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はじめ に

在来機器の性能や運転状況を推定するに必要十分な諸元を伝える史料はきわめて少ない。必

要な諸元を記している大蔵永常 『農具便利論.l(1822）は，製作のための参考書という性格をそ

の出版目的に持たせていたとはいえ，世界史的に見ても稀なこといえよう。史料一般の記載状

況として定量的な記述が ｜ー分でないため 具体的に稼働の状況などを把握することははなはだ

困難であり，まして定量的なことはほとんどつかめない。文献史料の記述のみから運転状況や

使用条件あるいは機構そのものを読み解こうとして誤謬に陥っていることも少なくない。しか

し史料の記載内容によ っては，工学的な手法を援用し記述の不足や不備を補い，妥当な仮定を
(!) 

たてれば定量的な考察をすることができる。

本報告は，在来の揚水機3種について性能・機能を定量的に考察し，史料の記述欠如分を

補った作業結果を報告するものである。

* 2012年 3月27日受理7 龍骨車，サーキーヤ，ノーリア，揚水量，稼働状況
キ＊ 神戸大学名誉教授
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技術と文明 17巻2号 （118)

図 1 龍骨車(1988年 タイ サムートサンクラーン県にて筆者写す）

図が比較的正確で具体的な記述がみられる宋感星 『天工聞物』(1637）でも たとえば，龍骨

車とノーリ アの機能を比較 しようとなる とノーリアの方には能率に関する記述がない。王禎

『農書j(1313）では，龍骨車の樋の構造と各部の寸法がある程度わかるのであるが？設置条件に

ついては 「若岸高三丈有絵，可用三車」 とあり l基の可能揚程が l丈と読めるが，はた して l

丈と いう揚程は可能で、あろうか。龍骨車については，若干の考証や実見に基づく記述を参照で
( 5) 

きる。1941年に華北で、行われた農具と農作業の調査報告 『北支の農具に関する調査』は，完全

にとはいいがたいがある程度の定量的資料を伝えている。それでも，定量的な記述が十分でな

いため，運転状況と か使用条件について具体的に考察するとなる と限界がある。

(l) 筆者はこの方法により それまで不明確であった千歯扱の成立過程を明らかにした（堀尾 「近世
における脱穀・調製技術の展開と性絡」， 岡 三好編 『近世の日本農業jI長山漁村文化協会 1981）。
「文献史学」I 「実証史学」と呼ばれているような観点に倣い．「数理史学jとでもいうべき観点を提唱
したい。このよ うな観点からの作業は 技術史のみならず一般史学においても有効であろう。

( 2 ) noria. 中国史料では「筒車」 日本では「水車」と一般名で記されていることが多い。ここでは
特定するために片仮名表記とした。

( 3) 薮内清訳註 『東洋文庫』第130巻。 11ページ

( 4) 嘉靖本！巻十三 m~淑門，翻車
( 5) たとえば.Joseph Needham. Wang Ling "Science and Civilisation in China”Vol.4町 Part2、
Cambridge University Press. 1965. 長瀬守「王禎 『農書』における水利権淑とその背景J，『中国水利
史研究112号. 1982. 18 29ページ 田中正俊鶴見尚弘 「竜骨者と農民J，『近代中国研究業報j，創
刊号.3-22ページ なと

( 6) 二瓶貞一 ー松田良一『北支の農具に関する調査j，華北産業科学研究所 ー華北農業試験場，1942.
なお 同蓄の復主ljは 『華北の在来農具J（解説．渡部武）。慶友社. 1995.所l［又
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j!i;水機の述転と機能に｜期する定量的比較 （掬！尾）

I 龍骨 車

( 1) 龍骨車の揚水量と負荷及び運転状況

龍骨車 （図l参照）は，中国とくにクリーク地帯で古くから普及していたこともあって，いく

つかの記載を見ることができる。王禎『農書』では寸法が記されていて，全長が2丈。｜隔が4

寸から 7寸，高さが約 l尺とあり，両端にスプロケットを取り付けるために底部がない部分の
( 7) 

長さが．それぞれl尺とある。『天工開物』では，全長が2丈のもので 1日に水田への濯水が5

畝，全長数尺の小型のもので 2畝，とあるが水深がわからないので揚水量は推定できない。

上海市嘉定家具廠〈農村木工〉編写組 『農村木工Jには，詳細な寸法が記されているが運転
( 9) (IQ) 

状況にはまったく触れられていない。台湾において実測された報告によると，牛 l頭と小児 l

人で l日の揚水量が，水深5寸＇ i＇謹概面積5分（約5反）と記されている。減水深を考慮しなけ

れば約225kQ，実際はそれよりいくらか多い量を揚水したことになる。また， 1日の労働とし

ているがω 牛を休ませるため，作業時間は 6時間が限度であろう。すなわち．毎時揚水量は40

ke弱となる。しかしそこには諸元がまったく記されていないので，この数値を一般化するこ

とができない。前出の『二｜ヒ支の農具に関する調査Jには l例のみ諸元が示されている。

著者らの天津に於ける調査によれば龍骨車の．木板60枚． 木板の大きさ16×30糎， 歯車の

歯数は大歯車49，小歯車16，水樋の上部歯車 9，従って役畜の毎分廻行数を 5回として計
(II) 

