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1   使用対象と安全に関して 
本説明書は製品の一部であり、個別に提供されていません。 
 
本章では国際的に必要とされている安全対策について述べています。 
もし貴方が技術的にそのレベルに⾜せず、経験不⾜で、資格がないのであれば、この機械を決し
て設置せず、熟練した専門家に依頼すべきです。 
 
どんな電気製品も、機械も、設置し使うことが出来ますが、人体に危険な状況を作り出す事は必
至で、このマニュアルそれ自体が 100%安全を意味するものではありません。もし本マニュアル
に従い適切な機械が選定され正しく設置され使用された場合、危険性は最低レベルに低下するで
しょう。 
 
 
 1.1  タービンシリアル番号 

 

2015 年 9 ⽉以降の全ての PHP 揚水ポンプにはシリアル番号が表示されています。 

 
例えば: 
シリアル番号の表示が 3678A と表示されているとします。 
 
この意味は；メーカーの製造管理番号は 3678 を意味します。カムストロークの種類はその番号
に丸印が打たれます。この印はサインペンで⾏われ、ご自分で取り替えられた場合、溶剤で古い
印を消し、新しく書き込めます。Ａの意味は、ご購入機は一台以上を意味し、Ａ，Ｂ，Ｃと番号
が振られます。 
 
将来何らかの折に質問が生じた場合、また予備部品を必要とする場合、この銘板の写真を撮り 
質問に添付して下さい。カムストロークの種類は、カムや軸の端に示され記録が不明でも、今使
用の現物品で判別可能です。 
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 1.2  据え付け前 チェックリスト 
 
据え付けに関しては一般的に水道、送水、排水など、水配分配管技術を熟知した業者や個人で⾏
われなければなりません。 
本装置の的確な作業と安全を確保するために、工事者は以下の要点を満たさねばなりません。 
全体的には： 
 
• 工事前に到着した製品の損傷がないか検査する事. 
• 設置に当たっては高度な技術で⾏う事. 
• 本設置マニュアルを熟読し、従う事. 
 
導水管等 配管関連： 
• 取水口に停止弁を取り付けない。（但し空気抜き弁が設けられ安全が守られている場合は別）

通常停止弁はタービン寸前に取り付ける事。タービン⼿前の停止弁には、“ゆっくり閉める”の
表示を設置し、ウオーターハンマーを防止します。 

• 導水管、送水管双方共正しい寸法の物を使用。少なめの寸法では効率低下の原因です。設置前
に販売業者にご確認下さい。重要な事は、外径と内径の誤解を避けてください。 

• 標準の MDPE, HDPE, PVC 管を使用。導水管の性能として、高低差圧⼒の 1.5 倍を必要とし
それは突然の水停止によるウオーターハンマーの過剰圧対策にもなり得ます。 

• 必要に応じ, 導水管は地中に埋め、岩⽯、⽊々、横滑り移動、雪崩、凍結等から安全を維持し
ます。 

 
配管工事： 
• パイプ結合部にはシールテープやコンパウンドを使い、水漏れ対策を⾏う事. 
• タービン近くにはカムロックなどのパイプ解除部品を使い、修理時など、容易に本体とパイプ

の結合の解除を可能にしておく事. 
• 配管工事に必ず取り付ける部品は(1)導水管用圧⼒ゲージ 100-200kPa, (2)送水管用圧⼒ゲー

ジ 300-2000kPa, (3)タービンから流れ出す水量測定用流量計、(4)揚水量測定用流量計（流
量は容量の分かっている容器に一定時間満たすことで計算は可能です）. 

• パイプには高圧が掛かりますので、専門家による安全アドバイスに従い、事故を防止する必要
があります. 

 
PHP タービン工事に関して： 
• 実働前に機器固定状態の確認を⾏う事. 
• 地形により洪水で損傷が予想される地形では、作動前にセメント防壁を作り安全を先に確保.  
• 作動前に用意された油給容器で清潔な食用油を充填量最高位置迄、満たしておく事. 
• 供給水無しでタービンを無理に動かそうとしない事. 
• 指定された高低差以上の高さで PHP タービンを作動させない事. 
• もしタービンが過回転を引き起こした場合（この場合送水管の破裂が考えられる）, 水供給

弁を閉め、回転を止める事. 
• 騒音状態を検査. 騒音は皆無と考えられる. 
• 実働前に PHP ポンプ マニュアル 39 ページ、6.3.２項の前試験を⾏う事. 
• 安全保護用カバー類の装着が完了したか再確認し、その後、お客様に引き渡す事. 
• 危険表示マークや、表示物はその場所に正確に表示され、顧客に間違いなく伝わる事. 
• 本マニュアルで指示された記録を残し、据え付け時の注意点をマニュアルに付記し将来のサー

ビスの利に供する事. 
• 実際の使用者に PHP 揚水システムの定期点検事項と保守条項を訓練する事. 
 
 
 



Izumi Corporation, Ishikawa, Japan 

[10] 
 

 
 
本マニュアルでの警告マークは以下の物を使用しています。 

 
 
警告 この項目を無視した場合、人身事故や機器損傷につながる事を意味します。 
   必ずこの指示に従って下さい。 

 
 
 
 1.3  CE 及び NEMA 告知 

 
パワースパウト PHP 揚水ポンプシステムは CE, NEMA に準拠しています。 
しかし本装置には電気は使われていませんので、電気関連の許可は不要です。 
メーカーの法的準拠書類の必要がある場合、⽇本代理店にお問い合わせ下さい。但し全てメーカ
ー取得の英文になります。 
 
 1.4  法的準拠とその証明 

 
パワースパウト PHP システムは世界先進国間での規格に合致しています。 
 
 1.5  使用上の前提条件 

 
パワースパウト PHP 製品は以下の条件で使用されることを前提としています: 
• 流水を使う事 (特例を打ち合わせた場合以外).  
• 清水が源で、アルミを腐食させないこと (海水は不可能ですが、ご相談下さい). 
• 導水管が凍結する環境や温度が -15°C に到達する場所には設置出来ません. 
• 使用者は本マニュアルを熟読している事. 
• 使用者は土⽊工事や配管工事に経験と資格を有している事. ご質問あればメーカーからのア

ドバイスを⾏えます。 
• 導水管に安全に近づける地形であり、垂直の崖などの危険性がない事。設置個所は安全である

事（滑らず、岩⽯が落ちず、洪水がなく、地震がない等）、もしそのような危険性がある場合、
対策が講じられている事. 

 
洪水（水没）の危険性: 

• 上流で引き起こされる洪水は取水口に設けられたスクリーン詰まり（ゴミだまりや掃除機
械のゴミ飽和状態）から引き起こされます. 

• 下流での水没ではその高さにより PHP ポンプの水没の危険が生じます. 
 
 
 
通常機種選定や、付随条件の決定は、ユーザーよりの正確なエネルギー量（水と高さ）を参考に、
最適機種をお勧めしています。従って、必要情報があって初めて最適な機種や条件をご返答でき
ます。 
 
 
 
 
 
 
 



 

必要情報とは
 

• 水を得られる落差（Ｈ）とその導水管の延⻑距離
• 乾季で得られる最低量の水量
• 揚水高さ
• 導水管の直径
• 送水管の直径
• 一⽇に必要とされる揚水量

 
情報不⾜の場合、代理店より更にお聞きし、間違いのない機種や条件をお伝えしますので、この
条件打ち合わせは成功のカギと言えます。
 
 
一般的に下記の作業は機械代⾦には含まれません
交渉する必要があります
 

• 土⽊工事
• 取水口工事とゴミ除け装置
• 導水管
• 水タンク
• 設置工事全般

 
 1.6 

 

 

⼤きな傷を受ける事になりますので、注意ください

 
 1.7 

⼤抵の国では、圧⼒管に対する法的規制は
10Bar 以下の環境で使用され
は各ユーザーの国の規定に従って設置してください
 
一般的には、
ぎ口が水圧で引き裂かれ、管の端が、人を攻撃し、傷を与える場合があります
設置時には管は一定距離で必ず固定し、つなぎ目付近も完全に固定させ、
せ、安全を確保しています
らないで下さい
 

とは:（3 ページの図解を参照）

水を得られる落差（Ｈ）とその導水管の延⻑距離
乾季で得られる最低量の水量
揚水高さ(h)とその送水管距離
導水管の直径(D)
送水管の直径(d)
一⽇に必要とされる揚水量

情報不⾜の場合、代理店より更にお聞きし、間違いのない機種や条件をお伝えしますので、この
条件打ち合わせは成功のカギと言えます。

一般的に下記の作業は機械代⾦には含まれません
交渉する必要があります

土⽊工事 
取水口工事とゴミ除け装置
導水管、送水管
水タンク 
設置工事全般 

 風防安全設計に関して

PHP タービン内部には高速回転
従って覗き
PHP タービンが据え付けられた後、覗き窓や安全カバーは供給されたネジ類で本体に
正しく固定されなければなりません

PHP タービン
ット口径交換用に設計され、終了後は終了固定⾦具で完全固定が必要です
は、子供さん等が間違って勝⼿にカバーを開いて、回転体に触れる危険性を防止して
います. ペルトンスプーン

⼤きな傷を受ける事になりますので、注意ください
 
工事責任者は、設置に関しその場所には子供さん等が安易に⽴ち入り、回転体に触
る事が不可能な構造に仕上げる必要があります。回転体＝ローターは鋭敏な刃物で
す. 

 水圧の発生する水パイプについて
⼤抵の国では、圧⼒管に対する法的規制は

以下の環境で使用され
は各ユーザーの国の規定に従って設置してください

一般的には、10Bar 以下での危険性は殆どありません
ぎ口が水圧で引き裂かれ、管の端が、人を攻撃し、傷を与える場合があります
設置時には管は一定距離で必ず固定し、つなぎ目付近も完全に固定させ、
せ、安全を確保しています
らないで下さい. 

