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1. まえがき

本研究は，近年急速に消滅しつつあるわが国における産業用の在来形水車を技術的な観点か

ら研究したものである。まず，西欧において発達した在来形水車を水エネルギの利用形態によ

って詳細に分類しわが国の在来形水車の種類と対比してその特徴を明らかにした。つぎに，

在来形水車の性能を試験する方法を簡単に説明し，これらのう ちの簡便な試験方法を用いて，

わが国の在来形水車の代表的な種類である上掛け水車と胸掛け水車に対する現地性能試験を行

った結果を述べたものである。これによ って，わが国の在来形水車の実働時における性能，特

に，水車の取ti回転数に対する水車出力および水車効率をほぼ明らかにすることができた。

2.在来形水車の技術面に関する研究の歩み

わが国における水エネルギ利用は， Jllの流れを用いて揚水するかんがし、用の揚水水車にはじ

まり， 自家の精米や，さらに製粉用と しての小規模な動力用水車が普及しかけたのは江戸時代

に入ってからであるといわれている。江戸中期になると， この自家用水車は次第に大型化し

て，酒造業の精米用，搾油業の原料粉砕用などの動力源と して発達し，江戸後期から明治初期

にかけて，製糸 ・ 紡~~， 鉱業の砕鉱 ・ 送風， 陶土粉砕， 仲線，製茶，製紙， 製材ーなどの産業に

* 1986年 9月13日受理， 1987年 1月18日（改稿〉受理，水車， 日本，種類，性能
料姫路工業大学機械工学科

23 



技術と文明 3巻2号悦

その利用範囲を拡大していった。

しかし蒸気機関やそれに続いて電動機が普及してくると， これらの産業用水平は，大規模

な生産形態をもっ産業においては明治中ごろから，そして， 小規模な製糸 ・紡組業や酒米精白

業 ・小麦製粉業などにおいては大正年間に，それぞれ他の動力源に転換され，次節にその数を

減じた。一方， 長山村における零細な地場産業用，例えば陶磁器 ・線呑の原料粉砕用や， 地区

共有あるいは自家の精米 ・製粉 ・わら打ち周の小型動力用水車は，明治 ・大正とその台数は増

加を続け，昭和初期にピークに達した後，電動機や内燃機関に位換されて急速に消滅しつつあ

る。

このような状況のなかて＼在来形の産業用水車に関する伝統技術を後世に伝承するため，現

在実働している水車を現地で動態保存，あるいは移設保存しようという運動が起こっ♂。さら

に，水車の利用形態，構造や性能などに関する資料を調査 ・収集する必要性が認識され，水車

の現地調査にあたって計測あるいは記録すべき項目が検討された。 調査項目は，まず前田によ

る詳細な提案に，出泉による補足を加えてほぼ完全なものとなり，さらに，実地調査の経験を

ふまえて，調査に必要な訊lj定器具 ・用具のリストのみならず，記録するための標準的な様式を

もっ調査用紙も作成されてい2。

わが国における水車の全国調査は昭和17(1942）年以降行われていないので， 現存する水車

の実状をは握しなければ， 実物調査も行えない状態であった。前田は，全国の市町村へのアン

ケート調査に基づき，水車の有無，使用状況，用途など現存する水車の概況を明らかにし，そ
ω 

の後の水車研究の手掛かりを与えた。 青木らは，全国規模における水車の普及と衰退の様相を

文献的に検討する とと もに，アンケート調査と実地調査を併用 して，水車の形式，寸法，用途

に関する基礎資料を整えた。その後， これらの資料に基づいて調査を進め， 水車の形式， 寸

法，材質，用途，現況などの調査を特定地域に限って詳細に行った報告が，最近でもし、 くつか

公表されている。

(1) 明治前日本科学史刊行会， 『明治前日本機械技術史』， 日本学術振興会，昭和48年，1～15頁。
(2) 吉田光邦， 『機械」，法政大学出版局，昭和49年， 1～30頁。
(3) 黒岩俊郎ほか， 『日本の水車』，ダイヤモンド社，昭和55年，147～250頁。
(4) 大橋周治， “新井もぐさ工場と水車存廃問題”， 『産業考古学』，4号，昭和52年， 1～3頁。
(5) 前田清志， “水車の調査項目”， 『産業考古学』， 4号，昭和52年，3～4頁。
(6) 出水力， “水車の調査項目に対する私見”， 『産業考古学.J], 5号，昭和53年，4頁。
(7）前田清志ほか， “水車の実物調査についてヘ 「産業考古学第3回水車と自分科会資料J，昭和53年，

1～14頁。
(8）前田清志 “アンケートによる水車の全国調査”， 「玉川！大学工学部機械工学科技術教育研究室」， 昭
和55年， 3頁。

(9）文献（8), l～18頁。
帥青木国夫ほか，「わが国における水車稼動の実態調査及び歴史的発透過程の実証的研究」， 昭和57年，

l～71頁。
ω越智広志 ・末次敏明， “北部九州における稼動水車の現状について一一実地調査のデータを整理し

てーーへ 『西日本工業大学紀要』， 14号，昭和59年， 151～161頁。
(l~ 伊野重孝， “東波の水車（窯業原料の製造に従事した水車とその周辺〉”， 『瑞浪陶磁資料館研究紀要』，

