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むすびにかえて

はじめに

内燃ポンプとして一世を風靡したHumphreyガスポンプについて邦語文献が提供してくれ

る情報は誠に限られている。しかし，同時代の英語文献は豊富であり，今やネット上，とりわ

け英語圏のサイトにも多くの極めて質の高い情報がアップされている。案外，欠けているのは

発明者にヒントを与えた可能性を持つ先行事例との関連付けやその進化に係わる情報である。

本稿はハンフレー・ガスポンプをPapinの蒸気機関に係わる良く知られたアイデアやNiepce

兄弟の舟艇用内燃機関という先行類似メカと並べ，その歴史的意義について洗い直してみよう

とする試みである。

1.Papinの自由ピストン蒸気機関

イギリスにおいては早い時期から高圧蒸気で水を押上げるセイヴァリ（ThomasSavery，1650
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～1715）の方針に準じつつ，これを改良しようというアイデアが登場した。フランスで生まれ，

ロンドンで活躍した科学者，パパン（DenisPapin:1647 c.1712）の提案はその一つであった。パ

パンは1690年に自ら提起した蒸気の凝結を利用して大気圧を発動させるという将来性豊かな

アイデアを放り出し，高圧蒸気の利用へと関心を転じた。高圧蒸気を用いる場合，決定的に重

要となる作動室の気密保持＝シーリングの問題について考えあぐねたあげく，パパンはセイヴァ

リ機関の改良案として次のような一種の自由ピストン機関構想を提示する。それは一種の回転

（水車駆動）機関で，ポンプ室Aとボイラとが分離され，かつ，蒸気と水との直接接触が自由
フリー

ピストン（落し蓋）によって避けられているところまでは一応，理に適ったシカケであった。

しかし，Dがポンプ室上部における蒸気の凝結を防ぐための加熱用蓄熱器としての金属塊

であると聞かされると如何にも興醒めしてしまう。彼は1680年に上図にも窺える錘式安全弁

を発明しているから満更，機械オンチでもなかった筈であるが，本案には蒸気機関技術史にお

ける屁理屈系列のトップを飾るアイデアという位置付けがお似合いである。かくて，セイヴァ

リのアイデアの近代的リバイバルは1872年のパルソメータにまで持ち越されることとなる1）。

2.Niepce兄弟の舟艇用内燃機関

他方，興味深いことに，パパンの頂けない落し蓋のアイデアはやがて同じフランス人の発明
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1） 拙稿「パルソメータについて」参照。

図1 パパンによるセイヴァリ機関改良案（1707年）

J.,A.,Ewing,TheSteam EngineandOtherHeatEngines.Cambridge,1897,

p.8Fig.3.

R.,H.,Thurston,AHistoryoftheGrowthoftheSteam Engine.London,1895,

p.53Fig.18もほぼ同じ。



家で写真乾板の技術史に大きな名を残した Niepce兄弟により，そうと知ってか知らずか，

“宙吊り蓋”，それも内燃機関におけるそれへと大翻案の上，一種の舟艇推進機関として完成

せしめられた。そして，1806年，現物はともかくボート・エンジンとして実動し，そのフラ

ンス特許No.409は1807年4月3日に取得された。つまり，彼らは結果的にパパンのボイラ

を間歇燃焼機構に置換する企図に成功し，世界初の内燃機関を創製した発明家としての歴史的

栄誉に浴する結果となった2）。

JosephNic�phoreNiepce（1765～1833）は元々，牧師になる心積もりであったが，フランス

革命に巻込まれ軍務に服した。しかし，1801年，腸チフスに罹患し退役，兄のClaudeと共に

宙吊りピストン機構を組込まれた内燃ポンプ的舶用推進内燃機関，Pyr�olophoreの開発に乗

り出し，1807年に上述の特許を取得した。そして，このピレオロフォールは熱力学の開祖，

カルノー（NicolasL�onardSadiCarnot:仏，1796～1832）の注目するところともなった3）。

カルノーはその著書の中でピレオロフォールの燃料について「リコポジウム」と紹介してい

る。これは“ヒカゲノカズラ”属のコケで，その葉の付け根に胞子嚢があり，成熟すると縦に

割れて微細な粉末状の胞子を放出する。カルノーの言うリコポジウムとは無論，この植物体で

はなく，その微細な胞子の方である。

ニエプスはその後を承け，やがて写真技術史上の傑物となるLouisJacquesMand�Daguerre

（1787～1851）と写真技術に関して協力関係を結んでいた。遠近法を用いた舞台背景画と舞台照
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2） ニエプス兄弟のエンジンに関する邦語文献として鈴木 孝『名作・迷作エンジン図鑑』グランプリ

出版，2013年，第4章，参照。ヨリ詳しくはcf.,HorstO.Hardenberg,TheNiepceBrothers・Boat

Engines.S.A.E.,1993.

3） SadiCarnot/広重 徹訳・解説『カルノー・熱機関の研究』みすず書房，1973年，87頁，参照。

図2 リコポジウム

SocietyofGentleman,ANewandCompleteDictionaryofArtsand

Sciences.London,1754,Vol.III,PlateCLXIV,Fig.4（facingtop.1957）.



明の職人として出発したダゲレーは遠近法を学ぶために暗箱を購入した縁でニエプスと知己に

なったと伝えられており，元々舞台で発光を演出する際に用いられていたリコポジウムという

粉体燃料についてニエプス兄弟に入れ知恵したのがダゲレーであったと考えてもさして不自然

はないように想われる4）。

しかし，Hardenbergに拠れば，ピレオロフォールの燃料は微粉炭4と樹脂粉1との混合物

であり，後者をアスファルトの粉末に置換えることも視野に入れられていた。リコポジウムに

対する言及はニエプス兄弟の文書には無く，リコポジウム説はどうやらカルノーによって生み

出された“科学史伝説”に過ぎぬようである。

事実としてのピレオロフォールにおける燃焼は炭塵爆発そのものであった。巧く遣れば小麦

粉や片栗粉等，澱粉質の微粒子なら着火は可能であったろう。要するに，燃焼生成物として

CO2とH2Oがほとんどを占めるような強燃性の粉体燃料であれば良いワケである。

ピレオロフォールは現物も保存されているが，何しろこれは複雑を極める“カラクリ”の森

のようなエンジンである。その作動機序については当節のことゆえ，ネット上の動画でも御覧

頂いた方が余程宜しいが，これを何度見ても尚，首を傾げたくなる点が残る程の代物である。
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4） ニエプスとダゲレーの伝記について簡単にはcf.,LanceDayandIanMcnail,BiographicalDiction-

aryoftheHistoryofTechnology.London,1996,pp.188,520.