ページの図解を参照）

水を得られる落差（Ｈ）とその導水管の延⻑距離
乾季で得られる最低量の水量

とその送水管距離
(D)：内径 
(d)：内径 

一⽇に必要とされる揚水量

情報不⾜の場合、代理店より更にお聞きし、間違いのない機種や条件をお伝えしますので、この
条件打ち合わせは成功のカギと言えます。

一般的に下記の作業は機械代⾦には含まれません
交渉する必要があります。 

取水口工事とゴミ除け装置
、送水管工事 

 

風防安全設計に関して

タービン内部には高速回転
覗き窓（風防）を触る場合、水を停止し、全ての回転を止める必要があります。
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正しく固定されなければなりません
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ット口径交換用に設計され、終了後は終了固定⾦具で完全固定が必要です
は、子供さん等が間違って勝⼿にカバーを開いて、回転体に触れる危険性を防止して
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⼤きな傷を受ける事になりますので、注意ください
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工事責任者は、設置に関しその場所には子供さん等が安易に⽴ち入り、回転体に触
る事が不可能な構造に仕上げる必要があります。回転体＝ローターは鋭敏な刃物で
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情報不⾜の場合、代理店より更にお聞きし、間違いのない機種や条件をお伝えしますので、この

そして、それらの作業代⾦は別途専門業者と

が格納されています。高速回転体は危険部品です。
窓（風防）を触る場合、水を停止し、全ての回転を止める必要があります。

タービンが据え付けられた後、覗き窓や安全カバーは供給されたネジ類で本体に

解除装置が付いています。留め⾦解除の目的はジェ
ット口径交換用に設計され、終了後は終了固定⾦具で完全固定が必要です. 
は、子供さん等が間違って勝⼿にカバーを開いて、回転体に触れる危険性を防止して

は、非常に鋭敏な切り口を示し、間違って触ると

工事責任者は、設置に関しその場所には子供さん等が安易に⽴ち入り、回転体に触
る事が不可能な構造に仕上げる必要があります。回転体＝ローターは鋭敏な刃物で

PHP タービンの場合殆ど
水圧管の規制に関して

最⼤の危険性は、緩い固定条件下での繋
ぎ口が水圧で引き裂かれ、管の端が、人を攻撃し、傷を与える場合があります. 

ポンプ近くでも固定さ
⼜選定された圧⼒管の仕様は使用環境下での圧⼒範囲内か確認を怠
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情報不⾜の場合、代理店より更にお聞きし、間違いのない機種や条件をお伝えしますので、この

そして、それらの作業代⾦は別途専門業者と

は危険部品です。
窓（風防）を触る場合、水を停止し、全ての回転を止める必要があります。

タービンが据え付けられた後、覗き窓や安全カバーは供給されたネジ類で本体に

解除装置が付いています。留め⾦解除の目的はジェ
. この意味

は、子供さん等が間違って勝⼿にカバーを開いて、回転体に触れる危険性を防止して
って触ると

工事責任者は、設置に関しその場所には子供さん等が安易に⽴ち入り、回転体に触
る事が不可能な構造に仕上げる必要があります。回転体＝ローターは鋭敏な刃物で

の場合殆ど
水圧管の規制に関して

最⼤の危険性は、緩い固定条件下での繋

近くでも固定さ
⼜選定された圧⼒管の仕様は使用環境下での圧⼒範囲内か確認を怠
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は危険部品です。
窓（風防）を触る場合、水を停止し、全ての回転を止める必要があります。
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2   システム実現への手順 
 
ここでの説明はシステム設計に関して何を注意し、⼜注文事項の確定の要因を説明します。 
 
 
 2.1  設置場所の検討項目 

16 ページ 第四の項目で落差と流量の測定方法を説明します。導水管の実際の予想配管距離の測
定も必要です。導水管は蛇⾏し、通常直線距離より遥かに⻑くなります。送水(揚水)の⻑さとそ
の高さのデーターも必要です。これらの分析から、貯水タンクへの水量予想が可能となります。
その後、法的許可を取得し、更に精度の高い測量を⾏います。 
 
 
 2.2  余剰水を使う 

PHP 揚水ポンプの場合、貯水の水を使わない時にも水を送り続けます。この場合、貯水タンクは
オーバーフローします。この余剰の水が土壌浸食を起こさなく、元の流れに戻す必要があります。 
絶対してはならないのは、PHP に圧⼒逃し弁と貯水タンクにボールコックを付け、タンク満タン
時、ポンプ作動続⾏で水を横流しさせることです。あくまで、設計思想は必要な量を的確に送り
出し、そのデーターに合ったカムとジェットノズル口径の考えです。 
 
 
 2.3  予備部品を考える 

本体注文時予備部品を調達されれば、運賃は不要となり、経済的です。下に考えられる予備部品
を列記します。 
 
 
  2.3.1 ベアリングとオイル潤滑関連 

ベアリングは安価な物で、交換は容易です。別紙の PDF “サービスガイド《部品と組み⽴て》”
をお読み下さい。在庫お勧めとして（１）ベアリングセット,（２）シールキット (3)4 個の一方
方向バルブ。 
 
注意：ベアリング駆動は油内で⾏われ、実際数年は稼働できます。油は最初 30 ⽇後に先ず新しい
油に取り替え、その後は一年に一回の交換です。油は食用油で、万が一漏れても、環境破壊には
なりません。オリーブ油の場合蒸発することは知られています。３－４カ⽉ごとに蒸発した分を
補充してください。作業は簡単で数分で完了。年に一回ベアリング検査を⾏ってください。カム
シャフトの遊びがなく、ペルトンタービン回転がぶれなければ、ベアリングは正常です。 
 
 
  2.3.2 多岐管のフイッテイング（マニフォ-ルド） 

PHP タービンには導水管や送水管を繋ぐ為の各種結合部品が必要で、4.9 章で詳しく解説してい
ます。パワースパウト社から買えますし、国内から仕入れられます。通常 PHP はノズル一個の為
用意した導水管をレジューサー経由 MAC UNION 2 インチバルブで接続できます。ジェット 2 個
の場合 PVC マニフォールドと MAC UNION で、導水管外径に適応したフイッテイングで 2 股に
加工できます。必要な場合最初からお知らせ下さい。 
 
通常 PHP 機にはバルブ(止水弁)と圧⼒計が付属しています。2 ノズル目は有償となりますが、
安価なコストで提供しています。 
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カムロックフイッテイングは 50mm フレキシブルホース用適しています。これら部品の価格は
ニュージーランド製品は非常に魅⼒ありますが、バルキーな物は⾶⾏機代が追加される場合もあ
り、ご注文前に打ち合わせ有利な方をお取りください。 
 
  2.3.3 予備ジェット 

PHP 揚水システム購入時、ご自分の環境から、最適なノズルが既に組み込まれて、到着します。
もしその当時の情報の精度が高い場合、そのノズルで十分で、水量を減らす場合は止水弁で減ら
す事が出来ます。しかし、ノズル口径を変えたい場合、第 6.22 の項の説明通り、自由に穴の寸法
を変えることも可能です。 
 
この為最初の購入時スペア―ノズルを予備として持たれるのも、お勧めできます。 
 
3   PHP 揚水ポンプによる再生エネルギー 

 
パワースパウト PHP 揚水システムを選定下さり感謝します。 この⼩さなしかし有能な機械は無料
のエネルギーで、⻑年に渡り且つ安全にポンプ作業を貴方に与えてくれます。 本機械は自然リサ
イクルエネルギーを生み出すのみならず、製品自体も⼤半がリサイクル部品を再利用し、世界で
もユニークな設計思想その物がエコフレンドリー製品となっています。 
 
本マニュアルでは機械を正しく据え付け効率よく作動させる為の案内を意図しています。 実際に
効率は 40-50%に到達出来、過去の水撃ポンプの性能を凌駕しています。水撃ポンプは RAM ポ
ンプとも言われ、PHP ポンプとの詳細な技術の差は、別紙 PDF 発⾏の “従来の RAM（水撃）ポ
ンプとの性能比較” に詳しく説明しています。 
 
私達の計算方法では、導水管や送水管の圧損迄計算していますので、出⼒の計算ミスに陥る事は
ありません。RAM ポンプの計算方法はこれら細かな条件は無視されており、私共の予想効率は原
理原則通りとなっています。 
 
本マニュアルにより PHP の選定方法、システム設計、据え付け方法を理解して頂けます。しか
しながら、全ての仕様確認後、機械は組み⽴てられて出荷されます。水入り口、出口は本体から
外され出荷されます。前以て、PDF“サービスガイド《部品と組み⽴て》”をお読みください。カ
ム取り換え、ベアリング交換など詳しく解説しています。 
 
簡単なビデオ説明も用意はしていますが、頻繁な最新ニュースに変更する事は難しく、これら書
かれたマニュアルが一番お役に⽴つと思います。  
 
 
 3.1  どれだけ高く水を送れるか 

 
PHP 揚水ポンプの最大送水可能高さは 200m です。 

 
もし例えば 250m 迄送水したいと言われる場合、対応は可能ですが、PHP ポンプの寿命が短く
なり、保証期間にも影響がでます。200m 以上の場合、個別対応となりますので、製品自体は別
の物とお考えください。 
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 3.2  どれだけの量の水を送れるか 
 
  3.2.1 落差と水量 

揚水量の決定は、その場所における、流量（一定時間内にどれだけの水が利用できるのか）とそ
の水の落ちてくる距離（垂直距離：落差）で決まります。この測定は比較的容易に⾏うことがで
き、バケツや水平器を使います。詳しくは更に以降で説明します。 
 
水量は一年中一定ではありません。得たい揚水量はこの変化で変わる事を理解しなければなりま
せん。もし、乾燥した地域であれば、太陽光パネルでのポンプも考えられます。弊社もこの目的
の為の太陽光パネルによるポンプ発表を 2016 年に予定しています。 
 
PHP ポンプの落差は（垂直距離）は上流の水源の上側から下流 PHP のジェットノズルの間隔を意
味します。ジェットを出た水は⼤気解放となり、元の流れに合流します。 
 
  3.2.2 ポンプの可能性の⾒極め 

どれくらいの揚水が可能か？の計算式は以下の通りです： 
 
 ・一⽇のリットル数 
  ＝[36,000×導水管の落差(m)×導水管の流量（l/s）] / 送水距離(m) 
 
より詳しくは弊社にお問い合わせ下さい。 
 
もし、水源の水がより豊富で、導水管に更なる流量を流せるのであれば、また標準容量の一台で
の揚水量が不⾜の場合、同じ導水管の先に、ポンプ 2 台目、3 台目を繋ぎ、送水量を引き上げる
事も場所によっては可能です。 
 
  3.2.3 実働例 

 
以下に、ある場所の例を示します。 
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 ・流量；8 リットル・秒 
 ・落差；6 メートル 
 ・PHP ポンプから、200m 上の貯水タンクに水を送る 
 
この場合一⽇での送水量は；36,000x6x8/200=8640 リットル・⽇ 
 
 3.3  変動する需要にどのように対処するのか

めには PHP ポンプの能⼒は決まっています。貯水タンクの容量も決まっています。貯水量以上に水が必
要とされるのであれば、貯水タンクの増設と、PHP ポンプ増設しか方法はありません。設計前に
必要量以上の貯水タンクの設計をお願いします。貯水過剰な状況ではオーバーフローさせます。 
 
 3.4  タービンに十分な水が来なかったら何が起きる？ 

送水運動は PHP タービンに取り付けられたタービンに噴射されるジェットノズルの数（1~2）と
その口径、及び落差で変動します。もし導水管に導かれる十分な水がない場合、空気が混入し導
水管が空になります。従って落差が減少しジェットに来る水量が減り、効率が低下し続けます。
PHP ポンプ運動が失速した場合、送水量が低下した場合、一旦停止し、得られる水量に適したノ
ズル調整が必要です。止水弁を調整し得られる水量に合致したノズル圧にすることで導水管内部
に水が満ち、圧⼒は回復しますが、水量が初期量より低下し、送水量は低下しますが、その水⼒
に応じたベストな効率で作動させます。ジェット口径を絞っても、失速状態の場合、新しい寸法
のカムに変更しストロークを⼩さめにして対応します。 
 