2号，昭和59年，1～188頁。
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日本の産業用在来形水車に関する研究（藤原，門，細JII) 

これらの諸調査は，産業用水車の形式 ・寸法といった構造的な面や，用途 ・管理方法などの

利用形態の面に主限をおいたものであり，水車の出力・ 効率といった性能面からのアプローチ

はほとんどなされていない。

産業用在来形水車の性能に関する研究と しては，明治中ごろに，井目によってなされたものが

あるが，これは精米用水車を中心にその構造と精米能力を調査した ものに過ぎなし、。さらに，

榊原らは，杉葉製粉用在来形水車の出力と効率を測定しているが，効率の値が約 8%と極端に

低く，測定方法に問題があるのではないかと推察される。越智らは，水車場経営者による水車

と電動機との出力の比較，あるいは水車大工による水車設計時に使用する出力の基準値を考慮

し産業用水車の出力を推定したが，これは正確な値ではないため，水車効率も含めた実験の

必要性を強調している。また， 藤原らは，小型精米用水車に関する実験室的規模の性能試験を

行い，その一部を発表 している。このように，産業用の在来形水車の性能に関する研究はまだ

不十分であり，簡単な出力の測定方法が見い出せないため，特に現地における詳細な出力測定

がなされていないのが現状である。

3. 産業用在来形水車の種類

(1) 在来形水車と水タービン

水のもつエネルギを機械的エネノレギに変換させる装置，すなわち水力原動機は，水圧機関と

水車とに大別される。水圧機関は，ピス トンに水のもっている圧力エネルギを作用させ，その

往復運動によって機械的エネルギを発生させるものである。水車は，軸に取り付けられた羽根

車に水を流入させ，水のもつエネルギによって羽根車を回転させて機械的エネルギを得る機械

であって，これは，在来形水車（waterwl四 l〕と水タ ービン（watertt山 me〕と に分けることが

で、きる。

在来形水率は，主と して， 7.）＼.の位置エネルギを利用するため，羽根車は立て形，したがって

軸は水平に置かれ，羽根車に水を流入させてその重さで回転力を得るものである。一方，水タ

ービンは，圧力エネルギを利用することもあるが，主と して，水の運動エネルギの減少によっ

て羽根車を回転させるものであって，7j(の位置エネルギを直接的に利用するものでなし、から，

同平岡昭利， “九州における水車動力利用の残存形態ぺ 『エネノレギ一史研究』， 13号，昭和59年， 97～
105頁。

M 若村国夫・篠原徹， “岡山県の精米用水車一ーその分布，構造及び使用状態ーーへ 「岡山理科大学紀
要』，21号B，昭和61年，141～177頁。

同藤原良樹ほか， “日本の在来形水車に関する研究一一在来形水車の分類と構造ならびに兵庫県下にお
けるその実態調査一一七 『姫路工業大学研究報告』， 38号A，昭和61年， 31～49頁。

(1$ 井口在屋， “日本水車ノ説”， 『工学会誌』， 6斡71巻，明治20年， 826～831頁。向上， 7綿76巻， 明

治21年，259～273頁。
肋榊原聖文ほか，“水車動力の特性測定に関する一考察”， Bulletin of the National Science Museum 

(Ser. E), 3巻，昭和55年， 41～47頁。
帥井口在屋， “水車；窓匠法”， 『工学波誌』，2純15巻，明治16年， l～6頁。
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技術と文明 3巻2号制

羽根車は横形，立て形いずれにする ことも可能であるが，歴史的には横形つまり鉛直tl4hをもつ

ものから発達してきた。

このタ ービンとL、う術語は，1824年，高速回転する横形水車に関する論文のなかではじめて

用いたことから考えて明らかなように，水タ ービンは横形水車で， しかも高速回転であるとい

う点で，在来形水車とは全く異なったものである。現在では，在来形水車は次のように理解さ
ω 

れている。すなわち，在来形水車は，ケー シングに覆われておらず，立て形水車であって水平

軸のまわりに低速回転し， 水の落差に比べて羽根車直径の占める割合が大きく ，羽根車外周の

一部分において，水の流入と流出が行われるものである。 したがって，水タ ービンの発明以前

の立て形水車はすべて在来形の水車と名づけられる。

(2) 西欧の在来形水車

西欧において，在来形水車は従来より 羽恨事に対する水の流入位置によって， 上掛け水車

(overs｝川 waterwheeり，中掛け水車（middleshotwater wheel）， 下掛け水車（undershotwater wheel) 

に分類される。すなわち，水は上掛け水車では羽根車の頂点付近，中掛け水車では羽根車中心

付近， 下掛け水車では羽根車下方に， それぞれ流入するものである。 このほか， 羽根車の上

方， つまり頂点より少し手前下部に水を流入させ，水の流れと逆方向に羽根車が回転する逆掛

け水車（back-pitchwater wheel, pitchback water wheel, backshot water wheel）がある。

典型的な西欧の木製上掛け水車は，図Tに示すように，i拘bc凶xle,shafα ア一ム（arn

側板（shroud,crown），底板（sole），羽根板（日oat)

