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はじめに 

ディーゼル機関の発明者、Rudolf Diesel に拠れば、ガス機関の 水 套
ウォーター･ジャケット

をボイラとし

て用い、蒸気機関を駆動させて冷却損失の回収を図ろうというアイデアは 19 世紀にまで遡

及可能である。更に、排気を排熱ボイラの熱源として利用し、同様にして排気損失の回収

をも図ろうというアイデアも 20 世紀初頭から実用の域に達していた1。 

冷却損失の回収に係わるアイデアに対してディーゼルはそれによって得られる熱効率上

のゲインは僅かで構造的複雑化に見合う水準には到達しておらず、ヨリ高い最高温度 T1と

ヨリ低い最低温度 T2との実現こそが熱機関改良の王道であることを力説していた2。 

そのアイデアを具現したディーゼル機関は 1897 年、公式試運転に成功し、世紀転換期に

は実用原動機としての製品化に漕ぎ着けた。因みに、ヤンマー㈱尼崎工場に展示されてい

る気筒
．．

番号 21 番を有するディーゼル機関は Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und 

Maschinenbaugesellschaft Nürnberg A.G.(1908 年 12 月、Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg. 

略称 MAN)によって 1899 年 10 月 7 日に販売され、1937 年まで実用された記念すべき市販

                                                   
1 Simon & Beechy 機関に係わる誤解については補論、参照。 
2 cf., Rudolf Diesel, Theorie und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum 
Ersatz der Dampfmaschinen und heute bekannte Verbrennungsmotoren. Berlin, 1893, 

SS.26,95~96. 簡単には拙訳･解説『ディーゼルエンジンはいかにして生み出されたか』山

海堂、1983 年、参照。大形ガス機関における排ガスエコノマイザの具体例については拙稿

「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)」にて紹介されている(大阪市

立大学学術機関リポジトリ登載)。 
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ディーゼル第 1 号機であり、アメリカで最初の、ドイツの図面に基づくディーゼル機関は

1898 年 9 月 18 日、試運転に成功し、アメリカの設計になるディーゼル初号機は 1899 年

10 月 11、試運転に成功している3。 

然るに、ディーゼル機関の実用後十数年を経たところで再びその排熱(冷却及び排気損失)を

蒸気サイクルに投入し、回収を図ろうとするボトミングのアイデアが頭をもたげた。しか

も、それは膨張装置として蒸気タービン等の排熱回収機関に頼るのではなく、ディーゼル

に限らず、主機をなす内燃機関自身の気筒の片側(ピストンの片面)を蒸気機関の気筒として作

用させるという珍発想であった。 

Still 機関として知られるこの特異な熱機関はイギリスの技術者、William Joseph Still

によって発明され、1917 に最初の特許が取得された。もっとも、発明の狙いは第 1 にシリ

ンダの平均温度向上に依る熱応力軽減にあり、ピストンに作用する熱応力の軽減という副

次的効果も主張されていた。そして第 2 が排熱回収に在った。その熱効率はベース機関の

種別に応じて 30∼40%強と目され、柔軟性、対過負荷性能の高さも重視された。また、内燃

作動の停止後も暫し、その稼働を継続し得ることが確実視された。 

スティル機関はピストンの片側を内燃機関として、反対側を蒸気機関として作動させる

というシロモノであったが故に、自ずと複動機関の一種となった。スティルはこの特性を

活かし、試作単気筒機関をフライホイール無しで円滑に運転させて見せた。 

蒸気発生の熱源の一つは内燃機関の排熱(排気及び冷却損失)であり、別に排気ボイラないし

排ガス･エコノマイザにはオイル･バーナが付帯していたから、蒸気機関としての追加出力

は常用時のみならず過負荷運転時にも発動され得た。そして、スティル機関は基本的には

内燃機関でありながら自力起動が可能であった。 

 

1．Still 機関の概念 

 邦語文献でスティル機関の原理をやや詳しく紹介したものとしては内丸最一郎『内燃機

關』前編が嚆矢であろう。そのタネ本は明示されていないが、疑いも無く以下に参照する

D.,A., Low の Heat Engines である。内丸はこれについて「燃料の經濟といふ見地から將來

は有望な熱機關である」と述べている。また、その弟子に当り、スティル機関についての

情報をJudgeのAutomobile and Aircraft Engines 2nd. ed.のAppendix IIから得た富塚 清

はその前途について悲観的展望を与える一方、内燃機関の排熱を蒸気タービン･サイクルに

用い、これを過給機等の駆動に用いることの可能性について肯定的に示唆したものである4。 

                                                   
3 ディーゼル機関の発明については拙訳･解説『ディーゼルエンジンはいかにして生み出さ

れたか』山海堂、1993 年、参照。ヤンマーの MAN、市販第 1 号機についてはヤンマーデ

ィーゼル㈱『ヤンマーディーゼル神崎工場のごあんない』1964 年 10 月(推定)、24 頁、アメ

リカでのディーゼル機関国産化については Eugen Diesel und Georg Strössner, Kampf um 

eine Maschine  Die ersten Dieselmotoren in America. Berlin, 1950, Zeittafel, 参照。 
4 内丸最一郎『内燃機關』前編、丸善 1831 年、14~16 頁、富塚 清『航空原動機』工業図

書、1936 年、149 頁、参照。但し、富塚 153 頁の出典注にある p.825 は誤りで、1924 年
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 図１ スティル機関の概念図 

 

 David Allan Low, Heat Engines. N.Y. et.al., 1920, p.513 Fig.6185.  

                                                                                                                                                     

の2nd. ed.ならp.625、’36年の3rd. ed.ならp.857である。因みに、以下の記述はDavid Allan 

Low, Heat Engines. N.Y. et.al., 1920, pp.512~514, 565~566 と Judge, ibid., pp.625~629

とに多く依拠している。 

なお、古今東西の工学系書籍を尋ねても、スティル機関などというゲテモノに紙幅を割

いてくれた例などほとんど無いに等しい。片山淸吉『機關士受驗用 船舶發動機講義』舶用機

關學講習会、1928 年、183∼184 頁に「又吸鍔の上側のみは二サイクルのデイゼル機關で下

側に蒸氣機關を聯成せるスチル型もある」と認められているが、かように粗略な言及でさ

え在る方が余程稀である。勿論、E.,C., Smith, A Short History of Naval and Marine 

Engineering. (Cambridge, 1937)などには一片の言及さえ無いし、かの H.,R., Ricardo などこ

れに片言隻句さえ弄していない。無論、重要な言及例については以下で参照して行く。 
5 本図は Frank E.,D., Acland により Royal Society of Arts において 1919 年 5 月 26 日に

なされた報告からの引用となっているが、実際の出所は The Enginer, May 1919, 

pp.540~541 の Still Engine なる記事の p.541 に掲げられた図のようである。この雑誌の古

い分については Grace’s Guide なるサイトで閲覧可能となっている。 

なお、A.,W., Judge, Automobile and Aircraft Engines. 1924, p.626 Fig.323 も本図とほ

ぼ同じであり、Judge 自身が依拠した文献は The Still Engine : an internal combustion 

system with auxiliary steam. The Automobile Engineer. vol.9 (Sept 1919), pp.270-274 で

ある。 
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 蒸気はピストン背面に作用するからスタッフィング･ボックスが燃焼生成物にアタック

される不安は無い。反面、蒸気系への潤滑油混入を防ぐ策は講じたいところである。気筒

上半部には鋳鉄製の竪リブ付き薄肉ライナに鋼製外筒を被せた構造が謳われており、冷却

水の循環と伝熱とに考慮が示されていた。次図、左半分がスティル機関の気筒構造、右半

分は通常の水冷気筒である。 

 

 図 2 スティル機関の気筒断面と通常機関の気筒断面 

        

 Low, ibid., p.513 Fig.619. 

