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最終頁に続く

(54)【発明の名称】水のエネルギを電力に変換する方法及び装置

(57)【 特許 請求の範囲】
【請 求項 １】
  水の 流れ に浸漬させた翼にフラッタ現象を生起させること、そのフラッタ現象を構成す
る翼 の振 動のうち、流れを横切るように動く往復並進運動を抽出し、電力に変換すること
、且 つ前 記フラッタ現象を生起させるために必要な値の質量付加を、前記往復並進運動を
回転 体の 往復回転運動に変換させ、その回転慣性モーメントによって行なうことを特徴と
する 水の エネルギを電力に変換する方法。
【請 求項 ２】
  前記 翼を 往復並進運動可能に、板ばねによって弾性的に支持することを特徴とする請求
項１ に記 載の水のエネルギを電力に変換する方法。
【請 求項 ３】
  前記 翼の 往復並進運動を、ボールねじを介して前記回転体の往復回転運動に変換するこ
とを 特徴 とする請求項１又は２に記載の水のエネルギを電力に変換する方法。
【請 求項 ４】
  前記 フラ ッタ現象を構成する翼振動のうち、その翼が流れに対する迎え角をプラスマイ
ナス 変化 させるピッチング運動（往復回転運動）をモータによって強制的に起こさせるこ
とを 特徴 とする請求項１乃至３のいずれかに記載の水のエネルギを電力に変換する方法。
【請 求項 ５】
  前記 翼の 断面形状が前後対称であり、ピッチング運動（往復回転運動）の中心が翼弦中
央で ある ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の水のエネルギを電力に変換
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する 方法 。
【請 求項 ６】
  水の 流れ に浸漬させ、フラッタ現象を生起させる翼と，そのフラッタ現象に基づく翼の
振動 のう ち、水の流れを横切るように動く往復並進運動に連動して往復回転運動する回転
体と ，を 備えており、且つその回転体は、その慣性モーメントによって、前記フラッタ現
象を 生起 させるために必要な値の質量付加を確保可能なものであることを特徴とする水の
エネ ルギ を電力に変換する装置。
【請 求項 ７】
  前記 翼を 往復並進運動可能に、前記翼に連動して往復並進運動する往復並進部材を弾性
支持 する 等長一対の平行な板ばねを備えていることを特徴とする請求項６に記載の水のエ
ネル ギを 電力に変換する装置。
【請 求項 ８】
  前記 翼の 往復並進運動を前記回転体の往復回転運動に変換するボールねじを備えている
こと を特 徴とする請求項６又は７に記載の水のエネルギを電力に変換する装置。
【請 求項 ９】
  前記 フラ ッタ現象を構成する翼振動のうち、その翼が流れに対する迎え角をプラスマイ
ナス 変化 させるピッチング運動（往復回転運動）を強制的に起こさせるモータを備えてい
るこ とを 特徴とする請求項６乃至８のいずれかに記載の水のエネルギを電力に変換する装
置。
【請 求項 １０】
  翼断 面形 状が前後対称であり、ピッチング運動（往復回転運動）の中心が翼弦中央であ
る翼 を備 えていることを特徴とする請求項６乃至９のいずれかに記載の水のエネルギを電
力に 変換 する装置。
 
【発 明の 詳細な説明】
【技 術分 野】
【０ ００ １】
  本発 明は 、通常フラッタ現象は空気の流れの中の物体に生ずるものと考えられているが
、そ れを 水の流れの中で生起させ、その水のエネルギを電力に変換する方法及び装置に関
する 。
【背 景技 術】
【０ ００ ２】
  省エ ネ・ 地球温暖化抑制を狙っての風車による発電は世界の各地で普及し、それが景観
の一 部と なっている場所も多く、極めて一般的で、今後もさらに増えると推定される。し
かし なが ら我が国では一般的な設計風速である風速１０～１５ｍ／ｓの風が吹く場所・頻
度は 共に 少ないと言う問題点がある。また，発電量は風速の３乗に比例するため、風速が
低く なる と発電量が急激に落ちるという問題点もある．
【０ ００ ３】
  また 、低 速でも発電可能に、風の流れを絞り、局所的に風速を上げようと、風の方向に
沿っ て縮 小又は拡大する中空の集風筒体を設ける試みもなされているが（例えば非特許文
