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はじめに

パルソメータとは1872年に米国人のCharlesHenryHallに依って発明された蒸気を動力

としながらも回転運動部分や往復運動部分を一切持ぬポンプで，かのSaveryの火力機関の

作動原理を復活させた機械でもある。ホールは遅くとも1873年夏にはN.Y.にPulsometer

SteamPumpCompanyを設立し，その製造を開始した1）。

一方，イギリスでも1875年にMessrs.Hodgkin,Neuhaus,andCo.のJohnEliotHodgkin

（1829～1912）がホールの特許を購入してロンドンにPulsometerEngineeringCompanyを設

立したため，両社やその追随者の製品は米英両国において往時，広く江湖に愛用される結果と

なった。本稿はこのパルソメータと呼ばれる特異な蒸気ポンプに関するごく粗略な技術史的総

括である2）。

1

1） cf.,ScientificAmerican,Vol.29,Issue9,830,1873.同社からは1925年にThePulsometerSteam

Pumpなる小冊子が発行されており，この年まで同社が存続していたことは判るが，その後の動静に

ついては不明である。大恐慌で潰れたのかも知れない。

2） 本邦機械工学界においてパルソメータは一貫して日陰者であった。沖 嚴『ポンプ及び水壓機』（岩

波全書，1935年）は190頁に6行余りの記述を与えるのみ，機械學會～日本機械学会『機械工學便覧』

の系統においては1937年の第2版から・54年の第4版まで，水力機械の項，特殊ポンプの端くれと

して申し訳程度の言及が認めるのみで，索引項目として取上げられてさえいない。

パルソメータについて久々に紹介してくれた邦語文献として鈴木 孝『名作・迷作エンジン図鑑』→



1.パルソメータに係わる基本特許

1872年9月24日に特許取得されたホールのオリジナルのパルソメータはその天辺中央に位

置する1個の蒸気分配弁eが左右，即ち作動室A
1
,A

2
の頂部にある各1個の逆止弁

チェック・バルブ
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を

従える構成となっており，かつ，吸水弁o
1
,o

2
及び吐出し弁p

1
,p

2
にもボール・バルブを用

いるアイデアをなしていた。しかし，2つの逆止弁を用いず頂部に蒸気分配弁である1個のボー

ル・バルブのみを配する構造もまた，特許の請求範囲に含まれていた。後に米英両国他におい

て商品化されたのはこのシンプルなタイプの機構である。

経済学雑誌 第118巻 第2号2

→ グランプリ出版，2013年，16～21頁を挙げておく。そこで参考文献として掲げられているJohnDay,

Engines TheSearchforPower.London,1980,p.36の記述は作動要領の解説として簡明である。

なお，パルソメータ自体は世界的に過去の遺産となっているが，パルソメータ・エンジニアリング

会社の方は1961年にSigmundPumps会社と合併しSigmundPulsometerPumps（SPP）社となり，

指導的なポンプ・メーカーとして今日に至っている。

図1 USPatNo.131519の本図とその改良案

左は特許明細より。右はその請求内容が別途，イギリスにて図解されたもの。



その作用機序を理解するためには次項にてイギリスで実際に商品化されたパルソメータに関

するヨリ詳細な図に頼るのが適当である。

2.イギリスにおける改良型パルソメータ

イギリスで改良されたパルソメータのデビューはバーミンガムのAstonParkにて1876年

7月17日にオープンしたRoyalAgriculturalSociety・sShowなる博覧会においてであった。

そこでは余り農家向けではない品々を含め，多くのポンプが出展されており，ホールの特許を

ベースとしてPulsometerEngineeringCompanyにて改良洗練された大小様々なパルソメー

タもそこに含まれており，1600gal/min（7.3m3/分）というかなり容量の大きな機種まで展示さ
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図2 イギリスにおける最初期のパルソメータ

TheEngineer,July21,1876,p.39.



れていた3）。

その構造ならびに作動の態様を観れば，AAはチャンバと呼ばれた単体鋳物，Bはチャンバー

及び吐出し室，吸込み室と同体の緩衝用空気室，Jはチャンバにボルトオンされたネック，

Iはボール弁で中空構造となっており，材料は機械用青銅（砲金：10％Sn,2％Zn,残りCu）であっ

たと思われる4）。

Kは蒸気管，Cは吸上げ管，EEは吸入弁，Dは吐出し管，FFは吐出し弁，HHはチャン

バ・カバー，GGは吸上弁の開度を規制するガードである5）。

起動に際してはAA内および吐出し室を呼び水で満たし，Kから蒸気を送る。蒸気はボー

ル弁によって偶々
たまたま

開かれている方のチャンバ内に進入し，液面を圧し下げる。液体は吐出し弁

Fを通過して吐出し管Dへと至る際に強く攪拌され，急速に凝結して当該チャンバー内に負

圧（部分真空）を生じ，吐出し室から若干の水を逆流させ，これがチャンバ内の蒸気に更なる凝

結を促す。また，この負圧に因ってボール弁は吸寄せられ，当該チャンバへの蒸気通路は塞が

れる。この負圧によって吸上げ管C，吸入弁Eを通じてチャンバ内には泥水他の液体が吸込

まれる。反対側のチャンバではボール弁による蒸気入口の開放に伴い，第1のチャンバーと同

じ過程が進行する。

蒸気は下降に伴いその面積を増して行く液体の表面に触れて熱を奪われ凝結するが，蒸気の

熱伝導性は大きくないため凝結が接触面から内部へと急激に進行することはない。また，液体

は表層が加熱されその密度を低下させるが，熱水の態様は恰も水面に油膜を生じた場合の如く

となるから，これに因って対流が起り，内部にまで熱が拡散することはない。水位が低下して

行ってもこの“油膜”はその面積を拡大しつつ蒸気と低温部の間に介在し続け，一種の断熱層

は保持される。

他方，チャンバ壁面との接触に因る蒸気の凝結を防ぐ手立ては無く，これがパルソメータの

効率を抑える最大の因子となっていた。また，蒸気の凝結が始まり，チャンバ内の真空度が折

角，高まって行こうとする過程において蒸気分配弁が閉塞し切るまでの間，チャンバに進入す

る蒸気も真空度を減殺する負の効果を発揮する役割しか発揮せず，純然たる損失……一種，後

吹き損失と呼ばれるべきモノとなる。パルソメータに供給される蒸気の圧とその仕事率が相関

せぬのはこの後吹き損失が計上されるためで，多くの場合供給蒸気圧は7kg/cm2程度までに

制限されていた。

総じて，蒸気と液面との接触態様への工夫，即ち蒸気が液面を攪乱し急速に凝結（溶け込み）

経済学雑誌 第118巻 第2号4

3） cf.,TheEngineer,July21,1876,pp.39～40.

