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はじめに 

スタッフィング･ボックス(パッキン箱)とは回転ないし往復動する軸が作動室の壁を貫く孔

に設けられ、相対的に小さな摩擦損失と引き換えに作動流体の漏洩や外気の侵入を防ぐ使

命を与えられたシール機構の総称である。本稿で扱うのはその中でも往復動
レ シ プ ロ

原動機の往復

運動するピストン棒と気筒蓋との間に介在したそれであり、複動式原動機の熱効率をピス

トンリングと共に最後の処で左右した要素技術である。 

「深尾式メタリック･パッキング」は三菱神戸造船所時代の深尾淳二によって 1916 年、

舶用レシプロ蒸気機関ピストン棒のスタッフィング･ボックス向けに開発されたCr-Ni鋳鉄

製の接線方向 3 分割型パッキング･セグメントを用いるメタリック･パッキングの一種であ

る。それは鉄道省に依って蒸気機関車における要素技術の一つたるピストン棒のスタッフ
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ィング･ボックスにも採用され、1 年間、他型式との比較実用試験の後、本省式、英国式に

優る好成績を示した。これに因って深尾式メタリックパッキングは「省基本第二種ピスト

ン棒パッキン」として制式化され、1928 年の C53 型への採用を嚆矢とし、その後は鐡道省

の近代機群の全てに汎用され、舶用レシプロ蒸気機関の衰退後も永らく活躍を続けること

となった。それ故、深尾の技術者生命が仮令、この時点で絶たれていたとしても、その名

は本邦機械技術史に永らく留められるに値したことであろう。 

本稿は「深尾式メタリック･パッキング」登場に相前後する時代を貫く原動機ピストン棒

用スタッフィング･ボックスとメタリック･パッキングの技術史を陸舶用蒸気機関、複動ガ

ス機関、蒸気機関車の 3 分野に亘って鳥瞰し、以て深尾式メタリック･パッキング開発の歴

史的意義に係わる批判的検証を果そうとする試みである1。 

 

1．深尾式メタリック･パッキングに係わる深尾自身の述懐 

 深尾式メタリック･パッキングの発明に関しては深尾自身が次のような文章を残してい

る2。 

  深尾式メタリックパッキング 

   新船も次第に大型となり、過熱蒸気を使用するので主機のピストンロッドのメタリ

ックパッキングにホワイトメタルが使えなくなった。英国のコープラント【Copeland】

式には既に鋳鉄が使用され川崎造船所がそのライセンシーであった3。長船【三菱長崎造

船所】の江崎式はよくないので郵船会社はコープラント式に入れ替える状態だから長船

としても何とか処置を要求されていた。神船【三菱神戸造船所】はユナイテッドキング

ダム式を採用していたが、ホワイトメタルを鋳鉄に替えるとパッキングの用をしない

ので困った。そこで私が工夫してコープラント及びユナテッドステート型よりも合理

                                                   
1 本稿は潤滑と気密という問題に直接係わるレシプロ蒸気原動機の要素技術史という脈絡

においては拙稿「蒸気動力技術略史」を、深尾淳二における個別業績の検証という係わり

においては拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」を、複動内燃機関技術史との接点という

意味合いにおいては拙稿「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)」や

「戦時日本の中速･大形高速ディーゼル」、「戦後の MAN ニュルンベルク工場製大形ガス

機関」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載/登載予定)を補足する役割を担うものとなっている。 

なお、同時代の三菱神戸造船所については拙稿「三菱神戸造船所(1915 年 8 月 8 日)」(同、

登載)、参照。 
2 「深尾淳二技術回想七十年」刊行会『深尾淳二 技術回想七十年』1979 年、66~69 頁、よ

り。【】内引用者。深尾自身による執筆の時期は 1959 年。なお、深尾は「和田岬のあゆみ」

編集係『和田岬のあゆみ』(上)、1972 年、にも「神船の想い出」と題して同様の文章を寄

せており、該当箇所は 23~27 頁、となっている。 
3 川崎造船所はコープランドと共にアレン(Allen)式メタリック･パッキングの特許をも導入

していた。㈱川崎造船所『川崎造船所四十年史』1936 年、212 頁、参照。川崎重工業㈱『川

崎重工業株式會社社史』1959 年、本編 358 頁には大正 2(1913)年、Allen & Simons Co.よ

りアレン式を、大正 3(1914)年、カルビル･エンジニアリング社よりコープランド式を導入し

たとある。但し、その年表･諸表編 330 頁に拠れば前者の期日は大正 2 年 8 月 14 日、後者

のそれも同年 12 月 12 日とある。カルビルの綴りは不明(Carville か?)。 
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的で優れたものを作り上げて自ら特許を得たのは大正五年であった。当時の特許法で

は、業務上の発明は会社に権利があることになっていたので、私の任務は現場である

から、設計考案は業務でないとし、退社後の自己時間と材料で研究し、当時の会社の

空気に抵抗したのである。 

   材料の鋳鉄は林田主任の指導でシリコンの多いグラファイトの発達した軟かいもの

を使用した。これはグラファイトが潤滑の作用をするとの考えであった。最初の三菱

商事会社注文の勝浦丸4に使用、結果良好なので喜んでいたところ、本船が神戸を出て、

大連に到着するまでに磨耗し尽したとて機関長より強硬な申出があって、材料の解決

するまで使用しないことになった。私は鋳物場に直接関係なくはなはだ不自由であっ

たが材料の研究に没頭した。そしてついに後記のクロームニッケル鋳鉄の発明で全く

完全なものとなりその後深尾式パッキングは舶用主機の外ダイナモエンジン、機関車

に、又この材料は航空発動機に使用された。 

   当時三菱の特許は三木式ボイラ、江崎式メタリックパッキン、伊東式プロペラ仕上

機があった程度で発明は至って低調であった。そして私程度の地位の者が発明するの

は私利を図るものと言われ、上役よりは良くは思われなかった。本発明のごときも特

許は喜ばず、海軍は艦本式を押し付けるし鉄道省も同様であったが三木副長に励まさ

れたので努力した。後日鐡道省で本省式、英国式、深尾式を一年間実用試験して深尾

式が第一位となったことを時の工作局長朝倉希一氏が一九三〇年(昭和五年)ベルリンの

第二回世界動力会議に提出された論文中に発表されている。今日走っている機関車は

未だにこれを使っている。 

   本発明は【上司に特許出願を抑止された】前記ブローチングマシンの轍を踏まないため

に会社に関係なく特許の出願をした。そして確定後、ブローチングマシンの場合にか

んがみ自身で特許を得たゆえんを説明し、「もし会社がこの発明を使うならば無条件で

譲るが使わぬならば実現のために他に売却する」と強い態度に出たのは少し生意気で

あったかも知れないが三木副長よりは讃詞と激励を得た。 

 

  クロームニッケル鋳鉄(耐磨耗鋳鉄)の発明 

   メタリックパッキングの材料は最初に作ったものが前記のような次第であったので、

川崎造船所の様子を調べると、材料を分析してそれと同様なものを作っても、磨耗の

点はコープランドが一年以上の寿命があったのに対し半年以下である。どうしても判

らぬから材料は英国から輸入しているとのことであった。そこで苦心の末コープラン

ドの小片を入手して磨耗試験を実施したかったが当時はその機械がなかったので自作

                                                   
4 勝浦丸は三菱営業部の所有になる1725総㌧の貨物船。1916年 5月、進水。罐圧 14.0kg/cm2

の丸ボイラと 3 段膨張機関(最高出力 1291SHP/83rpm.)各 1 基を搭載し最高速力 12.32 ㌩。日

本舶用機関学会舶用機関調査研究委員会編『本邦建造船要目表(1868~1945)』海文堂、1976

年、80∼81 頁、参照。 
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した。この時私の気付いたことは用途が直立機関であり過熱蒸気であるから当然潤滑

は不十分である故にメタルオンメタルの無潤滑で試験することであった。これが当っ

てコープランドはほとんど磨耗しないが他はだめと言うことを発見した。これは大発

見でもし普通に行われるように油や水で潤滑していたらこの発明は出来なかったであ

ろう。この結果は何に原因するのか、川崎の分析の結果同じものを作っても同結果が

得られないのであるから、普通に行われる公式の分析ではだめとにらんで定性分析の

結果クロームニッケルの含有を発見し、実験結果も良好であったので特許をとり(大正七

年出願、大正八年三月特許第三四〇五六号)、Y メタルと命名した。パッキングとしての実用

結果も良好で満点だった。 

    ……中略…… 

   前記の磨耗試験機は径七〇粍位の水平に回転する軟鋼製のシャフトの上に一〇粍角

位のテストピースを置きこれに適当な重量がかかるようにしたものですこぶる簡単な

装置である。現在横船【三菱横浜造船所】で使用している。これを商品化したのが楠瀬

式試験機である。 

 以上の文章は今日に至るまで諸処で無批判に典拠として頼られている。然しながら、今

以てその具体的内容の真偽についての検証が為された験しは無い。なお、山崎常次郎･百々

初男･深尾淳二によって取得された特許第 34056號(1918年 6月 14日出願、’19年 3月 28日認可、

特許権者もこの 3 名)に示されたパッキング･セグメント材料“Y メタル”の実際の製品に係わ

る化学成分測定値は：遊離炭素 2.716~3.322%、化合炭素 0.324~0.706%、Si：1.980~2.597%、

Mn：0.410~0.468%、S：0.053~0.055%、P：0.057~0.092%、Cu：0.017~0.034%、Ni：

1.581~1.882%、Cr：0.618~1.458%、Fe：残部、であった。 

 