  本図の元出典については不明。 

 

ボイラ圧、従ってウォーター･ジャケット圧は 7~8 気圧、その温度は 1 気圧における水の

沸点を幾分、超える程度。内燃機関は本図においては 2 サイクルで作動するものとなって

おり、排気ポートから吹出される排気の出口温度は 900℉(482℃)……ということはディーゼ

ルであった。排熱回収装置からの排出されるガス温度は 100∼150℉(38∼66℃)と仮定されてい

た。もっとも、4 サイクルでの作動が排除されたワケではない。 

 起動に際してはボイラを焚火汽醸させ、蒸気機関として目覚めさせ、その後、焚火を止

めてディーゼル側の燃料噴射に切替える手法が採られた。蒸気機関としての作動は内燃機

関側の排熱によってバーナ閉塞後も自動的に継続された。 

 内燃作動部の温度は通常の内燃機関より高位平均化されており、排気温度の上昇に回さ

れるエネルギの一部は蒸気サイクルによって回収されるため、スティル機関の熱効率はべ

スとなった内燃機関より幾分、向上せしめられた。 

 ロウはスティル･ディーゼル機関と Sulzer ディーゼル機関との船舶搭載状態における性

能比較データを掲げているが、残念ながらこれは極めて変ったスティル･ディーゼル機関を

用いる試験結果であった。何しろそれは 4 気筒、ボア 71/4 in.×ストローク 15in.(184.15×

381mm)の対向ピストン型スティル･ディーゼル機関というシロモノで、これに燃焼ボイラと

してヤロー･ボイラを組合せるというシロモノであったからである(Doxford and Co. Ltd.製か

Cammell Laird-Fullagar か？)。対するズルツァ機関は 4 気筒、ボア 81/2 in.×133/4 in.(215.9×

349.25mm)であった。何れも 2 機 2 軸船に搭載された状態でテストされた。比較条件には公
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平が期され、燃料油は勿論、同一物であった(比重 0.85@60℉、高発熱量 19000BTU)。図示

されているように、スティル･ディーゼル機関(次図：実線)は高回転即ち高負荷領域で出力の

頭打ち傾向が甚だしかった、これは遺憾ながらスティル云々ではなく対向ピストン機関と

しての不出来の証明そのものと解されるべき現象と言えよう6。 

 

図 3 スティル･ディーゼル対向ピストン機関とズルツァ機関との性能比較 

 

 Low, ibid., p.565 Figs.654, 655. 

 

スティル機関の原理はディーゼル機関にもガソリン機関にも適用されたが、ジャッジに

拠れば、多くのデータにアクセス出来たのは前者に関してであった。ボア131/2 in.(342.9mm)、

ストローク 22in.(558.8mm)の 4 サイクル･ディーゼル機関ベースのスティル･ディーゼル機

関における図示平均出力は 557IHP、総正味馬力は 540BHP(機械効率 97%！)、平均的な熱効

率は 38~44%、実用出力範囲は 50∼540BHP/360rpm.であった。エコノマイザからの排気温

度は 150∼215℉(66∼102℃)と測定された。 

 ボイラの最適作動圧は 120lbs./in2(8.4kg/cm2)であったが、ウォーター･ジャケットのみか

らでも 3.28lbs./BHP-h(1.49kg/BHP-h)、ボイラと合せれば 6~7lbs./BHP-h(2.72∼3.17kg/BHP-h)

の蒸発量が得られた。 

                                                   
6 Doxford や Cammell Laird-Fullagar の 2 サイクル対向ピストン･ディーゼルに関しては

拙稿「Junkers2 サイクル対向ピストン機関, 主として 1 本クランク型について」(大阪市立

大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 
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その動力発生行程のインジケータ線図から求められた図示平均有効圧 IMEP は内燃側で

128lbs./in2(8.99kg/cm2)、蒸気機関側で 68lbs./in2(4.77kg/cm2)であった。この IMEP を合計す

る際には注意が必要である。このスティル･ディーゼル機関の回転数は 360rpm.であった。

つまり、毎分、4 サイクル･ディーゼル側は 128lbs./in2の IMEP に相当するサイクルを 180

回繰返し、蒸気側は同じく 68lbs./in2相当のサイクルを 360 回繰返したことになる。謂わば

4 サイクルと 2 サイクルの合体である。よって、両者を単純加算したのでは 1 サイクル当り

の仕事量を捉えて総 IMEP を求めたことにならない7。 

そこで例えば、4 サイクル･ディーゼル側を 2 サイクル換算してやることになる。2 サイ

クルは回転数当りサイクル数が 4 サイクルの 2 倍であるから同一出力に対する IMEPは 1/2

となる。即ち、その値は 128/2となり総 IMEP は 128/2 ＋68 =132lbs./ in2(9.83kg/cm2)となる。

実態的には 180 回転分の 0＋68 と 180 回転分の 128＋68 との平均値ということでもある。

間違っても 128＋68＝196 lbs./ in2にはならないということである。 

次図はこのスティル･ディーゼル機関における IMEP と図示出力、その内訳と蒸気寄与度

との相関を示すものである。全負荷時、即ち、総 IMEP が 196 ならぬ 132lbs./ in2を示す場

合における図示出力への蒸気寄与度は約 28%となっている。 

 

図 4 スティル･ディーゼル機関における IMEP と出力、その内訳と蒸気寄与度 

                                                   
7 図示平均有効圧とは 1 サイクル当り図示仕事 Ni (PS)を行程容積 Vh (ℓ )で除した値であり、

毎分回転数を n、1 回転当りサイクル数を i (4 サイクルは 0.5、2 サイクルは 1)とすれば： 

IMEP (kg/cm2)＝450 Ni / Vh n i となる。 



7 

 

  

    ditto., p.628 Fig.324. 