4） 弁用ボールとしては一般に中空青銅球の他に鉄ないし鉛の玉をゴムで被覆したモノも用いられてい

た。cf.,Machinery・sEncyclopediawith1929Supplement.Vol.V,p.193.

5） 以下の作動機序解説の一部は内丸最一郎『揚水機』丸善，1927年，第6章，164～176頁，同『喞

筒』丸善，第4版，1942年，第七章，「達磨喞筒」に拠る。それらの内容は実質的に同一である。



を生じないようにすることはパルソメータ開発における唯一の勘所をなしており，この要請は

①：チャンバー導入部に付与された過給機ディフューザにも似た滑らかな末広がりの縦断面形

状，②：上図には示されていない空気弁
エアコック

と呼ばれた一種の内向き逆止弁
ワンウェイ・バルブ

からのチャンバ内へ

の微量空気導入……の2つによって果たされていた。前者は蒸気の静かで乱れや偏りの無い進

入を促し，後者は水と蒸気の直接接触を防ぐ断熱層の形成を促した……という表向きの理屈に

はなっているが，実際に進入蒸気と滞留空気との密度差のみに依って左様に絵に描いたような

断熱層が形成されるコトは至難であったと思われる6）。

エアコックからの空気導入はチャンバへの吸水量を制御する目的にも揚程が低い時，過剰な

速度で水がチャンバー内に進入することに起因する水撃作用
ウォータ・ハンマ

の防止にも役立てられた。この作

用は確実であり，小さなナットを回して使用条件に対するその最適調整位置を見出す操作には

特別の技能を要しなかった。ボール弁の作動もまた極めて確実であり，蒸気供給を止めてから

でもこれを再開すればパルソメータは瞬時に起動した。

初期のイギリス製汎用パルソメータにおける吸入・吐出し弁の一般的構造は片側ヒンジ留め

の金属製可動片＝・ClackorClapperValve・であった7）。弁座環の方はヒッコリー材を油中で

煮た材料から削り出された。これはチャンバのボアホールに嵌入され，黄銅製リングとピン，

あるいは楔で固定された。弁座環のボスを別体成形し，これをチャンバにボルトオンする場合

もあった。機械仕上げされた平面同士の接合部には組み立てに際し液体パッキンとしてインディ

ア・ラバーないし鉛丹が薄く塗布された。弁の開きはチャンバ・カバーに鋳出された“ストッ

プ”によって規制された。バルブ背面“ホーン”の孔には木材が充填され，“ストップ”との

衝突に際して発生する騒音を抑制していた。弁や弁座環は摩耗すれば簡単に取替えられること

が出来た。

パルソメータは泥水でも砂や砂利混りの水でも水以外の汚濁液でも取扱えた。それでいて潤

滑に意を用いる必要は少しも無く，その運転に固有の技能を要することもなかった。ただ，そ

の蒸気消費量の過大であることが欠点であった。パルソメータの蒸気消費率についてはこの博

覧会の二日目にR.A.S.の技術者に依って計測が実施されている。181gal./min（0.82m3/min）

の能力を有するそれの蒸気消費率は全揚程20ft（6m［摩擦損失を含む］）での試験において197lbs./

HPhを記録した。TheEgineerのレポータに拠れば，余程出来の悪い蒸気機関と遠心式ポン

プとの組合せでもこの仕事をさせた場合の蒸気消費率が140lbs./HP hを超えることはない

ということであった。

因みに，この時，パルソメータから吐出された水の温度は吸水温度より2.25～2.5�（1.25～

1.39℃）上昇していた。つまり，チャンバ壁を温める以外にもこれだけの熱量が仕事に用いら

れることなく直接，水に与えられていたワケである。但し，上の数値はあくまでも蒸気動渦巻
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6） 空気弁については改めて後述。

7） この名称についてはcf.,Machinery・sEncyclopediawith1929Supplement.Vol.V,p.193.



ポンプとの比較に係わるそれであって，やや年代の下った19世紀末期の小形直動式蒸気ポン

プとの比較においてパルソメータの蒸気消費率，即ち燃費性能はこれと互角であったとも伝え

られている8）。

3.諸外国におけるパルソメータの実用例

1）イギリスにおける新設水源井戸へのポンプ据付工事に係わる例

パルソメータの特性は小さな占有スペース，作動の確実性，据付・移動の容易さ，何でも汲

み上げられる雑食性にあった。先ず挙げられるのは，その占有スペース上のメリットが活かさ

れたイギリスでの事例であり，当該プロジェクトはTheBoulton&WattCompanyの後身と

して1860年に設立されたMessrs.JamesWattandCo.に依って行われたWorthingの水道

ポンプ施設改良工事であった。

次図左端のAは鋳鉄のライニングを施された新しい井戸，右端のCはポンプが設置されて

いる古い井戸を示す。Aからは毎時16,000ガロン（72.7m3）の湧水があり，A内に新たなポン

プを設置するためにはその工事が完了するまで，即ち，中央の側面及び平面図に示されるよう

な状況に至るまでの間，サイフォンBの吸込み端より更に25ft.程低い位置まで水位を低下さ

せ続けておく必要があった。このため，左図に示されるようにA内には先ずNo.8パルソメー

タDが鎖Eによって垂下された。蒸気はジグザグ管と直管によって送られ，パルソメータの

上下移動量は最大約50ft.に設定された。吐出管Gは直管でありベンドを介してこれに接続さ

れたHは直径5in.の革製ホースである。

工事の進行は左図の状態からこれに中央の図を徐々に描き重ねて行き，最後に左図の要素を

徐々に抹消して中央図に至るという手順を踏んだ。その途上においてスペース的な制約が如何

に厳しかったかについては図から一目瞭然と言うべきであろう。水位を低下させての作業は約

1時間半で完了した。当時，存在した他のポンプを以てこれ程容易にコトを運ぶことは到底，

不可能であった9）。

経済学雑誌 第118巻 第2号6

8） cf.,J.,A.,Ewing,TheSteam EngineandOtherHeatEngines.2nd.ed.,Cambridge,1897,p.