2．メタリック･パッキングの登場 

最も古典的な、そして、Watt(James ~：英、1736~1819)の回転式機関(1787 年商品化)以来、

非常に長い期間、実用されて来たスタッフィング･ボックスは軟質パッキングを用いる図 1

のような構造を有するグランド･パッキングであった。同図右の A はピストン棒、B は気筒

頭、C がスタッフィング･ボックス、D は砲金製のネックブシュ、E は軟質パッキングでそ

の材料として低温用には麻ロープなどの植物繊維、高温用には鉱物繊維であるアスベスト、

ゴムや針金の芯材に帆布やアスベストを巻き付けたモノなどが用いられ、獣脂やグリース

で浸潤されていた。F はグランド(パッキング押え)、H はスタッドボルト、K は砲金製ブシュ、

L は油溜めである。もっとも、この窪みが油溜めとして機能し得るのは倒立機関のような限

られた場合だけである(古くはこれが正立であった)。なお、グランド･パッキングを用いるこの

テのスタッフィング･ボックスはアスベスト追放後の現代においてもシール材を変えなが

ら使用され続けている。 

 

 図 1 グランド･パッキングによる古典的なスタッフィング･ボックス 



5 

 

  

ワットの 10 馬力回転機関(1787~1800 年頃) 20 世紀初頭のもの 

左：J., Farey, A Treatise on the Steam Engine. London, 1827, Pl. XIII(part)5. 

右：D.,A., Low, Heat Engines. London, 1920, p.253 Fig.259. 

 

 19 世紀半ばに登場したメタリック･パッキングの先駆形態はピストン棒に嵌め込まれる

黄銅製の 1 ないし数個の“C”型リングで、このリングは麻のパッキングで背後から支持さ

れていた。それはピストン棒とクロスヘッドとの平行度が高く保たれている限り良好に機

能し、ピストン棒のかじりも獣脂の消費量も抑制された。リングではなくフランジ付きの

薄黄銅板製ブシュが採用される場合もあり、これにも麻のパッキングが裏打ちがなされて

いた。残念ながらこれらに関する画像情報については管見の限りとはなっていない6。 

 他方、気筒軸とクロスヘッドとの間に高い平行度が確保され難い場合、スタッフィング･

ボックスにはピストン棒の撓みや偏倚(芯ズレ)を逃がし、摺動部における過大な摩擦の発生

を回避するための機構が組込まれねばならなかった。図 2 は Yarrow and Co. Ltd.(英)の高

速機関に観られたその一例である。ピストン棒に隙間嵌めされたカラー“B, B”とスタッ

フィング･ボックスの内壁との間には比較的大きな隙間が設定されており、グランド“G”

の孔も棒径より大きく設定されていたため、シンプルな構造ではあるがこれに依ってピス

トン棒中心線が気筒軸から少々逸脱しても気密破壊や摩擦部の焼損は予防された。 

 

 図 2 ピストン棒の撓みを逃がす Yarrow のスタッフィング･ボックス 

                                                   
5 この機関の外貌については拙稿「蒸気動力技術略史」に図 1-17 として掲げておいた。 
6 cf., John Bourne, Treatise on the Steam Engine in Its Application to Mines, Mills, 
Steam Navigation, and Railways. London, 1849, p.216. 
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Herman Haeder/trans. by H.,H.,P., Powles, A Handbook on the Steam Engine. London, 1902(3rd. and 

revised English ed. from German 2nd. ed. of 1893), p.118 Fig.391. 

 

やがてシール性に優れ、軸の摩耗や潤滑剤消費量が少なく、保守容易で寿命の長いメタ

リック･パッキングがこの方面に導入されて来る。図 3 は円錐面を有するリングを用いる初

期のメタリック･パッキングに係わる画像情報の一例である。三角断面のホワイトメタル製

パッキング･リングは 2 分割型であるが互いにピンで結合されており、黄銅製の内面テーパ

付きブシュに依ってピストン棒に圧着せしめられた。 

 

 図 3 円錐面を有するメタリック･パッキングを用いるスタッフィング･ボックス 

         

 D.,K., Clark, The Steam Engine : A Treatise on the Steam Engines and Boilers. Volume II, London, et al., 

1895, p.470 Fig.8307. 

                                                   
7 これが装備されていた機関については拙稿「日本内燃機“くろがね”軍用車両史」(大阪市

立大学学術機関リポジトリ登載)に図 2-2 として紹介しておいた。 
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図 4 は矩形ブロック断面を持つリング状のパッキング･ピースを用いる The United 

States Metallic Packing Co.,Ltd.の初期の製品である。クロスヘッド側のネックブシュに球

面座が採用されているのは Yarrow の例と同様、ロッドの撓みを逃がすための工夫である。

典拠文献に摺動部の材料についての記述は見られないが、恐らくは砲金製ブロック･ピース

にホワイトメタルを鋳込んだようなモノであったろう。その軸方向から見た形姿について

はこの図からは云々出来ない。この点に関しては追々、日本海軍における事例検討を通じ

て詮索することとしたい。 

 

 図 4 The United States Metallic Packing Co.,Ltd.のメタリック･パッキング 

 

        Haeder, ibid., p.119 Fig.392. 

 

 以上に観たような円錐面の楔(逆楔？)作用によるアキシャル圧力のラジアル方向への転向

に依るパッキング･ピースの、そして直接的なラジアル圧力に依るブロックのピストン棒表

面への圧着は爾後、メタリック･パッキングの 2 大作用機序となって行く。 

 

3．メタリック･パッキングの進化と適応放散 

1）陸舶用機関一般における展開 

  円錐面とブロック･ピースとはメタリック･パッキングの基本的形態を為したが、やがて

は高圧化に伴いそれらが併用される場合も出現して来る。以下に見ようとするのは 19 世紀

末期から 20 世紀初頭にかけて実用されていたスタッフィング･ボックスであるが、先ずは

陸舶用機関一般から取り上げて行こう。 

 図 5 は Lancaster(英)式メタリック･パッキングである。2 重になったパッキング･ブロッ

クの合せ面は前後で互いに 90°ずらしてセットされた。ブロック“A, A”にはホワイトメ

タルが鋳込まれていた。ブロックは 2 本のコイルばねを連結した環によってピストン棒に

圧着されていた。“E”はその脱着部、“F”は 2 本のコイルばねが互いに相方にネジ込まれ
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て二条ねじのようになったターンバックルが構成されるシンプルな結合部であるが、ばね

間の芯ズレを防ぐため該部はその内径よりやや太い番線でもくわえさせられていたかとも

想われる。そのネジ込み加減に依ってバネ環の緊縛力が調節可能というのが本方式のウリ

の一つであった。図示の通りリング“H”の左側面は平面に、“K”との接合面は球面加工

されており、ピストン棒の芯ズレのみならず撓みに対する寛容度が付与されていた。空隙

“L”にはオイルシールとして木綿の軟らかいパッキングが封入された。 

 

 図 5 Lancaster 式メタリック･パッキング 

     

    Low, ibid., p.254 Fig.262. 

 

 図 6にはアメリカで改良を施されたLancaster式メタリック･パッキングの要点が示され

ている。技巧的ではあるが些かアヤフヤなばねのターンバックル結合を排し、直截にコイ

ルばねに依って半径方向にブロック群を圧す単純極まる機構が採用されている。アメリカ

に在ってこの改良に手を下した主体についてはやがて浮き彫りにされて行くことになる。 

 

 図 6 アメリカで改良された Lancaster 式メタリック･パッキング 

 

              ditto., p.254 Fig.263. 
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 図 7 は 3 対の Beldam 式メタリック･パッキング･リング“E”を用いた大形舶用機関のス

タッフィング･ボックスである。リングは数個のセグメントに分たれ、扁平断面のコイルば

ねの環に依って締め上げられていたようである。“K”は中圧レシーバーとの、“L”は低

圧レシーバーとの連通部で、それぞれに圧力バランスを図るための通気孔である。 

 

図 7  Beldam 式メタリック･パッキングによる大形舶用機関用スタッフィング･ボックス 

          

ditto., p.255 Fig.266. 

 

 図 8 は川崎造船所が導入した Allen のメタリック･パッキングであり、“W”はホワイト

メタル製のパッキング･リングである。球面座と半径方向隙間の効能については言うまでも

無かろう。 

 

 図 8  Messrs. W. H. Allen, Son & Co.の高速蒸気機関のスタッフィング･ボックス 
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           ditto., p.256 Fig.268. 