  

 5in(127mm)スクエアの 4 サイクル･スティル･ガソリン機関を用いた長期試験の結果につ

いてジャッジは燃焼側の IMEP は 90 lbs./in2(6.32kg/cm2)、蒸気側のそれは 14 

lbs./in2(0.98kg/cm2)、総 IMEP は 118 lbs./in2(8.29kg/cm2)、全負荷出力における蒸気寄与度は

30%であったと述べている。 

上例同様に、ガソリン側が 4 サイクルで、これを 2 サイクル換算してやるとすれば、同

一出力に対するその IMEP は 1/2、即ち、90/2となり、総 IMEP は 118 ではなく 90/2 ＋14

＝59lbs./ in2(4.14kg/cm2)となる。実態的には機関回転数を n として、n/2 回の 0＋14 と n/2

回の 90＋14 との平均値というイメージにもなる。そして当然、その 30%ではなく約 24%

が蒸気寄与度であったという計算になる。 

 数字に懸隔を生じたのはジャッジが 90＋14×2＝118 として蒸気側の 4 サイクル換算を

やっているからである。確かに、ガソリン側が 1 サイクルを経過する 2 回転の間に蒸気側

は 2 サイクルを描くから、4 サイクル換算するには後者の IMEP を 2 倍にしてやることに

なり、118 を答えとしても無論、合ってはいるし、何れに換算しても構わないのではあるが、

問題はかくすると上のスティル･ディーゼル機関に係わるデータ、とりわけ 2 サイクル換算

の数値が用いられている本稿図 2 との整合性が失われてしまうことである8。 

                                                   
8 2、4 何れに換算しても構わないということを比喩的に言えば、ブラック･ボックスの中で
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 なお、ジャッジはボイラを焚火した場合、蒸気側の図示平均有効圧は 72lbs./ 

in2(5.06kg/cm2)となり、総 IMEP は 234 lbs./ in2(16.43kg/cm2)となると述べている(90＋72×2

＝234)。同じくこれも 2 サイクル換算した場合には 90/2 ＋72＝117 lbs./ in2(8.22kg/cm2)とな

るが、何れにしてもかなりのブースト力である。 

 6 時間運転試験から求められたこのスティル･ガソリン機関の正味ガソリン消費率は最初

の 2 時間が 0.48lbs.(217.4g)/BHP-h、続く 4 時間の平均値は 0.42lbs.(190.3g)/BHP-h であっ

た。 

 今一つ、小形舟艇用 3 気筒スティル･ガソリン機関の内燃側出力は 12.5BHP/600rpm.、

排熱のみに依る蒸気側は圧力 7kg/cm2にて 4.0BHP で、トータル 16.5BHP を発揮した。更

に、ボイラに焚火すれば連続 38BHP/750rpm.、過負荷最大 50BHP がマークされた。ステ

ィル･ガソリン機関の正味熱効率は 32∼34%、スティル･ガス機関においては 31%であった。

発明者である W.,J., スティル自身は 6 基の実験機関を製作し、様々な実験を重ねたと伝え

られている。 

  

2．実用化への具体的アプローチ 

発明者が 1919 年に行った学会報告を機に、このスティル機関を実用品に仕立てようとい

う試みが複数の企業において始められた。その一番槍は Newbury の Plenty-Still Oil 

Engines, Ltd.であった9。 

プレンティー･スティル機関は横断掃気式 2 サイクル･ディーゼルをベースとするスティ

ル機関であった。その概念は次図に示されている。 

 

図 5 プレンティー･スティル機関の概念 

                                                                                                                                                     

エンジンが回っており動力測定も出来るが、2 サイクルか 4 サイクルかは判らない。仮に 2

サイクルだとすれば正味平均有効圧 BMEP は幾ら、4 サイクルだとすれば幾ら、と見積っ

ているような状況である。 
9 以下については cf., Arthur W., Judge, Automobile and Aircraft Engines. 3rd. ed., 1936, 

pp.861~865. 
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Arthur W., Judge, Automobile and Aircraft Engines. 1936, p.862 Fig.469. 

 

なお、ディーゼルの排気はエコノマイザで熱交換の後、図示されてはいないが給水加熱

器に送られ、給水を沸点まで加熱した後、大気中へと放出された。 

また、ヨリ詳細な要部構造は次の断面図に示されている。ポートから上、内燃シリンダ

をなす気筒上半部は気筒頭(気筒蓋)と一体のリブ付き釣鐘状の薄肉鋳造品をこれに被せる特

許の構造が採られ、蒸気シリンダをなす気筒下半部はライナ入りとなっており、上下が接

合する部分のピストン摺動面には高い平滑度が保証されていた。気筒上部には断熱用の分

厚いラッギングが施されていた。勿論その何れもがヨリ多くの熱をジャケット内の水に伝

えてこれを沸騰させ、熱応力による気筒の亀裂を防止すると共に、蒸気発生にこの熱を有
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効利用するための工夫であった。 

 

図 6 小形プレンティー･スティル機関要部 

  

ditto., p. 863 Fig.470. 

 

気筒頭には燃料噴射弁･安全弁･インジケータ･コックを兼ねる弁がただ 1 個、設けられて

いた。噴射は定行程逃し弁式ポンプに依る無気噴射であった。ポート･タイミングに取り立

てて変わった点はなかった。掃気ポンプとしては架構端部に設けられたレシプロ･ポンプな

いし別置きのブロアが状況に応じて選択された。 

上図に示された機関においては下部(蒸気側)隙間容積を極小化するため、ピストン棒の頭
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を大きく膨らませて空間を塞いでいるが、前々図に概念表示されているヨリ大きな機関に

おいては蒸気をピストン･クラウンの裏側にまで導いてその冷却(熱吸収)効果を得る設計が

採用されていた。このために生ずる凹部のため下死点において生ずる隙間容積を最小化す

る目的で下部気筒蓋にはスタッフィング･ボックス部が筒状の突起をなした凸型断面が与

えられていた。蒸気の吸排気弁はカム軸から揺腕を介して駆動されるポペット･バルブであ

った。なお、架構のピストン棒スタッフィング･ボックスは圧力注油されていた。 

始動及び舶用機関として用いられる場合の操船行動
マヌーバリング

に際しては蒸気力が用いられた。ボ

イラで汽醸がなされれば、気筒水套は蒸気温度まで予熱され、蒸気起動に入れば圧縮温度

と予熱効果により筒温は更に上昇するから、爾後のディーゼル着火は容易に生起した。ま

た、内燃運転開始後はボイラの焚火を止めてもディーゼル機関の排熱によって汽醸は継続

され蒸気動力という形での回生が行われた。 

そこでバーナに再点火してやれば汽醸能力がアップするため、本機関は 50%までの過負

荷運転に対応可能であった。しかも、当然ながらこの 50%過負荷運転に際しても機関各部

に作用する最大応力には幾何の追加も生じなかった。この場合の最大蒸気圧は

150lbs./in2(10.5kg/cm2)であった。 

同格の蒸気機関なら正味熱効率は 18%、ディーゼルなら 31%程度であったが、スティル･

ディーゼル機関のそれは 40%と評定され、そのゲインは排熱回収と熱輻射損失の抑制に起

因するものと解された。 

やがて、スティル･ディーゼル機関の製作権を獲得するメーカーはイギリス国内に 4 社を

数え、国境を超えた展開さえ現れるに至る。 

 

表 1 スティル･ディーゼル機関の製造権購入者 

国名 製  作  者  及  び  そ  の  所  在  地 

イギリス 

Sir W. G. Elswck Works, Newcastle-on-Tyne 

Denny and Bros., Ltd., William, Dumbartion 

Scott’s Shipbuilding and Engineering Co. Ltd., Greenock 

Plenty and Sons, Ltd., Newburg* 

イタリア Fratelli Orlando, Leghorn 

フランス S. A. des Ateliers et Chantiers de la Loire, St Nazaire 

 鴨打正一『舶用ヂーゼル機關』607 頁、より。 

 ＊Newbury の誤りであろう。 

 1917 年に製造権を購入したが製造実績の無い川崎造船所は除外されている。 

 

上述の比較試験供試機関が Doxford であったのか Cammell Laird-Fullagar であったの

かは不明ながら、何れも正式なライセンス･ファミリーには加わらなかったようである。あ

の不成績では致し方無かったであろう。 
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3．陸舶用機関における実用化 