380.

回転式蒸気機関と組合されたレシプロ・ポンプ，即ち弾み車ポンプが弾み車に蓄えられたエネルギ

を用いることによって熱効率上有利な締切運転を行うことが出来るのに対して直動式レシプロ蒸気ポ

ンプが常にフルギヤ運転しか出来ず，熱効率的に劣ることは拙稿「日本海軍艦艇における水圧伝動装

置について（�）」において論じられた通りである。言うまでも無く，渦巻ポンプにおいても機関側に，

弾み車ポンプ駆動時におけると同様，締切運転をさせることが可能である。

9） 吸上げポンプの揚程が大気圧によって規制される以上，他の方法でこれを実施しようとすれば，特

別細身に誂えられた連成型の井戸ポンプを蒸気機関で駆動するか，井戸の内部に水道ポンプのユニッ

トを適宜，分割して懸垂した後，井戸に蓋をして内部を加圧しつつ蓋を貫通する竪管を通じて地下 →
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図3 新設水道井戸へのポンプ据付工事

TheEngineer,July6,1877,p.4.

→ 水を吸上げる位しか方途は無かろう。前者は非常に高く点き，後者は費用が嵩む上に極めて苛酷かつ

危険な作業を伴うこととなる。



2）イギリスにおける可搬式パルソメータ

次は具体的な工事ではなく，土木建設請負業者向け可搬式パルソメータに係わるイギリスで

の製品例である。可搬性と雑食性が極度に活かされたユニットで，パルソメータはNo.5と呼

ばれる型式であった。

3）アメリカにおける機関車給水塔への給水の例

次に示すアメリカの古い処方は線路の途中，少なくとも駅や機関区等の構内ではない場所で

機関車自身の発生蒸気を用いて時折，井戸等からタンクに給水しておくような使用形態であ

る。図には井戸が破線で描かれているが，淡水なら何でも間に合されたことは文章に示されて

いる通りである。燃費を言い出せばキリは無いが，一旦，タンクを満水にしておけば，後から

来る機関車には重力に任せて給水出来るワケであり，パルソメータ専用の据付ボイラは不用で

ある。

蛇足ながら，この機関車には給水ポンプは装備されておらず，ボイラへの給水はインジェク

タのみに依っていたと見て間違い無い。給水ポンプが備わっていたなら，そちらを使用すれば

済むからである。

経済学雑誌 第118巻 第2号8

図4 可搬式パルソメータとボイラのユニット

TheEngineer,June10,1887,p.468.より。



4）ロシア南西鉄道における使用実績

次に紹介するのはパルソメータが鉄道駅の給水ポンプとして用いられていた状況である。問

題の鉄道はロシア南西鉄道（RussianSouthWesternRailways）と表記されており，今のウクラ

イナ共和国にある鉄道らしいが，そのEngineerDirector,A.,Borodinが紹介する駅名を見

てもKieffがKievかと想われるのみで他については判らない。ともかく，丘陵地帯が多く，

駅への給水にはポンプが欠かせぬこと，時代を異にする様々な蒸気ポンプが博物館のように揃っ

ていて蒸気消費量節減のためにそれらの性能を客観的に評価し型式の整理統合を図る必要に迫

られていたことが彼に依る体系的な実験と報告執筆の背景であった10）。

彼に拠れば，駅への給水にインジェクタやパルソメータのような低効率ポンプが多用されて

いたのは10年か15年前のことであった。後者は勿論，次に示されるような原初的なそれであ

る。シンプルでコンパクトで安価なことがそのウリであった。

駅の給水にインジェクタというのは驚きである。何しろ，その蒸気消費率はコルニッシュ・

ビーム機関と組合せられたポンプにけるそれと比べて37倍という凄まじさであった。パルソ

メータにしても大飯喰らいは同じであったが，蒸気機関の2～3倍という値はインジェクタよ

りは格段に優れていた。彼はドイツでなされた実験の報告に見られるパルソメータと通常型

直動蒸気ポンプ，複式・凝結型直動ポンプの蒸気消費率比20：10：4を妥当な値と評してもい

パルソメータについて 9

10） cf.,AlexanderBorodin,OntheWorkingofSteamPumpsontheRussianSouthWesternRail-

ways.ProceedingsoftheInstitutionofMechanicalEngineers.Oct.,1893,pp.433～479andPlates

attheendofVolume.なお，遠隔地ゆえ，Borodin自身は学会には出席せず，その報告書は代読さ

れた。

図5 機関車でパルソメータを駆動し井戸からタンクに給水するアメリカでの事例

fromRailwayPurchasingAgentCompany,TheOfficialRailwayList,1892.Advertisement.

（http://bathonhudson.blogspot.jp/2008/11/rail-patents.html）.



る11）。

何れにせよ，それらは報告当時，既に遺物的存在で，燃料費に無頓着で居られる，余剰蒸気

が潤沢にある，設置スペースや据付けまでの時間に余裕が無い，供給する水を加熱する必要が

ある，といった使用条件が無い限り，顧みられることはないと報告者は語っている。

彼が務めるロシア南西鉄道の駅の内，前掲のパルソメータとインジェクタを用いていたこと

が報告されているのはKlestchelyである。他での使用例の有無については不明である。燃料

としてはDealWoodとあり，樅ないし松と訳される針葉樹が用いられていた。両者に関する

試験成績は以下の通りで，Borodin自身の行論にもとる値が示されている。

同じ燃料を焚いて同じ4.2kg/cm2という罐圧の蒸気を送って同じ11.6mという揚程（吐出し

圧）を稼いでいたためか燃料と蒸気の消費率は似たようなモノであるが，吐出し量（水馬力）に

経済学雑誌 第118巻 第2号10

11） cf.,ZeitschriftdesVereinsdeutscherIngenieure,1886,S.16.

図6 ロシア南西鉄道で駅の給水に用いられていた旧式のパルソメータ

Borodin,ibid.,Plate74,Figs.4～6.

表1 パルソメータとインジェクタの試験成績

fromditto.,Table4.