から構成されている。アームは角断面の軸に直交

して固定され，さらに補助的なアームが挿入され

ている。全周を適当な数に分割して製作されたこ

つの側板は，その外側からアームによってljljf1に連

結される。両側板の内端面には円筒状に底板が取

り付けられ，｛目iJ板聞には羽根板が「く」の字形に

挿入されて，側板と底板と羽根板とに囲まれた小

空間は水を蓄えることができる水受（bucket）の形

状をしている。19世紀ごろに出現した全鉄製の上

掛け水車においては，アームは丸軸に固定された

円板に取り付けられ，水受は水が流入しやすく ， 図－ 1 西欧の木製上捌け水車の構造

~~ スミス， “水ターピンの発達”， 『サイエンス』，10巻3号，昭和55年，116～123頁。
制 G iesecke, J.ほか， “Untersuchungdes hydraulischen Antriebes einer Mi.ihleぺWasserwirtschaft,

72巻718号，1982, S. 263～268. 
制 Church,I. P., Hydraulic Motors, John Wiley & Sons, 1908, p. 23. 
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日本の産業用在来形水平に関する研究（藤原，門．絢Jll)

~ 
(e）前掛け水車

(c）胸掛け水車

図－2 西欧の産業用在来形水車の種類

(d）中掛け水平

後
(g）流し掛け水車

~・

羽根車の回転に従って水受から水が流出し難L、ような形状に鉄によって製作され，側板にねじ

止めされている。

これに対して，下掛け水車は，アームに取り付けられた円形のリム（rim）に，ほぼ半径向き

の直線状あるいはわずかに湾曲した羽根を固定しているだけで，側板や底板を備えていないも

のがほとんどである。このように，羽根車は，それ自身で水を蓄えることができるような水受

形羽根車（bucketwheel）と，そうでなく簡単な羽根しかもたない羽線形羽根車〈日oatwheel）の

二つに分けることができる。

在来形水車は，羽根車が水路もしくは壁面によって固まれているかどうかによっても分類さ

れる。すなわち，羽根車の幅方向には羽根車よりわずか大きいl隔をもち，半径方向には羽根車

外周に沿ってわずかの隙聞をもっ円弧状の水路，つまり胸壁（breast）によって囲まれている水

車と，このようなものをもたず，羽根車が比較的自由に設置されている水車とがある。この胸

壁を用いて前述の羽根形羽根車を囲むことによって，羽根車から水の早期流出を防ぐことがで

き，この形式の羽根車においても，水の位置エネノレギを十分利用することが可能となる。

次に，上述のような，羽線車への水の流入位置，羽根の形状，胸壁の有無を考慮して，在来

形水車の詳細な分類を試みる。まず，上掛け水車は，図 2(a）のように，導水路から水受形羽根

車の頂点近くに水を流入させ，水受内を満たしている水の重量によって羽根車を回転させるの

で，主として，水のもっている位置エネルギを利用するものである。羽根車への水の流入方法

には，余分の水を余水路へ逃がすことによって，所定の流量に設定した後，導水路から自由に

流出させる方法と，導水路端に水平，鉛直あるいは斜めのゲート を設け，それによって流量調

節する方法とがある。
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技術と文明 3巻 2号制

上掛け水車は，流入水面が導水路底面以下に低下したと きには運転が不可能になる し， 排水

路水面の上昇によって羽根車下部が浸水するときには，羽根車回転方向と掛水路内の流れ方向

が逆であるため，性能に低下をきたすという欠点をもっている。これを補うものとして，上掛

け水車と同様の水受形羽根車であるが，図 2(b）のような逆掛け水車がある。

この水車を，前述の胸壁で囲んだものが図 2(c）の胸掛け水車（high-breastwater wheel）であっ

て，胸壁の上部に導水路を導き， そこにゲー トを設けて流入水量を調整することが可能であ

る。なお，胸掛け水車では，水受部に水が流入するとき空気が逃げにくいので，底板に換気用

の隙間あるいは穴を備える必要がある。

中掛け水車は，図2(d）のように，水受形羽根車の中心近くあるいはそれよりやや下方に水を

流入させるもので， 上掛けと下掛けの中間形態であり，したがって水の重量と衝動力の両方を

利用するものである。

この水車の効率を向上させるには羽叡車内の水をできるだけ低い位置まで保有することが必

要であるが，これは胸壁でもって羽根車を囲むことによって実現し このために水受形羽根車

は不要となり，半径向きの単純な羽根形羽根車に置き換えることができる。これが図 2(e）の前

掛け水車（breastwater wheeりであって， この羽根車にもし底板がある場合には，空気の逃げ

るための隙聞を備えなければならない。

前掛け水車へ水を供給する方法には，導水路から全く自由に流入させる方法と，導水路と羽

根車の聞に， 図3に示すようなゲー トを設ける方法とがある。図 3(a）の越流ゲー ト（overflow

gate）および(b）の底流ゲート （underflowgate）は，ゲートの上部およV°下部にそれぞれ適切な丸

みをつけたもので，これを羽根車のできるだけ近くに置くと，流れは定められた方向にスム ー