 このプレンティーや、後にスティル･ディーゼル機関の最も著名な製作者となる Scott’s 

Shipbuilding and Engineering Co. Ltd.の例をはじめ、スティル･ディーゼル機関について

は陸舶用機関として商品化に至った幾つかの例が数えられる。とは言え、本節の記述はほ

ぼ全面的に鴨打正一『増訂版 舶用ヂーゼル機関』に依拠するモノであり、キャプションの陸

舶用は謂わば“看板に偽りあり”である。もっとも、陸舶用機関は元来、互いに交錯する部

分大であることに鑑みてこの点については御赦し頂きたい10。 

 次図は実用化されたスティル･ディーゼル機関の概念図である。ディーゼルは 2 サイクル

横断掃気型。排気ボイラ 8 から 19 を経て水套下部に供給される水の温度は約 180℃、そこ

で加熱され、8 に戻る。8 の蒸気は 9 から気筒底部に導かれ、蒸気弁 10 に仕切られてピス

トンを押し上げる。蒸気はピストンから熱を得て過熱される。 

 ピシトンの下降により蒸気は 12 を経て復水器 13 に向い、復水は抽水ポンプ 15、給水ポ

ンプ 16 により給水加熱器 6 を経て排気ボイラに戻される。排気ボイラには勿論、オイル･

バーナが設けられており、起動や操船に当って積極的に汽醸を行う。 

 

図 7 陸舶用として実用化されたスティル･ディーゼル機関の概念 

                                                   
10 鴨打正一『増訂版 舶用ヂーゼル機関』山海堂、1955 年、608∼612 頁、参照。 
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1 燃焼室 6 給水加熱器 9 蒸気管 13 復水器 19 連絡管 

3 ブロア 7 排気管 10 蒸気弁 15 抽水ポンプ 20 連絡管 

4 熱再生器 8 排気ボイラ 12 排汽管 15 給水ポンプ  

 鴨打正一『増訂版 舶用ヂーゼル機関』606 頁、圖 34.1。 

 

この種の実用大形スティル･ディーゼル機関の熱効率は 41∼47%に達し、排熱回収によっ

て回生された蒸気動力は機関定格出力の 20%に達するため、排気ボイラ等を含む総重量は

同一出力のディーゼル機関より小であると喧伝された。また、気筒冷却水が高温であるた

め、通常、燃料噴霧の自己着火のため 35kg/cm2程度を必要する圧縮圧力は 26kg/cm2で足

りた。これにより、応分、圧縮比を切下げ、ピストンリングの摺動に起因する摩擦損失を

抑えることが出来た11。 

スコッツは 1921 年に実験用 350BHP 単筒機関(550×900mm、350BHP/120rpm.)を製作し自

前の体系的実験を重ね、1924 年に建造された 6000t 級の“Dolitus ”向けにその初号機、

第 2 号機(4-550×900mm、1250SHP/120rpm.)を供給した。その機構は上記概念図のモノとは大

                                                   
11 137×135mm の直噴ディーゼル機関を用いた実験結果ではあるが、それに拠れば、全負

荷着火運転時におけるピストンリング由来の摩擦損失は全摩擦損失の 40%強に達する。古

浜庄一他『エンジンの事典』朝倉書店、1994 年、285∼286 頁、参照。 
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いに趣を異にし、排気熱によって発生させられた蒸気は 4 気筒機関の第 4 気筒下部に導か

れて第 1 段膨張をなした後、残余の気筒下部にて第 2 段膨張をなし、最後に掃気ブロアを

駆動する排汽タービンにおいて第 3 段目の膨張を行ってから復水器に落されるという流れ

になっていた。 

 

 図 8 1924 年 Scotts 製、最初の大形舶用スティル･ディーゼル機関 

     

 同上書、607 頁、圖 34.2。 

 

 架構と台板とは鋳鉄製、中空構造で内腔は掃気通路として用いられた。起動時にはバタ

フライ弁を閉じ、掃気の進入が阻止された。気筒は下部のライナと上部のリブ付き釣鐘か

ら成り、後者の外側にマントルを被せ、内筒との空間を水套とした。釣鐘部の筒壁は熱伝

導を良好にするため厚さ 18mm 程度に仕上げられると共に、補強ならびに伝熱面積増加策
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としてのリブが成形されていた。気筒の架構への取付けは引張りボルトに依った。 

 ピストン棒上部には蒸気をピストン･クラウン内側へと積極的に導くため、6 個の孔が明

けられていた。気筒下部に設けられた蒸気弁は給気 1、排気 2 という構成で、油圧により開

閉された。 

 ディーゼル側の燃料噴射は無気噴射で各筒独立ポンプに依った。起動は勿論、蒸気によ

って行われるため、ディーゼル気筒側に起動用空気弁は存在しなかった。また、起動時に

は全ての下部気筒に高圧蒸気が送入された。 

 スコッツは同じ年、6440t の貨客船“Eurybates ”向けに 2 基の大形スティル･ディーゼ

ル機関を建造した。然しながら、これは前作から一変し、排気管制型横断掃気方式の 2 サ

イクル単動ディーゼル気筒(675×1125mm)5 個と蒸気気筒(600×1125mm)2 個とによって構成

されており、2500SHP/105rpm.の定格出力を発揮するスペックを有していた。 

 

 図 9 1924 年 Scotts 製、2 代目の大形舶用スティル･ディーゼル機関 

 
 

同上書、611 頁、圖 34.5。 山形甚吉『ディーゼルヱンヂン』工業評論社、1934

年、85 頁、第 75 圖(反対勝手。a がリブ、b はタガ)。 

寸法は 27×45in.[685.8×1143mm]とあるが……。 
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 図示の通り、スコッツの新型スティル･ディーゼル機関においてディーゼル気筒の下部は

開放されているが、蒸気発生装置を兼ねる上部のリブ付き薄肉釣鐘やマントル、下部ライ

ナの構造は基本的に踏襲されていた。無論、これらは全て気筒の放熱を良好にし、水套の

蒸気発生装置としての実効性を高め、併せて気筒平均温度を上げて圧縮着火をヨリ低い圧

縮圧、圧縮比の下で実現させ、摩擦損失低減を図るための要素技術であった。 

台板からマントルまでを一気に締め上げる長い引張り
テンション

ボルトが印象的である。現在でも

中形以上の舶用機関に台板から架構、気筒ブロックまでをテンション･ボルトで締結し、こ

れを普通、支柱ボルトと称する。しかし、ここまで長い支柱ボルトは用いられない。言う

までも無く、それは気筒蓋一体気筒を有するスコット･スティル･ディーゼル機関において

は気筒蓋単独での開放という修理局面を生じ得ないが故に採られ得た設計である。 

 一方、プレンティーは 1926 年、スコッツの作品より小さいながらも独自のアイデアを体

現した新型スティル･ディーゼル機関(370×450mm、130SHP/130)をリリースした。 

 

 図 10 Plenty and Sons 製、1926 年の中形スティル･ディーゼル機関  
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 鴨打同上書、609 頁、圖 34.3。 

 