カム交換方法は, 別マニュアル：PDF“サービスガイド《部品と組み⽴て》”をお読みください。 
 
導水管に空気が混入した場合、タービン⼿前の圧⼒ゲージにその兆候が示されています。導水管
内部は、ジェット個数とその正しい口径で、常に水が満たされなければなりません。もし圧⼒が
低下した場合、一旦止水弁を停止し、⼩さめのジェットにし、再開後、流れと圧が一定になるま
で送水し続けます。水源の豊かな場所では、一旦動き始めれば、安定するのですが、もし動きが
遅い場合、正しいカムとストロークに変更し、安定した動作を得るように調整が必要です。 
 
 3.5  ポンプに必要な落差の確認をどうすれば

出来るのか 設計当時の測量データーにより提供された PHP ポンプの効率はその条件に合致した物で提供され
最⼤の効果が得られます。タービン運動はカムストロークにより決まります。与えられた落差と
水量でタービンの最⼤回転を得られるよう計算されています。また、貯水タンクへの高さデータ
ーも重要な計算基準です。 
 
水量以外に、落差と送水高さの精度が非常に重要で、その上に、導水管の口径も重要です。ター
ビンを回転させる水圧が、効率を決めています。これらの要因は場所ごとによりすべて異なって
います。 
 
この様に、設計時のデーターの精度が成功への鍵となります。 
 
しかし、もしそれらのデーターが不正確であった場合、ジェット口径の変更、カムストロークの
変更で、その場所に適応させる事が可能です。新しいカムはご注文頂ければ、作りますし、ご自
分で作る事も可能です。 
 
カム交換方法は, 別マニュアル：PDF“サービスガイド《部品と組み⽴て》”をお読みください。 
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 4.1  

落差とは水源から
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。
測定は一回でなく数回⾏いその正

 
経緯儀（オプティカルレベル、サイトレベル）
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か
ら目の高さが基準です。タービン側から上流にさかのぼり、
て正確に上に上がります。その回数が高さになります。

 
レーザー光線レベル計
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為
回測定を繰り返します。
 
水圧ゲージ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。
例えば 100kPa
ります。この方法は正確な落差を得る方法です。

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 設置場所のレイアウト

 落差の測定

落差とは水源から PHP
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。
測定は一回でなく数回⾏いその正

経緯儀（オプティカルレベル、サイトレベル）
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か
ら目の高さが基準です。タービン側から上流にさかのぼり、
て正確に上に上がります。その回数が高さになります。

レーザー光線レベル計
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為
回測定を繰り返します。

水圧ゲージ – ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

100kPa の場合は
ります。この方法は正確な落差を得る方法です。

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

設置場所のレイアウト

落差の測定 

PHP 設置場所までの垂直に降下するメートル単位での距離です。
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。
測定は一回でなく数回⾏いその正

経緯儀（オプティカルレベル、サイトレベル）
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か
ら目の高さが基準です。タービン側から上流にさかのぼり、
て正確に上に上がります。その回数が高さになります。

レーザー光線レベル計 – 光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為
回測定を繰り返します。  

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

の場合は 10m
ります。この方法は正確な落差を得る方法です。

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

設置場所のレイアウト

場所までの垂直に降下するメートル単位での距離です。
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。
測定は一回でなく数回⾏いその正確性を確認します。

経緯儀（オプティカルレベル、サイトレベル）
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か
ら目の高さが基準です。タービン側から上流にさかのぼり、
て正確に上に上がります。その回数が高さになります。

光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

10m となります。作業前には、ホース内の空気は抜き去る必要があ
ります。この方法は正確な落差を得る方法です。

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。
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設置場所のレイアウト.タービンストローク

場所までの垂直に降下するメートル単位での距離です。
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。

確性を確認します。 

経緯儀（オプティカルレベル、サイトレベル） - 導水管を敷設する道順に沿って落差を測定。落
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か
ら目の高さが基準です。タービン側から上流にさかのぼり、
て正確に上に上がります。その回数が高さになります。

光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

となります。作業前には、ホース内の空気は抜き去る必要があ
ります。この方法は正確な落差を得る方法です。 

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

Izumi Corporation

タービンストローク

場所までの垂直に降下するメートル単位での距離です。
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。

 

導水管を敷設する道順に沿って落差を測定。落
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か
ら目の高さが基準です。タービン側から上流にさかのぼり、2 名で、レベル計の先の目印に沿っ
て正確に上に上がります。その回数が高さになります。 

光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

となります。作業前には、ホース内の空気は抜き去る必要があ

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

Izumi Corporation

タービンストローク.ノズル口径

場所までの垂直に降下するメートル単位での距離です。
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。

導水管を敷設する道順に沿って落差を測定。落
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か

名で、レベル計の先の目印に沿っ

光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

となります。作業前には、ホース内の空気は抜き去る必要があ

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

Izumi Corporation, Ishikawa, Japan

ノズル口径

場所までの垂直に降下するメートル単位での距離です。 等高線の⾒え
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。

導水管を敷設する道順に沿って落差を測定。落
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か

名で、レベル計の先の目印に沿っ

光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

となります。作業前には、ホース内の空気は抜き去る必要があ

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。

, Ishikawa, Japan

ノズル口径 

等高線の⾒え
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。

導水管を敷設する道順に沿って落差を測定。落
差の低い場合精度よく測定可能。この方法は低落差で精度が必要な場合有利。⼿で持つ人の⾜か

名で、レベル計の先の目印に沿っ

光の照らない暗い環境で水平にレーザー光線を出します。例えば渓流の
上から下に降りながら、杖の上にレーザーを設置し、回数で落差を計ります。精度を出す為に数

ホースを実際の導水路に置きます。その出口（タービン設置場所）にゲージを繋ぎ, 
水を満たしたホースの圧⼒を計ります。静圧がデーターです。ゲージの単位で高さが計れます。

となります。作業前には、ホース内の空気は抜き去る必要があ

静圧や動圧に関しては、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。 

, Ishikawa, Japan 

等高線の⾒え
る地図などで先ず⾒当をつけその後以下のような器具を使って現場での正確な距離を測定します。

 



Izumi Corporation, Ishikawa, Japan 
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 4.2  流量の測定 
 

ご注意: "Gallons," "gals," 及び "gpm" は通常 アメリカのガロンを意味し、英国用は UK 
Imperial Gallon と呼ばれます。 

早い流れの場所の中で、岩の間にホースが通せ、その下にバケツなどの容器が置ける場所を探し
てください。ホースから空気を抜き、容器に水が満たされる時間を計ります。 

流速の遅い場合、例えば(10 l/s)、正確に測る必要があります。容器が 7.5 ㍑で、2 秒で容器一杯
になる場合、一分で 227 ㍑になりますので、流速は 3.8 ㍑・秒となります。 

精度の得られる方法は、出来るだけ⼤きな容量の容器に時間をかけて、満たす方法です。 

もし 10 ㍑・秒より早い場合、⼤きめの容器で、その流れの⾊々な箇所で測定します。あまりに
も早い流量は実際使用されないかもしれないので、平均の流量を使うのがベターです。 この他
の測定方法は、株式会社イズミのホームページ技術案内にも詳しく解説しています。 

 

 4.3  貴方の環境に合致した PHP 機の台数 
各ユーザー毎に異なった落差と流量があり、その場所に適した設計が必要です。正確な落差、得
られる流量、送水高さの情報をお知らせ下さい。 
 

モデル 導水管落差 流量 写真 

PHP 揚水ポンプ 2-12m 1-8 ㍑/秒 

 
 
 
落差と流量が分かれば、次ページの表から、(送水パイプの軋轢損がないと仮定した)貯水タンク
高さの予想が可能です。次ページのデーターは参考値で、実際実⾏されたい場合はお問い合わせ
ください。。 
 
以下の数値は参考値であって、保証値ではありませんので、確定値外としてお取扱い願います。 
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⿊⾊のエリアの意味は、一台の PHP ではカバーされず、2 台以上が薦められる領域です。それ以
外の⾊の領域は一台でカバーできますが、ノズルやカムの調整が必要です。 
 
また上記表示流量以外の場合も多くの PHP でカバーされます。 
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 4.4  実際の設置場所に関して 

設置場所に対する注意事項です。 
 
 
  4.4.1 容易に⼿の届く場所を選ぶ 

必要なら階段やロープ⼿すりをつけ安全に⾏き来できる場所を選びます. 
 
 
  4.4.2 落差の最⼤取れる位置を選ぶ 

落差が最⼤限に得られる場所を選びますが同時に配管距離が最低に出来る場所でもなければ意味
ありません。 
 
  4.4.3 PHP 機の位置を最も低い位置へ 

落差は多い程望ましいが洪水レベルより上側でなければなりません。 しかも PHP の設置は、
排水を円滑に⾏える様水平地⾯から 50-100 mm 高い場所に設置。 ⼜排水は必ず取水の流れに
清潔なまま下流で合流させる事。 
 
  4.4.4 貯水タンクに近い場所に設置する事 

導水管のコストは無視出来ません。また、ポンプと貯水タンクの距離も、その送水パイプの口径
によっては⾺⿅にできないコストになります。水ポンプ稼働は 一⽇ 24 時間 360 ⽇稼働の為、
太陽パネルによるポンプ配管口径より比較的細くて済みますのでメリットはあります。太陽光の
場合、間欠運動で働かせるために、パイプ口径は⼤きなものが通常使われる傾向があります。 
 
 
  4.4.5 騒音への配慮が必要な場合 

PHP ポンプから 20m 離れた場合、騒音は無視できる範囲です。騒音はあまり問題にはなりませ
んが、気になる場合、ポンプ周りに⽊々を配置しますと、更に音は聞こえなくなります。 
 
 
第 17 章で騒音測定値のデーターを発表しています。 
 
PHP は水撃ポンプよる騒音とは比較にならない、低騒音型です。⼤型の水撃ポンプの騒音は時に
は 1kM 先でも聞こえる場合もあり。この事は近所の方に相当な迷惑をかけている事となっていま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Izumi Corporation, Ishikawa, Japan 

[21] 
 

 4.5  水の流れ２か所を１台の PHP 機に合流 
⼩さな⼆か所の流れを一台の PHP ポンプに一本の導水管で与えて良いかどうかの質問があります。
回答は ダメ です。 (例外は、その⼆か所は全く同等の高さとパイプの軋轢が同等であるのが
条件です。) この場合 2 台の PHP ポンプをお勧めし、その送水管を一本のパイプで送る事は可能
です。 

 