ズに流入する。図 3(c）の羽根付きゲート（guide-buck巴tgat巴〉は，流入水面が変化しで もそれに

応じてゲートを上下させることによって，羽根車への水の流入速度を一定にすることができる

という利点をもっ。前掛け水車のほかに，胸掛け水車には羽根付きゲー トが，下掛け水車には

底流ゲートがそれぞれ使用されることが多い。

下掛け水車は，羽根車下方において羽根車外周の接線方向に水を導入させ，主と して，水の

(b）底流ゲート (c）案内羽根付ーきゲー ト

図－ 3 西欧の産業用在来形水車のゲート
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日本の産業用在来形水車に関する研究（藤原，門，細川〕

もつ運動エネノレギつまり水の衝動力によって動力を得ょうとするもので，一般に，水路内に設

置されており，その底面と両側面が水車を取り囲んでいる。水路底面は，図2(f)のようにわず

かに胸壁になっているものもあるが， ゆるい傾斜をもっ直線状のものもある。

羽根車下部に水を流入させる水車には，このほか，羽根数の少ない羽根形羽根車を幅広い水

路中の一部に据え付けたり，あるいは河川に浮ぶ船の上に置いたりする図 2閣のような流し掛

け水車（mid-streamwater wheeりがある。

(3) 日本の在来形水車

わが国において利用されている在来形水車の分類に関しては井口の記述があり，西欧の文献

に基づいて，上射水車， 下射水車および蔽胸（ブレスト〉水車の 3種類に分類し，蔽胸水車には

水の漏れを防ぐために羽根車に密接して円弧状の胸渠（プレスト〉が存在するといっている。そ

の後，蔽胸水車を胸射水車と名称を改めているが，これは胸渠をもたない水車でも， 7..kが羽根

車の中心付近に掛かる水車を総称したのではないかと想像される。最近の文献においても，多
(5).Q~.0-0 ，回，伺

くの分類がなされているが，これらのほとんどは羽根車へ水が掛かる位置に基づいて，基本的

には，上掛け水車，胸掛け水車および下掛け水車の三つの形式に大別しており，細部にわずか
1241 

の相異があるだけである。 しかし， 室田の分類は，西欧の分類に準拠した独特なもので，図 2

に示すものとよく似ている。 以上の分類法を総括し，前述の西欧の在来形水車の種類と対応さ

せてわが国の在来形水車の種類を挙げれば表 1のようになる。

わが国の動力用上掛け水車は，流れが急こう配で大きな落差をとることができる場所に設置

され，全国的には胸掛け水車に次いで数が多い形式で、ある。これには， 普通の上掛け水車〈逆

落とし，天井落としとも呼ばれる〉のほかに， 使用例は少ない

が，ピッチノ〈ック方式と呼ばれる逆掛け水車を含ませること

が多い。

胸掛け水車は，こう配がそれほど急でなくても，水量が比

較的多い山間部に適した形式で、あり，わが国で最も多く使用

されているものである。わが国におけるこの形式の水車に

は，胸壁をもたない中掛け水車〈中落とし，腹掛け水車とも呼ば

れる〉や，羽根車軸心 より低い胸壁に固まれた前掛け水車

（引き落としとも呼ばれる〉が含まれている。 この7..k車には，い

ずれも水受形羽根車が採用されているのが日本の特徴であ

る。

表－ 1 在来形水車の種類に関す

る日本と西欧との対応

日本 西 欧

上掛け水車
上掛け水車

逆掛け水車

車

率

車

水

水

水

け

け

け

掛

掛

掛

胸

中

前

車水け祉
世

h
削
ザ

ロ
uu

下掛け水車
下掛け水車

流し掛け水車

伺文献（3),14頁。
帥文献帥P 15頁。
制 室田武， 『技術のエントロピー』， PH P研究所，昭和60年， 38～41頁。
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わが国で下掛け水車とし、うと， 河川の流れに置かれた流し掛け水車〈洗い掛けとも呼ばれる〉

のことを指すほど，この形式の水車は舟水車や揚水水車として発達している。しかし羽根幅

を水路幅とほぼ同じ広さに製作した羽根車によって，わずかの落差を有効に利用しようとする

産業動力用下掛け水車はほとんどない。例外として，幅広い水受形羽根率を下掛け水車として
国

使用した藤原式揚水車用の水車がある。

4. 産業用在来形水車の性能

(1〕 性能試験の方法

水車へ流入する流量は，導水路の断面積とそれに直角な方向の流速との積で表されるから，

導水路がある区間にわたって直線で，流れがほぼ一様流れとみなせるような地点を流量測定断

面に選び，その断面形状とそこにおける流速を測定することによって求める ことができる。こ

の断面上の導水路の幅方向に，水平および鉛直方向に計測器具を可動することができる徴動装

置を設置し，この装置に丸棒の先端をとがらせたポイントゲージを取り付けて水平方向に移動

することによって水路幅B〔m〕を測定する。

次に，水路幅 B〔m〕をm等分して，幅 B/m〔m〕の分割水路を仮想し， この各分割水路の

鉛直中心線の位置にポイントゲージを移動させて，それぞれの位置における水深 Di〔m〕を測

定し水路断面の形状を図4のように決定する。さらに，各分割水路において，水深 Di〔m〕

を 均等分して幅 B/m〔m〕，高さ D;/n；〔m〕の長方形分割断面を仮想し，その断面の中点にお

ける流れの流速 Vij〔m/s〕を次に述べる方法によ って求める。 これより， (B/m）・（D;/n;)