算せる木鎖の毎分廻行数は約半囲内外となる。揚程は約 5尺である。

諸元の記述は不完全である。「木板」すなわち水を保持して引き上げる区画を形成する仕切

り板の寸法に高さ 幅の別が明示されていないが，所載の写真では全てが横長であるので？高

さ16cm，幅30cmとみなせよう。問題は「木鎖の毎分廻行数」である。「約半囲内外」では，田

中正俊らも述べているように， 7｝~は板と樋の間隙から流下してしまう 。 龍骨車では，仕切り板

の所定の滑動速度がなければ1 区画に保持された水が流下する損失が大きくなる。これは，明

らかに著者の思い違いで，駆動側すなわち畜力機側と従動似ljの歯数を逆に取り違えている。す

べての史料中の挿絵や資料中の写真がそうであるよ うに， 一般に畜力機では，駆動側の歯数を

多くして増速している。家畜の牽引力は大きいが歩速とくに廻行時のそれは低いので，作業機

ここでは龍骨車の運転速度にあわせii!]速する必要がある。増速比と「水樋の上部歯車」すなわ

ち巻上げのためのスプロケッ トの歯数から計算すれば，畜力機5回転に対し巻上げられる仕切

り板の数は137枚，約 2周分である。揚程は記されているが全長が記されていない。また，板

( 7) 前掲嘉靖本

( 8) 前掲東洋文庫

( 9) 上海市嘉定家具廠〈農村木工〉編写組 『炭十J;;jて工J，上海科学技術出版社 1979, 92-109ページ

(10) 二瓶貞一西井俊蔵「台湾朝鮮満州lの在来農具一党」。『農業機械学会誌』 3巻4号， 1937,
p 376-390 

(11) 前掲二瓶他 (1942)'52ページ

(12) 前掲田中他
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技術と文明 17巻 2号（120)

と板の間隔も記されていない。

知りたいことは揚水量である。揚水量や負荷を計算するためには，記載が不完全なところを

何らかの推定でも って数値を仮定せざるを得ない。

まず，ひとつの区画に保持される水の量を求めよう。樋の中を方形の仕切り板が水を持ち上

げていくとき，板の両側と底部の隙間から水は下方の区画に漏れているわけであるから，揚水

の水面から上端まで移動する問に隙聞を通して流出する量を水理学的あるいは流体力学的な解

析で求めることが考えられる。しかし隙間を一般的に扱うことは不可能で、あり先行する区

画からもれた水とほぼ同量が次にある区画に流出するわけで、あるから上端に達している区画以

外では水の量はほぼ同量とみなしうる。筆者が，龍骨車の稼動状況を観察したところによると，

板はほとんど跳躍することなく滑動しその樋の上縁まで、水を十分保持していることがわかる。

以上のようなことを踏まえ，仕切り板に働く力の釣合いから 保持されている水の量を推定

する。付録図 1-aに示すように板に働く諸力は，チェーンが仕切り板をヲ｜き上げる力 D，区画

内にある水の慣性力と等価な集中力 W*（仕切り板により保持される水の重力の傾斜方向成分，図 1-

b），板と樋の摩擦力 F，後の区画との水圧差と等価な合力の板に直角方向の分力 Pderである。

図において，板は底板に対し垂直で、なければならない。なぜなら，に傾くと浮力を受け，底板

との間隙が広くなり水は後方に抜けてしまう 。板が後方に傾くならば，板の下端はある角度を

持って，すなわち面ではなく線でもって底板と接するため水の保持が悪くなる。仕切り板に働

く力は，垂直の姿勢を保つよ うにつり合っていなければならない。

木と木の摩擦係数は， 一般に木口の動摩擦係数は0.14から0.25であり．材面聞に水が十分層

をなしておればさらに低い値となる。仕切り板には浮力が働いているうえチェーンにより上方

に持ち上げられょうから摩擦力 Fは無視できるものと考えられる。また，水圧差も十分小さい

から考慮する必要はない。引上げ力 Dと慣性力 W＊のつり合いだけを考えればよいわけで，こ

れらは同一線上にあって大きさは等しい。以上の考察から，付録 lに示した式（11)から (1

4）を得る。

Dが働いている位置をどのようにとるか，文献に載せられた写真から，仕切板下端からその

高さの0.4と仮定した。

前掲の調査報告の示された諸元及びそれについての考察に加え，記されていない諸元のうち，

役畜の廻行半径は写真からl.5mと推定できる。全長については，いま仮に伝統的な標準寸法

すなわち 2丈（中国丈 333m）とおくこととし 写真に写っている人物の身長をもとに駆動ス

プロケットの有効半径を50cm，従動スプロケット （水の取入れ側）の有効半径を板の高さをもと

に20cm とみて鎖の全長は約14m.これを板の数60で除し板と板の間隔は23cm となる。樋の両

(13) 北原覚－ r木材物理j，森北出版. 1972, 72-74ページ

(14) 前掲 Needham (Fig.577）では0.4弱前掲 『農村木工』（図4-65）では042，またその他の写真
では明維でないがほとんどが上下中心から少し下方となっている。
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払i水機の運転と機能に関する定量的比較 （勿！尾）