 4.6  PHP 機設置に必要なデーターとは 
ご希望の設置場所の検討の為には： 
• 弊社ご連絡いただき、利用出来る場所の詳細をお知らせください, ⼜は 
• 以下の表の質問にお答えください、そして FAX ・メールしてください. 
 
PHP ポンプ仕様はその場所の環境に合致した物が提供されます. もし異なった環境で操作された
場合出⼒は自ら変化し予想した量と合致しないでしょう.  どうしてもそうなった場合、新しいカ
ムストロークと、正しいノズル口径に取り替えて使う方法はあります. もし広範囲な流量条件で動
かしたい場合注文前にご相談下さい. 前以て考えられる部品を余分に納め、(費用は必要ですが)、
運賃をセーブできます。 
 

発注に必要とされる諸条件 

質問  単位 
タービン形式 PHP  
取扱いマニュアルを先にお読みいただけましたか 
(注文前にお読みになる必要があります) Yes/No  

純落差 (垂直方向への高低差)  m 
取水口から設置場所迄の配管距離  m  
既設の導水管の内径寸法(ある場合)  mm 
導水管のお薦めを知りたいですか ? Yes / No - 
（乾季での）取水量  l/sec  
ポンプから貯水タンクまでのパイプの必要⻑さ?  m  
送水パイプは既設、その寸法(太さ) ?  mm2  
送水パイプのお薦めを知りたいですか ? Yes / No - 
毎⽇どの程度貯水タンクに送水したいですか?  リットル・⽇ 
止水弁の溝は 50mm（NPT）ですか? NPT  

 

 4.7  導水管（と送水管） 
弊社に 揚水予定条件をお知らせ頂いた場合、既に適切な導水管の口径情報はお伝えしています。
水源からポンプ位置には、最短距離で、且つ一番低い場所を選びます。  
 
設置個所の調査に最初は地図や GPS を使い計画します。ポンプ設置場所が決まった後は、ロープ
や⻑いテープなどを使い実際の配管距離を調べます。この精度は重要で、実際のパイプの購入時
に必要となります。道路の実際の距離を測る⼩さな⾞輪による測定器が正確です。 
 
導水管の設置中に⼭に上がる箇所は、その場所で空気が滞留しますので、避けなければなりませ
ん。どうしても途中で高くならざるを得ない場合には、空気逃し弁を設け空気を排除します。 
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空気が残る導水管ではポンプ効率は相当低下します。配管が⻑くなればなるほど、空気の問題も
多くなります。PHP 配管距離は通常 50-200m 程度ですが、自動空気逃し弁を持ちあがった場所
に繋いでおき空気による効率低下問題発生を避けて下さい。 
 
  4.7.1 パイプ寸法について 

PHP 揚水ポンプに適した導水管の寸法は: 
• PVC 製、⼤口径 OD (110-300 mm 程度 ) 
• LDPE (ID) ニュージーランド・オーストラリア(15-50 mm が普通) 
• MDPE・ HDPE 管(OD) (50-110ｍｍが普通) 
 
業界の違い、国の制度の違い等で”管”の寸法表示が異なる場合が多いのです。重要なのは外径情
報(OD)と肉厚情報です。昔アメリカ寸法は内寸を意味していましたが、最近は外寸を言うように
なりました。理由はパイプのフイッテイングやジョイナーは外寸で結合出来る為です。 
 
内径(ID)情報が特に必要です。これは圧損(軋轢損)の計算用で、1mm の肉厚の差は PHP ポンプ
効率に⼤いに影響します。この理由から、情報として与えられたパイプの寸法は、圧損計算での
内径であり、購入される店では外径で取り扱います。ご注意ください。私どもでは 40mmID 以
下のパイプは計算外です。この種の細い物は軋轢損が多すぎ、送水に適しません。  
 
パイプには異なった圧⼒情報が付いています。OD が決まっていても、その周りに多くの圧⼒が係
っています。圧⼒を変化させる為に素材の変更や壁厚を変えますが、OD は同じなのでパイプ結合
部品は同じ事です。 
 
ニュージーランドでは、ポリエチレンパイプは一本 35m(50psi)から 160m(230psi)迄販売さ
れています。ある種は内径、しかし⼤抵 OD です。どちらにせよ、買われる場合 OD/ID を⼆重に
確認する必要はあります。 
 
  4.7.2 揚水パイプの素材について 

購入すべき送水管とは: 
• 予想（送水計算）で出された管寸法と同等もしくは⼤き目である事 
• 20-50 年使うものであり堅牢丈夫で且つ価格が安い. 
• 静圧に十分耐えられる物. 
• 配管に便利で、障害物周りに配置容易. 
• 自分の欲しい⻑さ単位で購入可能. 
 
PHP 機の設計は動圧最⼤ 200m(例外で 250m 迄) で, HDPE 管では、静圧最⼤ 160m を最⼤値
としています。これ以上も使用は可能ですが、管の寿命は短くなり、機械の保証期間も少なくな
ります。 
 
PVC 管の場合 250m は容易に使用可能。 
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  4.7.3 LDPE, MDPE, HDPE 
ポリエチレン管には⾊々な種類があり、⻑寿命低価格、各種圧⼒、⻑さ等多様性があり、PHP ポ
ンプシステムでの導水管、送水管にはお薦めしているパイプです。 例えば次の方法も実用的で
す。 
 
管の価格を抑える方法として：  例えばヘッド 160m の場合、安価な 35m(3.5Bar)と⻑さ
6Bar, 9Bar, 最後 16Bar を繋ぎます。最初から 12Bar の物を全て設置すると価格は倍近くに跳
ね上がります。しかしもしその細かな配分をする場合、内径が全て異なり、効率が予想より低下
する事も起こり得ます。この心配を防ぐには、常に、最初に提示された管の最少の ID を使うこと
により、それ以上太くなれば予想効率より高くなる可能性があります。 
 

Table 1. ニュージーランドでの案内 – 2013 
Pipe 
OD 

Pipe 
ID 素材 圧⼒ 圧⼒ 圧⼒ 圧⼒ 

mm mm  PSI M kPa Bar 
17 15 LDPE 130 90 900 9 
25 20 LDPE 116 80 800 8 
25 22 MDPE 130 90 900 9 
25 21 MDPE 180 125 1250 12.5 
32 25 LDPE 94 65 650 6.5 
32 28 MDPE 130 90 900 9 
32 27 MDPE 180 125 1250 12.5 
38 32 LDPE 72 50 500 5 
40 35 MDPE 130 90 900 9 
40 34 MDPE 180 125 1250 12.5 
44 40 LDPE 65 45 450 4.5 
50 44 MDPE 130 90 900 9 
50 42 MDPE 180 125 1250 12.5 
57 50 LDPE 50 35 350 3.5 
63 53 HDPE 131 90 900 9 
63 50 HDPE 174 120 1200 12 
75 65 HDPE 116 80 800 8 
90 79 HDPE 116 80 800 8 

110 94 HDPE 116 80 800 8 
 

太字の意味は ID を OD に（⼜は反対）変換した自社データー 
 
 
  4.7.4 PVC の導水管に関し 

PVC 管は低価格帯の道路の排水溝用から耐圧性の優れた高価格の都市水道用等世界で使用されま
すが世界中での仕様はさまざまに分かれています(追記書類 II PVC 寸法表参照)。⼤抵の場合、ア
メリカ若しくは英国規格ですが、自国専用規格の場合もあります。 
 
PVC 管はその寸法が 110mm 以上の場合 PE より安価になると言われています。 4-6m 程度の距
離であれば接着剤込でも安価です。曲げ加工も容易で設置個所で曲げる内側に熱を与え現場に応
じた曲線を描けます。低ヘッドでは流量が必要なので、このパイプが多く使われ、一か所から数
台の PHP タービンに水分割する場合にも便利です。 
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PVC は PE の様に強くないので、岩や⽊の攻撃でバラバラに破損されます。しかしその問題がな
い場所では PVC が安価です。それ以外の欠点は、太陽に露光されると、脆弱となり、⻑期の使用
では壊れやすくなります。 
 
農場用 PVC 排水管は一番安価で接着剤で繋ぎ合わせられ、PHP ポンプの導水管として利用可能で
す。 
 
  4.7.5 パイプの迷信について 

よく⽿にする話は、圧⼒を上げるには細いパイプをつかうのですと！ 
全くの間違いです。誤解は灌漑の様子の誤解から生じたと思えます。パイプを細めればそれだけ
内圧が減少し、反対の事に終わります. 
 
灌漑に使用されるパイプは、先ずそのエリアの全員に水を供給する為に、遠距離の農家には最少
の量が届く結果となります。給水の開始場所は相当太く全農家用水量を確保しますが、最後の農
家にはその家の為の太さになります。この誤解は灌漑の様子が水⼒に間違って伝えられたと考え
ます. 
 
圧⼒と流速も誤解されます。パイプを細くすれば流速は増えたとしても圧⼒は低下します. パイプ
を細くすれば流速はふえたとしても細いパイプほど軋轢が増加し、圧⼒が低下し、揚水の場合、
送水量低下になります 
 
例えば、導水管内の汚れを取るために開放して中を掃除する場合、流量は最⼤ですが圧⼒はホー
ス内に残りません。内圧はパイプ内の軋轢でなくなっています。タービンのノズルはジェットノ
ズルを使い流量を制限し圧⼒を流速に変化させランナーを動かします。導水管内の水の流れはジ
ェットの口径で操作されペルトンランナーを回転させます。⼤きい口径は流量を求めますがパイ
プ内では軋轢が増加しタービンに当てられる圧⼒は低下します。⼩さくしたジェット口径は流量
を絞り、圧⼒が増加します。ジェット口径を⼩さくすることは流量が減り、それだけ圧⼒は増加
しますが、⼩さな口径の管にする事は内部の軋轢が増え、圧⼒は低下します。 
 
最後に、パイプが曲がればそれだけ損失が生ずると言われますが、しかし現実は、導水管の距離
が⻑ければそれだけ少々曲げてもそんなに全体効率は変わりません。 
 
読者の皆様で RAM ポンプを熟知された方は、我々が称している導水管は “駆動パイプ”の意味と
ご理解願います。駆動パイプは水撃ポンプ用で、必ず、鋼鉄製で、常に降下方向で、まっすぐ配
管しなければならないのです。この常識は PHP では必要とされません。PHP は安価な樹脂パイプ
を使い、地⾯の上に、曲がりくねって設置できるのです。 
 
  4.7.6 パイプ設置と固定方法 

設置時の注意点は以下の通り: 
• 取水口構造は可能な限り堅牢構造にする. 
• 設置工事に発生し得る突然の鉄砲水に耐える様管の固定を確実にする. 
• 取水口からの最初の管は水の引き出しを強くする様 5-10m 間は下方向に向ける. 
• パイプは可能な限り下方向に連続で配管する. 
• 途中で高くしない. どうしても高くなる場合空気抜きを作り、空気抜きに心掛ける. 
• サイホン方式は薦めません. 
• 途中の管は岩⽯、⽊々、地⾯のアンカーで固定し、管が水の重さで下方向に下らない事. 
 洪水で洗い流されない事. 
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  4.7.7 導水管の止水弁について 