〔m2〕の断面積と流速 Vij〔m/s〕との積によって分割断面における流量が計算でき，これを測定

断面にわたって集め合わせれば導水路の流量 Q〔m3/s〕が算出できる。すなわち

Em ηn 
Q＝＝－~ 2て ＇－v,i －…・……・・… …………・・一一…・…・・…………・ー（1)

U<i=l j=l Tli 

で表される。

流速の測定は， 図5のピトー管を水流方向に向けて移動装置に取り付け， 図6vこ示すよう

に，その脚部は四塩化炭素が入ったU字管マノメータに連結して，そのときの読みから算出す

ることができる。いま，図 6のように，測定部の流速 Vij〔m/s〕は，マノメ ータの読みを J〔m〕，

水および四塩化炭素の密度をそれぞれ pおよび p＇〔kg/m3〕，重力加速度を g〔m/s2〕とすると

Vij=I叫手－1)

で与えられる。

水路を通る流量を大ざっぱではあるが，簡単に測定する方法として浮子法がある。これは，

帥 今津健治， “藤原式揚水車について”， 『南総郷土文化研究会誌』， 12号，昭和56年， 6～23頁。

30 



日本の産業用在来形水車に関する研究（藤原，門， 細JII) 

Elm 示目指l隔B Elm 

全圧測定孔

図－5 ピトー管の構造

図－4 水路の断面形状と流量の測定法

込
経

水（密度p)

四j鈍化炭素（密度p’） 11ピトー管

水の流速v.
---> 

手協仰妨妨必~労協仰労働，

図－6 流速の測定法

水路幅のほぼ中央部に浮子を浮かべ，これが一定距離s〔m〕を流下するのに要する時間 t〔s〕を

計測して水路の表面流速を求める。水路断面内の平均流速 u〔m/s〕は，この表面流速より小さ

く

V＝α＋ '(3) 

として表される。ここで，αは多くの実験結果から一般に

α＝0. 8 
闘

と与えられる。 一方，水路内の流路断面積 A〔m2〕は，前述のポイン トゲージを用いて，各分

割水路の水深 Di〔m〕を測定することによ り

帥 電気学会通信教育会， 『電力発生工学』，電気学会，昭和55年，46頁。
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品之 官、

A ＝さ~D; ・・・ …・・－一 一…一・・……… ・…・…・…・一一・…・田・…・・・・・・・・い や）
"'i=l 

で与えられるから，流量 Q〔m3/s〕は

Q=Av －－－－－－………・・・・ー……………・ー………－－－－一 － ・……… … ・・・・…（5)

で算出できる。

水率に流入する直前の水がもっている単位重量あたりのエネルギと，流出直後の水がもって

いるエネルギとの差は， 水車において利用可能なエネルギで、あり， これを有効落差と名付け

る。在来形水車のように，水が導水路から流入する場合，水率直前の水のもっているエネルギ

は3 ある基準面から導水路水面まで、の位置エネルギと，導水路から水車に流入する水の運動エ

ネノレギの 2種類の和である。 また，幅の広い排水路を通って水が水車から流出する場合，水率

直後において水のもつエネルギは，排水路内の水の運動エネルギがごくわずかの値で、あるので

省略して， 基準面から排水路水面までの位置エネルギのみと考えてよし、。したがって，在来形

水車の有効落差 H〔m〕は，導水路と排水路の水面聞の高さを H。〔m〕，導水路端の7j(の平均流

速を Vo〔m/s〕とすると

H=Ho＋！！..ι－ － －… … …・....・ H ・－ …・・・ …… － … … … ・・…・・・ ー（6)
2g 

で表される。なお，平均流速は流量を導水路端の 1/1頃と水深の積で除して求める。

いま，水車が有効落差 H〔m〕，流量 Q〔m3/s〕のもとでか勤している とき，水車において利

用されるべき動力，すなわち，水車の理論動力 Lt1，〔kW〕は，水の密度を p〔kg/m3〕とすると

L pgQH 
は＝寸000…・・……・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・ ・・（7)

となる。しかし， 実際には，羽根車流入時の水の跳ね飛び，羽根車と胸壁との間隙からの水の

逃げ， 水受からの水の早期流出， 軸の摩擦や羽根車の空気抵抗などによる動力損失などのた

め，理論動力をすべて利用することができない。ここで，水車が実際に発生している動力，す

なわち，水車出力をL〔kW〕とすると，7］（車効率万は

L 
η＝工；－；： .一………………－－……－…… ・…・・・・・・・・ ・・・・一…….......・・(8) 