端において底の部分を l尺程度欠いているので，樋が帯水している部分の長さは5.4m，帯水し

ている区画の数はおとなる。他の写真をみても帯水している区画の数は全体の 4割程度である

から，ほほ妥当な数といえよう。なお，寸法は仮定や写真からの推定であり，有効数字は 2桁

に足りるかどうというところである。以上の数値を用い，付録 lに示す各式により以下の結果

を得る。

1区画内の水量 。s.se

毎時揚水量 65ke 

毎秒仕切り板通過数 2.1枚

所要動力 0.26kW 

家畜の牽引力 331くg スプロケッ ト手前でのチェーン引張力 54kg 

を得る。さて，ここでは全長を標準の 2丈と仮定した。このときの龍骨車の取付け角は15°と

なる。 取付け角度を，後述するように役畜の最大出力から推定される最大取付け角22degと仮

定した場合はどうか。なお，この場合全長は4.lm，約 l丈4尺となる。木鎖の全長は約8.7m,

すなわち板と板の間隔は15cmとなり 帯水している区画の数はおとなり，

l区画内の水量 5.7Q 毎秒仕切り板通過数 3.2枚

毎時揚水量 65ke 所要動力： 0.23kW

家畜の牽引力 30kg スプロケッ ト手前でのチェーン引張力 49kg 

を得る。いずれの仮定をとっても，知りたいこと，すなわち毎時揚水量，所要動力及び家畜の

牽引力にあまり差がないことがわかる。

前掲の調査報告に役畜の種類が記されていないが所載の写真からl以馬であったろう。牒馬
(15) 

を畜力機に使役したときの実測値によれば，平均体重250kgで廻航速度09m/sec，負荷が30kg

で0.36PS(0 26kW）とされていると照合しても妥当な値といえよう。

さて，史料に描かれている龍骨－車の役畜は牛が多い。前掲 『農村木工』に牛を使役すると記

されているものについての計算結果を示しておこう。なお，龍骨車本体と畜力機の諸元はすべ

て示されているが，運転状況についての記載がないので牛の廻行速度を0.6m/s巴cとして求めた。

その結果，

l区画内の水量 白2.6e

毎時揚水量 59ke 

毎秒仕切 り板通過数 6.3枚

所要動力 0.16kW 

家畜の牽引力 4lkg スプロケッ ト手前でのチェーン引張力 34kg 
(16) 

を得た。畜力機に牛を使役したときの実視lj値によれば，平均体重350kgで廻航速度0.6m/s巴C,

負荷が65kgで0.52PS(0 38kW）とされている。所要動力をみればかなり余裕があるので，廻行

速度を0.8m/secまで上げても所要動力は0.2lkW，毎H寺揚水量は79kQとなる。0.8m/secで直進
(17) 

走行の場合，持久牽引力は体重の 1/10とされている。比1絞的小型の雄牛として体重400kgな

(15) 稲垣乙丙『農具学J，博文館， 1911,87-88，なお 直線的な猿引では それぞれl.lm/sec,40kg. 
0.58PSと示されている。

(16) 前娼稲垣

(17) 吉田武紀 『牛の畜力利用J養賢堂。 1959』 7-10ページ
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技術と文明 17巻 2号（122)

ら。この程度の作業であったろう 。

『天工開物』にある図では牽Dlは牛 l頭であり。歯車の駆動側の歯数は45に対し従動側は 7

あるいは 8に描かれており増速比は 6程度となる。牛の；場合の歩行速度と牽引力に対し龍’自

車運転に必要な回転数とトルクに附合する増速比といえよう。また．ワグナー 『中国農書jの

牛が使役されている写真でも増速比は同等と見られ 『天工関物jにある絵の信恵性が窺われ

る。

( 2) 龍骨車の設置角度について

南宋から遼，金，元を経て明の万歴初年に至る制度を記した 『統文献通考jに，「五等固岸髄

式，U、水為平田輿7｝（平者為第一等．図岸高七尺五寸底附ー丈面｜品｜五尺．田高一尺者為第二等。

固岸高六尺五寸底悶九尺面間四尺五寸・ 0 ・0・」とあり ．この記載にある「一等」の岸体高さ （堤

高）7尺半について長瀬は 標準の全長 2丈の龍骨車を取り付けた時の傾斜角22degを． 「労働

力その他から勘案しでも っとも揚水に容易な角度でなかったのかJとしているが その意味が

よく分からない。所要動力当り揚水量 ー揚程の最大値という意味であろうか。二瓶らの調査結

果について計算した数値を用い．揚程を変えて計算した結果を表 lに示す。参考まで 所要動

力あたり揚水量も示した。スブロケット 回転数は，前掲 『：｜ヒ支のj是具に関する調査Jにより

15rpmとしたが，設置角度が25°及び30。では，役畜の常用出力の限界である0.28kWに達しス

プロケッ トの凪転数が低下すると考えられるので 常用出力の上限から求めた回転数は．設置

角度25。及び30。において14rpm, 12rpmとなる。なお. IL¥カに上限を設けない場合の数値を参

考まで括弧内に示した。区画内に保持される水の量は角度が大きくなるとともに減少するが

すべて有効 2桁で示したため．刷転数が一定とした22°以下では，揚水量にその差が現れてい

ない。計算の結果が示すところは単純で明白である。所定の傾斜角が「もっとも揚水に容易な

角度」なのではなく 畜力駆動による龍骨車の揚程の上限を示しているに過ぎない。22°まで

は揚水能率の低下が無視し得るものであるが．それに以上になると能率の低下が顕著になるの

である。

揚程が大きくないところでは長いものを設置する必要はなく， 『天工開物』にみるよう に短

いものでよく ．時には全長が半分のものが用いられた。傾斜角が同じであっても．全長が半分

になれば所要動力は半分になり I人の手回し作業も可能であったわけで、ある （図2）。 一般的な

型の龍骨車を入力で運転するには何人が必要で、あろうか。スプロケ ット軸にgooの位相で取り

付けられているペダルのピ ッチを30cm と仮定すれば？ ペ夕、、ル半径は21cm，この計算例ではス

(18) 前掲東洋文庫版．図 l-6 

(19) 前掲ワグナー.26ページI 第49区l
(20) 『統文献通考j巻3 （『LUI拭Jり巻 3)0784). 武宗の条
(21) 前掲長瀬。なお 長必lはfr1I交を22.4。としているが全長と揚程の比の逆正弦は22.02。である。ま
た Needhamは24。と引.Filしているが根拠は記されていない。
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j~；水機の運転と機能に関する定量的比較（掬l尾）