1.5倍の格差があるため，応分の効率差が示されている。但し，1時間1水馬力当り860ポン

ドなどという数値は代表的な直動蒸気ポンプである単式ウォーシントン・ポンプの5～11倍，

複式ウォーシントン・ポンプのそれに対しては9～17倍といった凄まじい水準であり，パルソ

メータにとっては極めて不利なデータとなっている。

これに対して報告後の討論において大いに噛み付いたのがイギリス本家のL.,E.,Hodgkin

その人である。彼はBorodinの実験の正確さ，周到さに敬意を払いつつ，そこで用いられたパ

ルソメータがドイツで大量に製造されていたイギリス本家の粗悪なイミテーション品であった
・・・・・・・・・・・

可能性を強く指摘している。また，DruittHalpinからは毎時65,000ガロンの公称能力を有す

る恐らくイギリス本家のNo.11型パルソメータにおける蒸気圧2.95kg/cm2，揚程5mにお

ける実測値として1時間1水馬力当り蒸気消費率306.6lbs/hという数値が紹介されている12）。

5）土木関連工事

次に掲げる場所不明の写真はヨリ時代が下ってからの外国の画像らしく，パルソメータの可

パルソメータについて 11

12） cf.,Borodin,ibid.,pp.456,476.なお，Halpinの実験における水温上昇も先に紹介された例とほ

ぼ等しく50�から53�であった。

図7 土木工事現場におけるパルソメータの使用状況

小川芳太郎『機械時代』上，アルス最新科学圖鑑（6），1930

年，55頁，第九圖。



搬性を活かしながら可搬式ボイラは使用せず長い蒸気管に依ってこれを駆動させた状況が示さ

れている。蒸気配管の重力に因る撓みに因ってパルソメータに傾斜を生じているが，この程度

の倒れは問題外であったようで，パルソメータが如何に無造作に使用出来る機械であったかと

いうことが示されている。主蒸気弁の上流に設けられている補助弁は蒸気供給停止後の蒸気凝

結に因る管の圧潰を防ぐと共に，使用再開に際しては管内の空気を押し出す目的に用いられた

保安用バルブであろう13）。

パルソメータのタフネスぶりについては先に引いたイギリス機械学会における報告後の討論

においてJ.,E.,Hodgkinその人が「水面下に沈めて用いられることさえ可能である」と述べ

ている事実についても付言しておこう14）。

4.パルソメータの改良

1）フラップ弁の導入

大きな改良はクラックないしクラッパ弁の環状フラップ弁（ないしFlexibleRubberValve）へ

の全般的置換えである。これなら流動損失も小さく，弁面および弁座の粒状混入物に因る摩耗

経済学雑誌 第118巻 第2号12

13） 小川は『機械時代』上，53頁においてパルソメータについて「サヴヱリーの原
げん

理
り

を應
おう

用
よう

した最近
さいきん

の

喞
ポン

筒
プ

」と表現している。

14） cf.,ProceedingsoftheInstitutionofMechanicalEngineers.1893,p.459.無論，水中ポンプとし

て使用される場合，空気弁は閉塞されねばならず，熱効率低下は必至となる。

図8 吸入・吐出弁が改良されたパルソメータと一般的なフラップ弁

左：Ewing,ibid.,p.380Fig.184.右：Machinery・sEncyclopediawith1929Supplement.Vol.

V,p.193Fig.16.



も大いに軽減された筈である。Ewingは次図左に添えて，条件さえ良ければ同時代のパルソ

メータの蒸気消費率は150lbs./HP hを超えなかったという試験結果を紹介している。先に触

れた小形直動式蒸気ポンプと比較して互角というのはこの値である。遺憾ながら弁の詳細構造

および材料について彼は何の記述は与えていないが，常識的に観れば材料はゴムであったろう。

パラボラアンテナのようなモノは・guard・または・stop・と呼ばれ，ゴム板の変形範囲を規制

するための部品である。

2）板弁の蒸気分配弁への採用

次に見るのは吸込・吐出弁をリード弁へと改めたのみならず，蒸気分配弁をボール・バルブ

から直線的プロフィールと球状横断面を有する板弁へと変更したバージョンである。これは

1878年のパリ万国博覧会にエジソンの蓄音機等と並んで出品された製品であり，図の解説に

記述されてはいないが，恐らくホールの本家会社のアイデアであろう。

蒸気分配弁に関して言えば，この変更には流路面積の変化率を引上げ，作動タクトを早める

狙いがあったと考えられる。もっとも，この方式は余り普及しなかったようである。富塚 清

なら“我が意を得たり”とばかりに反応しそうな処であるが，やはり加工の容易さや異物が高

い密度で存在する状況下におけるシーリングの確実性という点においては円錐面に球を鎮座さ

せるボール・バルブの方が明らかに一段優っており，これがその普及を妨げた最大の要因と考

えられる。なお，一番下，吸込み管の上部に位置する逆止弁（内丸の謂うところの“足弁”）は新

顔である。

パルソメータについて 13

図9 Hallに依る蒸気分配および吸込・吐出弁回りの改良

TheEngineer,May23,1879.p.378.



3）蒸気を膨張的に使用する試み

次に見るのは1893年のProceedingsoftheInstitutionofMechanicalEngineers.に掲載さ

れた蒸気を膨張的に使用するイギリス本家のパルソメータのGrel式蒸気分配弁である。次図

はBorodin報告に噛み付いたかのHodgkinによって提示されたモノである。
・・

Vがカットオフ弁，Cはこれを収容する浅いシリンダである。Jはその底部に明けられた小

孔，Vにもこれに対応する位置にヨリ小径の小穴が穿たれている。カットオフ弁の差動は全

て圧力差に依って自動的に繰返された。なお，この弁の実際の大きさについて付言しておくと，

ボール弁Bの直径は2�in（約60mm）であった。

このカットオフ型Grel蒸気分配弁の作動機序の説明はやや困難である。その第一段階はベ

ルヌーイの定理の説明にしばしば用いられる実験を想起して頂くことである。漏斗をひっくり

返し，ゴム管等を用いてその脚の方から空気を送ってやる。つまり，空気は伏せられた円錐部

に下向きに吹き込まれる。この円錐部にピンポン玉を押込めば，管部から噴出する空気は円錐

の内面とピンポン玉の北半球の表面とによって構成される狭窄部を通過する際に加速・減圧さ

れる。南半球に回り込んだ空気は流路断面積の拡大に因って減速・加圧される。よって，ピン

ポン玉の上下半球面に作用する圧力には差が生じ，これに因ってピンポン玉は落下することな

く円錐の内部に留まる15）。

経済学雑誌 第118巻 第2号14

15） 藤井 清・中込八郎『見てわかる力学』ブルーバックス，1982年，281頁，写真B，参照。

図10 蒸気を膨張的に用いるパルソメータのGrel式蒸気分配弁

Borodin,ibid.,Plate80,Fig.18.



