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らせん水車を活用したマイクロ水力発電システムの可能性

瀧本裕土
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VI. おわりに

I. らせん水車について

昔から田園にある水車といえば，普通は下掛け，胸掛け，上掛け水車といっ

た円形の在来水車が一般的にイメージされる。しかし本研究で紹介するらせ

ん水車は写真 1に示すように水車の羽根がらせん状になっており，アルキメ

デスのらせん回転式揚水機にも似た大変ユニーグな構造である。

このらせん水車は大正時代に富山県嘱波市の鍛冶職人によって作製されたも

のである。らせん水車は，戦前まで重要な農業動力源として脱穀作業や藁（わ

ら）加工作業に用いられてきた。この水車は富山県の扇状地に広がる農業用水

の特徴を巧みに利用した水車で，簡便性と経済性に優れていたことから移動型

動力源または定置動力源として全国的に普及した。しかし戦後になって機械
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写真一 1 らせん水車（南磯市高屋
地区）

化の進展に伴い，らせん水車の数は急激に減退してしまい，現在ではその存在

を知る人も少なくなってきている。なお，らせん水車の歴史的経緯に関する詳

細については，田中（1990）や宮崎（2006）の文献を参考にしていただきたい。

II. らせん水車を利用したマイクロ水力発電システムの可能性

らせん水車の活用法にはいろいろなアイデアがあると思うが，ここでは発電

での利用を考えてみたい。水力発電自体は決して新しいものではなく従来から

盛んに開発が行われてきた。しかし，図 1に示すように，水力発電は高流量，

高洛差の条件下で行われており，適地は限定されることからこれ以上の開発は

困難である。一方，低流量，低落差の条件は，その適地は多いものの，発電規

模が小さく，水流のわずかな変化が水車の動力に影響を与えてしまうことから

発電効率も悪いために発電は殆ど行われなかった。

近年になって水害－台風－ 地震等の災害時の非常用電源、や農業の生育管理用

電源として，移動可能かつ利便性に優れた小型発電機の開発が注目を集めるよ

うになってきた。自然エネルギ一利用発電のうち水力発電は風力や太陽光発電

に比べ24時間安定した出力が得やすい発電方式である。富山県には大小様々な

多くの河川が身近に存在し，包蔵水力も豊富であるが，図 2に示すように低落

差・低流量を利用した高効率のマイクロ水力発電システムはいまだ製品化され

ていないのが現状である。そこで，富山県の産業遺産であるらせん水車に注目

しこれをマイクロ発電システムとして復活させたし、と考えている。

ところで，らせん水車は経験的に作られたものであり，その動力特性につい

て理論的な裏付けはなされていない。つまり，流量と勾配に対してどの程度の

水利科学 No.303 2008 
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〈近代水車による発電〉 〉
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動力が得られるのかについて定量的にはわかっていないのである。したがって，

先人達の経験に基づいた知恵を科学的に解明することでより発電効率の高い水

車の開発が可能となる。そこで現在富山県立大学では，「低落差－低流量でい

かに効率よく水車を回転させるか」をテーマに，出力特性に及ぼす羽根構造

（羽根材質，形状， 枚数，羽根の間隔，水流との角度等）および水路条件の影

響について実験を通じて研究を進めている。

Ill . 動力特性解明に向けた実験の取り組み

1. 実験装置の概要

富山県立大学短大部では写真一2のような傾斜可変型水路実験装置を設置

しらせん水車の動力特性を計測している。実験装置全体の総寸法は，最大高

さ5.2m，最大長さ 9m，最大幅 3mである。水路は幅72cm，高さ80cmの長

方形断面であり，水平から最大傾斜30。まで 5。ピッチの傾斜可変型開水路で

ある。

実験に使用するらせん水車の大きさは羽根直径45cm，水車全長 lmであり，

羽根の間隔ピッチ12.5cmの4重巻き羽根である。これは現物らせん水車の

1 I 2サイズである。本実験で対象としたらせん水車の種類は写真一3に示すよ

うに，らせん羽根と回転軸を特殊金具で連結した鉄心式と言われる型式の水車

と，回転シャフ卜の回りに円筒を作りそれにらせん羽根を巻き付ける木胴式と

言われる型式の 2つである。

実験では，水路勾配が10。～30。について流量を約300～3000l /minまで

写真一 2 傾斜可変型水路実験装置

水平IJ科学 No.303 2008 
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写真一 3 らせん水車の型式
（上：鉄心式，下．木胴式）