献１ ）、 その効果は期待した程大きくなく、小規模のものであればともかく、大規模のも
のと なる と、その筒体の設置に難が生じる。なお、１基当たりの発電量を大きくしようと
して 翼を 長くしているが、そうすればする程周速が増大し、騒音が増すと言う問題点もあ
る。
【非 特許 文献１】大屋裕二 ,「風レンズ効果を利用した風力発電について」 ,Ａ＆Ａセミナ
ー ,May,2001
【０ ００ ４】
  それ に対 して航空機の翼や吊り橋等で起こる破壊的な自励振動であるフラッタ現象を逆
に有 効利 用して電力を得る試みが幾つかなされており、風車の放射状の翼に比較して、長
方形 翼を 列状に配列することによって、風のエネルギを有効に利用することが出来、発電
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効率 が高 くなると言う利点がある（例えば非特許文献２乃至４）。なお上記破壊的な自励
振動 の事 例として、１９４０年に米国ワシントン州で起こったタコマ橋の崩壊は、数々の
記録 が残 されており、あまりにも有名である。
【０ ００ ５】
  この フラ ッタ現象による翼の動きは、
  （１ ）翼 が流れに対する迎え角をプラスマイナス変化させるピッチング運動（往復回転
運動 ）
  （２ ）翼 が流れを横切るように動く往復並進運動
  の重 ね合 わせであって、（１），（２）の動きは，ほぼ９０度位相がずれていて、その
結果 ，翼 は魚がくねって泳ぐように運動する。なお、発電は上記動きのうちの（２）の動
きを 利用 して行なう。
【０ ００ ６】
【非 特許 文献２】 Duncan,J.W.,「 The Fundumentals of Flutter」 ,R&M No.2417,Nov.1948
【非 特許 文献３】 Mckinney,W. and DeLaurier,J.,「 The Wingmill: An Oscillating Wing
 Windmill」 ,Journal of Energy,Vol.5,No.2,March-April 1981
【非 特許 文献４】磯貝紘二 etal.，「ＣＦＤを用いたフラッタ発電の概念設計」，航空宇
宙技 術研 究所特別資料５７号
【０ ００ ７】
  それ に対 して水力、すなわち水の運動エネルギを利用する水車の歴史は古く、そのうち
ダム によ って蓄えられた水の位置のエネルギを運動エネルギに変えて発電する水力発電は
世界 各地 で普及していることは周知の通りである。その他にダムは治水・農地への潅水・
飲料 水・ 工業水等に極めて多くの利益をもたらしておりながら、そのダム建設による自然
破壊 、地 域消失による、一部かも知れないが、地域産業・住民の生活阻害、貯水の酸素不
足に よる 藻の異常発生、水質の悪化等の数々の弊害も指摘されている。
【０ ００ ８】
  それ に対 して我が国では流速が比較的速い中小の河川が多いことから、潜在的には、上
記ダ ムに よらず、上述の弊害も殆どない、水の流れ（運動エネルギ）を直に利用する中小
規模 の水 力利用、特に発電への根強い期待が存在する。しかしながら、水の流れによるフ
ラッ タ現 象が自然現象として生起することがなかったためか、また、フラッタ現象につい
ての 負の イメージが強かったためか、空気の８００倍の比重を持ち、風速の約１／１０の
流速 で発 電が可能であって、空気に比較して有利であるにも拘わらず、それを有効に利用
しよ うと する発想は今日まで全く見られなかった。
【０ ００ ９】
  その 水に よるフラッタ現象を生起させるためには、詳細は省略するが、翼の質量として
、理 論的 に、それが晒される流体の仮想質量（翼弦を直径とする円柱の質量）の１０倍程
度以 上が 必要である。例えば前述の磯貝の風力発電例における翼の質量は２３３ｋｇであ
るの に対 して、水を用いると１８０ｔ以上の質量が必要であり、従ってそのままでは水の
流れ によ る水力発電は実現不可能であることは明らかであり、何らかの手段によって質量
を増 加す る機構が必要である。
【０ ０１ ０】
  並進 運動 に対する質量付加機構としては、並進運動を回転動に変換して円盤等の回転体
を回 転さ せ，円盤等の回転体の回転慣性モーメントを利用する方法が知られている。この