Grel式蒸気分配弁においてはVの上の平たい円錐状をなす空間が減圧部となり，Cの下に

回り込んで加圧された蒸気圧はJを通じてVの下面に作用する。これによってVはある高さ

まで持ち上げられる。ピンポン玉がほぼ一定の位置に留まるのと同じである。

しかし，ピンポン玉が空気の進入を遮断することはない。これに対してGrel式蒸気分配弁

は蒸気の進入を抑え，吐出し行程の半ば辺りでのカットオフを実行せねばならない。この第二

段階を可能にするのが2つの小孔であったようである。即ち，パルソメータの作動室内圧は吐

出し行程の�辺りの処で最大となり，瞬間的には管内圧力より大となる。この圧もまたJを

通じてVの下面に及び，Vを更に上昇，弁座面に密着させる。

Vの中心に明けられた名無しの小孔は時間経過に伴う作動室内圧の漸減やCの冷却に起因

するシリンダ内圧低下を進入蒸気に依り補い，Vの密着・主蒸気通路閉塞を持続させるため

のシカケであった（らしい）。この小孔がある以上，主蒸気通路の蒸気は決して完全にカットオ

フされはしなかった（理屈になる）が，蒸気消費量の節約という点ではそれで差支えないワケで

ある。

Grel式蒸気分配弁を有する膨張型パルソメータはUniversityCollegeのT.,HudsonBeare

教授の立会いの下，PulsometerEngineeringCo.の工場で通常の出荷検査と同様の手法に則っ

て試験された。全揚程（吐出し圧）は25.7m，吐出し水量の測定には水量計と量水タンクとの併

用によって正確が期され，1時間1水馬力当りの蒸気消費量は148lbsと判明した16）。

もっとも，結局，この機構が一般化することはなかった。ボイラに蒸溜水でも供さぬ限り，

この精妙な弁の不純物に因る固着を防ぐことが出来なかったこと，全揚程を稼ぐにはカットオ

フしない方が良いというのがその原因ではなかったかと想われる。

4）20世紀初頭におけるアメリカのパルソメータ

図11に紹介するのは20世紀に入ってからアメリカで作られていたパルソメータであり，恐

らく本家会社の製品であったろうが，出典文献発行時点におけるPulsometerSteamPump

Companyの存否については先にも述べた通り不明である。この点についてはともかく，次図

においては点検孔はボイラのそれを模したような構造へと改められている。

また，空気弁は各チャンバに1個と両チャンバを連絡する流路上に1個，都合3個設けられ

ていたと記載されている。また，この文献にはパルソメータの吸込水頭は7.9mに及ぶ場合も

あったが，実用的には6m，吐出水頭は30mといったところ，とも記されている。

5）内丸最一郎に依って紹介されたパルソメータとその周辺

続いて，パルソメータをマトモに取上げたこの国の機械工学者として恐らく唯一，指を屈し
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16） cf.,Borodin,ibid.,pp.459～460.



得る存在，東京帝国大学教授 内丸最一郎（18771969）に依って紹介された，恐らくその進化

の最終段階と思しきパルソメータ群とその周辺に目を向けて行こう。第1のモノは明らかに後

述するドイツ，Neuhaus（イギリスの本家筋，Messrs.Hodgkin,Neuhaus,andCo.と関連か？）系

の製品であり，Lが此処へ来て漸く図に初登場となった件の空気弁である。

右図，正面からの断面には両側チャンバの円盤状ゴム板製吐出し弁Vdに挟まれた縦隔部に

斜めの貫通孔Jが描かれており，側面からの断面図にもそれは表現されている。文章上，そ
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図11 20世紀初頭，アメリカのパルソメータ

Machinery・sEncyclopediawith1929Supplement.Vol.V,p.211Fig.37.

図12 内丸に依って紹介されたパルソメータ（その1）

内丸『喞筒』旧版，176頁，第191圖，177頁，第192，193圖，184頁，第194，195圖。



れは2つ在ったコトになっており，“×”状に配置されていたのかとも想われるが，図示され

ているのはあくまでも1個だけである。この貫通孔は負圧に転じた側のチャンバに反対側チャ

ンバから液体を吸い出し，蒸気の凝結を促進させるための補助手段として追加されたシカケで

ある。この3図は基本的に同一範疇に属するパルソメータを表しているが，中央の断面図に貫

通孔Jは見出されない。

次に内丸が掲げているのは蒸気分配弁として“平板弁”aを用い，空気室を持たぬ型式であ

る。こちらはハノーファーの著名な機械メーカー，Gebr�derK�rtingGebr�derK�rtingの

旧型ないしその類似品のようである17）。

但し，内丸196，197図及びケルチング旧型のパルソメータは後述するドイツ，Blanckewerke

の製品にも酷似しており，何処が本家なのかについては不明である。何れにせよ，内丸の図と

ケルチング旧型における板弁支持部はご大層にもナイフエッジとなっており，誠に結構な構造

のようには見えるが，万一，この辺りに異物が落ち込めば，即，分解は必至となる。bは先程

のJを進化させたモノで，内丸はこれを“噴水頭”と称している。Cは呼び水充填用の漏斗，

Xには別の注水口が設けられていた。空気室と足弁は描き込まれていない。Lは空気弁，添え
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17） cf.,NeuerungenanPulsometern.PolytechnischenJournals.Band290SS.17,1893（http://

dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj290/ar290001）.