表 1 龍骨車の各設置角度に対する所要動力

角度 揚 程 揚水量 Q 所要動力 N
QIN 

(deg) （日i) (I/sec) (kW) 

10 11 14 013 109 

15 1.5 14 0.18 77 

20 2.1 14 0.25 56 

22 2.3 14 0.27 51 

25 2.6 13(14) 028(031) 45 

30 3.0 11 (13) 0 28(035) 38 

図2 手回しによる龍骨車の運転（渡部武氏提供）

プロケット回転数は38rpmであるから，ペダル周速度は0.84m/secとなる。龍骨車を運転して

いる人は30cmの歩111/jlで階段を上がっているのに等しく その運動を長時間持続したときの出

力は，この速度で人が垂直方向に階段を上がるとき長時開発揮し得る出力に相当するとすれば，

0.08kWと推定される。これを，スプロケ y ト軌を駆動するトルクに換算すると2.2kgmとなる。

スプロケッ トの駆動そのものは体重によっており，ペダルが水平位置にあるとき60kgの体重

により発生するモーメン卜は13kgmであり，発生トルクそのものには余裕があるのであるが！

龍骨車を動かしている人の運動による消費エネルギーで見なければならないから，上記の長時

開発生可能トルク2.2kgmで所要 トルクを除した人数が必要数となる。史料の図によると， 『農

書Jや『天工開物』では 2人，『御製耕織図』では 3人。『耕織図Jでは4人が描かれている。龍

(22) 人間工学ハンドブッ ク編集委員会 『人間工学ハンドブックJ，金原出版， 324329ページ．なお，
人力による回転機械の運転で、の実il!IJ値として？平均体重75kgの体重の人てf青jljでは013PS (0 96kW) 
日雇いでは008PS (0.59kW）が示されている。

(23) 嘉靖本，巻十三 i往概門，翻111. など
(24) 前掲東洋文庫τ 図 l-7 
(25) 「御製耕織図J 新［~［. il'lfi阪
(26) 元 ・程楽『耕織｜豆I.I.耕図＇ ii:主似
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骨車の長さや設置角 樋の断面寸法によ って 2人から

4人が必要であったわけで、ある。なお守これらの人数

には，交代要員は含まれていない。

2 サーキーヤ

( 1) サーキーヤの負荷

サーキーヤは，図 3に示すように，壷または筒状の

ものを鎖のように連ねエンドレスとしたものを，地上

に設置されたスプロケットの歯でチェーンを繰りあげ

るようにして垂直に揚水するもので，このスプロケッ

トは一般に歯車と一体となっており。駆動側の歯車と

直角にかみ合っている。その駆動側歯車の軸に直接取

り付けた牽引梓の端に役畜をつなぎ廻行させ駆動する。

サーキーヤは近東を特徴づける在来の揚水装置であ

るが，中国に入ったのは比較的遅く， 20世紀に入って 図3 サーキーヤ（二瓶他（6 )) 
(28) 

から河北省に導入されたとされている。Needhamらは
(29) 

龍骨車やノーリアのように一般的ではなかったとしている。しかし前出の『北支の農具に関
(30) 

する調査』によれば，畑作地帯の地下水位の低い地方で一般に使われていたことがわかる。
(31) 

サーキーヤの揚水量は，家畜 l頭の使役で約 6ke/hという例を天野が示している。上述の

調査報告には当時の華北農事試験場の近くにあった木製機の揚水成績を調査した結果3例が載

せられている。その中から詳細に記述されている「第 l例Jと「第2例」を以下に引用する。

第 l例 井戸は水面迄の深さ8.9米，水深0.7米ー口径1.4米にして，水車は木製で‘ある。水

斗 （パケット）の線個敷は59個．役畜 l廻行詰り 8個の水斗を揚水する。龍高136糎の！鑑

（牝7歳）を使用し 30分間賞測したる結果，毎時揚水量58石（日本石）となった。役畜の 1

時間の線廻行敷は205回に して，尚 l廻行嘗り8個の水斗を揚水する篤， 1時間当りの機

水斗個数は1640個となる。而して賓測による水斗の容量は3.73升であるから，計算による

毎時揚水量は61.2石となり 賞視lj揚水量58石との問に 5%の損失を示した。 l日8時間作

業とせば約480石の揚水量となる。然るに騒を使用して l日8時間の連績作業は困難で

ある。従って一定時間で交代するとか、或いは休憩時間を興へてゐる。尚2頭を併用する

(27) saqiya，該当する日本語がないので片仮名表記とした。英語では potchain-pumpとあてられてい
る （たとえば Needham前掲）。

(28) 天野元之助 「支那農具論 （ー）」 『帝国農会報J31巻l号。 1941. 105-170 
(29) 前掲 Needham. 354 356ページ
(30) 前掲二瓶他。 56ページ
(31) 前掲天野
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揚水機の運転と機能に関する定量的比較 （堀尾）