図3 1806/1807年のピレオロフォール

H.,O.Hardenberg,ibid.p.21Fig.5,p.30Fig.11,p.33Fig.12を合成。



因って，ここではその作動原理の紹介についてハルデンベルクの概念図を借りてお茶を濁す程

度に止めたい。

燃焼シリンダはCで，D&Eは燃料供給用エアポンプ，Fは燃料ホッパ，Gは逆止弁である。

HとIは点火装置とその作動装置である。点火装置自体は石綿の灯芯で，これを出し入れして

着火を行う。Jは排気ポート，Kは排気弁，Lは吸気ポート，Mが吸気弁である。吸排気弁

は機械的に開かれた。

Bはピストン，Tは自動の吐出し弁で実際には6つばかり展開されていた。Bは燃焼ガスに

よって占められる空間と管R内の空気とを隔てる可動隔壁であるが，その上下空間にある程

度以上圧力差が生じれば過剰圧力は下からRに抜けるようになっていた。Bの重量は釣合錘

Pによってバランスされていたから宙吊り蓋で楽に昇降し得た。ニエプス兄弟自身はこれを

・pistonouventilateur・（pistonorventilator）と呼んだ。

図の状態でエアポンプが作動すればホッパで計量された粉体燃料が燃焼シリンダ内に空気噴

射され，顔を覗かせた灯芯によって着火される。燃焼ガスの膨張によりBが上昇を始め，上

死点付近でTからのガス抜きが行われる間に水管内の水位は喫水線に対応するL0からL1ま

で低下し，これに相当する水が後方へ排出され，その反動が推力となる。X,Y,Zは出力制御

装置であると同時に補機や弁の駆動用圧力取出し装置ともなっている。

続いてここには描かれていない錘の作用でBの降下が始まり，水は逆流して管内水位はL0

に復帰する。この間，Kからは排気が行われ，Bがもう1往復（吸気と軽圧縮）したところで次

のサイクルへの準備が完了する。

かような機械が内燃機関として実動したというのは奇跡的なことに想えるが，恐らく種々の

機構を足したり引いたりして漸く最終形態に辿り着いたのであろう。これに余程懲りたためか，

ニエプス兄弟はピレオロフォールいじりを止めた。しかし，何故か突然，10年後の1816年頃，

彼らはそれを蒸し返し，1817年12月23日にはイギリス特許No.4179を取得する。そこに盛

り込まれた液体燃料の無気噴射や燃焼室内に設けられたスクリュー，宙吊り蓋を用いぬといっ

たアイデアは目新しくはあるものの，第2ピレオロフォールはペーパー・プランのみに終わり，

ついぞ実物は造られなかったようである。

この2代目は見たところシンプルで初代より見込みがありそうであるが，実態は逆であった。

Fは件の燃料噴射ポンプであるが，無気噴射で燃料を微粒化させ気化を促す機構としてはチャ

チ過にぎる。Eは吸気弁，Kは排気弁である。螺旋体Dを一種の軸流圧縮機として機能し得

る程の高速で駆動させられたなら，吸入と軽圧縮とは一連の行程として遂行され得たであろう

が，それで間欠燃焼というのは無理があり過ぎる。無論，左様な手配は講じられておらず，

Dは単に水圧変動を拾うシリンダと往復スライダクランク機構によって回転させられる段取

りになっていた。これではしかし，Dとしては火炎を冷却する程度の役割しか果たせなくな

る。因って，どの途かような構造でサイクルを繰返させることなど出来ぬ相談なのであって，
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実物建造に至らずしてむしろ幸いであったと言うべきであろう。

なお，賢
さか

しら事にはなるが，この螺旋機構Dについてハルデンベルクは・Archimedes・screw・

（cf.,ibid.p.63）と呼んでいる。単なる方便かとは思われるが，アルキメデス・ポンプの螺旋体

はDとは異なり外筒と一体で回転する。また，彼がMaurisDaumasのそれを追認し，ニエ

プス兄弟のピレオロフォールが蒸気機関から何一つ借用することなく創造されたと評している

のはセイヴァリやパパンの実り多き，あるいは実り無き，しかし何れも良く人口に膾炙したア

イデアを想えばやや行き過ぎた見解と言えよう5）。

やがてニエプス兄弟はピレオロフォールいじりから完全に撤退し，写真技術開発の途を進み，

ダゲレーへとバトンを渡すことになる。また，この種の噴流推進法自体も起源は1661年まで

遡ると伝えられるほど古く，ニュートンの蒸気ジェット自動車案といった類似のアイデアも

1663年に登場していた。正規の蒸気機関とポンプを用いる連続噴流推進法（jetpropeller）でさ

え1787年にアメリカのJamesRumsey（1743～・92）によって先鞭がつけられており，彼以後，

1859年までに実に59個もの特許が取得されたと伝えられている。しかし，その推進効率の低
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5） HorstO.HardenbergcalledthisscrewDasArchimedes・screw（ibid.,p.63）.Itmaybeaexpe-

dient,but,intheArchimedes・pump,theScrewrevolveswiththeCylinderasonebody.Besides,

hisagreementwithMaurisDaumasontheestimationofthebrothers・inventionofthePyr�olo-

phoreastheyhaveborrowedpracticallynothingfrom thesteam engine（ibid.,p.80）issome

overratinginviewofThomasSavery・sandDenisPapin・sfruitfulorfruitless,butequallywell

knownideas.

図4 1816/1817年のピレオロフォール

H.,O.Hardenberg,ibid.p.62Fig.21.



さ故に連続，間欠を問わず噴流推進法が舶用推進装置の主流となることは決してなかった6）。

3.Humphreyのピストンレス内燃ポンプの発明

1世紀の時を隔て，ポンプの世界においてセイヴァリのアイデアを活かしつつ被輸送流体へ

の融け込みを根絶し難い蒸気という作業流体に代えて空気ないし燃焼ガスを作動流体として用

いるポンプの構想が開花する。そして，それが恰もニエプス兄弟の舟艇用内燃機関をポンプへ

と改作したような実質を有する機械となったことを偶然と見做すことは難しい。

機械及び化学分野に才能を発揮したHerbertAlfredHumphrey（英：1868～1951）は1906年

に「爆発力が直接水に作用し，回転する弾み車も実体ピストンも連接棒もクランク軸も何らか

のベアリングやグランド・パッキンも必要とされない非常に単純強固な造りのポンプを生み出

す」という意図を体現する彼のポンプに係わる特許を取得した7）。

最初に発明者に依って実験に供されたポンプは次図のようなモノで，自動弁である吸入弁

Aと排出弁Eとの間に後年，標準装備されるインターロック機構は無かった。排気弁にバネ

は付属せず啓開は自由落下に依っており，発展型と同様，上昇する水面に叩かれることで閉塞

し，自動弁である吸水弁Vのバネに依りその状態でロックされ，吸水弁が開くとアンロック
・・・・・

され落下（啓開）させられた。Kは燃焼室に突出した点火栓である。このポンプは55lbs/in2

（3.86kg/cm2）程度の圧縮圧にて無煙炭消費率1.063lbs/水馬力 h，熱効率20.7％をマークした

と伝えられている8）。

その後，このポンプは若干の改良を経て1909年，公式試運転に供され，その結果はEngineer

誌上に発表され，1910年にはブリュッセルで開催された万博にPumpandPowerCompany

（不詳）の 24in径のそれが動態展示された。更に，工学書では HerbertA.,Garratt,Heat

Engines（London,1912）に取り上げられ，ハンフレー・ガスポンプに係わる同書の記述は『機

械學會雑纂』誌上にも抄録された9）。
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6） cf.,Edger,C.,Smith,AShortHistoryofNavalandMarineEngineering.Cambridge,1937,pp.

169～171,上野喜一郎『船の世界史』上巻，舵社，1980年，322～323頁はその引き写し。

7） 引用はJamesIveyMcLauchlan,TheHumphreyPumpandtheInstallationofTwoSixty Six

InchUnitsatCobdogla,RiverMurray.TrrasactionsoftheInstitution.Vol.XII,1931.,p.413,

より。

http://consuleng.com.au/Humphrey％20Pump％20-％20J％20IE％20Aust％201931％2001.pdf

8） 数値についてはcf.,J.,I.,McLauchlan,ibid.,p.424.

9） 主として「ハンフレー式内部燃焼瓦斯ポンプ」『機械學會雑纂』第一号（1913年4月。HerbertA.,

Garratt,HeatEngines.1912,pp.257～263の紹介），内丸最一郎『揚水機』丸善，1926年，177～190頁，

『喞筒』同，1936年，188～199頁，沖 嚴『ポンプ及び水壓機』岩波全書，1935年，190～191頁，参

照。なお，『機械工學便覧』には一貫してこれに関する記述を見ない。



改良されたハンフレー・ガスポンプは次図に示されるように，U字管と貯水槽とから構成

されるポンプで，その揚程を推力と置き換えれば二代目ピレオロフォールから件のスクリュー・

ポンプ機構を撤去したモノと本質的には同じである。また，その形態的特徴であるU字管に

執着すれば水（ないしフルイダイン）スターリング機関に似た風貌の装置である。即ち，次図の

StorageTank（貯水槽）とU字管Pの燃焼室端とを結んで外燃方式とすれば水スターリング機
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図5 最初に実験に供されたハンフレー・ガスポンプ

内丸『喞筒』196頁，第204圖。

図6 ハンフレー・ガスポンプの基本構成

F.,duP.,Thomson,TheHUPHREYGASPUMP.MechanicalEngineering.Vol.56No.6,

1934,Fig.1.