図13 内丸に依って紹介されたパルソメータ（その2）

同上書，185頁，第196，197圖。



図はその拡大図である。吸入弁Vsと吐出し弁Vdとが同軸上に位置せしめられているのは無

論，流体力学的根拠からではなく機械加工の便を図ってのコトである。

内丸が紹介していないケルチングの新型（D.R.P.Nr.64438）はチャンバ内への凝結用水の噴

射を従前のように吐出し室からの一部逆流という形で導くのではなく，復活せしめられた空気

室に蓄えられた圧力に依り，空気室への管路内に蓄えられた水を噴出させる格好で急速・大量

に進行せしめ，チャンバ内の蒸気凝結を迅速化して蒸気の後吹き損失発生を抑えると同時に，

吐出し室からチャンバへの水の逆流というポンプ仕事上の純損失の発生をも阻止し，吸上げ，

吐出しの効率を高める意図を体現するシカケであった。

なお，Engineering,24Nov.,1893,p.639にはケルチングのパルソメータについて1892年

6月9日，ハノーヴァーにて実施された試験の成績が報告されており，1時間吐出し量24,188

ガロン，全揚程31mで1時間1水馬力当り蒸気消費量92.76lbsという極めて優れた値が紹介

されているとのことである。時期的に観て，恐らくそれはこのケルチングの新型に係わる試験

成績であったと考えられる18）。

経済学雑誌 第118巻 第2号18

図14 K�rting旧型パルソメータ

NeuerungenanPulsometern.PolytechnischenJournal.1893,Fig.1und2.

18） cf.,Borodin,ibid.,p.477.



しかし，同社の新型，と言っても，とうに旧知であった筈の機構について内丸が遂に何も語

らず仕舞いに終っているところから見るに，この新型は，少なくとも日本においては，余り知

られも普及してもいなかったのであろう。

なお，ケルチングはこの新型を・DoppelwirkenderPatentPulsometer・と称していたが，

勿論，それが複動であったワケではない。それは図16に示されるように通常型パルソメータ

におけるより遥かに高圧の蒸気を投入しても高い水噴射率を活かしてこれを急速に凝結せしめ

られるため，大きな押上げ揚程と比較的早い作動タクトとを両立させることが出来た。つまり，

それは“2倍の働きをする特許パルソメータ”であったという種明しとなる。

前掲NeuerungenanPulsometern（PolytechnischenJournals,1893）にはH.,Bruggermann

及びE.,Neyeに依る改良型2案も紹介されている。ブレスラウのブルガーマンに依る特許

（D.R.P.Nr.67560）はケルチング新型様に吐出し室から側面の流路・C2,C4・より逆流バイパスさ

せた水を下方から，圧し出し行程中の作動室から分岐された交叉管・S2,S4・を通じて送られる

水を上方から逆止弁 ・r2,r4・を通じて，それぞれ凝結用水として噴射する機構を特徴とする。

これを示す次図には蒸気分配弁は描かれていない。これは単に特許の主張範囲が水噴射の様式

に限定されていたための現象であろう。

他方，後者（D.R.P.Nr.60949）の主であるE.,ナイはドイツではなくシカゴ在住の人であっ

た。彼の改良案は図18に示されるようなモノで，こちらは一転して蒸気分配弁に係わる特許
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図15 K�rting新型パルソメータ

ditto.,Fig.3～4und7.
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図16 K�rting新型（上）と通常型（下）との作動室圧力線図

ditto.,Fig.5und6.

図17 H.,Bruggermannの改良案

ditto.,Fig.8und9.



であった。かなり見辛い図であるが，蒸気は孔C0からxを経て揺動式の蒸気分配弁に依り，

その内部を通過して左右作動室の何れかに送られる。扇型の半径に当る部分は作動室に働く正

負の圧を受けて弁の位置決めを行う受圧面をなす。

1902年にマグデブルクの技術者，PaulHaussmanはU.S.Pat.No.703788Aを取得してい

る。これはケルチング旧型の構成を一層，シンプル化したモノの如きアイデアであり，その設

計思想はドイツ的な合理化志向の更なる追求であったように見える。なお，板弁の支点はヒン

ジとして描かれている。

内丸が最後に紹介しているのはハウスマン的なサイロ型のチャンバに加え，分離型の弁室ま

でを左右別体に構成するヨリ一層生産性の高そうな作品であり，恐らく上に紹介されたモノた

ちの進化形である（図20）。蒸気分配弁はシーソー仕掛けとなっている。dはその支点高さを加

減して弁のリフトを調整し（進入蒸気に対する絞りを変えて），ポンプの仕事率を使用条件に適合

させるネジである。左図のcは噴水管である（内丸は単にc管と呼称）。bも同じでb，c合して

先の2つ孔Jの役割を演じていたものと推定される。但し，b，cの添え書きは右図において

は（左右の図においては）入れ替ってしまっていると解釈されるのが自然であろう。それしても，

ここまで来ればピストンレス・ポンプとしての本質が顕現している。因みにHaedrrはその著

書においてパルソメータを直截に・einekolbenlosePampfpumpe・将しく一種のピストンレス

蒸気ポンプと呼んでいた。誰かがこれにDenisPapinの改造セイヴァリ機関案における“落

し蓋”の類似品などを追加していなければ良いのであるが……19）。
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19） これについてはcf.,R.,H.,Thurston,AHistoryoftheGrowthoftheSteam Engine.London,

1895,p.53Fig.18,J.,A.,Ewing,TheSteamEngineandOtherHeatEngines.Cambridge,1897,

p.8Fig.3.

図18 E.,Nyeの特許パルソメータ

ditto.,Fig.10und11.



以上要するに，パルソメータの進化は生産性における改良と熱効率の向上とを柱として展開

されたが，後者の追及は“孔J”にせよ“噴水頭b”にせよ，あるいは“b管”，“c管”，ケル

チング新型の噴水弁にせよ，その最大の美点たる雑食性，泥水でも砂や砂利の混じった水でも

厭わぬ徳性を捨てることによって達成される格好になったという総括にはなろう。

互いのサイズとの関係は不明ながら，内丸は最終発展段階と思しきパルソメータの蒸気消費

率について70～150kg/HP h（155～331lbs./HP h），直動式蒸気ポンプのそれについては30

～60kg/HP h（66～133lbs./HP h）と述べている。つまり，比べ様に依っては相変わらず“ほ

ぼ互角”と形容可能な組合せもあったが，5倍の大飯喰らいなどという関係も相変わらず存在
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図19 PaulHaussmanのU.S.Pat.No.703788A
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図20 内丸に依って紹介されたパルソメータ（その3）