変化させて動力を測定している。この流量については図 2の単位に換算すると

最大でも0os m3 Isであることから非常に低流量の場合を想定していることに

なる。動力の測定は，プロニーフレーキとトルクメータにより測定した。プロ

ニーブレーキの負荷が最も軽い状態を初期値としそれ以降徐々に負荷を増や

していき，軸回転数 nと軸トルク Tの関係を求めた後，出力 Pを算定した。

なお，出力 pは次式により算定した。

昭
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（
 

ここで， P：出力 （W),T：軸ト ルク（kgf m), n：軸回転数（rpm）であ

る。

2. らせん水車の動力測定

図3に木胴式水車について動力測定を行った結果（動力特性曲線）の一例を

示す。図から，負荷をかけてい くと出力が増加し回転数が40～50rpmのと

ころで最大出力が得られていることがわかる。負荷を増加させてもねばり強く

出力が得られている点はらせん水車の特徴であると言える。ただ，流量が低い
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図3 動力特性曲線の一例

状態では出力特性が不安定で、あり，安定的に出力を得たし、場合には概ね500J/ 

min以上の流量が必要であることがわかった。 また鉄心式水車についてもほぼ

同様の動力特性曲線が得られ，型式による動力の差は見られなかった。

3. 流量と出力の関係

図4に流量と出力の関係を示す。図では先の低流量の結果と合わせて表現し

た。図から，流量の増加に伴い出力も比例して増加する傾向が得られた。また

水路勾配が大きくなるにつれ出力も大きくなる傾向が得られたが， 20° と30。

の聞の差はあまり見られない結果となった。これは後でも述べるが，急勾配に

なるにつれ水車への流水速度が高くなり，水がはじき飛ばされることによるエ

ネルギーロスが原因であると考えられる。

4. 水車の出力効率について

鉄心式と木胴式について出力効率を調べてみた。ここで言うところの効率と

は，水の持つエネルギーを100% としたときに，そのうちの何%が動力に変換

されたかの割合を意味する。理論水力Pは以下の式で求められる。

P=9.8QHe 

ここで， P：理論出力（kw),9.8：重力加速度（m/ s2), He ：有効落差 （m),

(2) 

水利科学 No.303 2008 
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図4 流量と出力の関係

(2）式中の有効落差は以下の式で求めた。

2500 3000 3500 

He=H+ ~ール (3) 
L.g ’ 

v2 
ここで， H ：総落差（m），一一：取水口での速度水頭（m),hr：損失水頭 （m)

2g 
速度水頭と損失水頭については電磁流量計を用いて取水口および水車の流入

部，流出部で流速を実測して求めた。効率について，流量（300～980I/ min) 

と勾配（10。～30。）との関係を求めた結果を図 5に示す。

効率は鉄心式，木胴式とも低勾配の状態では流量が増加すると共に減少する

傾向となった。勾配が30° では効率は全体的に低く，流量の増加に対しでほぼ

横ばいの結果となった。流況を観察すると，流量の増加と共に水流が水車の中

央（中流）部分からはじき飛ばされる現象が見られた。これは運動エネルギー

がロスしていることを意味しており，水車の後部（下流）部に水力が伝わるよ

うな構造の改善が必要である。しかし効率の値そのものは50%程度であるこ

とから在来水車の効率（下掛け水車： 10～30%）に比べて高い結果を示してお

り，構造上の改善を図ればさらに高効率の水車になるものと期待できる。

＊利科学 No.303 2008 
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5. 羽根構造の違いが出力に与える影響について
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これまでの結果から，水流を羽根に無駄なくキャッチする必要があることが