      機関は 3 筒 3 段膨張、蒸気圧 10.5kg/cm2にて 625BHP/330rpm.。 

 

 図 9 は深尾も紹介していたコープランド(Copeland)式メタリック･パッキングである。川崎

造船所による技術導入にも拘わらず、その文献露出度が低いのはやや意外である。小谷に

拠れば、①は極軟質鋳鉄製半径方向 3 つ割りのパッキング･ピース、②はこれをまとめるバ

ネ、④は枠、③はこれらを収容するリングである。この方式におけるピストン棒支持はか

なり剛であったように見える。 

 

 図 9 Copeland 式メタリック･パッキング 
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  小谷信市『舶用蒸汽ピストン機械』第 3 版、海文堂、1955 年、54 頁、第 31 圖。 

 

 メタリック･パッキングの基本的形態をなす円錐面を持つリング片と矩形断面のブロッ

ク･ピースとが併用されている典型的事例をこの項の最後として掲げておく。図 10 は圧力

バランスに蒸気を導入し、その凝結水を潤滑にも利用する United States Metallic Packing 

Co. Ltd.の横型機関用“Duplex”メタリック･パッキングである。凝結サイクルにおいては

循環反覆使用される作業物質への油分の侵入を嫌うため、潤滑過多に対しては神経を尖ら

せねばならぬことになる。 

 

 図 10 U.S.M.P.の横型機関用“Duplex”メタリック･パッキング 
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H.,W., Dickinson, A Short History of the Steam Engine. Cambridge, 1938, p.158 Fig.458. 

 

 左側のブロックの構造詳細については軸方向からの透視が為されていないため技術情報

として欠格であり、肝心なこの点に関して詮索することが出来ない。これについては次に

観る日本海軍の事例に俟ちたい。 

 

2）日本海軍における艦艇主機用スタッフィング･ボックス 

 続いて軍用艦艇主機のスタッフィング･ボックスにおけるメタリック･パッキングの採用

事例を日本海軍に尋ねてみよう。当然ながらそれは同時代における欧米技術の先端を映す

鏡であった。メタリック･パッキングについて手許にある最も古い、1903 年の日本海軍技術

文献は次のように解説している。 

   凡ソ筩ノ塡座ニ使用スル衛帯ハ屢交換ヲ要スルヿ
こと

ナクシテ永ク持續シルヲ尤モ必要

トス金属衛帯(Metallic packing)ナルモノハ最モ好ク此条件ニ適應スルモノナルヲ以テ當

時ハ一般ニ之ヲ用ユルニ至レリ此衛帯ハ高壓筩ニ對シテハ幾ンド缺クベカラザルモノ

ニシテ其他の筩ニ在テモ亦之ヲ用ユルトキハ利益極メテ大ナリ金属衛帯ハ豈ニ長時期

ニ堪ユルノミナラス動作上摩擦最モ少ク石綿衛帯等ニ比シ棒身ヲ損傷スルコト少ナシ

                                                   
8 磯田 浩訳『蒸気動力の歴史』平凡社、1994 年、183 頁、図 55 においてはこれが U.S.M.P.

の製品であるという産業技術史的に重要な情報が棄却されている 
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其ノ形状ハ通常三角形ノ斷面ヲ有スル白色金属製ノ環ヲ半割セルモノヨリ成リ(第廿圖

W)座内ニハ此等ノ環ト交互ニ同形ノ青銅製環 G ヲ塡装ス而シテ衛帯抑ヲ螺入スレバ白

色合金属環ハ斜面ノ作用ニ由リ棒面ニ對シ壓迫セラルヽモノナリ 

   衛帯抑Nヲ充分ニ塡座内ニ締付クルトキハ座底ノF框中(Frame)ニ備ヘタル數多ノ螺

状發條ヲ壓縮スルヲ以テ環稍ヤ摩耗スルモ壓迫セラレタル發條ノ彈力ニ依リ棒ニ對し

其壓度ヲ維持スルモノトス此衛帯抑ニハ凹處ヲ設ケ棒ノ周圍ニ第二ノ座ヲ形成シ普通

ノ衛帯ヲ挿入シ第二ノ衛帯抑 K ヲ以テ之ヲ壓迫ス葢
けだ

シ其目的トスル處ハ金属環ヲ通シ

テ些少ノ漏泄ヲ起シタル塲合ニ之ヲ防止スルニアリ9 

 このテキストの附図については未見であるが、その改訂版らしき’08(明治 48)年刊行の教科

書附図は同じ構造と記号法を現示しているので図 11 左として引いておこう。同右は 1899

年に初版が印刷された文献の 1918 年、増補三版から得た関連の図であり、詳しい説明が記

入されている。そして、これらに用いられている円錐リング式メタリック･パッキングと軟

質パッキングとを併用するシール機構は日本海軍においては「英國コンビネーション衛帯」

と通称されていた。 

 

 図 11 「英國コンビネーション衛帯」を用いるスタッフィング･ボックス 

 

 

左：『機關術教科書巻ノ二附図』明治四十一【1908】年五月、第十四圖。 

    右：海軍機關學會『軍艦機關計畫一斑 巻ノ一 圖』増補三版、1918 年、Fig.18。 

                                                   
9 海軍兵學校『機關術教科書 巻ノ二』明治三十六【1903 年】年四月、十八頁、より。 
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 図 11 左の下部に見える“歯車”はグランド･締付けボルトを協調連動して内部のグラン

ド･パッキングを均一に締付けるための機構の一部である。その要領は同右によって充分掴

めようが、図 12 としてその軸方向形姿を掲げておこう。同種の機構の中にはボルト 3 本を

用い、そこに取付けられた児歯車を中央の親歯車によって連動させるような構造例も観察

された。 

 

 図 12 グランド締付けボルトの協調連動機構の一例 

        

    小谷『舶用蒸汽ピストン機械』第 3 版、53 頁、第 30 圖。 

 

 この古典的なメタリック･パッキングと軟質パッキングとの組合わせに係わる解説はタ

ービン時代を迎えた 1919 年の海軍教科書にもやや
．．

簡略化された形で反復されているので、

恐らく、生き残りの二線級艦艇や雑役用蒸気船などには永らくこのテの旧弊な機構が使用

され続けていたものと考えられる10。 

 ヨリ発達したメタリック･パッキングに依るスタッフィング･ボックスは図 13左に示され

ている。その材料について、D は砲金、E と Q とはホワイトメタルである。同右には構造

面を含めヨリ詳しい解説が振られている。左も右も日本海軍においては「米國式特種衛帯」

と呼ばれていた機構であるが、右図の方は戦艦 薩摩(1910 年、横須賀工廠にて竣工、19,000 ㌧、

宮原式石炭罐、16.5kg/cm2、3 段膨張 4 筒×2、18,425 馬力)、通報艦 淀(1908 年、川崎造船所にて竣工、

1,450 ㌧、宮原式混焼罐、14.7 kg/cm2、3 段膨張 4 筒×2、7,030 馬力)に採用されたモノである11。 

 

 図 13 「米國式特種衛帯」を用いるスタッフィング･ボックス 

                                                   
10 海軍機關學校『機關術教科書 第一編 高等科機關術練習生(掌罐術専修)教程』大正八【1919】年六

月、208 頁、参照。 
11 艦艇主機の要目については一々掲げないが、日本舶用機関史編集委員会編『帝国海軍機

関史』下巻、原書房、1975 年、8~9 頁、「主機械要目表 其ノ二」、399、400 頁のキャプシ

ョンの無い表、参照。 
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左：『機關術教科書巻ノ二附図』明治四十一【1908】年五月、第十五圖。 

右：『軍艦機關計畫一斑 巻ノ一 圖』増補三版、Fig.21。 

 

もっとも、「米國式」などと称しても、それがアメリカ国家ないしアメリカ海軍制式の物

件という意味ではなく、先に観た U.S.M.P.の横型機関用のそれを若干、簡略化しつつ竪型

に改変した同社製品ないし、それを模したモノであることは明らかである。実際、日本海

軍の文献には次のような一節が掲げられている。 

  罐蒸氣壓力ガ水管式罐ノ採用ニ依リ一五五听【10.9kg/cm2】ヨリ一躍二七〇听乃至三

〇〇听【19.0~21.1kg/cm2】ニ上昇スルニ及ビ最モ困難ヲ生ジタルハ蒸気管接手及蒸気筩

ニ於ケル吸鍔棒塡座ノ漏洩防止ナリ、蒸気管接手ニ對シテハ接手ハ硬性金屬ヲ以テ密

著面ヲ形成シ其ノ間ニ赤鉛ヲ塗布シタル金線紗ヲ置キ、時トシテハ更ニ取付用螺釘ヲ

縫フテ金屬線ヲ介在セシムル等ノ方法ニ據リ好結果ヲ得タリト雖モ吸鍔棒塡座ノ漏洩

ニ至リテハ長ク其ノ困難ヲ除去シ得ズ明治三十三【1900】年朝日【戦艦、John Brown[英]