内丸『喞筒』旧版，186頁，第198，199圖。

図21 1930年頃に製造されていた最大と最小のパルソメータ

小川『機械時代』上，54頁，第八圖。



したということである。恐らく穏当な比較としては2倍強ないし3倍弱といった処に落ち着こ

う。参考のため，1930年頃における最大と最小のパルソメータを並べた写真を掲げておこう。

恐らくこれらはドイツではなくイギリスの本家に依って製造されていた作品である。

内丸に拠れば，最大容量のパルソメータは10m3/min程度のものまで存在した。吐出しパ

ルスはサイズにも依るが一般に20～30/min，チャンバ内容積は性能的には0.1m3までとする

のが良好であった。吸上げ揚程は7mまでを可としたが，通常は3～4mとされ，押上げ揚程

は蒸気圧7kg/cm2において最大50mであった。

パルソメータは出来上がってしまえば構造的にごく簡単な機械であり，当然，模倣も容易で

あったと考えられて良いから，米英両国他，とりわけドイツ等においては正統な会社以外にも

イミテーションを製造する企業が蝟集したと見られる。それはHodgkinのドイツ製粗悪品に

対する苛立ちからも裏付けられた通りである。PolytechnischenJournalの前掲Neuerungen

anPulsometernなる1893年の記事にはドイツにおけるパルソメータ製造家としてSchaffer

undBudenberg,Koch,BantelmannundPaasch,NeuhausundCo.,M.Hase他が挙げられ

ている。また，1926年に出版されたHaederの書にもドイツ製のパルソメータとしてメルセ

ブルクのBlanckewerkeの製品およびルッケンヴァルデのM.Neuhaus&Co.の製品が紹介

されている20）。

読者は行論を通じて内丸がドイツのパルソメータばかりを紹介しているという事実にお気付
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20） ネット上ではまたドイツ，ケルチングの新型やノイハウスといった製造家が鉱山・冶金関係の業界

紙Gl�ckaufに掲げたパルソメータの広告を見ることが出来る（http://delibra.bg.polsl.pl/Content/10011

/P-480_Vol31_No10.pdf）。

図22 ドイツ製パルソメータ2例

Blanckewerke

W.,Haeder,PumpenundKompressoren.5.Aufl.,I.Band,1926,§401～402.

M.Neuhaus&Co.



きになったであろう。実際，パルソメータに係わる内外の文献はその製品ライフサイクル末期

における本拠地が恰もドイツに移ったかの如き印象を放っている。これは憶測の域を出ぬ仮説

として申せば，アメリカの本家が既に無く，イギリスの本家はヨリ近代的なポンプへの転換を

果していたという大局的構図の為さしめた処であるように想われる。

もっとも，イギリスの蒸気動力技術史家H.,W.,Dickinsonは1938年に出版されたその著

書において，「最も有効な非常用ポンプ」たるパルソメータは当時，「今なお広く製造されてい

る」と記している。してみれば，リピータは独りドイツのみならずイギリスやアメリカにおい

ても相当広く点在していたのかも知れない21）。

5.我国において記録された使用例等

さりながら，肝心の我国におけるその製造・使用実績ともなると，誠に情けないことにほと

んど何も判っていない。残念ながら内丸は国産化や使用現場に係わる情報については一切，提

供してくれていないのである22）。

また，内丸の弟子に当る富塚 清（1893～1988）は1969年に初版が出版され，未だに広く読み

継がれているその著書においてパルソメータについても若干の解説を与えつつ，「筆者等の学

生時代にスケッチをやらされたから，日本まで流布されるほどのものだったことはたしかであ

る」との記述を残している。但し，この証言自体は貴重であるが，「現在の60歳未満の人はぜ

んぜん知っていないと思う」とも述べ，第二次世界大戦以前，既にパルソメータが古物化して

いたかのような印象を与えかねぬ富塚の叙述には幾分，疑問が残る23）。

ともかく，従前の使用例から直ちに理解出来るように，パルソメータはエンジン発電機と小

形電動水中ポンプのセットがあれば完璧に代替可能であり，後者は何も投げ込み式でなくとも

液面に近い処まで降ろせる小形軽量の電動ポンプで代用が効き，かつ，多くの場合においては

単に1台のエンジン・ポンプがあればほぼ間に合ってしまい，固有の取り柄を喪失せざるを得
・・

ないような機械であった。機関車ボイラを蒸気発生源とする給水塔への揚水などは例外的に

“美味しい”適用例であった。

従って，全盛期においてさえ，その使用例はかなりニッチ的な領域に限定されていた。それ

故，パルソメータの国産化は遂に為されなかったのではないかと思案される。そこで以下にお
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21） cf.,Dickinson,AShortHistoryoftheSteam Engine.Cambridge,1938,p.27.但し，ディッキ