図の質が比較的高いので敢えて後代の文献から引用した。



関が出来上がる。フルイダイン・スターリング機関の効率が管径に相関するという事実が紹介

されているが，これはハンフレー・ガスポンプについて考える際，頂門の一針とされるべき命

題でもある10）。

水はU字管Pを通じてSSからETへと汲み上げられる。Cがポンプ気筒，気筒頭に設け

られた自動弁であるAは吸入弁，Eは排気弁である。AとEとの間にはインター・ロッキン

グ機構が備えられ，一方が閉じればこれをその状態にロックし，他方をアンロックして啓開可

能とさせる。SSの一部は吸水室となっており，内開きの吸水弁Vが多数，設けられている。

C内に混合ガスが圧縮されている状態を始点とすると，そこで点火栓から火花を飛ばせば燃

焼が始まり，C内の水は加速されつつ外（ETの）方に進む。水柱は最大数m/sの速度に達し，

Cの内圧は水柱自身に作用する慣性力によって大気圧以下に降下する。ここでVが開き，新

たにWから取り込まれた水は大部分，水柱の運動に追随する。この時，排気弁Eも啓開し，

取り込まれた水の一部はC内に進入し燃焼ガスをEから圧し出し始める。

水柱はやがて停止し，逆流を始め，燃焼ガスを積極的に排気する。Cの水位は更に上昇し，

Eの頭を叩いてこれを閉塞させればインターロック機構が働いてEはロックされる。残留ガス

は燃焼室F内に圧し込まれ，やがてその反発力に依って水は再び外方に進み始める。その慣性

力に因ってC内のガス圧が大気圧以下に降下すればアンロックされたAから混合気が取り込

まれる。水柱が停止し再び逆流すれば混合気の圧縮が始まり，次のサイクルへの準備が整う11）。

以上のような作動様式を採ると水に奪われる熱が多いように見えがちであるが，実態は存外

に大した熱損失ではなかった。それでいて一般の内燃機関におけるような冷却装置を要さぬこ

とはこのポンプの大きなメリットの一つでもあった。ハンフレー・ガスポンプは初代ピレオロ

フォールとは異なり，水をピストンとする4サイクル機関兼ポンプとして機能するが，それは

吸入・圧縮行程よりも膨張・排気行程が長いという点においてアトキンソン・サイクルをヨリ

徹底させた特性を明確に有しており，これがエンジンとしての機械的損失の僅少性とポンプと

しての漏洩損失が絶無であること相俟ってその比較的高い熱効率の要因となっていた12）。

ハンフレー・ガスポンプの具体的運転に関して補足すれば，このポンプは動き出してしまえ

ば自律的に運転を続け，その停止は電気火花の停止によってなされた。かくすれば水柱の振動

は徐々に減衰して停止に至る。この時，燃焼室内には着火され損なった混合気が閉じ込められ
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10） 水スターリング機関ないしフルイダイン・スターリング機関については一色尚次『スターリングエ

ンジンの開発』工業調査会，1982年，137～138頁，兵働 務・米田裕彦『スターリングエンジン』パ

ワー社，1990年，71～82頁，岩本昭一監修『模型スターリングエンジン』山海堂，56頁，1997年，

参照。

11） この作用機序をモデル化して解析した文献に「ハンフレー瓦斯ポンプ」『機械學會雑纂』第四號，

1913年，9月，がある。ZeitschriftdesVereinDeutscherIngenieurからの抄録である（巻号不記載）。

12） 所謂アトキンソン・サイクルとJamesAtkinsonの真の業績については「容積型熱機関における膨

張比について アトキンソンの業績を尋ねて 」を用意している。



ているので再起動は単に回路に通電し，火花を飛ばせば良かったということである。可動接点

を開いてやるという謂いであろう。

また，燃焼室内に混合気が充填されていない状態からの起動は手動ポンプに依って燃焼室に

圧縮空気を充填して行き，ある気圧に達した時，「發動取手」を操作し排気弁を開いてやれば

水柱は振動を開始し，ガス発生炉からの吸気が行われ，点火が行われ，自律運転が開始された。

発明者は彼のガスポンプが空気圧縮機として，また，ピレオロフォールの事蹟を知ってか知

らずか，船の推進や，パパンの機関のように水タービンを介して発電機の駆動に用いられ得る

と考えていたが，この発明とパパンのアイデアやニエプス兄弟の業績との直接的関係について

は不詳である。ただ，イギリス人工学徒の常識として彼が少なくとも前者について全く知ると

ころが無かったなどとは到底，考えられない。

4.ハンフレー・ガスポンプの公式デビュー

この所謂ハンフレー・ガスポンプの公式デビューは 1909年 11月 19日，Institutionof

MechanicalEngineers（イギリス機械学会）にて彼が行った短い報告にあったと伝えられている

が，それは恐らく同年9月21，22両日，彼の恩師であり後に同学会の会長をも務めることに

なるWilliamCawthorneUnwinロンドン大学教授に依りDudleyPortにて実施されたテス

トの結果を踏まえたものであったと考えられる。そして，Unwinに依る実験の概要は上述の

経済学雑誌 第118巻 第2号40

図7 ハンフレー・ガスポンプのオットー・サイクルに対する効率上の優位性のイメージ

F.,duP.,Thomson,ibid.,Fig.2.



通りEngineer誌上にかなり詳しく紹介されることになる13）。

このテストには燃料としてMondガスが用いられ，ポンプには可変容積の容器であるガス

ホルダから供給された。ホルダ内のガスの温度，圧力，湿度と体積は頻繁に測定され，また成

分分析も適宜行われ，その発熱量が検定された14）。

装置の概要，ポンプ本体の外観を次に示す。かなり大規模な装置であったことが判る。
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13） cf.,TheEngineer.190910/22,pp.428～430.

14） ボイラより安全かつ安価な装置であるガス発生炉は泥炭を自然通気によってガス化する1839年の

Bischof式ガス発生炉に淵源を有し，1857年のSiemens炉へと発展した。空気と共に水蒸気を送入し

半水性ガスを得る試みもビショッフに起源を有するが，この方式についての体系的研究を踏まえ，過

熱蒸気送入方式としてDowson炉が1881年に確立された。ドウソン炉はその翌年にガス機関に使用

され，次いでCrossleyBros.,Ltd.の工場で実用品が製作された。ドウソン炉が発生炉ガス機関の燃

料ガス供給装置として汎用されていた件については石川亮治『新式瓦斯機關取扱法』航盛舘，1910年，

16～18，19，31頁，参照。

更に，1889年には無煙炭（時にコークス）ではなく瀝青炭を原料とし，水蒸気送入量を著増させるこ

とに依って半水性ガスとアンモニアとを得る方式が確立され，広く用いられるに至った。これが

Mondガス発生炉である。発生炉ガス製造技術の沿革については，香坂要三郎『發生爐ガス及水性ガ

ス』工業図書，1942年，3～4頁，個々の型式については同書，各頁，参照。モンドガス発生炉とガ

ス機関との係わりの一端につては拙稿「三井鉱山 三池ならびに田川瓦斯発電所について（訂正補足版）

日比勝治の回想とデータ集から 付・補論．低圧電気点火システムについて」（大阪市立大学学術機関リポ

ジトリ登載），参照。

図8 ハンフレー・ガスポンプ公式実験装置の概要

TheEngineer.190910/22p.429Fig.4.



ポンプの作動要領は次のように説明されている。最初C,K内の水位はGのそれと一致し

ている。そこからC内に混合気が圧送される15）。

点火がなされ，燃焼ガスの膨張に依ってC内の水位が低下し，水はポンプから圧し出され

る。初爆は冷態からでも5秒以内に可能であった。
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図9 公式実験装置のハンフレー・ガスポンプとテストハウス，エア・ヴェッセル

ditto.,Fig.5,6.

図10 公式実験に供されたハンフレー・ガスポンプ

ditto.,Fig.1.