にて建造、15,200 ㌧、ベルヴィール罐、21.1kg/cm2、3 段膨張 3 筒×2、16,335 馬力、後に工作艦と

して長く活躍】ノ如キ本邦回航ノ途古
コ

倫
ロン

母
ボ

碇泊以來其ノ兩舷高中壓筩共吸鍔棒ニ深サ約

二分ノ一粍ノ小孔多數ヲ發生シ爾後引續キ運轉繼續ノタメ遂ニ細條ヲ爲セル傷痕ヲ留

メ全吸鍔棒ヲシテ外徑ニ於テ三粍宛削除セザルベカラズノ已ムナキニ至レリ、蓋シ高

壓蒸氣ノ噴出ニ對シ從來使用サレ來リシ英國コンビネーション衛帯(金屬ト軟質ノ兩衛帯ヲ

取混ゼ使用ノモノ)増締ハ徒ニ摺動面ニ爪傷ヲ生ゼシムベク明治三十五【1902】年時ノ常

備艦隊行動中敷島【戦艦、Themes Ironworks and Shipbuilding[英]、18.9 kg/cm2】、初瀬【同

左、Armstrong[英]】ノ如キ之ガ漏洩ノタメ中に時間ニ約百噸ノ眞水ヲ失ヒタリ而シテ後
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明治三十七【’04】年末ヨリ三十八年ニ至リ三笠【戦艦、Vickers Barrow 造船所[英]、21.1 kg/cm2】

同樣富士【戦艦、Themes、10.9 kg/cm2】敷島、磐手【装甲巡洋艦、Armstrong[英]、19.0 kg/cm2】、

淺間【装甲巡洋艦、Armstrong、10.9 kg/cm2】等ノ高壓吸鍔棒ニユーナイテツド、ステートメタ

リツク、パツキングノ金屬性
ママ

衛帯ヲ使用スルコトニ由リ漸ク其ノ難ヲ除去スルヲ得タリ、

右諸艦ハ開戰後其ノ機ヲ得ズ實際之ガ換装ヲナセシハ第一著ノ淺間ノ如キ十二月ニ至

リ漸ク之ヲ完備シタリシヲ以テ他ノ諸艦ハ尚此以後ニ於テ換装シタリ12 

なお、図 13 右における上部円錐面廃止ならびに下部円錐面の調節機構付設の意図につい

ては定かではない。実態としては上部パッキングを少々手ぬるくしてもシール性能のさし

たる低下は観られなかったというコトなのであろう。 

続いて、図 14 は図 11 右と共に「現今一般ニ用ヒラルヽ者
ママ

」として紹介された一例であ

る。こちらは竹の子ばねをふんだんに用いた例で、目下の処、他の文献に類例を見出し得

ていない機構である。 

 

 図 14 日本海軍艦艇に用いられたスタッフィング･ボックスの一例 

        

     『軍艦機關計畫一斑 巻ノ一 圖』増補三版、Fig.19. 

                                                   
12 『帝国海軍機関史』下巻、31∼32 頁、より。諸艦の罐圧については『帝国海軍機関史』

別冊、所収の「水管式罐採用以來各艦種別装備罐變遷調査表 (其ノ一)」、参照。敷島、朝日、

初瀬、三笠は敷島型戦艦、磐手は出雲型装甲巡洋艦。ベルヴィール罐については拙稿「日

本海軍における初期水管ボイラについて」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。著し

く罐圧の低いモノは水管ボイラではなく丸ボイラである。赤鉛や金線紗については拙稿「艦

本式ボイラについて」(大阪市立大学学術機関リポジトリ搭載)の注 50 辺りを見よ。 
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 図 15は装甲巡洋艦(巡洋戦艦) 筑波(1907年、呉工廠にて竣工、13,750㌧、宮原混焼罐、16.5 kg/cm2、

3 段膨張 4 筒×2、23,260 馬力)の高中圧気筒に使用されたスタッフィング･ボックスであり、円

錐面と矩形断面ブロック･リングとを 2 重に用いるメタリック･パッキングを用い、オイル

シールとして最下段に軟質パッキングを従えたタイプである。この機構は後に観る

Gasmotorenfabrik Deutz 製大形複動ガス機関用スタッフィング･ボックス(図 20)に良く似

ており、これを若干簡略化したかの如きかなりの重構造を呈している。 

 

 図 15 装甲巡洋艦 筑波の主機、高･中圧気筒用スタッフィング･ボックス 

      

        同上書、Fig.20. 

 

 最後に、図 16 左は装甲巡洋艦 八雲(1900 年、Vulcan 造船所[独]にて竣工、9,695 ㌧、ベルヴィー

ル石炭罐、17.6 kg/cm2、3 段膨張 4 筒×2、17,195 馬力)に用いられたスタッフィング･ボックスで

あり、同右図はシール･ブロックだけを取出した説明図である。説明には「其要領ハ米國式

特種衛帯ト異ノルコトナキモ只上部ノモノヲ省キタル結果著シク全高ヲ減スヘシ而モ同艦

ニ在リテハ其ノ結果ハ頗ル完全ナリト云フ」とある13。 

  

 図 16 装甲巡洋艦 八雲の主機に採用されたスタッフィング･ボックス 

                                                   
13 『軍艦機關計畫一斑 巻ノ一』増補三版、72 頁、より。八雲は第二次世界大戦を生延び

て戦後、解体された。 
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左：『軍艦機關計畫一斑 巻ノ一 圖』増補三版、Fig.22。 

右：『機關術教科書巻ノ二附図』第十四圖。 

 

御覧のようにこれは四分円を構成する格好で配置された半径方向複列コイルばね群を持

つアメリカで改良された Lancaster 式メタリック･パッキングそのものである。また、「米

國式特種衛帯」から「上部ノモノヲ省キ」といった表現から判断すれば、U.S.M.P.の“Duplex”

メタリック･パッキング、即ち日本海軍の所謂「米國式特種衛帯」の当該部(竪型なら下段)の

シール･ブロックも将にこの改良型 Lancaster 式であったと考えらるしかない。 

但し、そもそも Lancaster はイギリス起源の技術なのであるから、米國式＝U.S.M.P.

“Duplex”式から上部を撤去云々というのは舌足らずな評価とも言える。むしろ、開発史

を踏まえれば件の U.S.M.P.“Duplex”式なるものは改良型 Lancaster の上部に円錐シール

機構を積み重ねることによって開発された機構に他ならない。それは遡れば原初的

U.S.M.P.式に係わる図 4や図 6の理解にまで及ぶ認識であり、アメリカにおける Lancaster

式改良の主体は実は U.S.M.P.それ自身であったとの推論にもなる。つまり、単に「上部ノ

モノヲ省」いたというよりは、U.S.M.P.の“Duplex”から同じく U.S.M.P.の原初“改良

Lancaster”へと戻すことによって誂えられたモノ、それが八雲のメタリック･パッキング

であったと合点して初めてこのストーリーは完結を迎えることになるのである14。 

                                                   
14 なお、八雲の罐圧がさして高くない点が気懸かりではあるものの、今後、この種の検証

事例がヨリ高圧のプラントにおいても数多く見出されるとすれば、要素技術の洗練向上と

共に U.S.M.P.式の発展を特徴付けた“Duplex”構造も遂にはその存在意義を低下させる
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3）大形複動ガス機関における展開 

続いて、発電用等の横型定置式蒸気機関からの派生物である大形定置式複動ガス機関に

おけるスタッフィング･ボックスの諸例との対比を試みて行こう。当初、Gebrüder 

Körting(独) に依ってこの方面に導入されたのはホワイトメタルのリング片をコイルばね

の環でピストン棒に巻き付け、水潤滑を行う飽和蒸気機関のそれに類する手口であったが、

以下に見るのはヨリ発達した機構例である。それでも、冷却用水套の設置を含むヨリ厳重

な熱負荷対策が講じられたこと、燃焼生成物除去策が顧慮されたことを除けば軟質鋳鉄製

リング片を用いるシール機構の本質的部分は過熱蒸気機関におけるそれと大同小異であっ

た。無論、作業物質は使い捨てであったから品質的に適う油さえあれば油潤滑を積極的に

行うことは可能であり不可欠でもあった15。 

Güldner に拠れば、複動ガス機関用スタッフィング･ボックスは多年の試行錯誤を経て 20

世紀初頭、漸く定型を見出した。パッキング･リング片の材料として軟質合金の類は全て不

適格で、唯一、適用可能な材料は鋳鉄であることが確認された。スタッフィング･ボックス

は一般的に気筒頭に造り付けとはせず、ケージに収めた別体品とし、水冷を施すと共に強

圧潤滑を行うことが不可避と判明した16。 

図 17, 18 に’05 年頃、40 社ばかりのガス機関･ガス発生炉メーカーが犇くドイツにおいて

大形複動ガス機関に謂わば標準部品として広く用いられていた Schwabe 式スタッフィン

グ･ボックスとそのラインナップを示す。構造的に Schwabe スタッフィング･ボックスは水

冷式ケージの中に一体物のリテイナ･リングにコイルばねの環で縛られた半径方向 3分割型

の鋳鉄製パッキング･リング片を収めたユニットを 7~8 段、積層させると共に、グランドで

オイルシールとしての役割を担う軟質パッキングを抑え込むようになっていた。 

 

 図 17 ’05 年頃の Schwabe 式スタッフィング･ボックス 

                                                                                                                                                     

に至っていたという歴史的総括さえ成り立ち得ることになろう。 
15 大形複動ガス機関の技術史については拙稿「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)」、参照。Körting Brothers の事蹟については cf., R.,E., Mathot/trans. by 

W.,A., Tookey, The Construction and Working of Internal Combustion Engines. London, 

1910(from the original French ed. of 1909), p.323. 
16 cf., Hugo Güldner/trans. by H., Diedriches, The Design and Construction of 
Internal-Combustion Engines, N.Y., 1910(from the German 2nd. ed. in 1905), pp.138~139. 
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   Güldner, ibid., p.138 Fig.14917. 