で与えられる。

さて，7j(車出力L〔kW〕は，水車軸にかかるトルク T〔N・m〕と軸回転数 N〔rpm〕を測定し

L 2πNT 
＝百百支百百 … …－…－ ・・・・・・・・・ …・－ 一… － …… － ………（9) 

によって算出することができる。なお， トルクの測定には，水車の負荷を取り除く代わりに水

車軸にプロ ーニ ブレーキを取 り付けて水車を運転し，水車実働時と同じ軸回転数が得られるよ

うにブレーキを働かせてその制動トルクを測定する方法や，銅製の水車軸に抵抗線ひす
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ジを接着して水車を実際に作動させ，ゲージのひずみを計測することによって軸トルクを推定
闘

する方法がある。

なお，きねとうすをもっ在来形水車では，単位時間に持ちあげる きねの質量とその持ちあげ

高さとの積によって出力が概算されるので，現地で比較的簡単に応用できる。すなわち，水車

軸にきね軸が直結されている場合，各きねの質量を Mi〔kg〕，その持ちあげ高さを ん〔m〕，き

ねの本数を h，なで棒の二本数を zとすると

k タσ丸MN
L=L,.＝！？.：.＿ムニー …・…－－….....・ H ・－－…………・….....・H ・－・…－－…帥

i=160×1000 

で与えられる。 しかし，この方法は，きね軸の軸受摩擦なと。の損失が加わっているため，水車

出力そのものが測定されているとはいえず，上述の水車軸に作用するトノレクを測定する方法に

比較して， 出力は小さい値を示すことに注意すべきである。

(2) 上掛け水車の性能

上掛け水車の性能試験は，兵庫県朝来郡生野町栃原にある藤原優氏所有の線香原料製粉用木

製水車が， 昭和57(1982）年より休止中であったものを借用し，導水路や排水路を少し整備し

て昭和59(1984）年7月に行ったものである。

水車小屋周辺を画いた図 7に示すように，栃原地区を流れる栃原川の支流の倉谷川｜から取水

された水は，幅 0.6～0.8m，深さ 0.2～0.3mのほぼ長方形断面のコンクリ ート製導水路によ

って約 105m導かれて余水路と分岐する点まで達し， さらに幅 0.40m，深さ 0.245mの長方

形断面の木製導水路によって約 lOm導かれて水車に流入する。一方，水車から流出した水は，

水車下部から幅約 l.lm，高さ約0.9mの暗きょ排水路を約 15m通って再び倉谷川へ放水され

る。なお，倉谷川における取水口および放水口の水面差，すなわち水車の総落差は約 lOmで

ある。

水車への流量調節は，導水路の中間地点にある幅 0.82m，深さ 0.20m，長さ 4.0mをもっ

水路橋のすぐ下流に設けられた水門を部分的に閉鎖して橋上から水をあふれさせるこ とと， さ

らに下流点にある流量調整用水門を徴調整して水を余水路に逃がすことで行うこ とができる。

水路橋から水をあふれさせることは，流量の調整と同時に，水面に浮んでいる木の葉やごみを

取り除く役目も果たしている。

性能測定を行った水車（図的は，直径 4.24m，水受平均l幅 0.62m，水受平均深さ 0.27m,

水受の数32の諸元をもっ図9に示す構造をしており，軸およびハブは鉄製，それ以外は木製で

ある。なお，各部品の現地における名称は図中に示すとおりである。 この水車は，心棒仰の

が中心にはめ込まれたごこう受〔ハブ〉，水車の側面から見て現状になっているしゃく （水受〉，

ごこう受としゃくを連結する放射状のどこう（アーム〉，さらに，ごこうを互いに結合する二重

のぬきによって構成される。 しゃくは， 扇の紙の形をしたほて板（{l!IJ板） 2枚の聞に，たな板
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図－8 線香原料製粉用木製上掛け水車（兵庫県朝来郡生野町栃原）