場含がある。

第2例 井戸は水面までの深さ8.7米，水深1.2米， l二｜径2.3米にして，木製水車を備へてゐ

る。水斗の総個数57個である。役畜は駈 （牡7歳）を用ひてゐるが，更に牽引力を増加す

るため腕木の先端に曳網を結び 之を少年が曳いて役畜と共に廻行する。 1時間の線水斗

個数は1535個にして，水斗 l個の容量は賓測の結果3.82升，計算による毎時揚水量59石と

なる。然るに賓測せる毎時揚水量は10%減の53石である。 1日8時間作業とすれば賓際の

線揚水量は4241石となり ，之を31畝 （1畝は日本の約200坪）の耕地に濯概すれば，降雨量に

換算して40粍 (1坪に1.8升の水を輿ふるl時に雨量 l粍に相嘗する）の大雨に相首する瀧水量と

なる。

）：）上の記載から揚水量は明白である。しかし それは報告されたサーキーヤについてのもの

で。井戸の深さやパケッ トの数や容量が異なるものについて揚水量を比較しようとするとき文

献史料に定量的な記載がない場合 ここに報告されているサーキーヤの所要動力を工学的方法

を援用して求め，動力源である役畜の出力を拘束条件として一般化すれば，仕様の異なるサー

キーヤの揚水量を推定できる （付録2）。

先に引用した「第 I例jに記された諸元について数値計算をしてみよう。パケ ット チェー

ンは，スプロケッ トの上半分に乗っている部分，スプロケットから垂れて水面に至る部分，水

中にある部分，水面からスプロケットに至る部分に分けられる 。 水深が0.7m とあるので， 7]'(1=1~

にあるパケット－チェーンがほぼ半円形の周長に等しいとみて，チェーン全長は23m，パケッ

ト総数59個， 1 m当りでは2.6個のパケ ットが取り付けられている（前項と伺様1 推定または仮定

を含む計算となるので，すべて有効2桁で示す）。 水面からスプロケッ トまで常に23値｜のパケットが

満水状態で、引き上げられ，その荷重は150kgである。これがスプロケットのおもな負荷である。

これにより生じる負荷トルクはこれにスプロケット半径を乗じた76kgmとなる。パケットが

スプロケットにかみ合った後，傾きを増しつつ水を放出しながら上昇し水平になり負荷でなく

なる最上部すなわち回転角90degの間につねに 2個のパケットが存在する。残りの負荷は，そ

れら垂直荷重のスプロケット円周方向の成分に半径を釆ーじた平均トルクは3.7kgmで， 合計

80kgmとなる。

スプロケット回転数は役畜廻行数に等しく 3.4rpmで， lli1!1動力は0.30kWとなる。実測された

値である10.4ke/hrの水量が，水面までの深さ8.9mにパケット中の水の半分が放出される高さ

0.36mを加えた9.26mの高さまで揚げられているわけであるから所要動力は0.26kW, 5 %の機

械損失を加算して0.28kWとなり，先の負荷 トルクによる算定とほぼ一致する。なお，向調査

書にあげられた他の 2例では揚程と揚水量だけが明確であるが それらから求められる仕事率

は， 0.26kWと0.23kWとなり 限馬による畜力機の常用出力はほぼこの程度とみてよい。

(32) 前掲二瓶他， 5759ページ
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所要トルクから役畜がつながれた位置での牽引力は 歯車での機械損失を 5%とみて，30kg

強となる。前項で述べたように駿馬の場合 7 平均体重250kgの駿馬で廻航速度0.9m/sec，負荷

が30kgで0.36PS(0.26kW）とされている。ワグナ－ r中国農書』によれば，ラバは「小型の馬

と同等の使役」に供されているという。データーとして挙げられているうちで， もっとも小型

の馬についてみれば，その常用出力は0.4PS (03州そして常用牽引力は30kg 弱で、<h3~） 螺馬

の出力としては妥当なところかと思えるが。出力の限界近くで使役しているようで，長時間使

役した場合ある程度低下するであろう。事実，先に引用したように休憩を与えたり交代させた

りしている。なお，役畜が牛の場合，その牽引力と出力に余裕があるため，歯車比を変えて増

速し能率を上げえたであろう。

( 2) サーキーヤと綾櫨

前述の井戸とほぼ同じ程度の深さの井戸から揚水するのに駿離を用いた場合と比較してみよ

う。二瓶らは，深さが8.9mと9.7mの井戸に，ほほ同仕様のパケット 4個の複式線櫨が取り付
(35) 

けられた場合を報告している。実iP.IJされた毎時揚水量は それぞれ30石と31石すなわち約se 
である。運転にはそれぞれ女子5名でl名は交代要員 男子 3名で l名の交代要員と記されて