 寸法はインチ表示に改めれれているが、リング幅 12.6 については桁が違っている。これについては次図

の表、“e”のコラムを参照のこと。但し、この図のモデル自体はピストン棒径 250φ(9.84in.)で、件の表か

らは落されている。 

 

 潤滑法については図に油出口が描かれていないところから観れば気筒摺動面のそれと同

様の強圧注油(微量圧送、垂れ流し)であったかと想われる。 

 

  図 18 Schwabe 式スタッフィング･ボックスのラインナップ 

                                                   
17 そのドイツ語第 3 版、Das Entwerfen und Berechnen der 

Verbrennungskraftmaschinen und Kraftgas-Anlagen, 1913, S.145 の記述は第 2 版より大

幅に簡略化され、この詳細な縦断面図は省かれてしまっている。他方、同書に拠れば

Schwabe 式のメーカーはドレスデンの Firma Dr. Pröll であった。同社以外にもキールの

Howald-Werke、デュッセルドルフ･ラートの Sack & Kiesselbach といった複動ガス機関用

スタッフィング･ボックスの製造家が存在していたという。 
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 ditto., p.139 Table 10 and Fig.150. 

 

 続いて複動ガス機関用 Schwabe 式スタッフィング･ボックスの進化について跡付けて行

こう。図 19 は’09 年頃の Schwabe 式である。水套は描き切られていないが前掲のモデルと

同様の水套付きの直接水冷式である。 

 

 図 19 ’09 年頃の Schwabe 製スタッフィング･ボックス 

  

    Mathot, ibid., p.325 Fig.XII.-68. 

   

コイルばねの環で締め付けられているリングは相変わらず半径方向 3 分割の軟質鋳鉄製

であったが、その配置は内側に 3 連、中央部に 2 重 3 連、外側に 2 重 1 連へと変貌し、リ

テイナ･リングの形状もそれに応じて大幅に変更されている。このモデルには積極的な油冷

却が採用されていた。右上のボルトの下に見える横孔が潤滑油の入口、右下の竪管がその

出口で、スタッフィング･ボックスに関しては冷却性の高い強制循環式潤滑法が採られてい

たことが判る。グランドの形状も大幅に変更されている。これに内蔵の軟質パッキング材
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については麻と注記されている18。 

言うまでも無く、大形複動ガス機関メーカーの中にはスタッフィング･ボックスを内製す

るものも存在した。図 20 は Gasmotorenfabrik Deutz(独)製の大形複動ガス機関用スタッフ

ィング･ボックスである。こちらはケージに水套を持たず、恰も乾式予燃焼室の如くに気筒

頭の水套から間接水冷されるタイプであったが、ケージそのものはスリーブと燃焼室側に

位置するネック･ブシュとの突き合わせ構造になっていた。 

 

図 20 ’09 年頃の Gasmotorenfabrik Deutz のスタッフィング･ボックス 

   

ditto., p.322 Fig.XII.-65. 

 

 燃焼室側のシールリングはピストン棒に隙間嵌めされた軟質鋳鉄製リングと特殊鋳鉄製

L 断面“C”型リング群の積層構造をなし、外側には三角断面を有するホワイト(バビット)

メタル製リング片と鋼製リングとが積層され、グランドを介してバネ圧によって押え付け

られるメタリック･グランド･パッキングが構成されていた。最外部に位置しているのは簡

単なオイルシールである。 

 図 21 は Sociéte Anonyme John Cockerill(ベルギー)のスタッフィング･ボックスであり、

ドイツガス機関製作所のそれを簡略化したような構成となっていた。ケージは無く、気筒

蓋に直接造作が施されていたように見える。リングとエンクロージング･リングとの隙間は

0.1mm であった。ここでもアスベストを用いたオイルシールの役割を担うグランド･パッキ

ングが最外部に配されていた。 

  

  図 21 ’09 年頃の Cockerill のスタッフィング･ボックス 

                                                   
18 この点については cf., Arvid Michael Levin, The Modern Gas-Engine and the 

Gas-Producer. N.Y., 1909, p.300~301. 
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   ditto., p.323 Fig.XII.-66. 

 

 図 22 は Elsassische Maschinenbau Gesellchaft(独)のスタッフィング･ボックスであり、

これもケージレスであったようである。リングが 2 枚重ねとなっていた以外、シール機構

は Deutz や Cockerill のそれと類似であったが、潤滑はエンクロージング･リングの背後に

位置する気筒蓋の壁に設けられたオイル･チャンネルを介してなされた。図には油出口は描

かれていないが、強制循環給油に依って油冷の実が挙げられていたと観るのが至当であろ

う。アスベストを用いたオイルシール的なグランド･パッキングについては前の諸型式と同

様である。 

 

 図 22 ’09 年頃の Elsassische のスタッフィング･ボックス 

   

    ditto., p.324 Fig.XII.-67. 
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 図 23 は Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbau Gesellschaft 

Nürnberg A.G.(M.A.N.)の、勿論、ニュルンベルク機関のスタッフィング･ボックスである。

燃焼室側には軟質鋳鉄製インナー･リングをアウターリングで包んだ要素を積層する構造

のパッキングが、外側には軟質メタル製リング片をバネで円錐面に圧着させる蒸気機関車

においてしばしば観察されたシール機構を 2 連、1 個のケージに収容したパッキングが配さ

れており、内方のパッキングからのブローバイ･ガスは排気管へと逃がされるように工夫さ

れていた。潤滑は強圧注油であったらしい。 

 

 図 23 ’09 年頃の Nürnberg のスタッフィング･ボックス 

   

    ditto., p.325 Fig.XII.-69. 

 

 図 24はHaniel & Leug(独)のスタッフィング･ボックスである。これは 2連のパッキング･

リングをタイトニング･リングで巻き、相互の楔作用を利用しつつ前者における半径方向お

よび軸方向接触面の密着を図るリング仕掛けを主たる構成要素とするものであった。 

 

 図 24 ’09 年頃の Haniel & Lueg のスタッフィング･ボックス 
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   ditto., p.326 Fig.XII.-70. 

 

 図 25 は Levin に依って“American Piston-Rod Packing”と呼ばれたスタッフィング･

ボックスである。遺憾なことに、彼の書には関連特許に係わる情報もメーカー名等々も一

切、掲げられていない。 

 

図 25 ’09年頃のアメリカ製大形複動ガス機関に用いられていたスタッフィング･ボックス 

 

Levin, ibid, p.301 Fig.100 a. 

 

 リング段数は通常、4~5 段で、リング“B”、“C”共にコイルばねの環によって軸に向っ

て拘束されているが、最も燃焼室に近いリング“C”のみは半割の突き合せになっており、
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気密ではなく火止めリングの役割を担わされている。“B”リングは“self-adjusting ring”

となっていた。その構造は摩耗に因る沈み代を確保するための円周方向ギャップを有する

接線方向 3 分割リングの 2 枚重ねとなっていた。潤滑油供給孔とは別に火止めリングに達

するフラッシング･オイル(灯油)注入孔が設けられている。また、リングを収容するケージは

ボルト“S”で結合される 2 分割構造となっていた。 

本図に与えられた Fig.100 a という図番はこの文献の中では唯一ではないが極めて少数

派であり、本図とそれに係わるデータが脱稿の最終段階で追加されたものであることを暗

示しているように想われる。 

 以上に観た諸例を通じて言えるのはピストン棒の撓みを逃がすための対策が施されてい

なかったということである。これは大形複動ガス機関が常例として横型タンデムであった

ため、機関フレームに依るクロスヘッドの支持剛性もコンクリート基礎に依る躯体支持剛

性も高く、気筒軸とクロスヘッドとの間に高い平行度が期待され得たからであろう。 

 その多くが竪型であった複動ディーゼルの設計においては架構の剛性に加え、ヨリ高い

Pmax に対応する極太のピストン棒が用意されていたことも手伝ってその撓みを逃がすとい

う意識は一層、乏しかったと見受けられる。その反面、高い Pmaxはそれに見合うスタッフ

ィング･ボックスの構造を要求せずには措かなかった。艦本式 2 サイクル複動ディーゼルに

おいて極めて複雑なスタッフィング･ボックスが採用され、かつ、そのトラブルが悩みの種

となっていた事蹟やディーゼル燃料の C 重油化に因って複動ディーゼル機関用スタッフィ

ング･ボックスの、従って複動ディーゼルそのものの命脈が最終的に断たれた点ついては既

に別稿において確認しておいた処である19。 

 