取水源の一番上あたりに止水弁を設けたいと思われる場合があるでしょうが、これは殆ど利用さ
れてないのが実情です。その場所に実際弁を取り付けたとして、それから下に向かう全ての水が、
下に下がり上側に真空領域が発生し管の破損を引き起こすか汚物を引き込む事となります。どう
しても止水弁を取り付けるなら、その真下に排気パイプを設け、導水管の呼吸を助けます。この
排気は最初に導水管に水を満たす場合の空気の逃げ口の役目を果たします。 
 
一方本体には、各ジェット用の止水弁が最初から付属しています。必要に応じ、その２個の前の
マニフォールド部に⼤きな一個の止水弁で操作したいと思われるでしょう。この弁を閉めると、
上側はそのままで、マニフォールド以降の工事が、すべての水を抜かなくても⾏えます。またこ
の弁で導水管に水を満たし、空気を先に抜くことも出来ます。そうして、タービンの設置も⾏え
ます。導水管のどこかに溜まる空気は時間をかけないと、取水源の空気抜きから逃げてくれない
のです。 
 
導水管の下降角度が不均一の場合、取水源辺りの一番高い場所に空気抜き弁を設ける必要があり
ます。導水管に水を満たし、空気抜作業後、この弁を閉じます。 
 
最後に洗浄弁を導水管の一番底部に取り付けます。ここから、堆積したゴミ類（砂、土砂、⼩⽯）
を排出します。 
 
全ての弁が必要かどうかは言えませんが、それぞれの役目はあります。 
  
 4.8  水取り入れ口の設計と設置 

PHP 揚水ポンプ用取水口には、流れる水の為の 300-500mm の高低差を付けた⼩型の水取り入れ
装置を設置します。ゴミ除けと、取水を兼ねた、角度付スクリーンを取水に利用される事をお勧
めします。流れの中に箱を沈めその上にはメッシュスクリーンを、箱の中央部から導水管を出し
ます。上を流れる枯葉等はスクリーンの上を流れ下流に、水はメッシュの中へ、そして導水管に
は綺麗な水が流れます。 
 
取水口は場所ごとで設計します. 場所に応じた作り方を下に示します. 角度の付けたスクリーン取
水口は掃除が殆ど不要でお勧め方式です。 この場所には相当な圧⼒や重⼒がかかりますので設置
時には強靭なアンカー、ボルト、セメント等で⻑年の使用に耐える設置工事が必要です。 
 

 

 
角度を付け下に下げるスクリーン 平坦なスクリーンを排水溝に併用 
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ステンレス管に穴を開けた取水方式 開口付メッキ済み電線用管を利用 

  
傾斜水路＋スクリーン –理想的! 

 

セメント内に穴付箱収納 

 
排水出口で取水 

 
穴付取水箱 



 

 
既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
ンレスメッシュと
時に耐える様にしないと、内側に押し込まれます。
体を覆い細かなゴミが入り込まないと同時に、生物も入り込まないようになります。
と同時に強度も増します
 

 

  4.8.1
PHP 揚水ポンプの利用に対する
• 水中の植物や魚に対する影響
• 水辺に生きる植物や動物への影響
• 堤防や周りの土地への影響
 
取水設備や水を復帰させる構造物の建設前に、その場所を管理する管轄カ所に同意が必要か問い
合わせる必要があります。この相談過程で、環境に対する影響度の確認がなされます。
 
 
 

   ステンレス網利用

既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
ンレスメッシュと べニア板で作った箱で十分です。メッシュは裏側で
時に耐える様にしないと、内側に押し込まれます。
体を覆い細かなゴミが入り込まないと同時に、生物も入り込まないようになります。

強度も増します

4.8.1 環境阻害を最⼩に抑える水の利用
揚水ポンプの利用に対する

水中の植物や魚に対する影響
水辺に生きる植物や動物への影響
堤防や周りの土地への影響

取水設備や水を復帰させる構造物の建設前に、その場所を管理する管轄カ所に同意が必要か問い
合わせる必要があります。この相談過程で、環境に対する影響度の確認がなされます。

 

ステンレス網利用

既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
べニア板で作った箱で十分です。メッシュは裏側で

時に耐える様にしないと、内側に押し込まれます。
体を覆い細かなゴミが入り込まないと同時に、生物も入り込まないようになります。

強度も増します 

環境阻害を最⼩に抑える水の利用
揚水ポンプの利用に対する反対の悪影響は

水中の植物や魚に対する影響
水辺に生きる植物や動物への影響
堤防や周りの土地への影響

取水設備や水を復帰させる構造物の建設前に、その場所を管理する管轄カ所に同意が必要か問い
合わせる必要があります。この相談過程で、環境に対する影響度の確認がなされます。

ステンレス網利用 

既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
べニア板で作った箱で十分です。メッシュは裏側で

時に耐える様にしないと、内側に押し込まれます。
体を覆い細かなゴミが入り込まないと同時に、生物も入り込まないようになります。

ステンレス応用取水口の例

環境阻害を最⼩に抑える水の利用
反対の悪影響は

水中の植物や魚に対する影響. 
水辺に生きる植物や動物への影響. 
堤防や周りの土地への影響. 

取水設備や水を復帰させる構造物の建設前に、その場所を管理する管轄カ所に同意が必要か問い
合わせる必要があります。この相談過程で、環境に対する影響度の確認がなされます。
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既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
べニア板で作った箱で十分です。メッシュは裏側で

時に耐える様にしないと、内側に押し込まれます。 最後に
体を覆い細かなゴミが入り込まないと同時に、生物も入り込まないようになります。

 

ステンレス応用取水口の例
 

環境阻害を最⼩に抑える水の利用
反対の悪影響は: 
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廃材利用取水アイデア

既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
べニア板で作った箱で十分です。メッシュは裏側で

最後に 1〜3
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廃材利用取水アイデア

既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
べニア板で作った箱で十分です。メッシュは裏側で 2－3

3mm 空きのステンメッシュで全
体を覆い細かなゴミが入り込まないと同時に、生物も入り込まないようになります。
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廃材利用取水アイデア 

既製品があれば購入する方法もありますが、これらの取水口はご自分で作る事が出来ます。ステ
3 重に補強を施し洪水

空きのステンメッシュで全
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水⼒利用設備では、主流の流れの一部を分岐し取水口のスクリーンから利用機器に水が与えられ
ます。理想的な取水方式を採用すると土地の浸食が抑えられ魚や⽊の葉が導水管に侵入する恐れ
を防止します。 季節変動に応じた取水量をその流れの 50%以下に抑えれば流れをのぼり、さか
のぼる魚に悪影響はなく、水の生物の命を奪うこともありません。 
 
タービンから排水され、元の流れに戻される水が、その土地の堤防や場所の浸食を引き起こさな
いかの注意を払う必要があります。必要なら、堤防をセメント保護、⽊材保護、シートによる防
水加工などで保護を徹底します。場所によっては、排水は農地の灌漑に利用され元の流れに戻る
前に土地の浸透水に利用されます。 

 
 

 
 

理想的排水例: 

• セメントでの堤防 

• 土地を傷めないよう⽊材での土台 
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 4.9  PHP 機取付可能パイプマニフォールド部品 

マニフォールドの意味は PHP ポンプのジェットノズルと導水管を繋ぐ役目の部品で、導水管の意
味は取水源から水を取り込む太い配管を意味しています。  
 
1 から 5 台までの PHP タービンは一本の導水管に繋ぐ事が可能です。導水管の下の最終場所に⼤
きな弁を設け管内のゴミ,砂,屑,等を洗い流すのに役⽴てます。タービンへのマニフォールドはこ
のゴミ流し弁の⼿前に取り付けます本章ではタービンへの効率の良い接続方法を解説します。も
し本体と同時注文の場合輸送費も安くなりますのでご検討下さい。 
 
  4.9.1 導水管を PHP と接続 

ボール弁型止水弁には 2 種あります。ご注意が必要です。2”メス BSP ねじ溝、⼜は２“BSP ねじ
溝はジェット側で 2”NPT 溝が導水管側。アメリカでは NPT のみとなります。 必要な場合 PVC
マニフォールドがあり、2”BSP/NPT となっています。 
 
導水管用繋ぎ部品の寸法は場所毎の事情で⼤きく変化し、ユーザー⼿配ですが、⼤型口径のパイ
プ用にジョイントを用意していますので、(オプション)、購入時にご検討ください。内容は： 
MDPE か HDPE パイプ用で： OD: 63 mm (2.5”), 75 mm (3”), 90 mm (3.5”) そして 110 
mm (4.5”)です. 
 
  4.9.2 推奨マニフォールドパイプ寸法 

1 ジェット辺り、3l/s の流量では マニフォールド寸法は ID  50mm ⼜はそれ以上です。 
1 ジェット辺り、5l/s の流量では マニフォールド寸法は ID  65mm ⼜はそれ以上です。 
 
下の表は導水管 一メーター当たりのワット数のロス値です。 
(一個のエルボーやＴフイッテイングは管の 2 メーターのロス値になります)  
この損失は導水管上では無視出来ますが、内径の細いマニフォールドでは,重要な損失です. 
 

 パイプ内径( mm)   
流量 l/s 40 50 65 90 

1 1.8 0.6 0.2 0.04 
2 3.6 1.2 0.35 0.07 
3 5.4 1.8 0.5 0.1 
4 7.2 2.5 0.7 0.15 
5 9 3 0.9 0.2 

 
  4.9.3 簡単接続 

PHP ポンプから、導水管を迅速に取り外せる機能は必要で、 
サービス作業が容易に正確に⾏えます。 
 
接続を容易にする継⼿には 2 種類から選べます: 

• PVC マックユニオン (硬管)（溶剤接着） 
• 樹脂製カムロック 50mm   

柔軟パイプ（ホース）に適しています。 
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  4.9.4 導水管への接続方法 

PHP 一台には最⼤ 2 ヵ所の導水管繋ぎ口があります。 
 
導水管との接続方法は以下の何れかで⾏えます: 
• サドルの上にボルト締め、柔軟なホース 
• 分岐管を接続  - T’s ⼜は Y’s 
• PVC 2 ジェット用マニフォールド –PVC 管用と PHP タービン用 
 
  4.9.5 多岐パイプ接合部品上でのボルト締め 
PHP 機を多くの台数で使用する管用に注文が可能です: 
 

• 160 mm 
• 110 mm 
• 90 mm 

 
取り付け個数には制限はありません. 

