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2-1 業務の概要 
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【目的】（公募要領より抜粋）  

 農業農村整備事業の分野においては，周辺の技術振興の高まりに対応し，新技術の
導入等に積極的に取り組んでいるところであるが，昨今の公共事業の効率化への強い
要請や品質確保に資するため，事業現場において一層の低コスト化，管理コスト低減
等に取り組むため官民の密接な連携の下に実施しているところである。 

 こうした中，農業水利施設を活用した小水力発電施設について，農業用水に有するエ
ネルギーを最大限に活用するため，低落差・小流量の農業水利施設における小水力
発電施設の普及促進が不可欠となっている一方，除塵対策が課題となっており，効果
的な除塵対策が求められている。 

 このため，小水力発電の除塵設備の低コスト化，管理コスト縮減が図れるよう効果的
な技術開発を行い，全国の低落差・小流量の農業水利施設を活用した小水力発電施
設の普及促進を図るものである。 

 
２６年度 ２７年度 ２８年度 

除塵に関する課題分析・検討 

除塵設備の設計 

除塵施設の開発，製作，実証 

選定手法に係るマニュアル作成 



2-2 除塵に関する課題・分析 
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【課題】 
 事業者が保有する発電設備は，除塵機の普及率が
高いが，除塵設備を保有する事業者の7割は塵芥に

よる発電支障がある。 
 除塵機の型式別に見ると，圧倒的にレーキ型の除塵
機が多く，一般河川に導入される除塵機型式が農業
用水路へも普及されているが，細かなゴミは除去され
ず水車内の詰まりも散見される。 

 

【分析】 
現在の除塵設備設計指針で提示されている除塵設備で
は，100kW未満の小水力発電においては，更なる除塵

対策が必要であることがわかった。 
 

上記の結果を踏まえ今回実証試験を行うに当たり，100kW未満の分野での効果
的な除塵対策を検討することとした。 

水車ハンドホール 

水車内部 



3-1 実証試験 100kW～10ｋWクラス 
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【設置箇所】 
新潟県津南町雑水山地点 

 
【除塵型式】 
鋼板ネット式（商品名：ワイヤー・ベルト式） 

 
【除塵型式の概要】 

 ステンレス平鋼を格子状（ネット状）に成形。奥行きが深いため，繊維質等の絡
みつきを防止し塵芥の剥離が容易。 

 スクリーンとレーキが一体型で回転する構造であり，塵芥の挟まり等による機能
停止が少ない。 

 スクリーンの破損時は部分的な取替えが可能。 

 

従来型 今回採用 



3-2 概要図、現地写真 100kW～10ｋWクラス 
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概要図 

除塵機（右岸側より） 

除塵機（上流側より） 



3-3 実証期間中の課題と対応 100kW～10kWクラス 
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年度 事象 原因 改善案 

２７年
度 

想定量より塵芥
が多く，ストック
ヤード不足によ
る搬出手間の増
加 

塵芥量の想定不
足 

建屋改造によるストックヤードの確保 

 

 

２７年
度 

塵芥量が多く，
塵芥搬出が間に
合わず回転部に
堆積物が引っ掛
かり過負荷 

塵芥量の想定不
足 

塵芥用搬出コンベアを設置（課題発生後
取り付け）して解消） 

２８年
度 

スノージャムによ
る目詰まり⇒水
路上流水位の堰
上げ 

電力消費低減調
査のため水位差
運転としスノー
ジャム滞留 

除塵機の連続運転にて対応済み 

コンベア設置 

建屋増築 

スノージャム 



3-4 評価・さらなる工夫改善について 100kW～10ｋWクラス 

 

• 推定通り，塵芥はほぼ回収でき，発電への影響はなかった。 

• スクリーンが塵芥の絡みつきを防ぎ，確実な剥離を確認。 

• 設置箇所により，塵芥の搬出方法の検討が必要。 

• スノージャム対策については，連続運転の効果があるが地域によっては降雪
状況を勘案の上，設置検討。 

• 寒冷地においては，凍結を想定し屋外での使用については留意が必要。 

評価 

 

• 今後，オーダーメイドで無く規格品（LMSサイズ）によるコストダウンを指向。 

• 農林水産省の鋼構造物計画設計技術指針（除塵設備編）において，ネット式
の通過流速が0.5m/sと示されている。メーカー設計においては通過流速1.5 

m/s程度まで除塵機耐力の検討がなされており，水路幅を狭めた設備のコン
パクト化を図りコストダウンを指向。 

• 採用に際しては，電力収入と投資コスト・年経費により採算性を見極める必要。 

更なる改善工夫と採用の目安 

無断複製・転載禁止 東京発電 7 



4‐1 実証試験 極小クラス 
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【設置箇所】 
三重県多気町立梅用水地点 