方法 を応 用して，免震対象構造物の上下振動に関与する慣性質量を増加させて、免震対象
構造 物の 上下振動を長周期化することで、上下方向の免震効果を得る上下免震装置が提案
され てい る（例えば特許文献１）。
【特 許文 献１】特開２００４－４４７４８号   公報
【発 明の 開示】
【発 明が 解決しようとする課題】
【０ ０１ １】
  以上 のこ とから本発明は、上記した従来技術の欠点を除く為に、翼に対するフラッタ現
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象を 水の 流れの中でも生起させるために必要な質量付加を、上記円盤を含む回転体の回転
慣性 モー メントによって行なうことを特徴とする、水のエネルギを電力に変換する方法及
び装 置を 提供することにある。
【課 題を 解決するための手段】
【０ ０１ ２】
  上記 課題 を解決するための第１の発明の水のエネルギを電力に変換する方法は、水の流
れに 浸漬 させた翼にフラッタ現象を生起させること、そのフラッタ現象を構成する翼の振
動の うち 、流れを横切るように動く往復並進運動を抽出し、電力に変換すること、且つ前
記フ ラッ タ現象を生起させるために必要な値の質量付加を、前記往復並進運動を回転体の
往復 回転 運動に変換させ、その回転慣性モーメントによって行なうことを特徴とするもの
であ る。
【０ ０１ ３】
  第２ の発 明は、第１の発明の構成に加え、前記翼を往復並進運動可能に、板ばねによっ
て弾 性的 に支持することを特徴とするものである。
【０ ０１ ４】
  第３ の発 明は、第１又は第２の発明の構成に加え、前記翼の往復並進運動を、ボールね
じを 介し て前記回転体の往復回転運動に変換することを特徴とするものである。
  なお 、こ こでボールねじとは、雄ねじ部分を構成するボールねじ軸とそれが螺着される
雌ね じ部 分との組み合わせのことである。
【０ ０１ ５】
  第４ の発 明は、第１乃至第３の発明の構成のいずれかに加え、前記フラッタ現象を構成
する 翼振 動のうち、その翼が流れに対する迎え角をプラスマイナス変化させるピッチング
運動 （往 復回転運動）をモータによって強制的に起こさせることを特徴とする。
【０ ０１ ６】
  第５ の発 明は、第１乃至第４の発明の構成のいずれかに加え、前記翼の断面形状が前後
対称 であ り、ピッチング運動（往復回転運動）の中心が翼弦中央であることを特徴とする
。
【０ ０１ ７】
  第６ の発 明の水のエネルギを電力に変換する装置は、水の流れに浸漬させ、フラッタ現
象を 生起 させる翼と，そのフラッタ :現象に基づく翼の振動のうち、水の流れを横切るよ
うに 動く 往復並進運動に連動して往復回転運動する回転体と，を備えており、且つその回
転体 は、 その慣性モーメントによって、前記フラッタ現象を生起させるために必要な値の
質量 付加 を確保可能なものであることを特徴とするものである。
【０ ０１ ８】
  第７ の発 明は、第６の発明の構成に加え、前記翼を往復並進運動可能に、前記翼に連動
して 往復 並進運動する往復並進部材を弾性支持する等長一対の平行な板ばねを備えている
こと を特 徴とするものである。
【０ ０１ ９】
  第８ の発 明は、第６又は第７の発明の構成に加え、前記翼の往復並進運動を前記回転体
の往 復回 転運動に変換するボールねじを備えていることを特徴とするものである。
【０ ０２ ０】
  第９ の発 明は、第６乃至第８の発明の構成のいずれかに加え、前記フラッタ現象を構成
する 翼振 動のうち、その翼が流れに対する迎え角をプラスマイナス変化させるピッチング
運動 （往 復回転運動）を強制的に起こさせるモータを備えていることを特徴とする。
【０ ０２ １】
  第１ ０の 発明は、第６乃至第９の発明の構成のいずれかに加え、翼断面形状が前後対称
であ り、 ピッチング運動（往復回転運動）の中心が翼弦中央である翼を備えていることを
特徴 とす る。
【０ ０２ ２】
  第１ の発 明によれば、回転体によって極めて容易に質量付加することが出来、通常は生
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起し ない 、水の流れに浸漬させた翼に対してフラッタ現象を生起させることが出来、それ