いるように，投下されている労働力は多くなるが1 揚水量はサーキーヤの半分に及んでいる。

天野は糠離について「；｜士年男子一人一分間の汲上同数は， i楽さ三十尺の井戸で三同一時間一八

十同である。桶の容量は 二 ・五升だから。一時間の揚水量は四石五斗，一日八時間揚水すれ

ば三十六石となり 水車の｜ー分之ーにも達せないJ，と述べている。なおーいうまでもなく ！こ

こで「水車」はサーキーヤである。ここで述べられている井戸の深さは。先に引用した二瓶ら

が調査したものとほぼ同じである。すなわち ここで述べられているものは単式のパケット l

f聞のものであることは明らかでも っとも揚水量が低い型と比べればサーキーヤの優位性が強

調される結果となる。しかしパケット 4個の複式蚊櫨なら揚水量がサーキーヤの半分に及ぶ

のであるから，サーキーヤ導入のための費用だけでなく機械装置の保守も負担になるであろう

から 1 とくに井戸が深くないところではサーキーヤの導入がそれほど進まなかったものと推定

できる。

3 ノーリア

( 1) ノーリアの揚水量

筒車 （図4）は流水のエネルギーにより終日運転できるため 全揚水量はかなりの量になる

ことが窺える。具体的な報告例から揚水量を算定してみよう 。

(33) w ワグナー 『中国農干Ifj （高山洋育訳）下巻 刀江誉院 1972. 456-457ページ
(34) 岡部利雄 『馬の畜力利用J.養賢堂 1959. 10-12ページ
(35) 前掲二瓶他 52-55ページ
(36) 前掲天野
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羽根板を介してノーリアに供給される動力は流量，羽根

板の浸水面積と開水路の寸法によ って決まるが，越智らは

ノーリアと同じように羽根車を半径方向に取り付けた模型

による実験でブk車出力を求めている。個別のノーリアの所

要トルクを求めれば，その実験値と比較しておよその稼動

状況を推定できる。所要トルクは筒中に入る水の量から付

録 3に示すように求めた。

サーキーヤと龍骨車については所要動力を求めた。それ

は，動力源が家畜あるいは人であり，長時間の連続作業に

おける出力の限界の範囲内でしか運転で、きないことと，使

役あるいは作業強度との関連で所要動力を定量的に知る必 図4 ノーリア（王禎『農書』嘉靖本

要があった。ノーリアの動力源、は流水であり あくまで水 巻13「瀧概門」より）

路の流量に依存しているので，用水量を求めれば十分であ

るが，上述の実験結果と比較し考察結果を検証するため所要トルクまで求めた。

揚水量は回転数と筒の数，そして筒に入ってくる水の量が分かれば求まる。水の量は筒の内

径と深さ，水輪への取付け角度 （付録3における ν，区Ic-3参照）だけでは求まらない。筒が再び

水中に入るときの姿勢は下向きになっており，空気が筒の中に閉じ込められる。その後下方に

回転するにつれて姿勢は下向きから，最下点でフk平となり上向きに転じる。この間に閉じ込め

られた空気は抜けていくが，筒の取付け角が大きいほど抜けきらない空気の量は多くなる。筒

が水から出るとき実際に入っている水の量は，静的な状況で入り得る水の量より少ない。充填

率すなわち静的な状態で入る量に対する実水量の比について越智らが実験結果を報告している

おり，その結果によれば，充填率は筒の取付け角度と周速度に依存しており速度が大きくなる
(38) 

と，また角度が大きいほど，充填率は高くなっている。実験に用いられた筒の内径は55mmで

あったが，内径が大きくなれば当然率は大きくなることが予想されるものの，実験で得られた

値は利用できる。

ダニエルズは，雲南西双版納俸族のノーリア 7基を調査して写真とともに詳しい諸元を載せ
(39) 

ている。水輪径と幅はすべてについて記されているが。水筒の内佳と深さが 「不明」のものが

ひとつあり，このひとつを含め 3基について毎分回転数が記されている。取付け角度は記され

ていないので写真から求めるしかないが，寸法算定に使うことのできる写真は 7番のもののみ

である。これには水筒寸法が記載されていないが7 これは写真から十分に求められる。この

(37) 越智康志。池森J:':E. 末次敏明，「熊本県川原谷の揚水水車群についてi 『西日本工業大学紀要J
16巻。1986, 45-54ページ

(38) 前掲越智他
(39) c.ダニエルス 「西双版納俸族の水車」 ダニエルス ・渡部武編『雲南の生活と技術』 度友杜

1994，所収， 144194ページ
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ノーリアは，水輪径600cm，同1!1JilllOcm.羽根板14枚，筒数16個，水面からJII岸までの高さ 4m,

回転数 lrpmと記されている。写真から計算した水筒の取付け角19deg，同直径 7cm，同長さ

160cmを用いて求めた水筒 1個当りの水の量は水筒に閉じ込められた空気が完全に抜けるとき

54Q，毎時揚水量は5.2kQとなるが，すでに述べたようにい くらかの空気が閉じ込められる。

水筒の周速度は 5cm/secであるので，前掲越智らの実験結果を援用すれば揚水効率を50%と

して，実際の毎時揚水量は2.6keと推定される。
(40) 

福岡県立花町の水車は黒岩らによれば水輪径300cm，同幅550cm，羽根板数14，回転数3rpm, 

水筒内径lOcm，同長さ60cm，水筒数16である。水筒の取付け角は写真から算定して約24deg

である。筒 l個あたりの水の量3.4ι 毎時揚水量60keとなるが，前掲実験結果により揚水効率

を40%として，実際の毎時揚水量は2.4kQと推定される。この水車の所要 トルクは約lOkgmで，

この数値を前掲越智らの実験結果に照合してみても十分納得でき るものである。

ここでは，原初的な構造のノーリアについて揚水量を検討した。構造的にも発達した揚水能

率の高いものについて比較のため触れておきたい。福岡県朝倉町にある菱野三連水車で、は，上

流側のもっとも大きいもので回転数4rpm，揚水量926ke/h，次に位置する もので回転数6

rpm，揚水量128.6ke/h.下流側のもので回転数7.5rpm，揚水量1477kQ/hである。また1 破波市
(42) 