4）蒸気機関車における展開 

 蒸気機関車におけるピストン棒(及び弁棒)スタッフィング･ボックスも陸舶用蒸気機関と

同様のものから出発し、やがてコンパクトさに独自性を主張しつつ適応放散して行った。

その比較的初期の具体例の一端は図 26 に示されている。 

“E”は古典的なグランド･パッキングに依るスタッフィング･ボックスであるが、通常、

砲金で造られるネックブシュとグランド側のブシュは破線で示されているように半割りと

なっているため、ピストン棒のクロスヘッドとの結合部が棒径より大きく取られている場

合にもピストン抜きをせずに棒を抱かせることが出来る。軟質パッキングとしては麻ない

しアスベストの加工品が用いられた。このスタッフィング･ボックスは 20 世紀初頭まで汎

用されたが、やがて初期費用は嵩むものの、ピストン棒の偏倚に対する融通性が高く、パ

ッキング材の摩耗が少なく、保守に手間のかからぬメタリック･パッキングに代替された。 

 F は“United Kingdom Metallic Packing”と通称されたモノで、深尾の云う英国式とは

これのことである。構造的には同心の球面座を持つ黄銅製リングとグランドに代る“カバ

ー”に挟まれ、コイルばねを介して対向する 2 つの黄銅製ケースの中に円錐面を有するホ

                                                   
19 拙稿「戦時日本の中速･大形高速ディーゼル」、参照。 
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ワイトメタル製の 2 つ割りパッキング･リングを収容し、ピストン棒の倒れを球面座に依っ

て吸収するシカケであった。無論、これはピストン棒の芯ズレに対してもある程度の許容

性を発揮し得る構造である20。 

  

 図 26 20 世紀初頭の機関車用ピストン棒スタッフィング･ボックス 

 

      The Locomotive Magazine, The Locomotive of To-day, 6th., ed., London, 1915, p.74 Fig.14. 

 

G は“United States Metallic Packing”、即ち前出、United States Metallic Packing 

Co.,Ltd.の旧式の製品である。カバーの内面は球面座に加工され、黄銅製のリングを鎮座さ

せている。リングの裏面は平面加工されており、内側に円錐面を持つ鋳鉄製の揺動カップ

を受け止めている。揺動カップの内腔には三角断面を有する数片に分たれたホワイトメタ

ル製パッキング･ピースが嵌込まれ、黄銅製リングを介して円錐コイルばねと蒸気圧に依っ

て円錐面に圧し付けられると共にピストン棒の表面に圧着せしめられている。これは勿論、

ピストン棒の傾きと芯ズレに対して寛容な構造である。 

 H はアメリカで多用されていた“Jerome”式メタリック･パッキングである。この型式に

おいてはパッキング･リングが切り欠かれ、これを“ω”状に開口させてピストン棒をく
．

                                                   
20 森 彦三･松野千勝『機關車工學』(中)、大倉書店、1910 年、146 頁、第 626-627 圖はタ

ンデム 2 連の U.S.M.P.式であって英国式ではない。 
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わえ
．．

させられるため、ピストン抜出しやクロスヘッドの分解無しにパッキング･リングを取

替えられることとパッキング･リングが多段化されている点に大きな相違が観られた21。 

図 28 は 1898 年に過熱装置の決定版を開発した Schmidt(Wilhelm ~：独、1858~1924)に依

って提案されたメタリック･パッキングである。“B, D”はパッキングの収容体を構成する

要素で、その両端には球面座付パッキング･リング“A, A”(砲金製？)が配置され、ピストン

棒の傾きに対処している。2 つのパッキング･リング“A, A”の右側端面は平面となってお

り、ピストン棒の芯ズレに対する拘束力を発揮しない。従って、ピストン棒の芯出し機能

は図 27 に見る蒸気機関車のような横型機関の場合、前部スタッフィング･ボックスに併設

された尻棒ガイド･ブシュ(大形機関の場合には前部クロスヘッド)と後部のクロスヘッドに依っ

て担わるべきことになる。もっとも、蒸気機関車程度のサイズと回転速度の場合、尻棒が

省略されても気筒に過大な偏摩耗を生ずることは少なかった。 

 

 図 27 Schmidt 式メタリック･パッキング 

     

Low, ibid., p.255 Fig.264 

 

“C”は円錐面を有するホワイトメタル製のパッキング･リングで、ブシュ“D”の右側

端面に作用する気筒蒸気圧とコイルばね“E”の張力と円錐面の作用に依りピストン棒の表

面に圧着される。“B”が 2 重壁構造となっているのは空冷のためであり、過熱蒸気の使用

に憂い無からしめるために講じられた措置である。“F”は軟質パッキングを収容する油溜

めであり潤滑油は管“H”から供給された。ほとんどの蒸気機関車は不凝結であるから陸舶

用機関のように内部潤滑過多に神経を尖らせる必要は無かった。 

 イギリスにおけるピストン棒用スタッフィング･ボックスのその後の進化については文

献不足を託たざるを得ない。1935 年、London で刊行された一書に「最も推奨される設計

の一つ」として紹介されているのは Schmidt 式であった。’36 年に同じくロンドンで出版さ

れた一書には近年、硬質･緻密な鋳鉄製の 2 つ割り･2 重構造リングを環ばねで縛ったモノを

                                                   
21 森･松野『機關車工學』(中)、146 頁、参照。 
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積層し主ばねで圧し付ける方式が一般化していると記されているかと思えば、’36 年に同じ

版元から刊行された書に「近代的メタリック･パッキングの典型」として掲げられているの

は何と U.S.M.P.の初期型(図 26 の G)であった22。 

 以下ではそのアメリカに焦点を当て、蒸気機関車のスタッフィング･ボックス用メタリッ

ク･パッキングの進化を後付けてみよう。図 28 は 1906 年にアメリカで刊行された文献から

採録した図であるが、アメリカの書物であるだけに先に見た The Locomotive of To-day(6th., 

ed., 1015)より発行時期が古いにも拘らず、技術的内容は先進的である。Jerome に係わる

Fig.1016 は弁心棒のスタッフィング･ボックスらしい。Fig.1017 には早くも U. S. M. P.の

製品の第 1 次改良型が示されている。Fig.1019 は Gibbs 揺動カップを有する新型の弁心棒

スタッフィング･ボックスらしいが、機能的には第 1 次改良型と同じでありその技術的メリ

ットの程は不明である。ともかく、旧型においては揺動スリーブ内円錐面の角度は 35°、

その右側は円筒となっていた。第 1 次改良型以降、円錐面角度は 45°、15°の 2 段となり、

平行部は廃された。初期型ではホワイトメタル製のパッキング･リングの内、最奥部の 1 つ

のみがシールに与り(したがって摩耗し)、隣のリングは遊んでいる傾向があったからである23。 

 

 図 28 20 世紀初頭のアメリカ蒸気機関車界における主なスタッフィング･ボックス 

                                                   
22 cf., A.,Morton Bell, Locomotives. Volume I, London, 1935, pp.70~71, E.,A., Phillipson, 

Steam Locomotive Design : Data and Formulæ, London, 1936, p.216, M.,P.,Sells, The 
Locomotive of To-day, London, 1951, pp.190~191. 
23 森･松野『機關車工學』(中)、143~145 頁、参照。Machinery’s Encyclopedia with 1929 

Supplement. N.Y, 1929, Vol.Ⅳ, p.238にFig.28(縦断面図)として掲げられている 2段円錐面付

き揺動カップ付き U.S.M.P.製弁心棒用スタッフィング･ボックスは Fig.1018 に示されるモ

ノと同一物である。この 7 巻構成の、そして日本機械学会刊行の某書籍における記述の相

当部分が此処からの無断引用であるほど権威性の確かな機械辞典の中で蒸気機関車やメタ

リック･パッキングが登場するのは此処だけである。それはともかく、弁心棒如きにかかる

重構造のスタッフィング･ボックスが配置されたのは当該のピストン弁が外側給汽式であ

ったからであると考えられる。 
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  Locomotive Dictionary. 1st., ed., N.Y., 1906, (160), Figs.1015~1021. 