によ って 翼が受けた水のエネルギを電力に容易に変換することが可能になる。
【０ ０２ ３】
  第２ の発 明によれば、第１の発明の作用効果に加えて、板ばねによって、電力に変換さ
れる 翼の 往復並進運動の振動数を所定の振動数にすることが出来ると共に、その往復並進
運動 を殆 ど摩擦ロスなしに案内することが出来る。
【０ ０２ ４】
  第３ の発 明によれば、第１又は第２の発明の作用効果に加えて、ボールねじのリードを
変化 させ るだけで殆ど摩擦ロスなしに質量付加効果を容易に調整可能である。
【０ ０２ ５】
  第４ の発 明によれば、第１乃至第３の発明のいずれかの作用効果に加えて、モータによ
って 加え る僅かな電力によって翼のフラッタ現象を安定に生起させることが出来る。
【０ ０２ ６】
  第５ の発 明によれば、第１乃至第４の発明のいずれかの作用効果に加えて、水の流れの
方向 が逆 転する場合においても、翼のフラッタ現象を安定に生起させることが出来る。
【０ ０２ ７】
  第６ の発 明によれば、回転体によって、通常は生起しない、水の流れに浸漬させた翼に
対し てフ ラッタ現象を生起させるために必要な値の質量付加が容易に可能であり、そのフ
ラッ タ現 象を利用して水のエネルギを電力に容易に変換することが可能になる。
【０ ０２ ８】
  第７ の発 明によれば、第６の発明の作用効果に加えて、板ばねは、電力に変換される翼
の往 復並 進運動の振動数を所定の振動数にするための復元力を与えると共に、その往復並
進運 動を 殆ど摩擦ロスなしに案内する。
【０ ０２ ９】
  第８ の発 明によれば、第６又は第７の発明の作用効果に加えて、ボールねじは、そのリ
ード を変 化させるだけで回転体の質量付加効果を容易に調整可能である。
【０ ０３ ０】
  第９ の発 明によれば、第６乃至第８の発明のいずれかの作用効果に加えて、翼を往復回
転運 動さ せるモータは、僅かな電力を消費するだけで、その翼のフラッタ現象を安定に生
起さ せる 。
【０ ０３ １】
  第１ ０の 発明によれば、第６乃至第９の発明のいずれかの作用効果に加えて、水の流れ
の方 向が 逆転する場合においても、翼あるいは装置全体の向きを変えることなく翼のフラ
ッタ 現象 が安定に生起する。
【発 明の 効果】
【０ ０３ ２】
  従来 の風 力発電やダム等による水力発電に代わって、各地に多数散在し、数ｋＷの発電
が可 能で 、従来全く利用されていない小河川の水の流れの中に、本発明の装置が設置され
るこ とに よって、分散電源としてかなりの量の電力が提供されることになり、省エネは勿
論、 地球 を温暖化すると言われる炭酸ガスの発生抑制に貢献すると期待される。
【０ ０３ ３】
  また 、第 １０の発明によれば、水の流れの方向が逆転する潮流などに対しても、翼ある
いは 装置 全体の向きを変えることなく発電することが可能となるため、潮流を利用した発
電へ の利 用も期待される。
【発 明を 実施するための最良の形態】
【０ ０３ ４】
  以下 本発 明の実施の形態を図 1に基づいて説明する。
【０ ０３ ５】
  図に おい ては、０１は水の流れに浸漬し、フラッタ現象を生起させる翼であって、翼弦
長が 略水 の流れに沿って延び、且つ翼幅が水深（上下）方向に延びるよう、その姿勢が設
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定さ れて いる。なお、フラッタ現象によるこの翼０１の動きは、
  （１ ）翼 ０１が流れに対する迎え角をプラスマイナス変化させる往復回転運動（ピッチ
ング 運動 ）
  （２ ）翼 ０１が流れを横切るように動く往復並進運動
  の重 ね合 わせたものであって、（１），（２）の動きは，ほぼ９０度位相がずれていて
、そ のと き翼０１は魚が身体をくねらせて泳ぐように挙動を示す。さらに本発明の発電は
，上 記動 きのうちの（２）の動きを利用したものである。
【０ ０３ ６】
  上記 翼０ １は、水の流れの中でフラッタ現象生起可能に以下のように支持されている。
すな わち 、０２はその翼０１の上端に垂設され、上下方向に伸びる軸であって、前記翼０
１が その 軸０２の周りに往復回転運動（ピッチング）可能に上下２個の軸受け０３，０３