15） 圧送メカニズムについては不明。モンドガス発生炉の送出圧は気筒内の圧縮圧に抗し得るような水

準には遠く及ばない。この点については上記拙稿，参照。



膨張に因ってC,W内の圧力が低下した処で排気弁が開き，C内の圧力は大気圧まで低下す

る。この時，GからチェックバルブVを経て水はW内に進入する。

水の外方への運動のエネルギが失われるとその逆流が始まり，燃焼ガスは排気される。排気

弁の頭がC内を上昇して来る水面によって叩かれれば排気弁は閉塞しロックされる。残留ガ

スはf内に押込まれて圧縮される。

その反発力に因って水は爆発の際よりも弱く外方に進む。そこでC,W,内の圧力が降下す

ればアンロックされた吸気弁が自動的に開いて混合気が取り込まれる。この時の圧力低下は

Vを開かせるまでには至らない。

水は直ぐに逆流し，混合気を圧縮する。自動的に閉じた吸気弁はロックされ，そこから次の

燃焼が始まりサイクルが反復される。

吸排気弁を相互にロック＆アンロックするインター・ロッキング機構と点火機構の外観は次

図に示される通りであった。後者は圧力がそのピークを過ぎた瞬間に接点が開かれる一種，圧

力感応型とでも呼ばれるべきmakeandbrake方式の低圧電気点火システムであったが，説

明文を読んで外観写真を眺めた程度ではその詳しい内部機構については判じ難い16）。
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16） makeandbrake方式の低圧電気点火システムについては前掲拙稿「三井鉱山 三池ならびに田川

瓦斯発電所について（訂正補足版）」の「補論．低圧電気点火システムについて」，参照。

図11 公式実験用ハンフレー・ガスポンプの弁機構

ditto.,Fig.2,3.



試験中，毎回の起動は至極，容易であり起動後の運転は全く自動的で作動は安定しており，

失火や過早着火は一度も発生しなかった。オリフィスを交換して揚程変化をシミュレートした

場合にも混合比や隙間容積
クッション・ボリューム

等に調節を加える必要は無かった。燃焼室回り要部の温度は運

転中，終始安定しており熱変形への懸念は皆無であった。テストにおいて水は循環使用された

が，タンク内の水温の上昇は1時間の運転後，1℃にも達しなかった。

平均圧縮圧力と最大燃焼圧力の最大値は次表に示される通りであった。もっとも，実際の筒

内最大圧力は排気行程の終わり，水柱が逆行して燃焼室のクッション・ガスを圧縮し切った処

でマークされた。

最大の水馬力を記録した実験Ⅳのデータから求められるその際の平均有効圧はたったの
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表1 Unwinレポート総括表

ditto.,p.429TableI.



1kg/cm2という低い値にしかならない。つまり，その図体と平均有効圧だけから観れば，ハ

ンフレー・ガスポンプはほとんどNewcomen大気圧機関の再来とでも形容されるべきモノで

あった。シリンダ径からすればその通りであったが，4サイクルであるコトは癪の種ではあっ

たろう。

この低いbmepにも拘わらず，作動流体の膨張が大気圧（ゲージ圧0）まで及び，機械的な摩

擦損失が小さく漏洩損失も計上しない本機の熱効率は高く，ガス消費率を同一条件で稼働する

ガス機関駆動遠心ポンプ・ユニットと比べると，後者の120～127ft3/水馬力 hに対して本ポ

ンプのそれは83.1ft3/水馬力 hと俄然，小食であった。また，最良の，但しヨリ高出力・高

揚程を発揮する蒸気機関駆動ポンプ・ユニットのデータと比べれば，それらの石炭消費率が

1.622lb/水馬力 h，1.695lb/水馬力 h，1.996lb/水馬力 hといった値であったのに対し，

本機の石炭換算燃料消費率は1.06b/水馬力 hと著しく少なく，これ程までに高効率のポン

プは他に存在しないというのが試験結果の総括であった17）。
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17） 平均有効圧は水馬力と時間当りサイクル数をベースとし，サイクル当り吐出し量を行程容積に読み

替えれば計算可能である。

表2 Unwinレポートに示された圧縮圧力の平均値と最大燃焼圧力の平均値psi

ditto.,p.430TableIIIより。



5.ハンフレー・ガスポンプの進化

LondonCountyCouncilSchoolofEngineeringの校長，HerbertA.,Garrattはその1912

年に出版された著書，HeatEnginesの中で，これまで紹介して来たモノより一歩，進化した

掃気弁を持つハンフレー・ガスポンプについての記述を与えている。気筒頭に設けられた掃気

弁（掃除弁）Fを含む3つの弁の配置状況とインター・ロッキング機構の概要は次図に示される

通りであるが，右図12時の位置にに見える新顔の掃除弁Fは空気を取り入れるための弁であっ

た。その機能についてはすぐ後に述べる。

ロンドン大学教授，DavidAllanLowはその著書，HeatEnginesにおいてハンフレー・ガ

スポンプをHumphreyInternalCombustionPumpとして紹介している。手許にあるのは

1930年の第6版であるが，当該部分は1920年の初版以来のモノと解して次にガーラットによっ

て記述されたモノよりやや進化した段階のハンフレー・ガスポンプについて紹介を試みよう18）。

ロウは説明のために次のような図を掲げている。その気筒頭には吸入弁Aと排出弁Eの他

に空気を取り入れるための掃気弁（図12のF）が設けられていた。3種類の弁は全て内開きの
・・・・・・・・・・・・・・

自動弁であり，それらを閉塞させるバネは何れも張力の弱いモノであった。
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18） cf.,DavidAllanLow,HeatEngines.6th.ed.,London,1930,pp.492～494.

図12 掃気弁を持つハンフレー・ガスポンプの気筒頭

HerbertA.,Garratt,HeatEngines.London,1912,p.260Fig.144,p.261Fig.145.

「ハンフレー式内部燃焼瓦斯ポンプ」『機械學會雑纂』（第一号），第二圖，第三圖の元図。



W内の水位はフロートと弁に依り常時ほぼ一定に保持される。Dは吐出し口である。気筒

とWaterTowerとを結ぶ遊動管（PlayPipe）は水平である場合もDに向う上りの緩勾配を与

えられることもあった。WaterTowerは実用品へと進化した段階のハンフレー・ガスポンプ

における標準装備品となったモノである19）。

mは採取困難な体積ベースではなく時間ベースのインジケータ線図であり，ハンフレーに

依り1910年11月，ManchesterAssociationofEngineersにて発表されたものである。nは

イメージ図としてのPV線図である20）。

サイクルの説明を水の逆流に依る圧縮（m,nのAB）が終わった処から始めれば，そこで点

火が行われ混合気が燃焼せしめられる（m,nのBC）。オットー・サイクルにおける膨張はS1
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19） このWaterTowerは単にETに代って間歇的な吐出しを安定・連続化させる装置である。かよう

なシカケを遊動管から飛び出して来る水柱の断面積を拡大させ，その速度エネルギを圧力エネルギに

変換するディフューザ・コーンとして，遊動管を絞り部として機能させることが出来るのは流れが定

常的な場合だけである。

20） 内丸は同様の図を持って来て「燃焼室Cから採った指壓線圖（IndicatorCard）である」などと口を

滑らせているが，筆禍である。内丸『喞筒』192～193頁，参照。

図13 Lowによって紹介されたハンフレー・ガスポンプ

Low,HeatEngines.p.493Fig.594



に相当し，時間T1で終わるが，このポンプにおける膨張はCからDまで継続する。つまり，

Cの内圧がウォーター・タワーによって与えられる圧と均衡しても遊動管内の水柱の慣性によ

り膨張は気筒Cの内圧が大気圧以下になるまで続くからである（nのH［F］～E線は大気圧線とし

て描かれてる）。

膨張終端のD付近において自動弁であるVが開き，Wから水が取り込まれ，その一部は遊

動管内の水柱を追いかける。また，気筒C内が負圧となることによって掃気弁（図12のF）が
・・・

開き，空気が取り込まれる。掃気ポンプといったモノは備えられていない。

Vから新たに取り込まれた水の一部は気筒C内に入り開かれている排気弁Eから燃焼ガス

を追い出す。燃焼ガスの追い出しは掃除空気に依っても助長される（m,nのDE）。膨張行程の

後半S2は時間T2で終わる。

遊動管内の水柱はウォーター・タワーの水位が最大となった処で停止し，逆流を始め，Cに

向う。Vは自動的に閉まり，C内の水面がEを叩いてこれを閉塞するm,nのF点まで排気

は継続する。

掃気弁も自動的に閉じられ，C内の水位は更に上昇する。閉じ込められた掃除空気を主体と

するガスがクッション室Uの内部でm,nのG点まで圧縮された処で水は再び停止し，行程

S3は時間T3で終わる。

圧縮されたガスはCの内圧が再び大気圧となるHまで反発膨張すれば 徐
おもむろ

に吸気弁Aが開

き，慣性に依る水位の低下に連れて混合気が取り込まれる。吸気はJまで続き，行程S4はT4

で終わる。

そこで水は再び停止し，逆流，即ち次のサイクルの圧縮行程が始まる。3つの弁はインター

ロック機構に依って連動されており，吸入弁が開いている時，排気弁と掃気弁はロックされて

いる。逆は逆である。

nにおいてサイクルの有効仕事はABCDAのハッチされた部分の面積で表される。A～D間

の“つま先”の分だけその面積＝膨張比は通常のオットー・サイクルより大となる。それ故，

圧縮比が同一ならこのポンプのサイクルはアトキンソン・サイクルに近く，膨張を大気圧まで

徹底させるという点ではこれをも凌ぎ，同一圧縮圧力のオットー・サイクルは固より，アトキ

ンソン・サイクルのそれよりも更に高効率となる21）。
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21） Ricardoはアトキンソンの業績については表向き黙殺する一方，ハンフレー・ガスポンプのこの膨