 
２ヵ所一組なので 2 x 50mm BSP メスネジが一組に付いています。管にどう取り付けるかの写
真を以下に示します。このサドルは取水口の太い管の空気抜きにも利用出来ます. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

このサドルが固定された後その先に止水弁やカムロックを取付けます。（下の写真参考）。止水
弁はサドル側に固定され、PHP 側ではありません。この方法で PHP 側と水供給側の取り外しが容
易に⾏えます 
 
サドル利用には以下のメリットがあります:  
• 低価格 
• ⾯積が少なく軽量 
• 工事容易且つ特別工具不要 
 
一方欠点は: 
• 急激な角度固定で⾯積を多く必要 
• 低ヘッド⼤流量に不向き  
 
 
 
フレキシブルチューブ経由カムロックで繋がれたサドルシステムは, 柔軟ホースに適し、⼤抵の高
低差に適し、水量一台最⼤ 3 ㍑。秒 50mm ID パイプに適します。弊社の PHP はこの規格内です。 
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  4.9.6 PHP 機に使う PVC マニフォールド 

ご注文あれば 2” BSP/NPT の溝,⼜は 2.5” BSP 溝の付いた
PVC マニフォールドを供給可能です。PVC の寸法は各国で仕様
が異なり、全体に共通な溝の付いた物の利用が便利です。 
右の写真は２台の PHP が PVC マニフォールド(Mac-UNION)に
繋ぎ、⿊⾊の樹脂管 MDPE に溝共通寸法のコネクションで結合
されています。導水管は写真に⾒えませんが、一本の導水管が 
Ｔ字分岐管で,９０度エルボーで２本に別れています。 
 
 
 
  4.9.7 T 型や 90 度角度の管結合部 

通常 HDPE 管用フィティングが使われます. 
通常に必要な物は  
• T’s 
• 90 度エルボウ 
• 継⼿ 
• みぞアダプター 
1-2 台の PHP 機設置の場合 50-80mmOD の MDPE 管を
使うと思います。価格を抑える為に端切れ管を買いフイテ
ィングで繋ぎ、PVC マニフォールドで分岐する⼿もありま
す. 
 
 
 
 
 
この写真での導水管内径は 80mm を使い、
マニフォールドでの全ての急激な曲げ角によ
る圧損は無視出来るものでした。先ず導水管
は 2x80mm ID 管で分岐されその後
2x65mm ID PVC 管に繋がれます。 
流速は導水管と比較し 1/3 になりますが使
用上差し⽀えはありませんでした。圧⼒計を
用いた圧損の確認方法はこの後で記述します。 
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  4.9.8 現場でなく出発前にマニフォールドを組み上げる 

現場で一から組み始めるより、作業しやすい場所で、現地に運び入れる前に、マニフォールドや
排水機構等を汲み上げる方が時間節約となります。下の写真は 2 x PHP を庭で先に組み⽴てその
後深い森 800ｍ移動へ移ります。 

 
  4.9.9 マニフォールドオプション 

⾊々な場所で,それに適したマニフォールド供給管を実現してきました。下に今迄の参考例を載せ
ます. 

 
 
  4.9.10 パイプやマニフォールドの圧⼒測定 

導水管及びそれに続くマニフォールドの抵抗による圧損は通常 5-33%と言われています。PHP の
標準的軋轢損は 5%を標準として弊社は予想計算しています。もし導水管が非常に⻑距離であれ
ば、その状況自体が非経済的です。 配管が細ければそれだけ軋轢損が発生し、管が安い理由と
は合致しません。 
 
導水管の最終時点で動圧と静圧を測定し、更に、タービン ジェット位置での圧も測定します。
それにより、導水管での圧⼒損、マニフォールドでの圧⼒損の値を知る事が出来ます。圧⼒計は
本体の標準品として供給されています。 
 
 
 
 
 



 

  4.9.11
このゴミ空気抜き作業中下側から上流に向けて配管を検査し軽
く浮き上がる
打ち込みます。⽿での検査でも空気泡の箇所が解ります。その
ような場所には目印に赤いテープを巻き付け⼩さなステンレス
スクリューで穴を開け、極僅かな水抜きで空気を追い出します。
あとはスクリューで固定
かかる場合もあります。
ます。本体
酷僅かな水が落ちるような箇所は２－３⽇後には自然に止まる
場合もあります
 
  4.9.12

タービン⼿前に来る導水管の固定は堅牢に⾏って下さい
属製保持パイプに注意
になります。従って保護が必要です。
両側に置き水平のフレームの上下内にパイプを保護します。もし、
揚水調整をこの補強の前に⾏った場合、水の運動方向に補強による
変動が引き起こされる場合もあり、試験時の
ーが変わる場合もあり
 
タービンに近い導水管やパイプ類には水が充満し、上からの圧⼒もかかり
たわみ、歪みが発生します。⼒がタービンに及ぶことは危険でもあり、タービン
周りの配水管への補強は必要です。補強法方法としては：
 
• 鋼鉄製⽀柱で形は
の⽀柱は先にハンマーで地中に埋め込みその上に導水管を置きます。⽀柱の周り
に⽊材をクッションとしてカバーし、配水管をカバーする方法など、
重さを均等に分散させ、システムを安定させます。最後に両者が動かないよう固
定が⼤切です
 
• 太陽光パネルで使われているアルミ製レールやフレキシブルパイプなど
で導水管を補強します。
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6   PHP タービンの据付と施工 
ポンプ設置前には既に下記の事項の⼿配が終了していなければなりません。 
 ・取水場所工事完了 
 ・導水管工事⼿配 
 ・PHP ポンプ、及び部品類の確認 
 ・送水パイプの⼿配 
 ・貯水タンクの工事完了 
本マニュアルではその様な工事に関係する事項にも触れる範囲で説明しています。PHP 機の場合、
渓谷の状況によりますが作業員１-２名で一⽇が必要程度の工事です。⼭間部の状況では、配管に
相当時間をとる場合も実際はあります。 
 
 6.1  組み⽴て 

ご注文された方のお考えは、物が来る前に基礎を用意したいとご希望になります。しかし、多く
の場合、部品の都合で、寸法が微妙に変化するのが、⼿作り製品の常で、物が到着された後、基
礎を設計されることをお薦めします。実際物を置いてから、寸法確認する事は数値に間違いは起
こり得ません。以下の基礎説明はあくまでも設置場所の空間確認使用とお考えください。 
 
  6.1.1 PHP 機の組み⽴て 

本体の主ケースの寸法 (mm)とタービン固定用 4 個の穴の⼤体の位置を次頁に示します。固定用
⾦具は材⽊素材用ネジ類です。上記に示しましたように、次頁の寸法案内は、設置場歩の空間確
保や作業スペース確認用です。本体の高さは約 400 mm です. 
 
 
 
 

上から⾒た参考寸法 
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⽊製タービン基礎の参考図:  
100x50mm の角材で組み⽴て、その上に 12-17mm のべニア板でカバーします。水抜き穴(排水
溝)は 160x390 の空間を準備。⽊のフレームにも穴を先に開けておき、水滴などが乾燥したエリ
アに移⾏できる機構をお考えください。 セメントや⽊材基礎は鉄やアルミなどの⾦属製より騒音
は少なくなります。 
 
  6.1.2 室内設置の注意点 

水濡れ厳禁（生命の安全の為に滑らない場所等）の場合は本体のボルト締めの前にベースに接着
剤付ネオプレンゴムテープを施し、⽊材と本体を密着させます. PHP 機の場合固定⾦具はケース
の後ろ側に有ります。正⾯側での密閉度を完全にする為にはのぞき窓を一旦取り外し内側樹脂製
カバーにスクリューを入れ込み、四方周りを締め付けます。 
 
しかし室内で完全防水を実現するには、本機械を 24 時間稼働させる為、完全性を得る事は 
無理で、最初から防水壁を先に設け、漏れた水を一か所に留め、床一⾯に⾏かないように工夫し、
貯まった分を排水する方法を取って下さい。 
 
清水等清潔が必要な水路で、⾦具や工具が水路に入ってはならない場所では、細かなメッシュを
排水開口部にカバーし、物が水路に落ち込めないようにしておきます. 工業水や飲料水の水路では
必要とされ、その様な雑物が操作回路の邪魔になるのを防ぐ目的です。天然環境ではこの警告は
必要とされません。  
 
排水出口部に安全用メッシュを取り付け、不用意にタービンの回転部に⼿を差し込
めない配慮も必要です。子供さん等が不用意に下側から⼿を差し入れた場合、3〜
4,000 回転でのタービンにより⼿を失う危険性があります。据え付け時、場所の安
全性（回転体に触れない、電気部に触れない）の確保が絶対に必要です。 
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 6.2  PHP 機最終組み⽴て 
PHP は、ジェットホールダー部、(もし注文ある場合の PVC マニフォールド部)を除いて、完成品
として出荷しています。 
 
商品がお⼿元に届きましたら、直ちに輸送中の事故が発生していないか開梱して中身を検査して
ください。もし、破損が⾒つかり、部品の欠品を⾒つけられましたら、直ちに購入先にご連絡下
さい。もし、更にどこかに送付の場合、その送付前に事故発生していないか確認する必要があり
ます。 
 
  6.2.1 ジェットノズルについて 

ノズルはタービンに与えられる水量を決定しています。その⼤きさにより水の使用量と送水量が
関係付けられます。得られる水によりノズルの調整が必要です。もしノズル数が多すぎ若しくは
⼤きすぎれば導水管を満たす水量に達しないかもしれません。 
 
PHP ご注文では、ご注文前に打ち合わせた環境条件で計算されたデーターに基づき、開口は既に
メーカーで⾏われ提供されています。しかしながら、現場条件は常に変化しますので、設置時に
はジェットの開口寸法の確認、変更が常に伴います。流量は季節に応じ変化する物であり、配管
の現場変更での落差にも変更があることが多いのです。注文品にはスペアーノズルは付属してい
ますが、更に必要な場合、代理店に申し出てください。 
 
  6.2.2 ジェットノズルの正しい開口に切断 

ジェットノズルは円錐形の樹脂製で鋭敏なナイフで切ることが出来ます。価格は安価で、現場で
の穴調整を多く⾏え、効率向上に便利です。正しい寸法を綺麗に開ける事により、水の⾶び散り
を防ぐ事が出来ます。鋭敏なナイフを使い、吐出口の“削りかす”を取り去り、中から外へ開口し
ます。実際、現場で数回練習し、最適な開け口を作ってください。将来発売予定の PHP オプショ
ンでの道具キットには、その為のゲージとナイフも用意されています.  
 