 また、1928 年にプレンティーは小形船、とりわけ漁船向けに 3 気筒スティル･ディーゼ

ル機関を開発した。同社は焼玉メーカーとして実績を重ねて来た会社であるが、本機はこ

れを代替するための作品として位置付けられていた。なお、そのスペックは不明ながら、

鴨打はこの程度の出力であれば単筒で十分賄えたが、排気に依る蒸気発生量を稼ぐ点にお

いて多気筒とした方が有利であり、漁船に付きものであった補助ボイラを不要にしようと

の意図をも体現する開発成果がこれであったと述べている。 

 

 図 11 Plenty and Sons の漁船用小形スティル･ディーゼル機関 

    

    同上書、610 頁、圖 34.4。 

 

 もっとも、鴨打に拠れば、小形船への装備実績はそれほどでもなかったらしく、大形船

に至っては前記の 2 隻分の 4 基がその全てという結果に終わり、それら以降、スティル･デ

ィーゼル機関の舶用機関としての新たな使用実績は記録されていないとのことである。 

 但し、小茂鳥豊三郎の著書に「スコット･スチル」機関として 1870BHP/103rpm.、BMEP 

79lbs./in2(5.55kg/cm2)、機械効率 88%、補機を含む全燃料消費率 0.37lb.(167.6g)/BHP-h、蒸

気サイクル機器込みの総重量 475tというスティル･ディーゼル機関が掲げられているから、

少なくともあと 1 機種は現実に存在したようである。これはあるいは舶用としては販売さ

れず陸用機関化されたと解され得る事例のように想われる。 

因みに、このスペックに同書に併記されている電動ブロアズルツァ機関のそれを対置す

れば、1828BHP/85rpm.、BMEP  91lbs./in2(6.34kg/cm2)、機械効率 73%、主機単体燃料消

費率 0.39lb.(176.7g)/BHP-h、補機を含む全燃料消費率 0.403lb.(182.6g)/BHP-h、補機込の総
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重量 430t であった12。 

 然しながら、1929 年にはスコッツによるスティル･ディーゼル機関の製作そのものが打切

られ、同社は単動 2 サイクル･ディーゼル･メーカーに転身してしまった。思えば、

“Eurybates ”の主機でさえ、ディーゼル気筒内部潤滑油の蒸気系への侵入を防止する巧

いメカニズムである反面、何時でも蒸気系統を撤去出来るようなパッチワーク的作品とも

見做され得るものであった。恐らく、この頃には他の製造権購入者も似たような、あるい

はプレンティーやスコッツに遠く及ばぬ製造実績のまま、スティル･ディーゼル機関に見切

りをつけていたことであろう。 

 機械としての複雑さ、取扱いの面倒さ、排熱回収による動力回生率 20%なる数値があく

までも全負荷時のチャンピオン･データであり、負荷率が漸減すればその値さえ急落したら

しいこと、これらがスティル･ディーゼル舶用機関に対して実用実績から下された通り一遍

の評価であった。 

然しながら、上に見たズルツァ機関との対比に示されるように、仮令、機関系としての

燃費において 9%優ってはいても、スティル･ディーゼル機関は相対的に重く嵩張る存在で

あった。しかも、それは低圧縮比であるが故に摩擦損失は少なく、その定格回転数は真っ

当なディーゼルより 2 割以上高かった。この最後の特性は総合推進効率を重んずる、換言

すれば定格回転を引下げ、推進効率の高い低回転大径低ピッチ･プロペラを用いたい舶用主

機としては明らかに不利な資質であった。この重大な客観的事実は決して過小評価される

べきではない13。 

 

4．機関車における実用化 

 このスティル･ディーゼル機関は同時代、こともあろうに重量ならびに容積に係わる制約

が厳しい上、平均負荷率の低い機関車用機関として実用化される回り合わせとなっている。

もっとも、明確な実用化の例としては唯一、Leeds の Kitson & Co. Ltd.によって試作され、

1927 年 11 月より London and North Eastern Railway において試用された車軸配置 1C1

の Kitson-Still 機関車 1 両に指を屈するのみである14。 

                                                   
12 小茂鳥豊三郎『改訂 ディーゼル機關』發動機研究社、1933 年、附録 1、2 頁、参照。ス

コット･スティル･ディーゼル機関は謂わば 2 サイクル同士の聯成であり、ズルツァ･ディー

ゼル機関も 2 サイクルであるから BMEP の直接的較が有意である。 
13 スクリュー･プロペラの揚力は翼面に垂直に発生するから翼のピッチ(迎え角)が緩いほど

揚力の方向と船の進行方向とのなす角度が浅くなり推進効率は高い。周速を担保しつつピ

ッチを小さくする方途は大径化か高回転化しかない。翼に水を巧く掴ませるには前者が最

適である。プロペラの低ピッチ大径低回転化と総合推進効率向上については拙著『舶用蒸

気タービン百年の航跡――現代技術史の基本構造と日本技術のアイデンティティー――』ユニオンプ

レス、2002 年、78、281 頁、参照。但し、総合推進効率を巡る問題は同書全体を貫くテー

マをなしている。 
14 cf., I., Franco and P., Labryn, Internal-Combustion Locomotives and Motor Coaches. 

Utrecht, 1931, pp.49, 87~90(元データは Railway Gazette, No.20, 11-11-1927, p.585, Railway 

Engineer, Dec., 1927, p.450), Brian Hollingworth and Arthur Cook, The Illustrated 
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図 12 キットソン･スティル機関車 

 

Franco and Labryn, Internal-Combustion Locomotives and Motor Coaches. p.90 Fig.63. 

このテスト走行時の牽引重量は 118t であった。 

 

取り敢えず、この機関車の諸元を紹介しておこう。 

 

表 2 キットソン･スティル機関車の主要諸元 

気筒数-ボア×ストローク 8-151/2 in.(394mm)×131/2 in.(343mm) 
再

熱

器 

加 熱 管 本 数 36＋2 

減 速 比 1.878：1 加 熱 管 外 径 23/4 in.(70mm), 61/2 in.(165mm) 

機 関 最 大 回 転 数 450rpm. 加 熱 管 長 さ 17ft4in.(5.283m) 

機 関 車 最 大 速 度 45m.p.h.(72km/h) 総 伝 熱 面 積 508ft2(47m2) 

ディーゼル機関最大出力 1000IHP 水 搭 載 量 1000glns.(4500ℓ ) 

総 最 大 出 力 1200IHP 燃 料 油 搭 載 量 400glns.(1800ℓ ) 

起 動 牽 引 力 25450lbs.(11500kg) 潤 滑 油 搭 載 量 85gins.(40ℓ ) 

最大速度時の牽引力 7000lbs.(3200kg) 先 ･ 従 輪 軸 重 9.5t 

ボ 煙 管 本 数 119 動 輪 軸 重 17t 

                                                                                                                                                     

Encyclopedia of World’s Modern Locomotives. N.Y., 1983, pp.52~53. 
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イ

ラ 

煙 管 外 径 13/4 in.(45mm) 粘 着 重 量 51t 

煙 管 長 さ 9ft(2.743m) 運 転 整 備 重 量 70t 

煙 管 伝 熱 面 積 491ft2(46m2)  

炉 筒 伝 熱 面 積 72ft2(7m2) 

総 伝 熱 面 積 563ft2(53m2) 

cf., Franco and Labryn, Internal-Combustion Locomotives and Motor Coaches. pp.88~89. 