張特性については一言だけ言及しつつ，内燃機関の近未来的改良への指針について論じている。cf.,

HarryR.,Ricardo,TheInternalCombustionEngineVolumeI Slow SpeedEngines.London,1922,

pp.23～28.この内燃機関における近未来的課題はターボ・コンパウンドという形で第二次世界大戦

後，一部の航空発動機において実現されることとなる。拙稿「三菱航空発動機技術史 ルノーから

三連星まで 第Ⅱ部，第Ⅲ部」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載），参照。



6.ハンフレー・ガスポンプの実用形態

1）Chingfordの大規模上水道貯水池ポンプ

ロンドンへの上水供給の約�を賄うため，MetropolitanWaterBoardはその近郊，エセッ

クスのChingfordにテムズ川の支流，リア川の水を30ft（9.14m）汲み上げて貯めるKingGeorge

VReservoir（貯水池）を整備し，そこでは1912年から大規模なハンフレー・ポンプ施設の整

備が始められ，PumpandPowerCo.からハンフレー・ガスポンプの特許実施権を引継いだ

グラスゴウのMessrs.WilliamBeardmore&Co.,Ltd.製のポンプが5基，無煙炭を用いる

Dowson圧し込みガス発生炉4基が設置された22）。

排気弁が水平配置となっているところが従前，紹介されたモノと異なるが，多弁化のための

巧いアプローチである。また，これと同時に点火栓のマルチ化も行われている。起動は水の充

填後，可燃混合気を燃焼空間に圧送し，手動で点火させることによってなされた。

4基のハンフレー・ポンプは気筒内径7ft（2133.6mm），1基は同5ft（1524mm）であり，大形

ポンプの鋳鉄製気筒頭には各々，16個の排気弁，8個の掃気弁，8個の空気弁と8個のガス弁
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22）「喞筒界に一大刺激を與へたるハンフレイ喞筒に就て」（『工業之大日本』第十巻 第四号，1913年4月1日），

「ハンフレー式内部燃焼瓦斯ポンプ」（『機械學會雑纂』第一号），Low,ibid.,J.,I.,McLauchlan,ibid.,

参照。

図14 ChingfordStationのハンフレー・ガスポンプ本体

「喞筒界に一大刺激を與へたるハンフレイ喞筒に就て」『工業之大日本』第十巻 第四号，第一圖。



とから成る8個の混合吸入弁が設けられていた（cf.,Engineering.Feb.14,1913）。それらは気筒

頭部の内圧を拾うプランジャとリンク機構によって制御された。

点火栓座は12個設けられており，その全てが使用されていたようである。点火栓の作動も

空圧プランジャに依った。低い作動圧力で用いられる気筒頭ではあったが，水圧試験はその排

気行程終端クッションガスが到達する常用最大圧力の3倍に相当する450lbs/in2（31.6kg/cm2）
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図15 大形（D＝7ft［2133.6mm］），小形（D＝5ft［1524mm］）ポンプの気筒

同上，第五圖，第六圖。

図16 ChingfordStationにおけるハンフレー・ガスポンプ据付状況

J.,I.,McLauchlan,ibid.,p.414Fig.2.



で行われた。

試運転は1913年から実施され，予想以上の好成績が記録され，大形ポンプは9.14mの揚程

にて33,000ガロン/min.，475,000,000ガロン/日の能力を記録し，その熱効率は22％に達し，

燃料消費率は1lb/水馬力 hを下回っていた。しかし，常用時のスペックは40,000,000ガロ

ン/日，毎分吐出し回数10～12回，1回の吐出し量10t，出力は256.7水馬力，無煙炭消費率

1.1lb/水馬力 h程度であった。この場合の平均有効圧もまた1.05kg/cm2という大気圧機関

なみの値となる。

2）エジプトとアメリカのハンフレー・ガスポンプ

同時代のエジプトやアメリカにおいても大規模なハンフレー・ポンプ施設が建設された。

エジプト，アレキサンドリアのメックスに建造された雨水排出用のそれはPumpandPower

Company製の筒径8ft（2438.4mm）という大きなポンプであったが，揚程は19ft（5.79m）と低

く，低圧縮圧となるため燃焼室には工夫が凝らされていたようである。揚水能力は100,000,000

ガロン/日，設計出力400水馬力であった。ガス発生炉は「瀝青炭の瓦斯發生装置」とあると

ころからすればモンドであったらしい。この施設の整備は第一次世界大戦のために中断を余儀

無くされ，戦後，漸く完成に漕ぎ着けた23）。

次の記述はアメリカで創設されたハンフレーのライセンシー会社，HumphreyGasPump

Co.によって建造されたポンプ施設やその独自技術についての記述であると想われる。そこに

は起動用混合気圧縮機についての記述の他，作動機序の違いやこれまでに無かった機構解説も

見られるので注意されたい24）。

ポンプ気筒への混合気充填にはガス機関駆動の2気筒圧縮機が用いられ，一方の圧縮気筒で

は空気が，他方ではガスが圧縮される。圧縮機から送られた空気とガスによってポンプ気筒内

の水の上部に加圧された状態の混合気層が形成され，混合吸気弁は閉じてロックされる。排気

弁は閉じた状態でロックされている（圧縮空気流入はここで止められている筈である）。

続いて電気火花に依る点火が行われる。気筒内の水はこの爆発圧に依って吐出し管へと圧し

出される。燃焼ガス圧が大気圧まで低下する頃には水柱の運動は高い速度に達しており，燃焼

室はその慣性力によって負圧となる。負圧に依り自動弁である掃気弁と吸水弁が開かれた瞬間，

次の吸気を助けるため少量の空気が残留ガスと混合するよう燃焼室に取り込まれると共に，あ

る量の水が燃焼室に入り，ヨリ多くの水が吐出し管の水柱を追う。

水柱が持つ運動エネルギの大部分が水を上方のタンクに昇らせることに費やされた時，吐出

し管内の水柱はその上昇運動を止め，次の瞬間，逆流降下を始める。排気弁はアンロックされ
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23）「喞筒界に一大刺激を與へたるハンフレイ喞筒に就て」より。ベアドモアが最後の始末をつけたの