ンソンがパルソメータを「非常用ポンプ」と見做している点には若干の疑問が残る。

22） 再び内丸前掲『揚水機』第6章，『喞筒』第七章，を参照のこと。

23） 富塚『内燃機関の歴史』三栄書房，第6版，1993年，295～296頁，参照。但し，これは297～298

頁におけるハンフレーの内燃ポンプに関する記述と併せ，技術解説としては内丸の文章を抜書きした

程度のモノである。



いては管見の及ぶ範囲で辛うじて確認され得た国内における使用例3つを年代順に並べ，合わ

せて土木工事への一般的な適用指針を紹介してみることにしよう24）。

� 鐵道作業局『鐵道作業局年報 明治三十二年度』1900年（国立国会図書館デジタルコレクショ

ンに有り），123頁にはパルソメータの使用に係わる次のような失敗例が記載されている。

第六節給水器

従来京都機關庫二於ケル貯水櫃ニ給水スルハ「パルソメーター」喞筒ヲ使用シ來タルモ

該「パルソメーター」及汽罐等修繕相重ナルモ多額ノ費用ヲ要セシヲ以テ本年度五月試ニ

石油發動機ヲ据附該機ヨリ帯革ヲ以テ普通三重喞筒ノ運動ヲ試ミタルニ好結果ヲ呈シ費用

ニ於テ大ナル節約ヲ得タリ�一千哦ノ給水ニ付「パルソメーター」喞筒ニ要スル費用二十

二錢ニ對シ石油發動機ハ僅ニ五銭ヲ要スル割合ニシテ頗ル有益ト認メ爾後引續キ之ヲ使用

スルコトゝセリ

これは機関区構内における蒸気機関車用高架給水タンクへの給水装置としての使用法に係わ

る記述である。つまり，パルソメータについてはその構造間単という以外のメリットが何ら発

揮され得ない使途に充てるという非常に間抜けな事案に係わる抹消報告である。土木工事用に

調達したモノの遣い回しかとも想像されるが，パルソメータをかような格好で用いるのは見当

外れも甚だしい。そうではなく，先に見たアメリカにおける事例のように用いておれば，かか

る不平を日常的に漏らす謂れも無く，燃費の悪さなど利便性を優先させた合理的選択のコスト

として堂々と赦されていた筈である。

� また，神戸大学 新聞記事文庫 石炭（02 047）には『東京日日新聞』1915.2.31915.24（大

正4）の処に：

黌山炭鉱現況（一・二）

同竪坑内に「パルソメーター」を卸して溜水を第二坑道に排出す一分間の排水量二十五

立方尺

との記述が見られる。これは中国山東省，黌山炭鉱の坑内浸水事故からの復旧作業に係わる報

道の一部である。低所に溜った汚濁水の扱いはパルソメータの最も得意とするところであった。

� 続いて，三菱造船 ㈱ 長崎造船所職工課『三菱長崎造船所史』1928年，48～49頁には救難

船の設備としてのそれに関する記述が見られる。

難舩救助設備

難船救助の設備は明治二十六年末の創始に係り，救助具として十八吋セントリフユーガ
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24） 勿論，機械學會～日本機械学會の『機械學會誌』，『日本機械学会誌』，『國産機械圖集』（1932年），

『改訂国産機械図集』（1937年），『日本機械工業五十年』（1949年）にもパルソメータ国産化に係わる報

告や図，言及の類は見られない。もっとも，これはその国産化がなされなかったことの傍証材料とい

うよりは解析的な最適化のラインに載せ難いパルソメータなどというポンプに対してこの国の機械工

学者が冷淡であったことの証拠に過ぎない。



ルポンプ一臺，十二吋同斷三臺，ドンキーボイラー二臺，十五吋スペシアルポンプ一臺パ

ルソメートル三臺及び此れ等の附屬品一切を具備す

これは座礁ないし浸水した船に近接し，船底より排水を行うと共に応急的な修理を施し，最

寄りの修理ドックに自力航行ないし曳航可能な状態に復帰させる船のハナシであり，上に見た

坑内復旧工事の例と相俟ち，ディッキンソンの所謂「非常用ポンプ」は果たしてこれに類する

モノであったかとも想われる。

� 土木工事に対するパルソメータの適用指針

この分野における具体的使用例を跡付けることは出来ていない。ただ，土木工学者は流石に

現用されていたパルソメータを無視するような挙には出ていない。一般論としてではあるが，

1942年に刊行された書物には：

本機は現今餘り使用されて居らぬが普通ポンプの如くピストン或は羽根車等を装備せず

構造は簡單で取扱ひも容易であるが蒸汽を使用のものなれば詳細は省略し此處に形態のみ

を示す。

として写真一葉と共に次の表が掲げられている。この記載事項はかような規格のパルソメータ

がこの国の土木業界において細々と用いられていたことを示す情報と解されよう25）。

更に，復興期に出版された書物には：

其の構造は極めて簡單で單に吊り下げた儘で，使用出來るので運轉費は低廉でないに拘

らず，屡々各種の土木工事に使用される。

とあり，吸込揚程3～4m（最大6m），ポンプ入口蒸気圧は全揚程をHとして H/10＋2kg/cm2程
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25） 桐野武雄・寺田 宏共編『土木建築工事用機械要覽』鹿島組，1942年，198～199頁，参照。なお，

パルソメータはボイラ汽醸時間の制約を受けるため急速起動を苦手とするから，同じ土木方面でも工

兵機械としては顧みられなかったものと推測される。

表2 桐野・寺田のパルソメーター性能表

桐野・寺田編『土木建築工事用機械要覽』198頁，第七十三表。



度を適当とした上で，戦時中のそれより却って内容豊富な上の表が掲げられている26）。

欧米におけるその末路については管見の限りではないが，少なくとも日本において，パルソ

メータは広く知られた存在ではなくなってからも社会の底辺で意外にしぶとく生き続け，とり

わけ戦後復興期には倉庫の片隅辺りから最後の御奉公に石炭事情が許す範囲において引張り出

され，その務めを一期として人知れず製鋼原料へと転生を遂げて行った，との総括になるであ

ろう。

むすびにかえて……パルソメータの終焉

パルソメータが廃れてから既に久しい。因みに，文部省『学術用語集 機械工学編』（日本機

械学会，1955年）にはこの項目が存在しており，機械用語辞典編集委員会『機械用語辞典』（コ

ロナ社，1972年）においては「パルセータ」として項目化されているばかりか，「現在でも鉱山

用掘下げ，排水用として使用されている」などとあるが，文部省『学術用語集 機械工学編

（増訂版）』1985年，においてパルソメータという項目は廃止されている。

『喞筒』旧版においてパルソメータの得失について触れつつ：

併し此の喞筒は蒸汽の消費量といふ點から考へて經濟的のものでないから，土工用の排

水若くは一時的の揚水には適すれども永久的の揚水には不適當である（179頁）。

経済学雑誌 第118巻 第2号28

26） 河上房義『土木機械』春陽堂，1947年，89～90頁，参照。

表3 河上が掲げたパルソメーターの性能及び寸法

河上『土木機械』90頁，第81表。



と述べていた内丸は『喞筒』改訂版（技報堂1953年）の「改訂序」において：

今回の第二次改版を喞筒の著述に行うに当り，近年全く不用に帰した達磨喞筒や内燃喞

筒の説明を前著書より省略し，……

と述べるに至っている。それやこれやの状況に照らせば，パルソメータは大凡1950年代初め

に世界的にもその表立った活躍の舞台から退き，ややあって完全に消えて行ったという描像で

大過無いと考えられる。

それでもなお，状態変化に係わる水の物理的特性を直接かつ巧妙に動力ポンプとして活用す

る手練手管が最低限度の産業的基礎条件を以て実現可能な技術として厳存し，かつ産業社会に

役立っていたという歴史的事実を記憶しておくことは現代人のみならず次の時代を生き延びな

ければならない世代にとっても必修的教養の一つとして数え挙げられねばならぬであろう。
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