 

その技術的詳細に立ち入る前に、舶用機関分野においてさえ市場を開拓し得なかったス

ティル･ディーゼル機関を用いたキットソン･スティル機関車などというゲテモノを誕生さ

せた時代背景に一瞥をくれておくことが是非とも肝要であろう。言い換えれば、何故、か

ように怪しげな原動機が機関車用動力として出動を要請されたのかについて押さえておか

ねばならぬということである。 

当時、新進の高効率原動機たるディーゼル機関を車両推進用動力として用いる場合、伝

動機構に最大の隘路があった。それは内燃機関一般の常として、ディーゼルは自己起動能

力を欠き、かつ、オットー機関のそれより太いとは言え、低速トルクに車両用原動機とし

て足らざるところを有しているからである。 

このため、電気式あるいは主として動圧に依拠する液体式ディーゼル機関車が大成する

以前においては直接駆動式ディーゼル機関車を成立させたり、圧縮空気聯動式ディーゼル

機関車なるモノを成立させたりするための実に様々なアイデアが提案され、かつ、その一

部は実行に移されていた。つまり、ディーゼル機関と動軸を単純、機械的に連動させるカ

ラクリやディーゼル機関によって圧縮空気を造り出し、これを膨張装置に導いて動軸を駆

動するシカケといったモノが取沙汰されていたワケである15。 

 その嚆矢はディーゼル機関と動輪を歯車(減速比 1.0)で連動させ、起動∼助走時にはディー

ゼルを圧縮空気機関として用い、その後、着火運転に切替えるるというアイデアであり、

実機はズルツァ機関を用いて 1911 年、Borsig によって製作されている。この世界初のディ

ーゼル機関車の開発には R．ディーゼル自身が直接係わっていた。本機はロシアで工事用機

関車として試用されたが、結局、不首尾に終わっている16。 

 また、蒸気機関車ばりのディーゼル気筒をロッドで動輪に連結し、起動∼助走用にクラッ

チ･逆転減速装置を従えた補助機関を用意するというアイデアが N.,I., Dyrenkov なる人物

                                                   
15 静水圧に依る伝動装置は少数派をなした。これについては拙稿「日本海軍洋上艦艇にお

ける補機駆動タービンについて」の中で、他方、動圧方式(トルクコンバータ)の原点、フェッ

チンガー･トランスフォーマーについては拙稿「浦賀舶用聯動汽機 2-DC 型について――ター

ボ･コンパウンド･ディーゼル幻想に対する技術史的批のために――」の中で論じられている。何れも

大阪市立大学学術機関リポジトリ登載。 
16 これについては拙稿「日本内燃機“くろがね”軍用車両史――95 式“側車付”と“四起”の

技術と歴史的背景」において若干紹介しておいた。 
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によって提案され、イギリス特許、No.349018(1930 年)として登録されている17。 

また、蒸気機関車のボイラをディーゼル機関と空気圧縮機のユニットに置換え、主気筒

に圧縮空気を供給してディーゼル空気機関車として機能させるもの＝圧縮空気聯動式ディ

ーゼル機関車のアイデアは MAN によって提起され、イギリス特許 No.360728(1930 年)とし

て登録されている。実はこれより先、同じアイデアはドイツ国鉄において 1929 年 11 月よ

り総重量 120t、軸配置 2C2 の中々立派な実機を用いた実用試験に入っており、データも採

取されていたが、結局、これも大成には至らなかった18。 

 また、珍奇なアイデアとして 2 本クランク型 2 気筒対向ピストン･ディーゼルのクランク

軸の内、一本を動軸との連動から切り離し、対向するピストンが内死点付近にある気筒を

選んで 2 サイクル･ディーゼルとして圧縮空気によって起動･空転させてエネルギを蓄える

と共に、これによって助走に入らせ、一定速度に到達した後、クランク軸 2 本を連動させ

通常の対向ピストン機関として作動させるという案まで提案された。このアイデアはドイ

ツの有力な機関車メーカー、 Orenstein & Koppel A.G.により、イギリス特許

No.431467(1933 年)として登録されている19。 

 空気起動方式では主気筒である 2 サイクル･ディーゼル気筒を蒸気機関車ばりにロッドに

よって動輪に連結しておき、起動∼助走は補助ディーゼル機関により空気圧縮機を働かせ、

別のロッドによって動輪に反対側から連結された空気シリンダを作用させる格好で行い、

定常走行に入れば補助機関を停止してこの空気機関をポンプとして用い、主気筒に給気さ

せてこれを着火運転させることにより定格値までの出力を発揮せしめ、なおかつ過負荷時

には補助機関を再起動してブロアを駆動し、これにより主気筒に過給を行う、などという

屋上屋を架すが如きアイデアも提起され、E., Hocke なる人物によってイギリス特許

No.443943(1935 年)が取得されている20。 

 更に、ディーゼル機関によって空気圧縮機を駆動して機関車の主気筒を駆動させると共

に機関の排気エネルギをパワー･タービンによって動力回生するという案も提起された。こ

れは J.,E., Johanson とゲテモノ造りで知られる Aktibolaget Götaverken によって取得さ

れたイギリス特許 No.455550(1935 年)の内容である21。 

 我国においても、ディーゼル機関によって空気圧縮機を駆動し、主気筒を作動させる圧

縮空気聯動式ディーゼル機関車において主気筒からの排気の一部ないし全部をディーゼル

機関の掃気ないし過給に用い、更に主気筒に送られる圧縮空気の予熱熱源として利用して

から大気中に排出するという居長龍太郎(後に神戸製鋼所常務)の案が日本特許第 117342 号

                                                   
17 發明公報協會『英國特許総覽 内燃機關 上(1932-1935)』86 頁、参照。 
18 發明公報協會『英國特許総覽 内燃機關 上(1932-1935)』196 頁、Franco and Labryn, 

Internal-Combustion Locomotives and Motor Coaches. pp.75~78, 参照。 
19 發明公報協會『英國特許総覽 内燃機關 下(1936-1939)』1944 年、109 頁、参照。但し、そ

の解説は多分に意図的と解される意味不明箇所アリ。 
20 同上書、212∼213 頁、参照。 
21 同上書、323∼324 頁、参照。 
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(1936 年)として認められている22。 

 Kitson &Co. Ltd.の Kitson-Clark の設計になるキットソン･スティル機関車は直接駆動

式ディーゼル機関車や圧縮空気聯動式ディーゼル機関車に係わるかような魑魅魍魎的アイ

デアに対する一つのアンチテーゼであり、かつ、それ自体が曲者の骨頂であった23。 

 

 図 13 キットソン･スティル機関車要部縦断面 

 

 Franco and Labryn, ibid., p.87 Fig.60. 

 やや細く描かれ過ぎているように思われるが、10 が主蒸気管であるらしい。 

 

 そのディーゼル機関は 4 サイクルであった。これは 2 サイクルにすると所要馬力に対し

て気筒径が過小となり、蒸気力に依存する牽き出し能力に不足を来すが故の選択であった。

ピストンの両側に蒸気圧を作用させる方策も無くはなかったが、機構的錯雑性は避けられ

ねばならなかった。 

 気筒配列は一見、水平対向のようであるが、クランクピン配置は件の浦賀 2-DC レシプロ

機関のそれと同じであり、実態としては竪型直列 4 気筒機関を二枚におろして水平に開い

たような格好であった24。 

 

 図 14 キットソン･スティル機関車の気筒･クランク配置 

                                                   
22 村山敏三『最近十年間の特許 内燃機關の發明』養賢堂、1939 年、19、309 頁、参照。 
23 cf., Franco and Labryn, Internal-Combustion Locomotives and Motor Coaches. pp.49, 

87~90. 發明公報協會『英國特許総覽 内燃機關 上(1932-1935)』145 頁。 
24 拙稿「浦賀舶用聯動汽機 2-DC 型について――ターボ･コンパウンド･ディーゼル幻想に対する技

術史的批のために――」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。 



23 

 

    

Franco and Labryn, ibid., p.88 Fig.61. 