 
【除塵型式】 
特殊スクリーン式（商品名ウォータースクリーン式） 
 

【除塵型式の概要】 
 低コスト化，及び人手を介さない無電動式の除塵装置を選定。 

 スクリーンから水のみを取水し，塵芥を下流へ流す構造。流速の早い渓流での
採用実績有。 

 特殊スクリーンは鋼棒で逆三角形形状（1㎜）。比較するため一般的なメッシュ
（丸棒で30㎜）の２種類を用意。(落葉が通過しない大きさとして30㎜を選定) 

特殊スクリーン（1mm） 一般的なメッシュ（30mm） 



4-2 概要図、現地写真 極小クラス 
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Ｈ28年度 改良機 Ｈ27年度 実験機 

概要図 



4-3 実証期間中の課題と対応 極小クラス 
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年度 事象 原因 改善案 

２７
年度 

水車前面の
水位が上昇 

水車による堰
上げに加え，
除塵装置を投
入したことに
よる流積阻害 

水路高の余裕
代を確保（ギリ
ギリの運用を
しない），水車
を1台化 

２７
年度 

水車周辺へ
の塵芥の付
着 

水路流速と水
車流入部流
速との偏差大 

－ 

（水車前面の
水位変動の防
止，水車導入
時の検討を十
分に行う） 

２８
年度 

藻の発生 立地の環境 － 

（遮光ネット等
の設置） 

藻の発生による目詰まり 

水面上昇（H27年度 実験機） 



4-4 評価・さらなる工夫改善について 極小クラス 

 

 

• 一般的のメッシュ（30㎜）では，塵芥が絡みつく結果となったが，特殊スク
リーン（スリッド幅1㎜）では，塵芥の巻付きが無く，除塵効果は十分。 

• 水車前面水位を一定に保ち，スクリーン面を露出させることが無いような
設置環境とする必要がある。 

• 水路内の流速と水車引き込み部の流速差をなるべく小さくすること。 

• ある程度の塵芥の付着を許容し，清掃の容易性を確保する。 

評価 

 

 

• 設置場所として水路流速をある程度確保出来る落差工への設置が効果
的。渓流取水で使用されるチロリアン方式等が望ましい。 

更なる改善工夫と採用の目安 

無断複製・転載禁止 東京発電 11 



5 まとめ 

無断複製・転載禁止 東京発電 12 

 10kW～100kWクラスの発電設備においては，費用対効果を
十分に勘案して機種を選定する必要がある。本実証試験にお
いてはネット形除塵機（鋼板ネット形）の採用により，確かな集
塵能力と，塵芥の絡みつきの低減，剥離が簡易である事を確
認する事が出来た。今後，除塵機幅を固定する規格品を採用
するなどして機器のコストダウンが望まれる。 

 

極小クラス（10kW以下クラス）については，どうしても採算性
の面から電動化の除塵設備を導入することは難しい。そのた
めマンパワーをかけない除塵装置として，ウォータースクリー
ン（特殊スクリーン）を採用した結果，スクリーン面を露出させ
ることが無いような使用環境を整えれば，除塵効果が得られる
ことを確認した。 

 



6 除塵設備の選定マニュアルの策定 
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本マニュアルは，平成26年度から28年度にかけ行われた官民連携新技術研
究開発事業（小水力発電施設の効率的な除塵対策に資する技術開発）での
実証試験を基に，農業水利施設を活用した，特に小規模な水力発電設備の
企画・建設を考えている場合の除塵設備の選定について，その手引きを示す
ことを目的とする。 

除塵設備の選定マニュアル 
【目次】 
 第１章 総則 

 第２章 除塵設備設計指針 

 第３章 農業水利施設を活用した小規模水力発電と塵芥の特徴 

 第４章 農業用水利施設の小水力発電における除塵装置の手引き 

 第５章 除塵装置の設置例 
 



農業用水利施設を活用した小水力発電設備における除塵機選定の参考例 

無断複製・転載禁止 東京発電 1
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農業用水利施設を活用した小規模水力発電設備における除塵機選定の参考例