予備のホールダーにジェットの先を装填し、先ずジェットを固定させます。安定した
状態でのみ作業が可能です。ナイフ作業は、滑りやすいので、怪我が発生します。 
ケブラー等の安全⼿袋の装着が安心です。事故防止は必要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
適切な寸法にカットし、ゲージで確認します。⽇本では、殆ど電動ドリルで必要な寸法に開けら
れておられます。 
 
もし、導水管の内部軋轢を可能な限り少なくし、また入⼿可能な水量全てを使って送水する場合
のジェット口径の開け方は、静圧３が動圧２になれば、最高の効率を得たと言えます。 
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  6.2.3 PHP 展開イメージ図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ジェット ホールダ―以外は既に組み⽴てられ完成品としてお送りします。分解図を上に示しま
す。部品類組み⽴て案内は“PHP の部品と組み⽴て.pdf”に詳しく解説していますので、それもお
読みください。 
 
ジェットノズルアッセンブリーの取り付け 
ノズルを右図の様にはめこむ為にペルトンランナーを一旦外す必
要がある場合もあります。その場合以下の説明⼿順の反対の方法
を⾏って下さい。 
 
PVC のボールバルブは本体の外側で PVC のジェットスリーブはタ
ービン側内部です。 ケースの中にジェットスリーブを入れ込んだ
次にジェット用Ｏ-リングをスリーブ内に入れる必要があります。 
 
Ｏ-リングの役目はジェットスリーブの溝に正確に座る必要があり、
そうする事でバルブとジェットスリーブシール間での水漏れが防
止できます。Ｏ-リングはケースの外側で、溝にはグリスを塗布しておく事。 
 
作業には正⾯の覗き窓を取り去り、ペルトンタービン（ランナー）を外さなければなりません。
特に 2 個目の上側ノズルに必要です。以下の説明は取り付け方法ですが、外す方法はその逆を⾏
ってください。 
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ペルトンランナーの角度調整 
ジェットの後ろ側からペルトンを観察します。（右写真） 
中央部にペルトンスプーンの中央部が⾒えなければなり
ません。水がペルトンの中央に当たる必要があります。
もしずれている場合、供給されているワッシャーで微調
整してください。この写真例では、回転部を（ペルトン
ランナー）を左に寄せる必要があります.  
 
もし、マニフォールドが緩い固定の場合、このまま作動
させパイプ保持部を後で動かすことで、回転速度を引き
上げる事での微調整方法もあります。 
 
  6.2.4 タービン保護について 

PHP 機の部品類は⾬、動物の⻭、子供のいたずら、UV 光線等の障害から安全維持を計る為、堅
牢な LDPE 樹脂でカバーされています. 
 
LDPE カバーは、騒音を低下させ、部品類のガタつきを防止します。この事は、露出する回転体が
引き起こす、指への怪我、衣類の巻き込み事故、子供さんの髪の毛の引き込み等、事故防止から、
人体を守る安全な機械に仕上がっている事です。回転体に触れる為には、道具を使ってカバーを
取る事しか出来ません。開けるには工具が必要です。 
 
 6.3  取り付けに際して 

 
  6.3.1 取り付け前にカバーを外して検査 

以下に示す検査を動作前に⾏い、水漏れがないか、配管に落ち度がないか、確認を⾏ってくださ
い。この段階に至るまでに、以下の工程が終了している筈です。 
 
 ・取水口や導水管接続 
 ・PHP 機は堅牢な土台に固定 
 ・導水管に PHP 機の停止弁が接続 
 ・導水管側から 25mmID の管が PHP の圧⼒入⼒に接続 
 ・貯水タンクへのパイプが PHP の高圧出⼒側に接続 
 ・PHP 内のポンプに食用油が満たされている事 
 
  6.3.2 実際の設置 

タービンを作動。回転を始めますと同時に音がします。貯水タンク側からの管内には水を入れて
いますので、そこからのバックプレッシャーによりタービン回転は低速のままです。運動を続⾏
しながら、覗き窓を注意して観察し、水の⾶び跳ね方を観察します。このタービンに当たる水の
方向の調整はどんな場合でも最初は必要です。最初の環境データーが不正確であればある程、調
整は必要です。 
 
最適なタービン運動は、少しでも多くの水を送水出来、24 時間では⼤きな差になってしまいます。 
ジェット口径が調整され、その後はカムストロークを最適な物に変えます。 
 
もし、跳ね返る水が、後ろ側に飛び散る場合、（ジェット側に戻る）、タービン回転が遅すぎる
か、失速しているかで、カムストロークを低速側の物に交換。 
 
もし、跳ね返る水が、タービンを⾶び越え、ジェットの反対側に飛ぶのであれば、タービン回転
は速すぎるので、カムストロークを高速側の物に交換。 
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  回転遅い                           良い                             回転早すぎる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の意味は上側⼜は下側ジェットの吹き出し状態で、中央に戻っているのが最適です。90 度に
戻る意味は中央部に戻るのですが、その前後に戻るのであれば以下の点を参照し調整下さい。⼜
水の吐出方向が、バケット中心部をヒットしなければ、回転が遅くなりますし、水が⾶び散りま
す。最適条件を⾒出すのは、試⾏錯誤で⾏うしかありません。場所毎で全て条件が異なるためで
す。 通常、ポンプ運動がゆっくりの場合の吐出量は、早めのポンプ運動結果より、多めとなり
ます。しかし失速状態の速度の場合、より緩慢なカムに交換してください。 
 
もし、回転が速すぎる場合には、ストロークを低めのものに交換し、PHP ポンプ運動を低速にし、
それによりポンプ吐出量を増やす事が出来ます。 
 
調整が完了すれば、水の跳ね返りは覗き窓全般に跳ね返ります。一方、押し上げる⼒がない場合、
送水パイプに水が満ち溢れ、水の逆戻りで、タービン回転が⼜相当低速に戻る場合があります。
改善する方法は以下のどれかにあります。 
 
 ・ジェット口径が⼩さすぎる。再度今までの予想の計算値を⾒なおし、ジェット口径を正
しい物にする。 
 
 ・導水管に空気が残っている。水圧計を確認し、正確な落差か検査。導水管を下から上に
上り、空気が残っている箇所がないか検査。必要な場合、空気抜きを⾏う。⽿で音を聞いて空気
溜りを⾒つけることも可能。持ち上げ、軽い場所があれば、空気が残っている場所です。 
 
 ・カムの選定が間違った場合。データーの再検討で、正しいカムに変更。ストロークの低
速側で揚水の⼒を上げる方法。 
 
 
 
 
 
 



Izumi Corporation, Ishikawa, Japan 

[41] 
 

据え付け工事後の調整には時間がかかります。導水管に残る空気の掃出しにも時間がかかります。 
しかし、完全に調整が完了するまで、正しく作業を⾏い、それ以降現場を離れる事が出来ます。 
 

操作内容記録（導水管に水が満たされた状態での） 
貯水池（水源）には 水は十分、試験後も、ありますか？ もし正常な状況下で、水が減ってい
る場合、貯水能⼒に問題があり、現状では使用水を減らさなければ、空気混入事故発生となりま
す。水を減らすには、いずれかの弁を絞るか、ジェット口径を⼩型に変え、連続運転を可能にし
ます。 
 
 6.4  据え付けの記録 

設置完了後以下のデーターを記録される事をお願いします。交換部品必要時や、改良工事用に一
番初めのデーターがお役にたちます. 
 

このデーターと初期設置時の各種参考写真をお送りください。保障上非常に役に⽴ちます。 
据え付け詳細  シリアル番号 ：           
据え付け完了⽇  
サービスチェックの予定⽇  
据付場所情報   
導水管内径  ｍｍ 
導水管総距離 ｍ 
ノズル口径  mm 
送水パイプの内径 ｍｍ 
送水パイプの距離 ｍｍ 
タービン停止時の静圧 kPa/PSI 
タービン動作時の動圧 kPa/PSI 
送水管の最⼤圧⼒  kPa/PSI 
使用カムストローク ｍｍ 
実⾏作動量情報  
実際の流量（ポンプに流れ込む）   l/s 
貯水タンクに上げられる流量 l/s 

実際の揚水結果が得られましたら是非お知らせください。ご注文時の予想値と照合し、正確な納
入が⾏われたかの確認になります。 

 
 6.5  結果報告 

 
設置後のコメントを是非お教えください。ユーザーのお声は製品改良に、マニュアル改良に非常
にお役に⽴つ物です。また使用者の声として、ホームページに発表し、他の方々の参考にお役に
たてると思います。 
 
紙を使わないマニュアル発表方法は、エコの為であり、紙節約と共に、送料も節約可能です。こ
のマニュアルを HP に載せる意味はエコ意識からきています。可能な限り、ペーパーレス方法で
ご連絡いただければ幸せです。  
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7   効率よくシステムを運用するた為に 
 
パワースパウト PHP 揚水ポンプは堅牢構造物ですが 365 ⽇ 24 時間動き続けるので保守は必要で
す。⾞の一年の運動と比較しても⾞のエンジン回転数以上に PHP 機の回転数は多いのです。 ⾞の
エンジンにはオイル循環ポンプとフイルターが付いています。しかしこの揚水ポンプにはなにも
付随していません. ベアリングには注意が必要です. ベアリングの保守管理方法は以下に述べます
し、それに従って下さい. 故障報告の場合、ベアリング点検項目が無い場合ユーザーには不利とな
るぐらいベアリング保守は重要です。 
 
何年も揚水ポンプを良好な状態で使い続ける為には記録簿をつけ、最初は一カ⽉一度、慣れた後
は⼆カ⽉に一回、以下の点検を⾏い、記録をつけてください: 
 
• 送水量に変化はないか 
• 貯水池の水量は十分かどうか。もし不⾜気味であればノズル口径を⼩さい方へ変更. 
• 導水管内部に雑物（⽊切れ、⼩⽯等）が混入していないか？ジェットノズルの出口に物が
詰まっていないか 
• 取水溝の出口のスクリーン清掃 
• 導水管⼿前にフイルターがあれば、それらのフイルターの清掃 
• ポンプ潤滑油（食用油）は最初一カ⽉使用で、新しい物に交換、その後減った分を 4 カ⽉
に一度、補充。 
 
一年に一回 
• 導水管の横を歩き破損や異常がないか. 
•  ペルトンローターやカムの運動に遊びがないか、(ベアリングチェック) 
 
⼆年に一回 
• ポンプのダイヤフラム膜を交換。頻度によりそれ以内でも可能。交換時には全てのシール
と 4 個の一方向弁も同時交換。 
 
同時に、人々が陥りやすい自己満⾜への注意を言わなければなりません。人々はこのエネルギー
を無料と考える傾向の為、ポンプが故障するまで、点検を忘れる傾向にあります。もし故障した
場合、補修部品がない場合も予想されます。最初供給された機械内には必要なポンプシールは一
組含まれますので、⼤切に保管してください。また使った後は、必ず予備部品の発注を忘れない
でください。 
 
 7.1  予備部品 

もし僻地で生活される場合、保守部品は可能な限りご自分の⼿元に置かれることをお勧めします。
僻地では、すぐ部品は配達されませんので、事故発生時、迅速な復旧はご自分の責務になります。
最低でも、ダイヤフラム膜はご自分の在庫で保管ください。現在の世界では、宅配便サービスの
発達で、ニュージーランドから⽇本へは２〜3 週間で配達可能です 
 
 7.2  PHP ポンプへの給油 

PHP の部品と組み⽴て.pdf に詳しく解説していますので、それをお読みください。 
 
 
 7.3  ベアリング交換 

PHP の部品と組み⽴て.pdf に詳しく解説していますので、それをお読みください 
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8   トラブルとその対策 
もし貴方のパワースパウト PHP 揚水ポンプが性能を発揮していないと疑われる場合注文時取り交
わしたデーターと現状動作中のデーターを比較してください。 
 
