｂは、浮体１１が回転しても互いの

電気的な接続が維持されるよう、接続部材２５の内部でブラシ１７ｃを介して電気的に接

続されている。  
【００２９】  
 図２に示すように、浮力調整用タンク１８は、浮体１１の後方側の隔壁２１で隔てられ

た、浮体１１の後方の空間に設けられている。浮力調整用タンク１８は、海水を貯水可能

および排水可能に構成されている。  
【００３０】  
 次に、作用について説明する。  
 流水発電装置１０は、接続部材２５を固定部材２６に取り付けた状態で、複数の受水板

１２が流水を受けることにより、浮体１１を流水の水面下で回転させることができる。こ

のとき、回転軸１４が浮体１１とは独立して回転可能に、浮体１１の回転中心線上に設け

られており、その回転軸１４に錘部材１５が固定されているため、錘部材１５の重さによ

り、回転軸１４は浮体１１の回転とともに回転しない。このため、浮体１１に対する回転

軸１４の回転を利用して、浮体１１に設けられた発電機１７で発電を行うことができる。

また、流水の水面下で浮体１１を回転させるため、浮体１１の回転効率を高めて、発電効

率を上げることができる。浮体１１の回転が遅くても、ギア１６により回転数を大きくし

て発電機１７を駆動することができ、より効率的な発電を行うことができる。  
【００３１】  
 なお、発電機１７を駆動させたとき、その反作用としてのトルクにより、回転軸１４が