によ って 支承されている。
【０ ０３ ７】
  次に ０４ は前記翼０１と連動して前記往復並進運動する、棒状往復並進部材であって、
水の 流れ を横切るように配置されると共に、前記翼０１を、前記軸受け０３，０３及びそ
の軸 受け ０３，０３を固定する、垂直平板状の軸固定座（符号省略）を介して支持してい
る。
【０ ０３ ８】
  ０５ ，０ ５は前記往復並進部材０４を直接、弾性的に支持する等長一対の平行な板ばね
であ って 、前記往復並進部材０４が前記翼０１に連動して、摩擦損失なく、所望の振動数
で往 復並 進運動することが可能に設定されていて、前記翼０１を間に挟むよう、それぞれ
長手 方向 を水の流れに平行、且つその幅部分を鉛直、前記軸０２に平行に配置されると共
に、 その 各々の先端には前記往復並進部材０４が結合され、その各々の基端は架構０６に
固定 され ている。その作用効果については後述する。
【０ ０３ ９】
  以上 の構 成のままで前記翼０１にフラッタ現象さえ生起すれば、その往復並進運動を発
電に 変換 することが出来るが、実際そのままでは質量不足でフラッタ現象が生起しないた
め、 本発 明では、以下の質量付加機構１０を付加し、必要な質量を確保している。
【０ ０４ ０】
  すな わち 、１１は前記往復並進部材０４に平行に配置されたボールねじ軸、すなわちボ
ール ねじ の雄ねじ部分であって、前記往復並進部材０４と連動して往復並進する雌ねじ部
１２ に螺 着されており、それによって前記翼０１の往復回転運動は、前記往復並進部材０
４， 雌ね じ部１２を介してボールねじ軸１１の往復回転運動に円滑に変換される。なお、
１３ はボ ールねじ軸１１の先端非ねじ部分（符号省略）を支承する軸受けである。
【０ ０４ １】
  次に １４ はそのボールねじ軸１１に直結された円盤であって、その径，質量，前記ボー
ルね じ軸 １１のリードを任意に設定することによって、前記翼０１の仮想質量をフラッタ
現象 生起 に必要な値以上に増大することが出来る。さらに、この円盤１４は、円形の板に
限定 され るものでなく、円筒その他の回転体であればよく、すぐ後で述べる発電機２０の
ロー タに よってその少なくとも一部を代替可能である。その発電機２０はボールねじ軸１
１の 先端 側、軸上に配置されており、図では隠れて見えないが、前記ボールねじ軸１１の
先端 に直 結されたロータ、それを囲むステータ（いずれも図示省略）が内蔵されている。
【０ ０４ ２】
  以上 の構 成に加えて、水の流れに浸漬された前記翼０１に、所望の振動数の往復回転運
動（ ピッ チング運動）を起こさせるための復元力を持つ、少なくとも一つの「ねじりばね
」を 介在 させることによって、一つの弾性支持系を構成し、それと前記板ばね０５，０５
を含 む往 復並進運動に対応する、もう一つの弾性支持系と組み合わせ、その翼０１に対し
て水 の流 れの中でフラッタ現象を起こさせ、発電することも可能である。
【０ ０４ ３】
  しか しな がらフラッタ現象をより安定して起こさせるために、ここではさらに次の構成
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を採 用し た。すなわち、前記「ねじりばね」に替えて、前記軸０２にモータ３０を直結し
、そ の軸 ０２を介して前記翼０１を任意の周期，任意の角度、強制的に往復回転運動（ピ
ッチ ング 運動）を生起させるようにした。なお、この翼０１を往復回転運動（ピッチング
運動 ）さ せるための電力は、本装置の発電量の約１０％程度である。
【０ ０４ ４】
  また 、前 記翼０１の翼断面形状を前後対称にして、前記往復回転運動（ピッチング運動
）の 中心 を翼弦中央にすることで、水の流れの方向が逆転する場合においても、その翼０
１に 対し てフラッタ現象を安定に生起させることができる。
【０ ０４ ５】
  ここ で上 記装置の計画設計に当って用いた手法の一部を説明すると、それの発電効率や
発電 量が 最大になるよう、前記翼０１の質量，重心（図示省略）と軸０２の位置，及び前
記質 量付 加機構１０による付加質量，翼０１の並進振動とピッチング振動の振動数比等の
パラ メー タは、水の流れの非定常水力にポテンシャル理論を用いた解析やナビエストーク