• もし設計当時の環境下での予想値と現状の値の誤差が 10〜20%以内であれば機械は正常
で、残された方法は微調整で更に良くなるかどうかの努⼒目標が残されています。 
•  送水予定量の誤差が 20% 〜  80% の範囲内の場合.  

 
o ジェットノズル口径は正しい開口の物を使っていますか。 
o 水源の水の量は充分にありますか？ 本装置を計画された最初の⾏動は水源の利用できる
量の確定であり、その量に応じて、システムが設計されています。貯水池はオーバーフローする
程度の水がありますか？導水管に水漏れは、導水管が詰まっていないか、空気が管内に、取水口
がゴミで詰まっていないか、ジェット口径が汚物で詰まっていないか、水量の確保を確認。 
*      水源が問題ないのであれば、次に圧⼒計を⾒てください。もし止水弁を止めても、圧⼒計の
値が、予定の高さ以下であれば、空気が送水管内部に溜まっています。⼜はどこかに漏れが発生
しています。もし動作中での圧⼒が低下している場合、導水管内部に空気が溜まっているか、水
源のフイルターが詰まり、水の流れが阻止されています。もし、圧⼒が高すぎる場合には、ジェ
ットノズルが、異物で詰まり、水の噴射量が低下しています。 
o ジェット噴射口の方向は正確ですか、ベアリングが壊れていませんか、ペルトン水⾞は正
確に回っていますか、回転運動が異物で邪魔されていませんか、どこか擦っていませんか、パイ
プの結合に不完全箇所はないですか 
o   導水管の配管中、PHP 機接続に邪魔な物が入り込み（ゴミ、漏れ）水が不十分でないでし
ょうか？ 
 
• もし送水量が計算値の 20%以下なら、上記の調査に追加して、更なる必要調査事項は. 
 
O   ぺルトンの回転数が低下していませんか。⼩さめのカムに交換し、試験してください。 
O   ぺルトンの回転数が過回転状態の場合、⼤き目のカムに交換し、試験してください。 
 
 
 8.1  洪水に出会った場合 

低位置での設置の場合、洪水に出会う危険性を伴います。 短時間なら、再生可能のチャンスが
あります. 
 
洪水後、直ちに機器を引き上げ、以下の作業を⾏って下さい: 
 
• 食用油を廃棄し、新たしいオイルに交換し乾燥：再⽴ち上げで結果を⾒る。 
 
然しながら水没事故による保証は無く、保険を前以ておかけになる事をお勧めします。 
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 8.2  騒音に関し 
本製品での騒音が問題視された事はありません。我々のタービン回転音は静粛です。もし貴方の
場所で騒音がひどいと思われる場合以下の点検を⾏って下さい。 
 
• ランナーとノズル先端が当たっていませんか。ローターの固定は正しい間隔でワッシャー
込みで固定させ、ノズルに当たらない状態で固定させています。 
• ベアリング回転はスムーズですか(騒音が徐々に⼤きくなる場合はグリス不⾜です) 
• タービンの回転速度は正常ですか. 定格以上に不必要なジェット口径を⼤きくした場合過
回転が発生し、騒音となります。若しくは相当低速のカムを取り付けられた場合です。 
• タービンの設置方法で騒音が変化する事はないのですが、⾦属製フレーム固定より⽊台や
セメント土台の方が静かになります。 
• 空気混入水の騒音は⼤きい物です。圧縮された空気がノズル経由後膨張し⼤きい音に変化
します。 
 
今迄実験した騒音レベルのデーターは第 17 章をご覧ください。詳細な騒音データーの計測は⾏っ
ていませんが、測定例は示します。全ての設置個所は異なり、場所毎に騒音を計測する事は不可
能です。お客様によっては、RAM ポンプと PHP 機を取り違え、衝撃音をご心配されましたが、
PHP には衝撃がないので、静粛な音と喜ばれました。 
 
一般的に落差が高いほど PHP 機ユニットからの騒音は⼤きくなります。実験では、落差 12m 以
下、回転数 500rpm 以下の場合、騒音は聞こえません。 
 
樹⽊を側に置くことはどんな場合でもポンプ機の騒音の防音に役⽴ちます. 
10m 離れた場所での経験で、樹⽊があれば、ない場合の運転音は、殆ど樹⽊の壁に吸収されてい
ます。 
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9   PHP の理想的設置状況例 
 
設置者の責務は、正しく計画し、据え付け、試験、最終報告書作成まで⾏います。その折々写真
に記録する事は、正しく作業できる⼿助けとなります。 
 
 9.1  正常な例 

システム全体を⾒渡しますと以下の部品が⾒えます: 
 
• 圧⼒計 
• 堅牢構造の設置台 
• 正しい排水機構 
• ⾒た目にすっきりした、綺麗な設置 
• 保守に不便ない四方からの作業スペース 
 
 
 
 
 
 9.2  不良設置例 

あと少しの努⼒で、以下の設置はもっときれいに、安全で、整然とした配置が可能です。貴方の
システムは財産であって、負債ではないのです. 
 
 
この例の不十分な点は: 
 

• タービンは完全固定されていない 
• 主フレームは(古い椅子で)錆が生じ最後には、

切断されてしまう 
• サービスするにも近づけないし、安定しない

し、⼿の施しようがない  
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10   表示単位と換算 
 

 
 換算表 
  

この単位を これに変換するには この単位を掛ける 
センチメーター インチ 0.3937 
平方ミリ 平方インチ 0.0015 
メーター フィート 3.2808 
マイル/時 フィート/秒 1.4667 
リッター 英ガロン 0.2641 
リッター・秒 英ガロン・分 15.900 
キロワット ⾺⼒(電気的) 1.3405 
℃ ℉ X9/5+32 

 
 

この単位を これに変換するには この単位を掛ける 
インチ センチメーター 2.5400 
フィート メーター 0.3048 
フィート/秒 マイル/時 0.6819 
英ガロン リッター 3.7254 
英ガロン・分 リッター・秒 0.0631 
⾺⼒(電気的) キロワット 0.7460 
℉ ℃ -32 x 5/9 

 

11   保証と免責事項 
 
以下の条件は、PHP 揚水ポンプ単体に対し有効で、その他のキットや部品には適応されません。 
⼜、メーカーは代理店経由で販売していますので、対象相⼿は代理店であり、個々のユーザーで
はありません。メーカーから直接買われたユーザーは、メーカーが保証相⼿となります。 
 
保証とは、機器がが正しく据え付けられ（ご購入後 12 カ⽉以内に）、動作確認され、⻑年保守さ
れた場合に有効となります。もし不都合が発生した場合、ユーザーは記録簿を提出しなければな
りません。クレームなどの場合、先ずメーカーは記録簿を資料として使用します。据え付け写真、
故障の写真などを要求する場合があります。従って、先に分解などを⾏いますと、保証対象から
外れます。 
 
メーカーはそのポンプ機には絶対の信頼、価格の有利性を持っていますので、下記保証関係を説
明します。 
 
・発送後 3 ヶ⽉以内で最低 30 ⽇作動し、それでもその効果に問題あるとメーカーが認めた場合、
輸送費はユーザー負担ですが、メーカー無償修理が可能です。若しくは、無償部品を提供します。
運賃はユーザー負担となります。 
 
・予想揚水量が計算値より 80%に達しない場合、上記保障対象となります。予想値の変化はプラ
ス：マイナス 20%が適応され、個々のご要望を先ずはお伺いし、解決に当たります。 
 
・保証は、揚水高さ 200m 迄です。200-250m の場合別の協議となります。 
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・⾦額保証は、購入代⾦のみであり、工事費、輸送費、他の機器類は保証対象外となります。 
 
・メーカーは常に機械類の改良を、予告なく⾏いますので、上記条件も変更される場合がありま
す。 
 
・保証条件は最終的に、ユーザーはこのマニュアルに基づき設置し、完了し、その後定期的な給
油とベアリング交換を⾏っていることが条件となり、その記録簿により、相互信頼の関係から保
証が実⾏されます。 
 

保証期間は送付後一年です。 
 

 
この種の製品は、回転体と連続間欠運動を有する機械システムとなっています。取り
扱う方には専門的な安全に関する知識が求められています。無知の状態での取り扱い
の結果人体に影響ある多⼤な事故に直結する危険性を理解する必要があります。もし

知識のない場合は、専門家に工事の依頼、保安安全管理の依頼を⾏い、無事故でご利用されるべ
きです。もし、この警告を無視される場合、自己責任で取り扱う責務を認識し、責任は本人に帰
属する事をご理解ください。 
 

12   免責事項 
本製品の販売形態は単体完成品と言えども、揚水システムの一部であり、その為に、実際にこの
マニュアルが熟読され、そのマナーが守られ、工事され、操作され、保守されたかどうかは、関
与出来ない事です。もし、不適切な取り扱い、設置、使用方法により起因すると想定される損傷、
破損、各種事故、人身事故が発生したとしても、メーカー側として対応出来る事項ではありませ
ん。 
 
従って、不適切な工事、設置、不適切な操作、不正確な作業、不適格な使用と保守等から起因す
るあらゆる結果に対する責任は、それを認められない事と致します。勿論不可抗⼒により起因す
る損害も、認められませんので、保険関係は、ユーザー側で個々に対応して下さい。 
 

13   連絡先 
各種ご質問は購入先にご連絡してください。 46 頁に記しましたように、メーカーは代理店制度
で販売していますので、ご連絡先は、各国代理店にお願い致します。 
 

14   忘備録 
 

購入時記録しておいてください 
 
機械型式   ……………………………………………………. 
製造番号   …………………………………………………… 
購入⽇、番号など  …………………………………………………… 
設置完了⽇   ……………………………………………………. 
購入先詳細         ……………………………………………………. 
工事業者詳細       …………………………………………………… 
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15   追記事項；ジェットノズル口径表 
ジェットノズルのお薦め口径表は、本マニュアルから除外されています。別途ご質問頂けますよ
う、ご案内致します。また、発注前の状況確認で既に情報提供を⾏い、最適口径情報は提供済み
となっています。もし落差、流量変化の場合お問い合わせ下さい。 
 
16   追記事項；一般的 PVC 管の寸法 

以降の表は PVC 管の各国の標準寸法表です。よく似た寸法は同じ⾊で表現されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NB の意味は管の内径(約) で、通常の管寸法の呼び方です。 
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17   追記事項；騒音測定値 

 
騒音試験 
使用状態 
 ・落差；3m 
 ・流量；4 ㍑/秒 
 

5ｍ 離れた機械背後測定 PHP ポンプの頭上での測定 

  
50-55dB 80-85dB 
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１ｍ 離れた場所 ５ｍ離れた場所 
 

 
75-80dB 70-75dB 

 
 
 

15ｍ 離れた場所  
  

50-55dB  
 
 
 
 
 

end 

Oct. 2015 