わかった。そのためには羽根の構造について検討を進めなければならないが，

最適な形状を見つけるには羽根形状，ピッチ数，羽根角度等，多くの項目につ

いて検証しなければならず，膨大な労力と時聞が必要となる。そこで本研究で

は羽根表面の形状に焦点を当てて，形状の違いが出力に与える影響について定

量的に調べてみた。実験では，写真－4に示すような羽根の面がフラットな水

車（以下 Type1）と羽根の面に溝をつけた水車（以下 Type2）の 2種類を用

意し動力特性の比較を行った。これまでの実験と同様に，水路勾配および流

水利科苧 No.303 2008 
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量を変化させながら，らせん水車を稼動させ，軸回転数 nと軸トルク Tを測

定した。そして，回転数と出力の関係を求め，両タイプの性能比較を行った。

Type 1とType2について，図 3に示したような回転数と出力の関係から最

大出力を求め，水路勾配と流量によって最大出力がどのように変化するのかを

調べてみた。その結果を図 6に示す。図から，鉄心式の場合には水路勾配が100

では， TypelとType2に違いは見られなかった。しかし水路勾配が20。，

30° になると，流量が大きくなるにつれ Type2の出力が Type1に比べ増加す

る傾向（最大で1.6倍の出力）が見られた。これは，急勾配，高流量の状況下

では，羽根の面に溝のある Type2がフラットな羽根の面をもっ Typelに比べ

水流を多くキャッチしてし、るためて、あると考えられる。流況を観察すると，フ

ラットな面では水流がはじき飛ばされており，エネルギーのロスが確認された。

また木胴式は鉄心式の場合と異なり，勾配が30° のところで Type2の出力増

加が見られたものの，全体的には溝の有無による出力の明確な違いは見られな

かった。木胴式は勾配や流量の増減にかかわらず水のはじきが見られ，そのこ

とが影響しているものと思われる。

本利科学 No.303 2008 
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N. 地域の取り組み
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写真一 5 南磯市高屋にある「螺旋
水車の館」

写真一 6 水車小屋庭園のライトア
ップ

の会員の中かららせん水車発電に取り組もうとし、う声が上がり，南璃市高屋の

「螺旋水車の館」（写真 5 ）を現場として実験が試みられた。実験時には館に

隣接する農業用水に約 2m3 Isの水が流れており，そこから0.2m3/s程度を

館の方へ取水し，使用後は用水路に水を戻すようにしている。水車は直径

90cm，長さ 160cmで四枚羽根構造の標準仕様で，設置勾配は約20。である。

平成13年11月に地元保存会の協力を得て「高屋螺旋水車フォーラムJが開催さ

れ，その際の発電実験でピーク値 1kwの発電（発電効率約40%）に成功して

し、る（宮崎， 2006）。現在，「螺旋水車の館」では発電施設が常設されており，

水車小屋庭園のライトアップにも利用されている（写真 6）。今後は，先述の

実験結果をもとに水車の構造改良を行い，さらに発電効率が高く安定的なシス

テムを導入したいと考えている。

V. 実用化に向けての検討

産業遺産であるらせん水車は富山県の扇状地に適した優れた水車で、あり，こ

水利科学 No.303 2008 
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のまま消えてしまうのは非常にもったいないと感じている。ただ，これをマイ