   Babbitt Metal とは錫台ホワイトメタル。 



31 

 

 

英国式に近いHaydenや段付き合せ面を有するAuroraといったブランドも見えているが

その詳細については不明である。遺憾ながら、この書物は解説的記述に乏しいことを欠点

として有している。 

 これらに続き、雑多な型式の顔触れとして The Paxton-Mitchel Company の

Paxton-Mitchel 式、U.S.M.P.の King 式、Harry Vissering & Company の Crescent 式、

The Stewart Manufacturing Corporation の Sullivan 式、H. G. Hammett の Trojan 式と

いったメタリック･パッキングを用いるスタッフィング･ボックスが提案された。 

図 29 に示す Paxton-Mitchel 式は Lancaster 式の隣接するシール･ピース同士を合体･変

形せしめ“「」”構成としたようなモノで、接線方向 2 分割のパッキング･セグメントを特徴

とした。分割面と直角方向にはばね圧が作用せぬからセグメントの摩耗も僅かとなる筈で

あるが、ピストン棒の直径の 1/4 in.までの磨耗に追随すると謳われていた。材料についての

言及は見られない。 

 

 図 29 Paxton-Mitchel 式スタッフィング･ボックス 
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保持環、パッキング･セグメント、板ばね 弁心棒パッキング･セグメント(新製、中ぐり後、摩耗状況) 

Locomotive Cyclopedia of American Practice. 7th., ed., N.Y., 1925, p.480 Fig.1001, p.481 Fig.1006, 

1007. 

 

 図 30 に観る U.S.M.P.の King 式は 3 次元的な 2 分割円錐状のパッキング･セグメントに

よって特徴付けられた。旧来の U.S.M.P.製品のパッキング･ピースを King 式パッキング･

セグメントに代替することも可能であった。ここでもその材料についての明確な言及は見

られない24。 

 

 図 30 U.S.M.P.の King 式スタッフィング･ボックス 

 

 

 ditto., p.483 Fig.1014, p.482 Fig.1012.  

 

 Crescent 式(図 31)も円錐面をシール面とするシカケであったが、その詳細については不

明である。但し、後年、同じ“Crescent式”を名乗る機構がT-Z Railway Equipment Company

なる企業から投入されていた(図 32)。図 31 と図 32(左, 中)とではパッキング･セグメントの

断面が異なっているように見えるが、切断面を変えれば両者は矛盾せぬから、恐らく事業

統合ないし継承が行われたのであろう。それにしても、“Crescent 式”のセグメントなどは

極めて複雑な寄木細工のような構造物である。 

 

 図 31 Harry Vissering & Company の Crescent 式スタッフィング･ボックス 

                                                   
24 ピストン弁々心棒用にはこれをタンデム化したモノが用いられた。cf., Locomotive 

Cyclopedia of American Practice. 10th., ed., N.Y., 1938, p.563. 
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    ditto., p.482 Fig.1011. 

 

 図 32 T-Z R.E.の“Crescent 式”及び“Diamond 式”メタリック･パッキング 

 

   Locomotive Cyclopedia of American Practice. 10th., ed., p.615. 

 

なお、T-Z R.E.の“Crescent 式”も“Diamond 式”もパッキング･セグメントの材料は

同一で、飽和蒸気用(リプレイス用品か？)と過熱蒸気用とで合金の配合が変えられていたとい

う。もっとも、図 32 右の“Diamond 式”などは U.S.M.P.の King 式と同じであるように

しか見えない。円錐面の利用という点においては図 33 の Sullivan 式も同じであったが、

パッキング･ピースの割り方は比較的単純であったように見受けられる。 
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図 33  The Stewart Manufacturing Corporation の Sullivan 式スタッフィング･ボックス 

    

    ditto., p.482 Fig.1013A. 

 

 図 34 の Trojan 式はホワイトメタル製のリング 2 種類を積層させる方式であった。 

 

 図 34 H. G. Hammett の Trojan 式メタリック･パッキング 

 

 ditto., p.484 Fig.1022. 

 

なお、アメリカ機関車界においてはこれ等とは全く異なる接線方向 3 ないし 4 分割の青

銅製パッキング･セグメントを組合わせるメタリック･パッキングに係わるシカゴの John 
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Badeker による特許 US1669074 が 1925 年 6 月 1 日に出願され’28 年 5 月 8 日に公告され

ていた(図 35)。概ね不凝結サイクルに終始した蒸気機関車においては内部油の使用に対して

寛容であったから青銅をパッキング･セグメントに用いることに無理は無かった25。 

 

図 35 Badeker の特許 US1669074 より 

     

   特許明細より。 

 

特許明細図の“42”は切欠きによる凹み
リ セ ス

に振られた番号であり、この切欠き部を活かし

たセグメント相互の重ね方に新奇性が認められたようであるが、かような切欠き接合が意

味を為すのはリングを 1 枚単位で用いる場合のみであって、前掲図 25 におけるように 2 枚

重ね単位で用いる限り左様なシカケが不要であったことは理の当然である。 

Badeker の製品は’25 年には実際に製品化されていた。図 36 は’30 年時点における

                                                   
25 Badekerは元々、Chicago Standaed Metallic Packing Companyのスタッフであったが、

間もなく Badeker Metallic Packing Company(→Badeker Manufacturing Company)を設立し

たようで、その後もメタリック･パッキング関連の特許を数件、取得している。 
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Badeker の弁心棒用スタッフィング･ボックスの製品例を示す。 

 

図 36 Badeker の弁心棒用スタッフィング･ボックス 

    

    Locomotive Cyclopedia of American Practice. 9th., ed., N.Y., 1930, p.593 Fig.1269. 

 

 図 37 は同じく’30 年時点での製品紹介である。ピストン棒用には 4 セクション･2 重リン

グ式、弁心棒用には5セクション･1重リング式のメタリック･パッキングが用意されていた。

リング･セクションは仮組みした後、リセスの端部に鉛を充填して相対運動を排除した上、

ロッド外径に合せてロッド孔を中ぐりし、最後に鉛の詰物を除去して組付けに回された。 

 

 図 37 Badeker のピストン棒用(左)、弁心棒用(右)メタリック･パッキング 
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     ditto., p.592 Figs.1263~1266. 

 

 また、同じ文献には新顔として Morris B. Brewster, Inc.の Brewster Metallic Packing

が紹介されている。図 38 がそれで、上図は標準型(中段は使用限界到達時の形姿)、下図は高圧

蒸気(従って相対的に太いピストン棒径)に対応するタイプである。パッキング･リングの材料に

ついては伏せられているが、極度に軟質のもの、形状は半割りで突き合せ面は斜めにカッ

トされていたようである。 

 

 図 38 Brewster メタリック･パッキング 
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    ditto., p.594 Fig.1270. 

 

図 39 は戦前期最後の新顔、Badeker の亜流と形容されるべき Ace Everseal Company

の Ace Everseal Mechanical Packing である。パッキング･セグメントは 3 個をノックピン

で位置決めしつつ 2 段重ねにそたもの。同図下の左は新製時の組立て形姿で添図“1”は 1

番セグメントを取外して裏返して見せたモノ、同右は摩耗後の形姿である。 

 

図 39 Ace Everseal Company の Ace Everseal Mechanical Packing 
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 Locomotive Cyclopedia of American Practice, 11th., ed., 1941, p.594, p.602 Fig.7.87C. 

 

同じ書物の戦後版を見ても更なる新顔は見出されないから、ほぼ、これでアメリカにお

ける蒸気機関車のピストン棒スタッフィング･ボックス用のメタリック･パッキングの種類

は出尽したものと考えられる。半世紀になんなんとするその技術的進化を総括すれば

“simple is best”の追究であった。 

なお、蒸気機関車界においてはこれなで見て来たようにメタリック･パッキングはピスト

ン弁々心棒のスタッフィング･ボックスにも適用された。それらの基本構成は概ね同じブラ

ンドのピストン棒用のそれと大同小異であったが、総じて弁心棒はピストン棒の場合ほど

に傾きも芯ズレもしないため、偏倚を吸収するための機構は省略された。 

 

4．深尾式メタリック･パッキングの誕生 

1）三菱における先行型式：江崎式メタリック･パッキング 

 三菱長崎造船所の江崎一郎は 1916 年 7 月 11 日、江崎式メタリック･パッキングに係わる

日本特許第 29751 號を認められた(特許権者は三菱合資会社)。以下の図は特許公報から採録し

たモノである。図 40 は拡張式の形でピストンリングとして用いられる江崎式メタリック･

パッキングの例である。 

 

 図 40 江崎式メタリック･パッキング(その 1：ピストンリングとしての使用例) 
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 特許明細より。 

 下の覆子＝環片(リング片)キャリヤは T 型のモノが上部用、函型が下部用。 

 

 図 41 江崎式メタリック･パッキング(その 2：ピストンリング中間環) 
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 同上。 

 

 図 42 は緊縮型の回転軸シールとして用いられる江崎式メタリック･パッキングの例であ

る。 

 

 図 42 江崎式メタリック･パッキング(その 3：渦巻ポンプの軸シールとしての使用例) 

     

同上。 

7 は環片群を縛って軸に締付ける発条環。19 は銅線環。 

 

 要するに、江崎式メタリック･パッキングは小さく分割されたパッキング･ピース群をコ

イルばね群を介しつつ綴り合せて筒の内面ないし軸の表面との密着を図る一方、軸方向の
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密封性をこれまた多数のコイルばねに依る摺動リングの圧着によって獲得しようとするシ