か否かについては不明である。

24） cf.,Machinery・sEncyclopediawith1929Supplement.Vol.V,p.212.図は掲げられていない。



る。水柱は加速しながら逆流し，気筒内の燃焼ガスを圧し出しつつ排気弁の高さまで達する。

排気弁はこの水の圧力と衝撃に依って突上げられて閉塞され，その状態でロックされる。

気筒内に閉じ込められた燃焼ガスと掃除空気との混合物は落下する水柱の運動エネルギに依っ

て静的なポンプの揚程に相当する圧よりも遥かに高い圧まで圧縮される。

その反発力に依って水柱が上昇を始め，気筒内圧が再び大気圧以下に低下した時点でアンロッ

クされた混合吸気弁からガスと空気とが送り込まれる。水柱の2度目の落下に依り混合気の圧

縮が行われた処で火花が飛び，新たなサイクルが開始される。

このポンプのサイクルはオットー・サイクルのそれに等しく，サイクルのタクトは管内の水

柱の長さに依存する。毎分20,000ガロンの水を静的揚程37ft（11.3m）まで揚げる能力を保証

された灌漑用ポンプは毎分12から20のサイクルを繰返す。燃焼・膨張行程においては複数の

混合吸気弁と排気弁をロック/アンロックせねばならず，充填行程においては逆となるが，各

弁の作動はガス弁上部で気筒を取り巻くローラ・チェーンの突起を各混合弁のロッキング・レ

バーと一方向に，各排気弁のそれとは逆方向に噛み合わせることに依って制御される。このチェー

ンは吐出し管と連結された2つの小形“シフタ”（空圧ではなく水圧シリンダ）に依って往復駆動

され，このシフタは電気点火機構の制御にも与っている。

テストされた大形ガスポンプの熱効率は22～26％であった。その実揚程は40ft（12.2m）止ま

りであるが，吐出し弁を持つ・intensifier・を設ければ効率を低下させることなく100ft（30.5m）

ないしそれを超える揚程を実現することが出来た25）。

アメリカにおけるハンフレー・ガスポンプの全く別の進化携帯については後程，別の観点か

ら取上げられる。

3）オーストラリアのハンフレー・ガスポンプ

南オーストラリア，Cobdoglaの灌漑排水局においては1923年から2基のハンフレー・ガ

スポンプの据付が開始された。ハンフレー・ガスポンプの導入に当っては蒸気機関駆動の渦巻

きポンプやガス機関駆動の渦巻きポンプとの比較検討が行われた。当時，ディーゼル・ポンプ

は未だ発展途上にあり，検討対象からは外されざるを得なかった。また，1921年の計画着手

までに上に見たロンドン近郊施設の好成績が度々，確認されてもいた26）。

ポンプはロンドン近郊施設のそれに準拠した造りで，揚程34ftにてその大形機よりやや小

さい36,000,000ガロン/日の公称能力を有するベアドモアの製品が分割舶送された。その気筒

頭には掃気弁が6個，混合吸気弁が6個，排気弁は12個，設けられていた。点火栓座は12個，

設けられていたが，8個の点火栓を用いれば安定した運転が可能であった。
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25） intensifier（増圧機）とは大径のピストンと小径のプランジャとを直結して液体の加圧を行う装置。

因って，この下りを活かすためには何らかの実体ピストンの使用が前提となる。

26） cf.,J.,I.,McLauchlan,ibid.,pp.417,422.



ガス発生炉2基はオーストラリアで設計製造されたモノで，その使用燃料はユーカリ属の薪，

つまり薪ガス発生炉であった。発生炉の補機駆動用にはCrossleyBros.,Ltd.製の30馬力ガ

ス機関と小型の石油発動機が用いられた。発生炉からの吐出しはゲージ圧13mmHgであった

が，ガスホルダを出る時のガス圧はゲージ圧2.8mmHgに落されたから，ほぼ大気圧となっ

ていた。

試運転は1925年5月から開始された。しかし，ロンドンの原型の設計を変えた弁回りにト

ラブルが続出し，そのシューティングに時日を費やしたため，1927年3月より漸く稼働開始

に至った。34ftの揚程で1時間当り保証揚水能力1,428,750ガロン，熱効率19.2％というメー

カー側の触れ込みであったが，実際の成績は今一つであった。

・28年10月15日，片方の鋳鉄製気筒頭（引張強さ3.49kg/mm2，厚さ2� in）に割損を生じ，

2基分の対策品である鋳鋼製気筒頭が送られて来るまで両機とも休止に追い込まれた。因みに，

稼働中の平均圧縮圧は3.16kg/cm2，平均燃焼圧は8.43kg/cm2，平均クッション圧は11.23kg/

cm2であり，気筒頭温度は48.9℃であった。割損の直接的原因としてはクッション・ガスが抜

けた状態で水柱が上昇し，ウォータ・ハンマが生じたこととしか考えられなかったが，破壊さ

れた気筒頭においては吸気・排気・掃気弁も起動用空無抜き弁も正常に閉塞しており，何故，

ウォータ・ハンマが惹起されたのかについては謎のままであった。鋳造応力と運転中の熱応力

が作用したものかと疑われはしたものの，真の原因は見出され得なかった。

・30年5月29日，対策品を組付けた再建が完了する。同時に給水管の水位を上げ，揚程は

34ftから27.5ftへと短縮された。このため，圧縮圧の若干の低下が招来され，効率は若干低

下し，18.7％以上の熱効率を達成するのは困難となった。

また，当初計画より遊動管が長くなっていたため作動タクトが10.8サイクル/分から8.95

サイクル/分へと遅くなったことも相俟ち，公称能力が発揮されることはなかった。しかし，

揚程短縮に因り所要水馬力が低下したため燃料の消費量は削減された。試運転はほぼ満足すべ

き成績で，漸く契約は完遂された。
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図17 リビルドされた状態におけるCobdoglaのポンプ場

JamesIveyMcLauchlan,ibid.,Fig.4.



その後，このポンプに公称馬力を発揮させることが企画された。このためにはヨリ多くの混

合気を吸入させねばならず，それにはクッション・ガスの反発力を強めてやることが必要であっ

た。当初，クッション空気を過給する案も検討されたが，2つの掃気弁をインター・ロッキン

グ機構から外し，気筒内圧低下に感応して早目に啓開させるようにしてやればクッション空気

の過給と同じ効果が得られることが判明し，この処置に併せてガス本管のスロットル弁開度が

増大せしめられた。

その結果，オリジナルの最大熱効率18.9％にほぼ匹敵する18.8％の熱効率で最大1,437,000

ガロン/hの揚水能力が発揮された。この効率は1930年時点において実用化されていたディー

ゼル・ポンプ・プラントの総合熱効率である20.8％，23.7％といった値には及ばなかった。もっ

とも，当ハンフレー・ガスポンプ・プラントのガス発生炉込みの総合熱効率は僅か8.59％に

過ぎなかった。それでも，この値は最新のボイラと3段膨張機関による蒸気ポンプ・プラント，

あるいは第一級のガス機関に依って駆動される渦巻きポンプ・プラントとならば互角程度の成

績であった27）。

McLauchlanは水の温度上昇について具体的数値を挙げていないが，水に因る冷却損失の

他に，ガス分析の結果から，このポンプにおいては燃焼過程における残留ガス濃度はかなり高

く，ガス交換効率が低く，かつ，混合ガス濃度に場所的な不均一が目立つという大きな欠点が

確認されたものの，その改善は至難である，との総括を与えている。4サイクルでこの有樣で

あったから，低平均有効圧と遅い作動タクトを補う方途として2サイクル化するにしても，前

途多難が予想されたことであろう。

7.ハンフレー・ガスポンプの高サイクル化

1）2サイクル化

ところが，その2サイクル化は現に試みられたのである。2サイクル化は時間当たり吐出し

数を倍化するのみならず，適当な掃気ポンプかこれに代る何かを備えた2サイクルにすれば混
・・・・・・・

合気吸入のために燃焼ガスの膨張を大気圧以下まで徹底的に行わせる必要性は失われる。膨張

度の低下は効率面において幾分のロスを生ずるが，作動タクトの大幅な向上に役立つ。燃焼最

高圧力ではなくクッション圧によって気筒頭強度ないし吐出し揚程が制約される虚しさとも訣

別可能となる。

小形モデルにおいては実体ピストンとポンプ・プランジャを備えたタイプのものが前掲ハン

フレー・ポンプ会社によって，つまり，アメリカにおいて開発された事蹟が報告されている。

吸排水はレシプロ・ポンプと同様に行われたから通常の増圧機（intensifier）の如く大径のピス
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27） cf.,J.,I.,McLauchlan,ibid.,pp.422～424.



トンと小径のプランジャとを組合せた場合には高い背圧に抗しての送水が可能であった。

これは上方に倒立の内燃シリンダ，下方にポンプ・シリンダを配して両者を直結した直動ポ

ンプであったが，内燃気筒はその下部を燃焼室，上部を掃気ポンプとして用いるポート掃気・

弁排気の2サイクルとなっており，水の吐出しは従ってポンプ・ピストンの上向行程において

行われた。機関部のイメージはそれ故，土木工事に用いられるディーゼル・ハンマに近いモノ

であり，その本質はハンフレー・ガスポンプとは似ても似つかぬ処にあった。最小モデルは気

筒径31n.,揚程33ftで，その燃料には灯用ガス（都市ガス），発生炉ガスまたは石油が用いられ

た28）。

しかし，ここまでの変態を遂げさせずとも，上に観たアメリカの例におけるようにポンプ等

によって積極的に掃気を行うなら，ハンフレー・ガスポンプの原形を護持しながらこれを4サ

イクルではなく2サイクルで稼働させることは可能であり，かつ，そうした提案はヨリ早い時

期からなされていた。

次図は新気と燃焼ガスとの混合を防ぐための長い燃焼室と新気に依る排気の駆逐，即ち掃気

を効率良く行うためのインターロック機構を持たず，単に自由状態ではぶら下がっているだけ

の多数の排気弁を有する2サイクル・ハンフレー・ガスポンプのアイデアである。吸気に際し

ては，多くのガス機関において実施されていたように，空気を最初に，次に混合気をccまで
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28）「新型ハンフレー瓦斯喞�（實體ピストン使用）」『機械學會雑纂』第拾九號，1916年8月，参照。

TimesEngineeringSupplement,19165/26の抄録。

図18 2サイクル型ハンフレー・ガスポンプに関する初期のアイデア

H.,A.,Garratt,ibid.,p.263Fig.146.