クロ水力発電システムとして活用する場合には，実用化に向けて多くの課題を

クリアしなければならない。そして課題に対しては，らせん水車の歴史的価値，

出力効率の向上，経済性の向上といった観点を同時に踏まえ，社会に対する効

果を見据えながらバランス良く取り組まなければならないと考えている。

まず，水車の出力効率について考えてみると，現在はらせん水車の回転が見

えるように開放式で使用しているが，一般的な水力発電のように水車（タービ

ン）に蓋をつければ効率はかなり向上することが予想される。しかし，それで

はらせん水車の姿を見ることはできない。また，らせん水車はゴミに強いとい

う特徴も持っている。維持管理の面からもオープンの形で、の構造改良が望まし

いと考えている。

水車と発電機のマッチンクも発電効率を高める上で大切な問題である。らせ

ん水車は最大出力時の軸回転数が50～100rpmと低速回転であり，既存の発電

機を使用する場合には増速器を取り付けなければならなし、。この際に発電効率

は20%程度減少してしまう。増速器なしに低速回転でも発電できる発電機の開

発も行う必要がある。

次に，経済性も無視できない課題である。システムとして低廉な価格が実現

しなければ導入の見込みは困難である。少なくとも太陽光発電や風力発電にか

かるコストよりも安くしなければならない。本研究のマイクロ水力発電システ

ムは農業用水に投げ込む形を考えており，土木工事が不要であることから建設

コストが大幅に削減できる。さらに量産体制が整えば製品価格を100万円程度

（発電能力は 3～5kW）にできれば理想的であると考えている。かなりラフな

見積もりではあるが，現在，電力会社に支払う電気使用料金が20円I1 kWh 

程度であり，月平均の消費電力量が500kWhと仮定する と， 10年で120万円の

コストがかかることになる。そうすると，上記の金額設定で概ね10年以内で採

算性が取れることになる。

本研究で開発しようとするマイクロ水力発電システムは，発電能力は小規模

だとしても低流量・低落差といった平野部の条件下でも効率よく稼働する。特

に富山県は全国第 2位の包蔵水力を誇り（経済産業省資源エネルギー庁， 2005)'

水利用（農業用水， 生活用水，工業用水）のうち92%が農業用水である（富山

県， 2007）。したがって，農業用水への設置を想定した場合で、も適用箇所が数

多くあることから市場の新規開拓が可能である。また，用途としては，農作業
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用管理電源（作業小屋の照明，貯蔵庫の電源等），防虫灯，有害動物へのサイ

レン，地域の街灯，自家発電による家庭用電源の確保，公衆トイレの浄化槽用

電源、，災害時の非常用電源，通信用電源，電気自動車の充電，発電のみならず，

動力としても利用可能（材料をこねる，突くなどの作業）等，地域に根ざした

幅広い活用が期待できる。

本研究のマイクロ水力発電システムは主と して農業用水に設置し用水に関

係の深い農業に役立てたし、と考えている。水門制御の電力自動化や農作業の電

力化は労力の軽減と作業効率の向上に繋がる。食糧自給率の低下や物価高騰が

懸念される中で，マイクロ水力発電の利活用は農業の活性化にも資すると期待

で、きる。

YI. おわりに

一般的にマイクロ水力発電システムは，温室効果ガスの排出係数が極めて小

さい発電方式であることから，C02の削減に向けた取り組みとしても有効で

あると言える。ただし自然エネルギーを利用することのリスクは考慮、に入れ

ておかなければならなし、。自然エネルギーはエネルギー密度が希薄であること

や地域的・時間的な制約条件等の弱点もあり，技術レベルの向上を図ると共に

地域全体で、解決に向けた方策を考える必要はある。しかしながら，自然、エネル

ギーは化石エネルギーと違ってクリーンで再生可能な資源である。らせん水車

によるマイクロ水力発電は，個々の発電量は少ない量であったとしても適用可

能な箇所は数多く存在すると見られるので，地域分散型エネルギーシステムの

一環に導入することができれば地域用水として地域振興にも役立つものと期待

て、きる。

以上，これまで述べてきたような課題や社会的な効果を見据えながら，今後

さらなる高性能のマイクロ発電システムを開発していきたし、と考えている。
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