レーキ式 ストレーナ式 特殊スクリーン バースクリーン

鋼板ネット形状 棒鋼ネット形状

○ － ○ － － －

－ ○ － － ○ －

参考商品名：ワイヤーベルト方式
発電施設を始め揚水機場，排水機場等への導入事例が
多く，設計指針も定まり技術的に確立されている。

揚水機場の導入事例が多く，次いで用水路への導入ある
ものの，発電設備や排水機場には適用例が少ない。
H26-28年度の実証試験にて効果を確認（100ｋW～10ｋ
W）。

揚水機場の導入事例が多く，次いで用水路への導入ある
ものの，発電設備や排水機場には適用例が少ない。

管水路に設置する発電に採用される例が多く，開水路へ
の適用は不可であり限定的である。

極小クラスの発電施設や比較的幅の狭い用水路への採
用例があるが，人力での塵芥処理が必要で維持運用面
に苦慮する。H26-28年度の実証試験にて効果を確認（極
小クラス　10ｋW以下）。

渓流取水施設での採用例があって，スクリーン部への塵
芥の付着が少ないことから，効率的な維持運用面に期待
される。

第2章除塵機設計指針
2-2-1　形式による

－
・WSSウォータースクリーン
　（日本エンヂニヤ製）

－

◎ △ × × × ×

適用例も多く，技術面においても確立している
実績のあるレーキ式に比べ価格面において高価であるほか，大き
めの塵芥への対応が難しい

大きめの塵芥への対応が難しく，蔓や落葉が多い箇所でのネット
面からの剥離方法に課題あり

水車ランナが大きくなりストレーナでの除塵は不要 除塵機との併用が必要で，単体使用は逆に採算性を悪化させる 除塵機との併用が必要で，単体使用は逆に採算性を悪化させる

○ ◎ △ △ × ×

200kW未満の水車ランナへの塵芥の付着が確認されており，保守
面において課題あり

十分な除塵効果が得られる 蔓や落葉が多い箇所でのネット面からの剥離方法に課題あり 100kWクラスに一部採用可能な程度で限定的 除塵機との併用が必要で，単体使用は逆に採算性を悪化させる 除塵機との併用が必要で，単体使用は逆に採算性を悪化させる

△ ○ △ ○ △ △

十分な除塵効果が得られず，規模の小さい場合は採算性確保も難
しい

十分な除塵効果は得られるが，発電規模が小さい場合の採算性を
要検討

蔓や落葉が多い箇所でのネット面からの剥離方法に課題あり 定期的なストレーナの清掃が必要であり保守面に課題あり
スクリーン面積を要するため設置費用が高価となり，人力対策との
費用対効果を検証する必要あり

塵芥をストックするため定期除塵が必要，水路溢水のリスクあり

× × × ○ ○ ○

十分な除塵効果は得られず，採算性も見込めない 十分な除塵効果は期待できるが採算性が見込めない
蔓や落葉が多い箇所でのネット面からの剥離が難しいほか，採算
性も見込めない

小型のストレーナも存在するが，定期的なストレーナの清掃が必要
であり保守面に難あり

チロリアン方式による取水で効果を発揮，水車の設置個所が限定
的

塵芥をストックするため定期除塵が必要

・100kW以上の水力発電所の採用例が多いが，200kW以
下においてはランナへの塵芥詰まりも発生しており，採用
に当たっては塵芥の種類，量の推定に配慮を要する。
・多種多様な型式が存在するため，設置条件やコスト面
に対し十分検討し型式を選定する。
・スクリーンに付着した塵芥をレーキにより掻き揚げる設
計思想のため，塵芥の掻き揚げ重量を十分に検討する。

・細かな塵芥までキャッチできるため，掻き揚げ後の塵芥
の処理を万全にする。
・メッシュが細かくなる分，流水の損失が大きくなるため，
上流部の水深と下流部の水深に差が出来きやすく有効落
差に影響が出る。
・レーキ式除塵機と比べ，発電設備と比較しても割高であ
る。
・大量のスノージャムが想定される場合は，雪の流入対策
や水路上流に余水吐装置の設置が必要である。

・細かな塵芥までキャッチできるため，掻き揚げ後の塵芥
の処理を万全にする。
・落葉，蔓類のメッシュ面からの分離対策を十分に行う必
要がある。
・大量のスノージャムが想定される場合は，雪の流入対策
や水路上流に余水吐装置の設置が必要である。

・管水路に限定されるため，使用範囲が限られる。
・多量な塵芥を処理できる能力を有していないため，表面
取水をしている場所等には適さない。
・ストレーナ自体の清掃も必要なため，ストレーナ上流部
に仕切弁等の設置が必要である。