一一 ~
ーー 一一 ’コーー ーーー－

初鋭的帰~的必仰勿仰仰妨併協仰勿例的抑~必初仰併協必係筋勿~

図－9 供試上掛け水車の構造
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L」 水Ill

うす

図－10 供試上掛け水車の製粉総の構造

（羽根板） 2枚によって「く」の字形にくぎ止めしたものを 2組取り付け，これに底板をくぎ打

ちした箱形のもの16個をお互いにつなぎ合わせ，片側16木，両側で32本のごこうに受け木を差

し込んで、ボルト によって固定されている。内外二重のぬきはどこうとボルトで締め付けられて

おり，また，どこうとどこう受はくさびで止められている。

図10は，図 9の水車の心棒に直結された製粉部の構造を示したもので，きねとうすは8組で

ある。木製の正8角形の心棒が回転すると，それに取り付けられた 4本のなで棒がきねのはど

板を持ちあげて鉄製のきねを上昇させ，はご板から外れるときねは自重で下降し， うすをつく

ようになっている。きねの質量は平均 49kg，きねの平均持ちあげ高さは 0.28mであった。

この水車は，水車の頂点を基準として，導水路の底面が 0.12m上方，端が 0.40m下流にな

るように，幅 0.38mの導水路が水車幅方向にわずかに斜めに設置されており， また，排水路

の底面は水車下端より 0.14m下方の位置にある。

性能試験は，流量を一定に設定し，きねを全く外した状態，すなわち無負荷状態から，なで

棒にかけるきねの本数を増やしさらに別に準備した重りをきねに付加して，水車の回転むら

が生じるまで負荷を増加させ，各負荷状態に対応する各きねの持ちあげ高さを巻尺を用い，軸

の回転数をスト γ プウオッチを用いてそれぞれ測定することによ ってなされる。水車へ流入す

る流量は，流量調整用水門より約 4.5m下流断面において，前述のピト ー管を用いる方法によ

り算出した。また，導水路出口の水深，および排水路の水深は，有効落差の算出に必要である

ので，流量が変化するごとに計測した。

性能試験の結果を水車軸の回転数に対する水車出力および水車効率の関係で表したものが図
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11と図12である。両図中に示すよう

に，試験は流量について 3種類の条

件で行ったものであり，流量が多少

変化しで も，それに対応する有効落

差はほとんど変わっていない。な

お，図中の斜線を施したかぎ印の点

は，この水車のきねを全部使用した

状態，つまり，通常運転状態を表し

ている。

いま，軸回転数がOのとき，およ

び無負荷状態のときには，いずれも

水車出力はOであるから，図11の水

車出力，図12の水車効率はいずれも

軸回転数に対して最大値をもっ曲線

となるはずである。図において， 出

力，効率とも軸回転数に対しその最

高値を特定できるほど実験範囲が広

くない。通常運転状態以下の軸回転

数におけるデータがほとんど存在し

ないことは，通常運転状態よりわず

かに負荷を増加しただけで水車がス

ムーズに回転しなくなって試験が不

可能となることを表しており，この

ことは，水車へ供給される流量が少

ないことを意味すると推察される。

図より，有効落差がほぼ等 しい場

合，試験範囲において，流量の増加

とともに，水車出力は大きくなるの

に対し， 水車効率は低くなることが

わかる。

ここで，水車へ供給される水量が

適切なものかどうか検討してみる。

水受部全体の容積に対する水の充満

率 εは，羽根車外半径，水受平均111贋
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図－11 供試上掛け水車の出力
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図－12 供試上掛け水車の効率
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およびその深さをそれぞれ γ〔m〕，b〔m〕，d〔m〕，軸図 表－ 2 西欧の在来形木製水車の効率

転数をN〔rpm〕，流量を Q〔m3/s〕とすると

30Q 
ε＝五万ヨ万． ……・ー……・……ω

で与えられる。これを用いて実験時の充満率 εを算出し

てみると，最大でも010程度であり 3 上掛け水車の標準
e司

水率の筏類

上掛け水車

胸掛け水草

下掛け水車

水車効率

0.50～0.70 

0.45～0.65 

o. 15～0.35 

値0.25～o. 50よりはるかに低い。したがって，この水車には，性能試験を行ったときの 2倍以

上もの流量を供給することも可能で，そのときには水車出力も相当大きくなり，最高効率も高
田

くなると予想される。参考のために，西欧における木製水車の効率を表 2にあげておく。

(3) 胸掛け水車の性能

胸掛け水車の性能試験は，岡山県津山市山方にある勝山清氏ほかの10軒株の共有精米用木製

水車を用いて，昭和60(1985）年10月に行ったものである。

この水車は，横野JIIの支流大谷川の水を用い， 総落差が約 2.4mのもとで稼動している。図

13に示すように，導水路は，取水口から川に沿って幅約 0.4mのコンクリ ート製水路， それよ

り下流は幅 0.3～0.7rriの農業用水講を利用し，全長約 145m である。導水路の中聞には，取

水口から約 125m の地点に流量調整用水門があり，また，その下流 13mfこはごみ等を取 り除

くための鉄製格子が置かれている。水車より下流の排水路は 4m と短〈，放水口における排水

路水面と川の水面との高さは実験時で約 0.3mである。

試験に供した水車（図14）は，直径 3.65m，羽根車内l隔 0.35m，水受の深さ 0.153m，水受

の数40，たな板の底板への取り付け角度 60°である。構造は図15のようになっており，心棒の

みが鉄製，他の部品は木製である。しゃくは8分割にして製作されており，これは，内面に溝

のあるほて板2枚にたな板を5個所差し込んでほて板の外面でくさび止めし さらに，ほて板

の内端面に底板をくぎ打ちしている。全体のしゃくは，どこう受にくさびで固定した片側8本

づっのどこうに， 8分割のしゃくを8本の受け木と ともにつなぎ合わせて組み立てている。

精米部分は， 4本のなで棒が木製のきねを昇降させて各うす内の米を精白するようになって

いる。各きねの質量とその平均持ちあげ高さは表3に示すとおり で，かっこ内の数値は水車へ

の負荷を増すためにきねに重りを付加した場合の最大質量を表している。

水車はその軸が水車下端における排水路の底面より 1.925m高い位置に設置されている。導

水路は水車入口近くまで幅約 0.48mと一定であるが，水車への流入口においては，羽根車内

のりの 0.35mよりわずかに狭くなっている。この導水路は，半径方向には羽根車外周に沿っ

制 Meil3ner,G., Theorie und Bau der Turbinen und Wasserrader, Hermann Constenobl巴， o.J.,