浮体１１の回転とともに浮体１１の回転方向に回転しようとする。このとき、その回転軸

１４の回転とともに錘部材１５が上昇し、その重力によるトルクが、回転軸１４を浮体１

１の回転方向に回転させるトルクと釣り合った位置で、浮体１１の回転方向への回転軸１

４の回転が止まる。このため、錘部材１５が回転軸１４の真下の位置ではなく、そこから

上昇した位置に留まった状態で、浮体１１とは独立して回転軸１４が回転し、発電を行う

ことができる。  
【００３２】  
 流水発電装置１０は、浮体１１の先端を流水の上流側に向けて、その先端を通る中心線

を中心として浮体１１が回転可能であるため、各受水板１２に当たる流水の力を、全て浮

体１１の回転に利用することができる。このため、回転効率を高めて、発電効率を上げる

ことができる。また、浮体１１が弾丸形状を成しているため、浮体１１の側面での水流を

加速することができる。この加速された水流を利用して浮体１１を回転させることができ

るため、発電効率をさらに高めることができる。  
【００３３】  
 流水発電装置１０は、浮体１１の外部に、浮体１１を固定したり支持したりするための

大掛かりな部材が存在していない。このため、移動が容易であり、流れが速い場所に移動

させて、効率的に発電することができる。また、大型化も容易であり、大型化することに



より、発電効率を高めることができるとともに、漂流物等が衝突しても破損しにくくする

ことができる。流水発電装置１０は、構造が単純で、流体に接する浮体１１および各受水

板１２が流水中で比較的ゆっくりと回転するため、貝などの付着生物が付着しても、付着

生物による故障や機能低下を少なくすることができる。  
【００３４】  
 流水発電装置１０は、接続部材２５を固定部材２６から外すことにより、各受水板１２

が流体の流れに対してほぼ平行になるため、浮体１１の回転を止めることができる。この

とき、流水による抵抗が小さくなり、アンカー２２にかかる力も小さくなるため、浮体１

１を流水上に浮上させることができる。これにより、浮体１１に近づいたり乗り込んだり

することができ、メンテナンス等を容易に行うことができる。  
【００３５】  
 また、流水発電装置１０は、接続部材２５を固定部材２６に着脱するだけでなく、浮体

１１の回転時には、浮力調整用タンク１８に海水を入れておき、メンテナンス時に浮力調

整用タンク１８から海水を排水することにより、浮体１１を潜水させたり浮上させたりし

やすくすることができる。  
【符号の説明】  
【００３６】  
 １０ 流水発電装置  
 １１ 浮体  
  ２１ 隔壁  
 １２ 受水板  
 １３ 係留手段  
  ２２ アンカー  
  ２３ 第１係留索  
  ２４ 第２係留索  
  ２５ 接続部材  
   ２５ａ 回転取付具  
   ２５ｂ 鉤状部  
   ２５ｃ 連結体  
  ２６ 固定部材  
   ２６ａ 連結孔  
   ２６ｂ 回転留め具  
   ２６ｃ ウインチ  
   ２６ｄ モーター  
   ２６ｅ ギア  
   ２６ｆ 電磁ブレーキ  
   ２６ｇ 連結感知器  
  ２７ ワイヤー  
 １４ 回転軸  
 １５ 錘部材  
 １６ ギア  
 １７ 発電機  
  １７ａ 第１送電ケーブル  
  １７ｂ 第２送電ケーブル  
  １７ｃ ブラシ  
 １８ 浮力調整用タンク  
 



【書類名】特許請求の範囲  
【請求項１】  
 流水を利用して発電する流水発電装置であって、  
 浮体と、  
 前記流水を受けて前記浮体が前記流水の水面下で回転するよう、前記浮体の外周に沿っ

て取り付けられた複数の受水板と、  
 前記浮体とは独立して回転可能に、前記浮体の回転中心線に沿って前記浮体に設けられ

た回転軸と、  
 前記回転軸が前記浮体の回転とともに回転しないよう、前記回転軸に固定された錘部材

と、  
 前記浮体に対する前記回転軸の回転により発電するよう、前記浮体に設けられた発電機

とを、  
 有することを特徴とする流水発電装置。  
【請求項２】  
 前記浮体を流水中に係留するための係留手段を有し、  
 前記係留手段は、アンカーと、一端がアンカーに接続された第１係留索と、前記第１係

留索の他端に接続された接続部材と、一端が前記接続部材に接続され、他端が前記浮体に

接続された第２係留索とを有し、  
 前記接続部材は、前記浮体を係留したとき、前記浮体がその回転中心線を中心として前

記流水の水面下で回転可能に、前記浮体の回転中心線が外側面と交わる位置に着脱可能に

取り付けられており、  
 前記第２係留索は、前記接続部材を前記浮体から外したとき、各受水板が前記流体の流

れに対してほぼ平行になるよう、前記浮体の外側面に接続されていることを  
 特徴とする請求項１記載の流水発電装置。  
【請求項３】  
 前記回転軸と前記発電機との間に配置され、前記浮体に対する前記回転軸の回転数を大

きくして前記発電機を駆動させるギアを有することを特徴とする請求項１または２記載の

流水発電装置。  
【請求項４】  
 前記浮体は弾丸形状を成し、先端を前記流水の上流側に向けて、前記先端を通る中心線

を中心として回転可能に構成されていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項

に記載の流水発電装置。  
 



【書類名】要約書  
【要約】  
【課題】移動が容易で、容易に大型化することができ、構造が単純で故障や機能低下が少

ない流水発電装置を提供する。  
【解決手段】浮体１１が、弾丸形状を成し、先端を流水の上流側に向けて、先端を通る中

心線を中心として回転可能に構成されている。複数の受水板１２が、流水を受けて浮体１

１が流水の水面下で回転するよう、浮体１１の外周に沿って取り付けられている。回転軸

１４が、浮体１１とは独立して回転可能に、浮体１１の回転中心線に沿って浮体１１に設

けられている。回転軸１４が浮体１１の回転とともに回転しないよう、錘部材１５が回転

軸１４に固定されている。発電機１７が、浮体１１に対する回転軸１４の回転により発電

するよう、浮体１１に設けられている。  
【選択図】図１  
 



【書類名】図面  
【図１】  

 



【図２】  

 



【図３】  

 
 
 