・スクリーン通過流量が１㎡あたり0.1m3/sであり，通過流
量が増大するにつれスクリーン面積も大きくなるため設置
エリアを確保する必要がある。
・チロリアン取水方式への適用実績があり除塵効果が期
待できる。

・安価である。
・バースクリーンは，塵芥を一時的に滞留させるものであ
り，定期的な人力での処理が必要となるため，しっかりとし
た保守体制を確立する必要がある。
・塵芥を滞留させるため，多量の漂着物がある場合は，水
路から溢水する懸念がある。

・取水口等の幅，高さ，塵芥の種類から除塵装置の形式
を決定する。
・設置箇所の水質等を十分調査し，期待する設置期間を
勘案して採用する鋼材を決定する。
・水車入口及び出口の隙間及び設置箇所の流速・許容す
る上下流の水面差を勘案してスクリーンピッチを決定す
る。
・想定する塵芥量を定め駆動力を決定する。

・除塵装置を設置する向きにより形式を決定する。
・設置箇所の水質等を十分調査し，期待する設置期間を
勘案して採用する鋼材を決定する。
・水車入口及び出口の隙間及び設置箇所の流速・許容す
る上下流の水面差を勘案してメッシュの間隔を決定する。

・除塵装置を設置する向きにより形式を決定する。
・設置箇所の水質等を十分調査し，期待する設置期間を
勘案して採用する鋼材を決定する。
・水車入口及び出口の隙間及び設置箇所の流速・許容す
る上下流の水面差を勘案してメッシュの間隔を決定する。

・ストレーナの分解清掃ができるスペースを確保する。
・設置箇所の水質等を十分調査し，期待する設置期間を
勘案して採用する鋼材を決定する。
・塵芥の大きさを勘案の上，ストレーナメッシュの大きさを
決定する。
・塵芥量を調査の上，ストレーナの起動間隔を調整する。

・水車とスクリーンの設置位置を決定する。
・計画発電可能な落差を確保する。
・塵芥の大きさを勘案して，スクリーン目幅を決定する。
・スクリーン通過流量を決定する。（１㎡あたり0.1m3/s）
・スクリーンの強度等，水圧に対して十分な強度とする。

・水車とスクリーンの設置位置を決定する。
・塵芥の大きさを勘案して，スクリーン目幅を決定する。
・バーの厚み等，水圧に対して十分な強度とする。

チェーンロータリー形
除塵機：機幅2.0m，水位高1.028m，コンベア付き。水位計
歩廊等含む
スクリーン：高さ3.1m，幅1.92m，バーピッチ30㎜
操作盤含む

鋼板メッシュ形（ワイヤーベルト方式）
除塵機：機幅1.2m，機長3.7m，コンベア付き
メッシュ幅10㎜
操作盤含む

棒鋼メッシュ形
除塵機：機幅2.0m，機長3.0m，コンベア含む
操作盤含む

流入管径　φ 200㎜～250㎜クラス スクリーン幅1.4m，スクリーン長さ3.6m，面積5.04㎡ スクリーン幅1.5m，スクリーン高さ1.0m，面積1.5㎡

1,900万円 2,700万円 2,500万円 500万円 250万円 100万円

◎：適用可能で推奨する
○：適用可能
△：適用可能ではあるが推奨しない
×：適用しない

1,000kW以上

1,000kW～100kW

100kW～10kW

参考機種の仕様

極小クラス（10ｋW以下）

除塵機（電動）＋スクリーン スクリーン

概算導入費用

導入時の留意事項

特徴

形式例

ネット式

機種概要図

形式

・デュアルフローイン・アウト式
・デュアルフローアウト・イン式

・ストレートフロー式

除塵機設計指針の記載

H26-H28実証試験対象設備

選定にあたってのポイント

発
電
規
模
に
よ
る
推
奨
例



ありがとうございました 

15 無断転載・複製禁止 東京発電 

http://www.tgn.or.jp/teg/ 

資源活用に 
    ESCOに     
      環境に 
        日本に   

水力発電 最も適した新エネルギー 

お問い合わせ窓口 
 【発電サービス事業部 水力発電サービス営業グループ】 
  TEL：03-6371-5173  担当：和栗（わぐり），生熊（いくま） 

ご不明な点はお問い合わせ下さい 

http://www.tgn.or.jp/teg/http://www.tgn.or.jp/teg/