ス方 程式 の数値解析等を行って設定したが、その詳細は省略する。
【０ ０４ ６】
  本装 置の 作用効果について説明する。先ず前記板ばね０５，０５を含む、前記翼０１の
往復 並進 運動に対応する弾性支持系について説明する。水の流れとは無関係に、前記翼０
１又 は往 復並進部材０４に何らかの手段により、その往復並進部材０４をその長手方向に
並進 させ ると、その方向に、前記板ばね０５，０５が湾曲する。
【０ ０４ ７】
  その 湾曲 した板ばね０５，０５は、それを湾曲させていた力が消失すると、その質量と
ばね 定数 とに基づく固有周期（振動数）で、その先端に結合された前記往復並進部材０４
、そ れと 一体に連動する翼０１と共に左右に自由振動するが、その運動は、主として板ば
ね０ ５， ０５の湾曲に伴って生じる（極めて僅かな）損失によって徐々に減衰し、停止す
る。
【０ ０４ ８】
  すな わち 、この板ばね０５，０５を含む弾性支持系には、翼０１の往復並進運動の振動
数を 所望 の振動数にするための復元力を与える機能と，前記往復並進運動を摩擦損失なく
、極 めて 少ない減衰で行なわせるガイド機能とがあって、いずれの機能も本装置作動に極
めて 有効 に作用する。
【０ ０４ ９】
  つぎ に前 記質量付加機構１０について説明する。その質量付加機構１０による質量付加
は、 次式 のように表わされる。
【数 １】

      
    
【０ ０５ ０】
  例え ば前 記翼０１として、翼弦長４００ｍｍ、翼幅１５００ｍｍの翼を用いた場合、フ
ラッ タ現 象を生起させるためには翼質量を３０００ｋｇ程度にする必要がある。前記質量
付加 機構 １０を構成する円盤１４として、例えば質量０．７ｋｇ、半径１５０ｍｍの円盤
を用 いて 、ボールねじのリードを 1０ｍｍとして（１）式を用いると、質量付加は３１０
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０ｋ ｇに なり、フラッタ現象を生起させるために必要な３０００ｋｇとほぼ等しくなる。
【０ ０５ １】
  すな わち 、本装置によれば、翼弦長４００ｍｍ、翼幅１５００ｍｍの翼では実現困難と
思わ れる 質量３０００ｋｇにする代わりに、０．７ｋｇの円盤を用いることによって、水
の流 れで フラッタ現象が生起する。
【０ ０５ ２】
  次に 本装 置の運転について説明すると、前記翼０１を水の流れに浸漬し、その水の流速
に応 じ、 それぞれ適正な最大迎え角，周期になるよう、前記モータ３０を駆動し、軸０２
を介 して 、強制的に往復回転運動（ピッチング運動）させる。それに伴い、前記往復並進
部材 ０４ 等を介して前記板ばね０５，０５に弾性的に支持された翼０１に、安定してフラ
ッタ 現象 が生起する。
【０ ０５ ３】
  繰り 返し になるが、それは
  （１ ）翼 ０１が流れに対する迎え角をプラスマイナス変化させる往復回転運動（ピッチ
ング 運動 ）
  （２ ）翼 ０１が流れを横切るように動く往復並進運動
  の重 ね合 わせたものであって、（１），（２）の動きは，ほぼ９０度位相がずれていて
、そ のと き翼０１は魚がくねって泳ぐような挙動を示す。なお、本発明では，上記動きの
うち の（ ２）の動きを発電に利用するものである。
【０ ０５ ４】
  以上 のよ うにして、従来予想もされていなかった水の流れの中で前記翼０１にフラッタ
現象 が生 起し、その翼０１の往復並進運動が、それと連動する前記往復並進部材０４、雌
ねじ 部１ ２を介して、前記ボールねじ軸１１、ロータの往復回転運動に円滑に変換され、
それ によ って最終的に発電機２０が駆動され、高い効率で電力に変換される。
【０ ０５ ５】
  また 、既 存のプロペラを用いた水力発電は、プロペラが流水を横切る円形断面の流水の
エネ ルギ を利用するのに対し、本装置では前記翼０１が往復並進運動をする矩形断面の流
水の エネ ルギを利用するため、利用できる流水のエネルギが増加し、発電量を増やすこと
が可 能と なる。
【０ ０５ ６】
  さら に、 本装置では前記翼０１およびその翼を支持する軸０２の一部分を除いた他の装
置部 品・ 機器は空中にあり防水仕様は不要であるため、信頼性が増し、また保守管理が容
易と なり 、かつ低コストで本装置を提供することが可能となる。