「ハンフレー式内部燃焼瓦斯ポンプ」『機械學會雑纂』第一号（1913年），第四圖の元図。



送入する算段が練られていた。ffは膨張過程で内圧が大気圧となる水準面，ggはその膨張終

端位置である。実働モデルが造られたのか否かについては不明ながら，ガーラットの書物には

肝心の掃気ポンプについての記述も創案者についての言及も見られない。

上図のモノがその第1号特許であったのか否かについては不明ながら，アメリカでは1917

年，このアイデアの主かとも思しきAbram P.,Steckelによって2サイクル・ガスポンプに

関する特許が取得されている。この人物は前掲ハンフレー・ポンプ会社にも係わりを持つ技術

者であったと想われる。不埒なのは，ハンフレーの基本特許やハンフレー・ガスポンプの実績

に係わる言及を一切欠く形で特許が取得されたことであるが……。

次図左に示すモノが彼の1917年の特許に係わる図の一つである。それは気筒頭に“ ”状

の落し蓋式ピストン“6・7”を配するアイデアであった。図は圧縮上死点を表し，点火栓“13”

からの火花に依り可燃混合気が着火されれば“12”内の水面は圧し下げられ，内開きの排気弁

“10”を通過後，気筒内圧が負圧に転じた処で排気弁は自動的に開かれる。

その直後から液面が揺り戻しが始まることによって排気の押出しが行われ，それは上昇する
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図19 Steckelによる2サイクル・ガスポンプに係わるUS特許



水面が“10”を叩いて閉塞するまで続く。

一方，気筒内部の燃焼・膨張空間の圧が膨張行程において低下して行く過程において“6・7”

は自重によって降下し，“9”から混合気を“6”の上面に引き込んでいる。

水面の上昇によって“6・7”は押上られる。これが備え付けられていなければ水面上昇の最

終局面において表面の乱れにより跳ね上げられた飛沫は混合気を湿らせ，かつ，その温度を著

しく低下させることになる。この害悪を防ぐのが落し蓋の円盤“6”の一つの役目である。
・・・

水面の上昇によって高められた圧力は気筒に設けられたスリット“11”を通じて“6”の上

下両面に作用するが，ピストン棒のような“7”の断面積だけ有効面積の小さいその上面に作

用する力はその下面に作用する力に劣るため，“6・7”は最上位まで押上られ，圧縮された混

合気の“11”を通じた燃焼空間への移動が行われ，次の着火の用意が整えられる。

着火，燃焼→膨張行程の前半は4サイクルの場合と同じである。しかし，膨張に因る内圧の

低下に伴い，“6・7”の自重がその表裏面に作用する圧力差を上回った時点でこの落し蓋は落

下し，その落差に応じた混合気を気筒内へと導き入れる。この掃気ポンプに代わる混合気導入
・・・・・・・・・

作用は落し蓋の今一つの役目をなす。
・・・・・・

上図右はその応用型であり，バネに依って強制的に圧下される落し蓋ピストン“41・42”と

圧縮行程におけるその引上げをアシスト（バネ力をキャンセル）するための水圧ピストン機構“44・

45”，そして水面の躍りを継続的に抑制する段付きピストン風の第2落し蓋“36”を特徴とし

ている。図示されているのはその膨張終わり・水柱停止時に照応する最下段位置である。スリッ

トではなく“41”上に設けられた下開きの逆止弁“59”が吸込まれた混合気の燃焼空間への移

動経路を与えているが本図は左図の単なる応用的実施形態の一例である。

何れにおいても吸入される混合気の量を正確に定めること，飛沫にによる混合気の加湿・冷

却を防止することが狙いとなっているが，作動サイクルは純正の2サイクルである。

アメリカにおいてステッケルの2サイクル・ガスポンプが製造され，相当規模の施設が実動

した。その概要は次図に示される通り極めてシンプルである。即ち，上図左“6・7”に相当す

るのが“P・D”，上図右“59”に当るのが“T”である。この装置においては“P・D”のお

蔭で燃焼ガスの膨張終端圧力を1気圧以下に設定する必要がなかった分，吐出し揚程を4サイ

クル版よりも大きくすることができた。

即ち，U字管の右，吐出し側は吐出し揚程が30ft以下の場合は従前の諸例と同様の単なる

竪管ないしウォーター・タワーで良かったが，同30～60ftの場合は管内に数個から成る片効

き絞り弁のセットが挿入された。同60ft超の場合は図のように吐出し管の最上部に吐出し弁

（逆止弁）が配され，空気室 Cが設けられた。水が運動エネルギを消尽して戻り行程に入れば真

空空間Vを生じて気筒頭への圧力負荷は軽減された。

アメリカにおけるハンフレー・ガスポンプ製造権所有者（ハンフレー・ポンプ会社）のライセ

ンシー（ハンフレーその人のサブライセンシー）であったペンシルヴァニア州 Chesterの Sun
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Shipbuilding&DryDockCompanyにおいては1925年，その造船所に内径3ftのステッケ

ル・ハンフレー2サイクル・ガスポンプが設備された。その設置目的は同ポンプに係わる長期

の実地データをサンプリングし，広範な実用化や将来的な改良に向けた基礎的知見を積むこと

に置かれた。次図，下方のAirChamberはこのポンプを一種のテイラー空気圧縮機として用

いる可能性を試すための空間であった。表示水位は1気圧に相当しているが，これを高めれば

内部の空気圧は上昇する。

この設備には同種の2サイクル・ガスポンプのみならず，4サイクル・ハンフレー・ガスポ

ンプについての既往の経験知全てが投入された。次図に示されるように，それはデラウェア川
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図20 SteckelHumphrey2サイクル・ガスポンプの構造概要

F.,duP.,Thomson,ibid.,Fig.3（見易くするため，若干修正）.



の中，鋼製オープン・ケーソンの内部に据付けられた。最初の2年間，このポンプは相当揚程

20～150ftにて1日8時間の耐久テストに供され，爾後，150ftの相当揚程にて24時間稼働体

制に入り，一つの部品交換も無しに1933年12月時点において連続稼働を続けて居たことが報

告されている。但し，その熱効率や実際に同系のポンプがどの程度，実用されたかといった点

について，この文献は何一つ語っていない。恐らく，これもまたディーゼルに潰されたのであ

ろう。

2）擬似2サイクル・ハンフレー・ガスポンプ

以上とは全く異なり，言わば擬似2サイクル・ハンフレー・ガスポンプが内丸らによって紹

介されている。次図Cにおいて爆発が起これば水柱はETへと向かう。Cの内圧が大気圧近

くまで降下すればFは右に倒れ，RTと短い遊動管Bの系からの水がCを昇り排気を行わせ

る。水面はEを叩いて閉塞し，圧縮ガスの反発に依って水柱はRTの方へと退行し，C内に

はAから吸気が行われる。

Fが右に倒れた時，D内の水柱の慣性に依ってVが開かれ，STから吸水が行われ，やがて

水柱の停止と共に吸水は終わり，水柱の退行に依ってC内の混合気の圧縮が行われ，次のサ

イクルが準備される。因って，“2サイクル”的（?）に挙動するのはD内の水柱のみである。
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図21 実用化試験用ステッケル・ハンフレー2サイクル・ガスポンプ施設

ditto.,Fig.4,Fig.5.