 

 機関を 8 気筒にしたのはトルク均斉化のため、横型･横置きとしたのは振動面で有利な長

い連桿を使用でき、かつ伝動機構を簡素化し易かったからである。また、ロッドのみによ

る伝動を回避してジャック軸を介したのは担いバネの伸縮に因る気筒と動輪クランクピン

との距離変化をかわしたかったからである。 

 また、燃焼側を外に、蒸気側を内に振分けたのはスタッフィング･ボックスに係わるトラ

ブルを防ぎたかったからである。また、本機関車の蒸気サイクルは単式不凝結であるから

ディーゼル側内部潤滑油によるボイラ水汚染への不安は無い。 

 3.6t/h の蒸発量を有する本機の重油焚きボイラは現代の用語で表現すれば炉筒煙管ボイ

ラそのものであり、全長の約半分に及ぶコルゲートされた炉筒の鏡板の先にはほぼ同じ長

さの煙管が接続していた。それらから成る重油焚きボイラ自体の臓物はボイラ･ケーシング

の直径からすれば半分ほどの直径しかないか
．
細い
．．

モノで、固有の罐胴を持たず、その両脇

にはディーゼル機関の排熱回収用熱交換器となる煙管群の束が通っており、その外側を大

きな罐胴が包むことで燃焼ボイラと排気ボイラとが一体構成されており、その更に外側に

はケーシングが巻き付けられていた。 
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図 15 キットソン･スティル機関車のボイラ 

 

Franco and Labryn, ibid., p.89 Fig.62. 

 

起動には重油焚きボイラを汽醸することが必要であった。その伝熱面積は罐水容量から

すれば過小であったように思われるが、ともかく蒸気機関車として起動し、機関が数回転

した後にごく軽負荷状態でディーゼルを着火運転に入らせた。締切を早めると共に燃料噴

射量は増大され、車速が 10km/h を超えれば完全絶気運転＝ディーゼルのみでの走行が可能

となった。後進も同じ段取りであったが、ディーゼル側の吸排気カム軸をシフトさせ、後

進用カムを作用させる機構が用いられた。なお、ディーゼル運転時の排熱に依る汽醸は焚

火汽醸の場合と同じく伝熱面積不足を託ったように想われる。 

重負荷での牽き出しを行う場合、最初の数回転は気筒ディーゼル側のデコンプを働かせ、

圧縮反力を解除してやることが出来た。無論、この場合においては燃料噴射もカットされ

た。蒸気は真空ブレーキの源としても列車暖房熱源としても用いられ、また、緊急停止が

必要とされる場合には気筒の蒸気側に逆転蒸気として給気されることが出来た。 

試験結果に拠れば、本機は L.N.E.R 本線上において連続長距離仕業にも各駅停車仕業に

も良く対応出来る性能を発揮し、最大牽引重量 400t までの仕業を与えられ、この時には

30‰からの牽き出しもこなした。試験中、最大速度は 88km/h に設定された。最大有効牽

引出力は 700HP であった。 

その最大
．
燃料消費率は 168g/IHP、水消費は同一出力の蒸気機関車の 1/10であった。もっ

とも、燃費が良く水費が極度に少ないのは動力発生の主体がディーゼル機関であり、曲が

りなりにも排熱回収をやっている以上、当たり前の結果であり、問われるべきは総合的な

費用効果とメインテナンスを巡る技術的困難の有無であるが、その辺りの消息については
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遺憾ながら不明である25。 

 次図はこのキットソン･スティル機関車に関する改良特許かと思しきモノである。提案者

はロンドン在住の P.,G., Robinson なる人物で、イギリス特許 No.354811(1930 年)として登

録されたアイデアである。気筒配置や特許の主張に「機関は通常の内燃機関でも蒸気がピ

ストンの背面に用いられる種類のものであっても良い」と述べられているところからして

本特許がスティル機関車を意識してのモノであったことだけは間違い無い。 

オリジナルのキットソン･スティル機関車が歯車伝動によってジャック軸を回し、サイド

ロッドによって動輪群を駆動したのに対して、この案においてはロッドに依る伝動に純化

されている。Chapelon Magic なみに動軸数を増し、ヨリ多くの粘着重量を稼ぐ良い方法で

あったと思われるが、管見の限りにおいては実行に移されなかったようである26。 

 

 図 16 キットソン･スティル機関車に関する改良特許(?) 

                                                   
25 なお、燃費データについて原文は maximum fuel consumption is 0.37lb.(168g)per I.H.P.

とある。しかし、普通なら図示であっても全負荷最小燃料消費率 g/IHP-h を云々すべきと

ころであり、恐らくその誤り、あるいは“maximum”は「最良」の謂いと解されるべきな

のであろう。 
26 シャプロン･マジックとして知られる彼の蒸気機関車リビルド技術については拙稿「C53

型蒸気機関車試論[訂正版]」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)の各所において簡単に紹介さ

れている。 
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  發明公報協會『英國特許総覽 内燃機關 上(1932-1935)』1944 年、145 頁、より。 

 

 ネット情報に拠れば、キットソン以外にも類似の構想を具体化しようとしたスティル機

関車の例が見出されているようであるが、実用化に至り、あるいは成功した例は乏しい。

キットソン社自身はこの珍発明に係わる散財が祟って左前となり、零落への坂道を転げ落

ちて行った。L.N.E,R.におけるキットソン･スティル機関車の試用はかなり長く続けられた

が、1934 年、メーカーに返された現車は翌年には破産管財人によって解体に付されている27。 

  

                                                   
27 John Day, Engines  The Search for Power. London et.al., 1980, なる一般向けエンジン技術

史図鑑の pp.250~251 にはスティル機関に対する一通りの説明と共に、スティル･ディーゼ

ル機関車が複数造られ、その内のコロンビアに輸出された 1 両は 1950 年以降まで稼働した

と記されているが、メーカーや具体的データ、情報の出典は掲げられていない。 

David Ross ed./小池 滋･和久田康雄訳『世界鉄道百科図鑑』悠書館、2007 年、184 頁に

拠れば、ディーゼル･蒸気ハイブリッドのアイデアはイタリアからソ連に伝わり、数機種の

建造が行われたようであるが、その詳細は不明でありコロンビア云々との繋がりも不明と

せざるを得ない。 
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むすびにかえて 

スティル機関を排熱回収のアイデアとして総括してみよう。現実過程を観れば、内燃機

関における排熱回収は排ガス･エコノマイザをボイラとし蒸気タービンを膨張装置とする

ランキン･サイクル発電、排気ガスタービン過給機、パワー･タービンといった実現形態を

獲得しており、ピストンの両側で異なった作業物質を用いるサイクルを実行させるなどと

いうスティルのアイデアは大局的には画餅に終わった。 

既に 1924 年、かの Stodola は排熱回収に着目し、高圧蒸発冷却法の実用性を実証したス

ティルの慧眼をたたえつつ、「蒸気タービンの製造家ならばこの蒸気を高真空度の復水器を

伴ったギヤード･タービンで利用することを選好するであろう」と述べ、次のような熱勘定

を掲げたものである28。 

 