【０ ０５ ７】
  また 、水 没箇所が前期翼０１およびその翼を支持する軸０２の一部分だけであるため、
水没 部品 が多い既存のプロペラを用いた水力発電に比べ、水流に含まれるごみが引掛り発
電効 率が 低下する危険性を低減することができる。
【０ ０５ ８】
  従来 の風 力発電やダム等による水力発電に代わって、各地に多数散在し、数ｋＷの発電
が可 能で 、従来全く利用されていない小河川の水の流れの中に、本発明の装置が設置され
るこ とに よって、分散電源としてかなりの量の電力が提供されることになり、省エネは勿
論、 地球 を温暖化すると言われる炭酸ガスの発生抑制に貢献すると期待される。
【０ ０５ ９】
  また 、前 記翼０１の翼断面形状を前後対称にして、前記往復回転運動（ピッチング運動
）の 中心 を翼弦中央にすることによって、水の流れの方向が逆転する潮流などに対しても
、そ の翼 ０１あるいは本装置全体の向きを変えることなく、その翼０１に対してフラッタ
現象 を安 定に生起させ、発電することが可能となるため、本発明の装置は潮流を利用した
発電 への 利用も期待される。
【０ ０６ ０】
  ここ で参 考に本発明の基礎となった実験装置とそれによる実験結果について図２、図３
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に基 づい て説明する。図３は図２の写真を示す。
【０ ０６ １】
  図２ 、図 ３において図１と同種の大半の部材については、図１における符号をそのまま
使用 して おり、その説明を省略する。ここに４０は一種の発電機の働きをする電磁ダンパ
ーで あっ て、磁場を横切って運動する電気良導体中に電流（渦電流）を生じさせ、その際
電気 良導 体の運動への抵抗によって発生電力を測定しようするものである。さらに詳細に
説明 すれ ば、４１は断面コの字状の永久磁石、４２はその永久磁石４１の磁極間を運動す
る帯 状金 属片であって、棒状往復並進部材０４に連動して往復並進するようそれの一端に
固定 され ている。なお、４３は前記抵抗を測定するロードセルである。また、図において
、４ ４は 円盤１４による付加質量付加を確認するためのロードセルであって、詳細説明は
省略 する 。
【０ ０６ ２】
  １） 実験 条件：
  翼仕 様：
  翼弦 長：         １００ｍｍ
  翼幅   ：         ３００ｍｍ
  翼型   ： ＮＡＣＡ００１５
  往復 並進 運動部分：
  固有 振動 数   ：     ５．７ｒａｄ /ｓ（０ .９０７Ｈｚ )
  質量   ：         ２３．６ｋｇ (内   １６．３ｋｇを質量付加機構で付加）
  ピッ チン グ振動数   ：  ６．０ｒａｄ /ｓ (０．９５５Ｈｚ )
  水の 流速 ：           １ｍ／ｓ
【０ ０６ ３】
  ２） 実験 結果：
  水の 流れ によって理論通りにフラッタ現象が生起した。
  往復 並進 運動振幅：   ５３ｍｍ
  発電 効率 ：           ３７．２％
  発電 量   ：             ４．４Ｗ
【図 面の 簡単な説明】
【０ ０６ ４】
【図 １】 全体構造をしめす斜視図である。
【図 ２】 実験装置を示す斜視図である。
【図 ３】 図２の写真である。
【符 号の 説明】
【０ ０６ ５】
  ０１     翼
  ０２     軸
  ０３     軸受け
  ０４     棒状往復並進部材
  ０５     板ばね
  ０６     架構
  １０     質量付加機構
  １１     ボールねじ軸
  １２     雌ねじ部
  １３     軸受け
  １４     円盤
  ２０     発電機
  ３０     モータ
  ４０     電磁ダンパー
  ４１     永久磁石
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  ４２     帯状金属片
  ４３ ，４ ４   ロードセル   
 

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【図 ３】
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