水車苑にある復元された 5連水車の総揚水量は6.5ton/minとあり ． l機平均では揚水量15.6

kQ/hrとなる

( 2) 龍骨車とノ ーリアの比較

ノーリアと龍骨車について それぞれ2例について推定した毎時揚水量を比較してみよう。

天野の記す大型ノーリアでは 「高さが20m以上もあって，汲水器二ト八個を着けており，一

分間の汲水量は六立方米にのぼり.....」とある。すなわち毎時揚水量360kQ，龍骨車10基分の

能力を持っていた。 しかし このような大型のものは建造費も巨額で、維持費も相当な額になろ

うから， 川岸が極端に高く， しかもj墓淑水路を引くにも遠くの水源に頼る必要があるという特

殊な条件下でのみ設置されたものとかんがえられ，本論での比較の対象とはならない。
(44) 

ダニエルスの報告にあるように 設置にそれほど費用も要らず村内で自作可能なノーリアに

ついてみてみよう 。上記2例の揚水量は毎時約 3kQと6keであり，終日運転により l日あた

り総揚水量は72kQと114kQとなる。一方 龍骨車ではほぼ毎時60kQ, 龍骨車の 1日運転可能時

間は 6時間ないし 8時間であるので 1日当りの総揚水量は360kQから480kQである。

小型で、簡便なノー リアでも 定常的な一定の流れがあり，数基を設置すれば龍骨車と同等の

(40) 黒岩俊郎 玉置正美前田清志繍 『日本の水車J ダイヤモンド社守 1980. 16ページ

(41) 香月徳男 『朝倉の水車』 福岡県朝倉町教育委員会 1976 
(42) 概波市市ホームページI 1997 
(43) 前掲天野

(44) 前掲ダニエルス
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4湯水機の運転と機能に関する定量的比較 （郷尾）

水量を確保できたわけである。また 川岸の高さにあわせてノーリアの直径を決めればよいわ

けで？揚程の制約は龍骨車の比でない。しかも河川の定常的な流れのエネルギーにより昼夜を

問わず運転できる点は圧倒的に優位で、ある。いいかえれば湖沼や定常的な流れのない河川で

は，龍骨車を使うしか方法がなかったのである。
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技術と文明 17巻2号(130)

付 録

1 龍骨車の揚水量及び、所要動力の計算

まず， l区画に保持される水量は，以下のように求めた。仕切り板の働く力のつり合いを図

1 aに示す。水圧差圧んer及び仕切り板と樋の底板との摩擦力 Fは無視できるとすれば，板を

引き上げる力と持ち上げられる水の慣性力のつりあいだけを考慮すればよく，分布力である水

の慣性力と等価な集中力 lV＊と引き上げ力 Dは同一線上にあって大きさが等しい。ふたつの力

が働く位置の高さ d勺ま，

〆＝！どw 
(l.l) 

で与られる。ここで＼水の比重を ρ，樋の幅を b， 仕切り板のピッチを l，樋底 ABからの垂直

位置を y，両側の仕切 り板における水面の位置 Ii及び'11とすれば

LM＝イ 同＋川＂！！＿二主ydy
Id flー'11

(12) 

で与えられる。（1.1）式と (1.2）式より，また θを樋の傾斜角として， hを変数とする方程式

h2 2(1 tan B + d.)h + 12 tan2θ＋／（l+d.)tanθ ＝0 (13) 

より根

h= d・2+/tanB±-Jd・2-/2tan28 2/tan 

を得る。本文で述べたようにrを既知とすれば， l区画に保持される水の量

q ＝州 ~tan θ ） (1.4) 

が求まる。

単位時間当り吐出量 Qは，水を保持しつつ引き上げられる区画の数を /'11，仕切 り板が樋の上

を移動する速度をu，駆動制｜の回転数を 11として

Ga 
m
 

－－
 oa －－

 Q
 

(15) 

で与えられる。巻上輸半径を r，図 1-bに示すように 1区画の水重量を Wとして． 巻上輸トル

クは，

T＝円nWsinθ (1.6) 

巻上輸回転数を II として，巻上輸判i動力

N=nT 0.7) 

を得る。
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A 

中i

図 1-a 龍骨車における仕切り板の力学平衡

回転方向
／／一一一吉

千 ー｜

図2 a サーキーヤにおける負荷トルク

印P
A
 

x y 

図 3 b 水筒姿勢の座標変換

も

y 

o,, 

／ノ

o, 

w 

図 1 b 龍骨車における負荷

図3 a ノーリアにおける水筒の取付姿勢

て乙7 (/ 

図3 c ノー リアにおける負干市 トルク
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2 サーキーヤの負荷計算

スプロケットの負荷 トルク についてパケットの自重は スプロケットの軸方向から見たとき

パケットは左右対称にあるので考慮する必要はない。水面上からスプロケットの真上すなわち

パケットの中の水がなくなるところに至るまで、の全水量が負荷となる。水面上からスプロケッ

トに至る間のチェーンに取り付けられているパケッ トにより汲み上げる全水量による負荷トル

クToは？スプロケットの半径を r，パケット l個の荷重を Wとして．

7; = r工w (21) 

である。スプロケットの上にあるパケットについては 図2 aに示すようにパケットの回転

角。が増すに従い水を排出していく 。パケ ット中の水の荷重 l仰は，水面abのa点がそこに達

するまで （O<B<B＊）と後とに分けて，

同，＝ρQ(l 土tanθ）， Iι＝ρQ土cote
., 2d 山 2d

(2.2a. b) 