表 3 ストドラ示した熱勘定 

項      目 平均的状況にて 最良の状況にて 

燃 料 発 熱 量 100 100 

図 示 仕 事 44.0 47.5 

機 械 効 率 70.0 76.0 

有 効 仕 事 30.8 36.0 

摩 擦 損 失 13.2 11.5 

排 気 損 失 10.0  8.0 

輻 射 等 に 因 る 損 失  3.0  2.5 

利 用 可 能 な 総 排 熱 43.0 42.0 

排 熱 ボ イ ラ と タ ー ビ ン の 総 合 効 率 20.0 20.0 

蒸 気 に よ っ て 回 収 さ れ る 仕 事  8.6  8.4 

総 有 効 仕 事 39.4 44.4 

 A., Stodola, Dampf-und Fas-Turbinen  Mit Einem Anhang Über die Aussichten der 

Wärmekraft-Maschinen. 6.Aufl., Berlin, 1924, S.1091. 

 

レシプロ主気筒のみでコトを収めようとする方法は必ずしもシンプルで信頼性の高い原

動機を与えなかった。多くの場合においてレシプロとタービンとの良き聯動の方が高い効

率を結果することは技術史の教訓である。但し、それが金科玉条ではないこと、そもそも、

排熱は必ずしも動力の形で回収されねばならぬワケではなく、そのまま熱あるいは温水の

形で利用される場合においても価値を発揮するモノであることは肝銘されねばならない。 

スティル機関を液体燃料を用いて素性の良い複動機関を得る方途であったと見做すこと

も可能である。戦前戦時期まで、複動ディーゼルは舶用高出力主機としてエース的存在で

あった。しかし、下部気筒の燃焼不良やスタッフィング･ボックスの膠着はその体質的欠陥

                                                   
28 引用の出所も表 3 のそれに同じ。 
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ｓであり持病であった。 

往時、Nürnberg に代表されるタンデム複動マンモス･ガス機関の成功は燃料として清浄

なガスが使用されたからである。また、それが利用可能であった場合においてさえ、竪型

複動機関における下部気筒が燃焼不良と相対的に低い平均有効圧を託たねばならぬことは、

National 単動ガス機関下部気筒のインジケータ線図群に依って雄弁に語られているところ

でもある29。 

 その意味においてスティル･ディーゼル機関は良い処を突いた発明であると言えるが、純

正ディーゼル機関より摩擦損失が少なく定格回転が上がってしまうという特質はそれが最

も期待された舶用機関としての展開に対してマイナスに作用した。システムの錯雑化も大

いなる減点項目であった。第二次世界大戦後、重油の質的低下に因って複動ディーゼル機

関は退潮を余儀無くされ、高出力･低燃費･低コストに対する社会的要請に対してはシンプ

ルな単動高過給ロングストローク中･大形ディーゼル機関の発達がこれに見事に応えるこ

ととなり今日に至っている経緯についてはご案内の通りである。 

  

                                                   
29 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)」、参照。 
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補論 Simon & Beechy 機関について 

 

 スコット･スティル機関について渡部寅次郎は次のように述べた。 

   米國のブレイトン(Brayton)は、1878 年に此の【定圧燃焼】サイクルに從ふ機關を製作

し，シモン(Simon)は此の機關に汽罐を附属せしめ，内燃機關の廃氣熱及び氣筩冷却の

爲の廃熱を蒸汽發生の補助に利用し，内燃機關ピストン背面に，蒸汽力を併用するこ

とを試みた．此の樣式をディーゼル機關に施したものは，現在英國で作られて居るス

コット･スティル機関(Scott Still Engine)である30． 

1878 年ではなく 1873 年に登場し、点火格子により燃焼の緩徐化を図る一種の定圧サイ

クルとして移植の存在となったブレイトン機関“Ready-Motor”の詳細については参考文

献に譲る。但し、以下に挙げた参考文献の内、1878 年に登場した排気ボイラ併設の Simon 

& Beechy 機関(英)について図と共に解説しているのは次に引く富塚の文献だけである31。 

 

図補 1 1878 年の Simon 機関 

 

富塚 清『内燃機関の歴史』第 6 版、29 頁、第 2･27 図。 

                                                   
30 渡部寅次郎『ディーゼル機關』Ⅰ、岩波全書、1936 年、12∼13 頁。 
31 富塚 清「内燃機關史」共立社、内燃機關工學講座、第 1 巻、1936 年、13∼16 頁、Friedrich 

Sass, Geschichte des Deutschen Verbrennungsmotorenbaues  Von 1860 bis 1918. Berlin, 

1962, SS.413~415, Lyle Cummins Jr., Internal Fire. Oregon, 1976, ch.10, 富塚 清『内燃

機関の歴史』第 6 版、三栄書房、1993 年、28∼30 頁。 
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もっとも、富塚の図を幾ら凝視してみても、その作動気筒 A はクロスヘッドを欠く単動

気筒であり、到底、そのピストンの背面に蒸気力を作用させられるような構造ではない。

よって、渡部の当該部分は誤りである。 

なお、ネットで閲覧可能な Dingler's Polytechnisches Journal, Bd.230(1878)には Simon

の新型機関が紹介されている。次図はこれの生産型と思しきモノである。a が作動気筒、b

が給気ポンプ、o が点火用のパイロット･バーナで、水套と排ガスエコノマイザを兼ねる頭

部から管 m を通って蒸気はタネ火の直ぐ下流に吹込まれ、これにより燃焼の緩徐化が図ら

れた。 

 

図補 2 Simonn 新型機関 

 

Hugo Guldner, Das Entwerfen und Berechnen der Verbrennungskraftmaschinen und 

Kraftgas-Anlagen. Berlin, 1913, S.692 Fig.110 und 111. 

 

つまり、ここでも発生蒸気は排熱回収により動力を得るボトミングを目的として用いら

れていたのではなく、とかく焼損しがちで耐久性に問題を有したブレイトン機関の点火格
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子を代用する物として位置付けらていたということである。そして、この図からも、かか

る特性は旧型のそれを継承するものであった考えることが自然であろう。 

Güldner に拠れば、この新型 Simon 機関の実用成績は甚だしく不良であった。しかし、

それは措くとしても、この蒸気噴射機能はむしろ Mietz & Weiss Works の陸用焼玉機関に

おける蒸気噴射や Bolinders 型注水焼玉機関における注水、航空発動機における水･メタノ

ール噴射と志向を同じくする所作であった32。 

なお、スコット･スティル･ディーゼル機関が渡部の書の出版時点において既にその製造

を打ち切られていた点については本文既述の通りである。 

                                                   
32 拙稿「多燃料発動機の時代と日本」、「三菱航空発動機技術史―― ルノーから三連星まで ―

― 第Ⅱ部 ガソリン噴射、水メタノール噴射技術の進化と三菱重工業」(大阪市立大学学術機

関リポジトリ登載)、参照。 