Bの遊動管はDより短いから内部の水柱の振動数は高く，作動タクトを速めることに多少は

役立ったことであろう。

ドイツのHaederは内丸の図のRTを1個の内燃気筒に置換えたような擬似2サイクル・ハ

ンフレー・ガスポンプの案を紹介している。著者自身が述べている通り，これも内燃気筒の作

動としては純然たる4サイクルであり，360°パラレル・ツインのバイク機関などと同じく気

筒Aが爆発上死点にある時，気筒Bは吸入上死点にあり……という風に，水柱はサイクルの
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図22 内丸によって紹介された擬似2サイクル・ハンフレー・ガスポンプ

内丸『喞筒』198頁，第205圖。

図23 Haederによって紹介された擬似2サイクル・ハンフレー・ガスポンプ

W.,Haeder,PumpenundKompressoren.1.Band,5.Aufl.,Wiesbaden,1926,S.416Fig.3.



位相を異にしつつ，常にA,B内を相並んで上下し，時間当り吐出し回数が2倍になるという

次第である。

むすびにかえて

ヘダーは前掲書，ハンフレー・ポンプの項の末尾に最初，ロンドン近郊に造られたハンフレー・

ポンプ施設は未だ稼働している筈，と述べているが，1912年から整備され始めたChingford

のポンプ施設は1926年どころか・70年代まで稼働し，5基の内，3基のポンプは今も保存され

ている。また，オーストラリアにおいて1927年から動き始めた施設も・65年まで稼働し，そ

のポンプ1基，・BigThumper・は1985年，動態に復され，今もその状態で保存されている。

無論，内丸が『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，……

と述べた時点においては両施設とも現役であったし，ロンドン近郊の施設は富塚が『内燃機関

の歴史』初版を出した・69年より相当後まで生き永らえていた。

何れも鉄や竹のカーテンの向う側のハナシではなく，その気になれば内丸や富塚ほどの人士

が知り得ぬような事柄ではなかった。彼らにはその気が無かったのであり，全ては先入観の為

せる業であった。その先入観は早くも『喞筒』旧版において示された推測を交えた内丸の総括

に露見している。

その考案が新奇にして舊套を逐はず，構造が簡單にして効率が高いといふので世間の耳

目を聳動し，此の喞筒の将來に向つて多大の望を嘱するに至つた。然れども時日の經過は

この期待を裏切り，廣く採用せらるゝに至らないのはその原因が奈邊に存するかは筆者に

明らかではないが，恐らく水柱の運動から導き出す弁機構や點火機構が甘く作動せぬから

であらう29）。

首尾良く作動もせぬモノが社会のライフラインたる上水道の水源池給水用ポンプとして60

年も現役に留まらせられることなどあり得ない。また，建造後，38年，更に稼働停止後20年

にして動態に復されるなどという巡り合わせも考え難い。

ハンフレー・ガスポンプは決して両大家が信じ込んだような出来損ないの機械などではなかっ

た。その建設ブームこそ第一次世界大戦前に限られ，製品ライフサイクル自体は恰も線香花火

の如くに消えたが，作品としての稼働年数は往時の低圧蒸気機関の三桁にこそ及ばぬものの，

相当長期のスパンに亘っていた。

調子良く効率的に稼働して壊れないのであれば，これを慌てて何かに代替する必要性など感
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29） 内丸『喞筒』旧版，188～189頁。



じられなくて当然である。水を左右にPlayさせるのは一見，無駄なようであるが，通常の往

復動内燃機関は金属塊を往復動させている。それらを一切排除し，最大の摩擦損失源であるピ

ストン・リングなども一切持たずポンプ部分のリーク・ロスも無いのであるから，それはかな

り高効率の熱機関ポンプ・ユニットであった。また，それが図13のnにおけるA～D間，イ

ンジケータ線図の“つま先”相当分だけ高膨張率＆高効率の熱機関であった事実も閑却されて

はならない。

しかし，その隆盛に水を差した第一次世界大戦こそは内燃機関による戦争の様相を帯びた機

械化戦争の第一幕であった。ハンフレー・ガスポンプの有力メーカーであったベアドモアなど

は有力なディーゼル機関メーカーでもあった。時代の趨勢はは占有スペース・重量当り出力の

大きな内燃機関を志向していた。

そうした流れの中で，ハンフレー・ガスポンプの固定施設，大容量・低揚程というパルソメー

タとほぼ対照的な特性へのニーズは益々限られて行った。しかし，例えばこれをそのままの形

で高揚程化すれば，とりわけ4サイクルの場合，巨大な気筒のクッション圧力負荷は莫大となっ
・・・・・・・・

た。表2に観た低圧縮圧力という特性は内燃機関としては失点であったが，この装置をポンプ

として持たせるためには構造技術的に必要不可欠とされる条件であった。

確かに，レシプロ蒸気機関においても排気を行程最終局面において閉じ込め，慣性力に対す

るクッションとして作用させる“圧縮”なる所作はあったし，4サイクル高速内燃機関のピス

トンに作用する機械的応力は排気上死点における“空突き”時の上向き慣性力である。しかし，

これらの現象は振動ならびに強度面からの配慮，制約に係わるのみで仕事に係わる作動流体の

最大圧力とは無関係である。それが，4サイクル・ハンフレー・ガスポンプという内燃機関の

一種においては排気行程終端のクッション圧がサイクル中の最大圧力をなし，なおかつこれに

よって気筒頭回りの強度が決定されたたというのであるから，これは如何にも間抜けなハナシ

である。

かような有様ではしかし，McLauchlanが述べていた通り，蒸気機関やガス機関に対して

ならともかく，新興のディーゼル機関に対しては効率上の優位性を主張出来ない。この点にお

いて，内丸と同時代の沖 巌の書に見る所説の方が幾分，正鵠を射ている。曰く：

併しこのポンプは餘り廣く用ひられない。それは毎分間の爆發數が10～11で從つて同

一馬力では普通のポンプに比して形が非常に大きくなり又弁の働きも完全でないからであ

らう。ディーゼルエンジンでタービンポンプを運轉する方が全體の効率も良く遥かに都合

がよい30）。

一方，富塚 清も『内燃機関の歴史』の中でハンフレー・ガスポンプについて解説・回想し

ており，「電気モーターとかディーゼルとかいう汎用のもの」と渦巻きポンプとの組合せの隆
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30） 沖『ポンプ及び水壓機』191頁，より。



盛を引合いに出しつつ，ハンフレー・ガスポンプに関しては「近代的な小型簡潔とはほど遠い

感」を否み難いと述べている31）。

若干，興味をそそられるのは，この下りに直ぐ続けて富塚が次のように回想している点であ

る。曰く：

日本にも戦後この式に対する熱心家があらわれ（東大航空科出身の井合毅氏），モーター・

ボートをこのポンプからの噴流で，直接推進する方針で，試作研究を進めているので，そ

の感想を聞いてみたところ，「振動によって液面が乱れ，噴流の中に気泡が入って手がつ

けられなくなる」とある。で彼も最近液体ピストンの考えに見切りをつけた様子である。

これあたりもこの案が行きどまりであることの裏書きの1つとなるであろう。

この程度の問題ならばニエプス兄弟の宙吊り式，あるいはそれに先立つパパンの落し蓋式ピ

ストンでも導入しておれば簡単に解決された筈であったろうに，ステッケル式2サイクル・ハ

ンフレー・ガスポンプの命運共々，やや惜しいところである。

それはともかく，パルソメータまで視野に入れた蒸気原動機の発達経過及びニエプス兄弟か

らハンフレー，そしてその改良者へと至る内燃ポンプ進化の足跡から総合的に判定するに，結

局，作業物質を作業対象である液体の表面に直接作用させるというセイヴァリに端を発するア

イデアはポンプ機関発展の王道というよりは一つの傍流に係わる実用性に衆目を集める歴史的

意義を担い，産業用動力界の中枢を担うと言うよりは，その隙間を巧みに埋めるに相応しい傍

系的技術を提供したものと総括され得る。

それにも拘わらず，「小型簡潔」ではないにせよ，その基本構成においてかくも単純な機械

が社会のライフラインを支える技術として現に永らく活躍して来たという事実に対する認識は

それが錯雑・短命化の度を累進させつつある産業技術の今日的態様に対する反省材料となり得

るという点において不朽の意義を担い続けねばならぬであろう。

ハンフレー・ガスポンプについて 63

31） 富塚 清『内燃機関の歴史』第6版，三栄書房，1993年，297～298頁，参照。