ここで， ρは水の比重， Qはパケ y トの容積。hはチェーンから見たパケット高さ， dはパケッ

ト深さである。荷重 We1, Wo2による負荷 トルクは，それぞれ

y主 I)

可＝r!i日Icos e 
0. = r同2cos e 

(23) 

である。T1,Tzとも Oにより 変化するので，所定の区間について平均 トルクを求める必要があ

るが， dに対する hの比は通常2以上であるので。Weiによる トルク T-2は卜分小さ く無視しう

る。T1の平均 Timeanは次式で与えられる。

九一＝γ4-1'3 rpQ(l 土tanθ）dθ
川 町u γδ山（ト＼）占 2d (24) 

ここで， hはT1の範囲すなわちパケットがスプロケット上を移動していきパケッ ト内の水面が

／〈ケットの縁と底の対角線に達するまでの角度B*=cot(d/h）の聞に存在するパケットの数， 3

はスプロケット上で｜探りあうパケットの間隔に相当する角度， fはlからkまでの整数である。

なお， i=kのと き積分上限はPであるがTzを無視したことを補正するため '10とする。全負荷

トルクは

ア＝九＋7;

であり，所要動力は， スプロケット回転数を IIとして？

N＝ηT 
r主2)

である。

注 l） 同図に示すように。荷重のf~線方向成分が回転負荷となる 。

注 2)Tがkgf ITT. IIが毎分団側では 八r= ufg74 [kW] 

52 

(25) 



j湯水機の迎！I訟と機能に関する定量的比較 （明尾）

3 筒車の筒に入る水の量と負荷トルク， 所要動力の計算

筒が取り付けられている幾何的状況を確認しておこう。図3-aにおいて，筒先 p，は筒底 Pb

よりゅ位相が進んだ位置にあか平面 PbPrObOrに対して yなる角度をなしている。筒の絶対平

面に対する角度¢は筒の回転角。により変化する。筒の中央が真下にあるときは Oで，真横に

あるときは γである。任意の回転角。における筒の傾斜は座標変換により求められる。図3-b

に示すように，筒が真下にあるとき，筒の底部 Pobを原点とし垂直上向きに Z軸をとる。すな

わち， Z軸は水輸の回転中心 0を通り X軸は回転111由と平行である。Pobに原点を持つ座標を O

点を中心に回転した座標を （x, y, z）とする。この座標を平行移動させ x軸を X軸に合わせ

れば，座標変換を適用でき，筒の絶対平面に対する角度

v 

¢＝ぽ支＝ tan一l（町×c州 (31) 

を得る。静的な状況で、ひとつの筒に流入する水の量に対し水が実際に入る効率を早，筒内長さ

をl，内径を dとし，筒先端が水面から出るときの筒の傾斜角を仇として，筒に入っている水

の量は，

d ? d 
q＝ηπ （ )'(I cot q;) 

2 2 
(32) 

により与えられる。筒の数を h，水輸の回転数を nとして，単位H寺間当り吐水量 Qは，

Q＝抑liq (34) 

である。

回転角。にある筒の水荷重による負荷トルク toは，図 3-cに示すように水荷重を ωとして，

ら＝rw sine (35) 

0にある i番目の筒が，そこから先行する i+ 1番目の筒がとそのときある位置まで回転する聞

の平均トルク fは，

t＝計九sin削 (36) 

である。

揚水による負荷トルクが発生するのは，図 3 cにおいて水面aから筒は空になる真上に近い

ところまでである。実際の運転状況を視察すると 筒内の水の流出が始まる位置bを過ぎても

流出は顕著でなく，その位置から真上までの問の 1/3あたりを過ぎて流出が顕著になる。た

だ，位置 bを過ぎたところから水荷重 ωの接線方向成分仰は十分小さくなるので＼この区間

の負荷は無視し得る。したがって簡が水から出るときの回転角ゐから水が流出を始める回転

角仇の聞について求めたトルクを全負荷トルクとしてト分である。

上記の区間にある筒の数mは，
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m=k生二生
2π 

全負荷トルク Tは，

技術と文明 17巻 2号（134)

ア＝ず土I町 rasin 8d8 ＋土r0・ra sinθdθ 
1:Q' 2Jr Ja1 ' 2π Ja，’ 

で与えられる。ここで、’

α1＝ι＋i子 α2=8α＋(i +l α3=8α＋ 山 ）
円

所要動力 N

N = 2JrrnT 

を得る。
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The information on indigenous instruments and equipment presented in historical 

literature is. for the most part. comprised of fragments. Passages and notations lack necessary 

and sufficient dimensions and quantitative terms. Many researchers have fallen into the trap 

of adding constructions to notations and use letters in place of words. This lack of technical 

information in historical literature is sometimes compensated and improved by employing 

analysis methods of engineering 

This paper presents the results of a work巴mployingthe analysis method of mechanical 

engineering to three types of water-lifting equipment and shows the advantages of this 

method. The results are as follows. 

1) Pallet chain pump: The discharge rate of flow. requi1 ed power. and availability were 

estimated to critique and improve the notations in "T!tie11 1<1111g f<!ta Wu，＇’＂N1111g 51111.η 

“f<eng Chili Tint.＇’and others 

2) Saqiya (Pot chain pump): The same ma仕erswere estimated with animal power output as a 

constraint. and the discha1 ge rate of flow was compared with a winding crank 

3) Noria (Bottle wheel pump): The discharge rate of flow was estimated and compared with a 

pallet chain pump to define its installation condition 
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