S. 63. 
伺 Reynolds,T. S., Stronger Than a Hundred Men, Johns Hopkins Univ. Press, 1983, p. 307. 
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底ンノ

)J旬掛け水車におけるきねの質量とその平均持ちあげ高さ

｜ きね質量（重り付き） M;(kg) I 
。iv表

図－15

きね持ちあげ高さ ん（m)

1

2

3

4

5

 

0.23 

o. 17 

o. 18 

0.21 

0.21 

(28. 5) 

(41. 8) 

( 41. 3) 

(38.2) 

(36.8) 

21. 7 

20.3 

19.8 

16.7 

15. 3 

きねの番号 t

て約 0.02mの隙聞のある円弧状の胸壁と，幅方向には側板と約 0.05m の隙聞をもっ鉛直壁面

水車入口直前における導水路は，排水路底面より約とからなる水路につながっている。いま，

さらに水車下端にこの高さに7J＼.車入口直前における水深を加え，0. 74m高い位置にあるから，

おける排水路の水深を差し引けば，導水路と排水路の水面聞の高さを算出することができる。

水車入口より約 2m上流の隠 0.48mの導水路で行った。流量測定は，なお，

流

性能曲線を図16と図17に示す。両図において，各流量に対する通常運転状態の位置をみる

性能試験が水車の通常使用範囲を超えて広範聞に行われているこ とがわかる。ただし，と，

きねに付加する重りを全部かけても水車の回転にむらが生じなかったの

その場合には出力，効率ともさらに大きくなるもの

量の大きいときには，

もっと低い回転でも運転可能であり，で＼

と考えられる。水車出力は軸回転数に対して最大値をもち，流量が多いほど水車出力が大きく

水車効率も同様の傾向を示している。水車自身の構造は簡単であるが， 水車効率

40 

なっており，

は案外高いことは注目に値する。
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参考のために，水受部の水充満率 0.25 

を通常運転状態について計算してみ

ると，流量の大きい場合で0.40，小

さい；場合でo.37，試験範囲における

最大値は，流量の大きい場合でo.59, 

小さい場合でo.56となり， これら
聞

は，胸掛け水車の標準値o.5に見合

った値であることから，水車への供

給流量はほぼ適切であると推察され

る。

5.あとがき

本論文は，わが国に実在する在来

形の産業用水車を技術的な観点，特

にその性能に力点をおいて研究した

ものであり，大略，次の成果を得

た。

1) わが国の産業用在来形水車を

技術的に取り扱った研究の経緯

を調査した。

2) 西欧において発達した在来形

水車を流体工学の立場から分類

した。

3) わが国の産業用在来形水車に

関する分類を西欧のそれと比較

し その特徴を明らかにした。

4）在来形水車の性能試験の方

法，主と して現地試験に応用で

きる簡便な方法を提案した。

の わが国の代表的な在来形水車

である上掛け水車および胸掛け

水車について，現地性能試験を

行い，それらの性能を明らかに

した。
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図－16 供試胸掛け水車の出力
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なお，上述の水車の現地性能試験には，簡便な方法を用いるためその精度が悪い場合もあっ

たり，流量や水車強度等に制限があるため広範囲な試験が不可能であるなど問題点も少なくな

いと思われる。このことを考慮して，現在，精米用上掛け水車について，実験室で詳細な性能

試験を続行中であり，引き続いて公表させていただきたいと考えている。

本研究は，その内容の一部が現地における試験であるため，水車の所有者，藤原優氏，勝山

清氏ほかのご理解，ご支援なく しては完成し得なかったものであり，ここに深く謝意を表する

ものである。試験の遂行にあたっては，黒田秀輝君，高岡享君，高田隆英君ほか，当時姫路工

業大学機械工学科の流休工学研究室に在籍していた院生 ・学生諸君のご協力を得た。各位にお

礼申しあげる。

Study on the Industrial Water Wheels in Japan 

一一一Typeof the Water Wheels and their Actual Performance Tests 

by 

Yoshiki FUJIWARA 

Hisayoshi KADO 

Yoshinobu HOSOKA WA 

(Himeji Inst山.iteof Techァwlogy)

A few traditional type of water wheels are still working in Japanes巴 industrybut 

decreasing annually. We made a survey of th巴m and compared them typologically with 

Wes tern water w h巴els.Two types of wheels一overshotand br巴ast- were p巴culiarin 

Japan. Most of existing water wh巴elscan be classified into these two. 

The performance of th巴setwo types of wheels was investigated by a hydro-me-

chanical m巴thod. S巴ction4 explains the engineering principles of the method and t巴lls

th巴 resultof measurements. In both two, the maximum output was attained at near 

10 r. p. m. This result might include som巴 errorsdue to various restrictions coming 

from actual conditions of mill sites. We are now making an experim巴ntalcheck of 

the result in our laboratory. The next pap巴rwill show the checked result. 
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