カケであった。部品点数の多さと各部品の矮小さに由来するそのシール性の低位とメイン

テナンス性の劣悪を予想することは容易であり、深尾が伝えた Copeland 式への代替も一向

に故無しとはしないのである。 

 

2）深尾式メタリック･パッキング 

 三菱神戸造船所の深尾淳二は 1917 年 4 月 4 日、深尾式メタリック･パッキングに係わる

日本特許第 30940 號を得た。1．での引用にあった通り、当初は特許権者も彼自身であった。

図 43 右は接線方向 3 分割型のパッキング･セグメントを、同左は継目を交互に配してこれ

を 2 枚重ねとした状態を示し、位置決め用のノックピンが見えている。 

 

 図 43 深尾式メタリック･パッキングの基本構成 

  

 特許明細より。 

 

 図 44 左はピストン棒スタッフィング･ボックスとしての、同右は回転軸シールとしての

深尾式メタリック･パッキングの装備状況を示す。 

 

 図 44 深尾式メタリック･パッキングの装備状況 
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 特許明細より。 

 

 図 43 から明らかなように、深尾式のパッキング･セグメントの形状は前掲図 25 のそれと

全く同一であった。両図は見透し方向が逆であるため、“単にアイデアとしては似ていたか”、

といった程度の印象を抱かれかねぬが、型紙を抜くか画像処理して図を裏返せば両者がピ

ッタリ重なること位は直ちに判明する。従って深尾式メタリック･パッキングに機構面にお

ける新奇性は絶無であったと断じて差し支え無い。その完成形における材料面の特徴はパ

ッキング･セグメント材料としての鋳鉄の化学成分にあった。これは本人の“自白”通り、

Copeland の模倣に等しい開発成果であった。 

 

5．鐡道省で使用されたメタリック･パッキングの諸型式と深尾式の制式化 

 図 45 は鐡道省の飽和蒸気機関車に用いられていた代表的なピストン棒スタッフィング･

ボックスである。これは明らかに“United States Metallic Packing”の旧型である。パッ

キング･ピースは勿論、ホワイトメタル製であった。 

 

 図 45 鐵道省の飽和蒸気機関車のピストン棒スタッフィング･ボックス 
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 機關車工學會『新訂増補 機關車の構造及理論』上巻、交友社、1940 年、405 頁、第 302 圖。 

 

 鐡道省ではパッキング用ホワイトメタルとして表 1 の 2 種類が使用されていた。一応、

過熱蒸気には第 20 號という建前ではあったが、硬度が高過ぎるとして実態的には第 7 號が

汎用されていた。 

 

 表 1 鐡道省でパッキングに用いられていたホワイトメタル 

種   別 
配     合     割     合 

鉛 錫 アンチモニー 

第   7   號 84  7  9 

第  20  號 65 20 15 

   同上書、406 頁、より。 

 

 図 46 は 1912 年投入の 9600 型過熱蒸気機関車に用いられていたスタッフィング･ボック

スである。出典文献はこれを「シュミッド式パッキン」と称している。図の低品質には目

を瞑らねばならないが、これは先に観た Schmidt式(図 28)を大胆に簡略化したモノであり、

かつ、図からはこの外側に構える本来のボックスが省かれている。 

 

 図 46 鐡道省の過熱蒸気機関車 9600 型のピストン棒スタッフィング･ボックス 
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 同上書、407 頁、第 304 圖。6 の左側矢印は誤り。 

 

 図 47 は’19 年、新製当初の 18900(C51)型過熱蒸気機関車に用いられていたピストン棒ス

タッフィング･ボックスである。数片に別れたパッキング･ピースをばね環で縛ったメタリ

ック･パッキングと軟質パッキングを併用する形式であったが、その成績は不良であり、図

48 に見る’23 年の 9900(D50)用のスタッフィング･ボックスへの置換えが実施されている。

本型式のパッキング･ピースは特殊な銅合金製であったという。これについては出典文献に

おいて「氣密の點で比較的優秀ではあつたが、尚不充分な點が多く、外國製のガーロック･

クレセント及パクストン･ミツセル式等には遠く及ばない憾みがあつた」と評されている26。 

 

 図 47 鐡道省の過熱蒸気機関車 C51 型の当初型ピストン棒スタッフィング･ボックス 

    

                                                   
26 ガーロック(The Garlock Packing Company[N.Y.])は軟質パッキングやオイルシールに関して

は有力な製造家であった。しかし、戦前戦後を通じて此処が Crescent 式メタリック･パッ

キングのメーカーであったという事蹟を直接的に示す文献資料については管見の及ぶ処と

はなっていない。 

 なお、メタリック･パッキングは標準小物部品的な要素技術であり、その装備に際しては

摩耗したロッド外径に合せて内径をボーリングするような使い方も普通に行われていたか

ら、鐡道省でも輸入機関車に付属して来たモノ以外にも様々な輸入品を検修用として験し

ていたことと想われる。 
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  同上書、408 頁、第 305 圖。 

 

 図 48 鐡道省の過熱蒸気機関車 D50 型のピストン棒スタッフィング･ボックス 

   

 同上書、407 頁、第 303 圖。 

 

 図 49 は「省基本第一種ピストン棒パツキン」を用いるスタッフィング･ボックスの一例

であり、’32 年制式化の C54 型に用いられたモノである。このメタリック･パッキングは接

線方向 2箇所で両断されたパッキング･セグメントを周囲から板バネで締付けてピストン棒

に圧着させる構造のリング“1”2 連とばね環で締め上げられた 2 つ割のリングであるパッ

キン押エ“5”とを直列し、ばね“7”に依って軸方向に圧し付ける構造で、Paxton-Mitchel

式の純然たる模倣品であった。この機構はピストン棒の傾斜や芯ズレに対する寛容度に乏

しいだけでなく、パッキング･セグメントの合せ面直角方向の摩耗が制約されるため使用時

間の累積と共にピストン棒とパッキング･セグメントとの間に局所的な隙間を生ずる欠点

があったと伝えられているが、本家の製品との間にも相当な品質格差があったのであろう。

この「省基本第一種ピストン棒パツキン」は C54 型の他、C55 型や C 型タンク機等にも採

用されたようではあるが、その大袈裟な称号の割には中途半端な存在として終った。 

  

 図 49 「省基本第一種ピストン棒パツキン」使用のピストン棒スタッフィング･ボックス 
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  機關車工學會『最新 機關車名稱辭典』交友社、1940 年、109 頁、第 94 圖27。 

 

 なお、「省基本第一種」＝Paxton-Mitchel 式の模倣品はピストン尻棒のスタッフィング･

ボックスにも適用されている。もっとも、国鉄蒸気機関車用スタッフィング･ボックスとし

ては「其の種類は種々あり，幾多試用し，研究の結果図示のものがよく，多く使用されて

居る」という戦後の記述には次に述べる事柄との均衡上、疑問が残る。 

 

 図 50 ピストン尻棒に適用された「省基本第一種」メタリック･パッキング 

 

 坂田行造『最新 機関車修繕技術 後編(台枠、機械及操向関係)』大鐵図書、1951 年、11 頁、第 1-13 圖。 

 

’28 年、制式化された C53 型以降の鐡道省の近代機と呼ばれる機関車群のピストン棒スタ

                                                   
27 築舘 武『機關車檢修の理論と實際』東洋書籍出版協會、1941 年、279 頁、第 134 圖は

これよりやや軸方向に間延びした同工のメタリック･パッキングとなっている。但し、278

頁の本文記述は同図と符合しない。 
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ッフィング･ボックスは「省基本第二種ピストン棒パツキン」即ち深尾式メタリック･パッ

キングに統一された(図 51)。当時、鐡道省関係者は当時、深尾式メタリック･パッキングに

ついて： 

   本式は詰物の材質が特殊合金であつて、棒との摩擦を輕減すること、構造上漏気殆

んど無く、且つ詰物が摩耗するに從つて、バネは猶豫なく詰物の各片を棒の中心に向

つて押しつけるので詰物としては理想に近いものであるといふ。 

と好意的に紹介したものである28。 

また、D50 のスタッフィング･ボックスに係わる引用に続けて機關車工學會は「我國産深

尾式パッキンは、之等外國製パッキンに對し遜色のない優秀なもので省基本第二種として

新製車に使用されてゐる」と称揚している。それが鐡道省の近代的蒸気機関車の全てに採

用され続けたという実績はその優秀性を示して余りある事実と言えよう。 

 

 図 51 C53 型以降の鐡道省新製機関車に適用された深尾式メタリック･パッキング 

 
 

 
 

『新訂増補 機關車の構造及理論』上巻、410 頁、第 309, 310 圖、411 頁、第 311 圖、『最新 機關車名稱辭

典』109 頁、第 94 圖(部分)。 

左上から右回りに：その装備状況(2 連は略記)、パツキン枠、組立状況、積層状況。下左の 1 はパッキン

グ･リング、2 は前後パッキング･リングの継目の重なりを防ぐための円周方向位置決め用ノックピン。 

                                                   
28 有原俊二『最新版 最新機關車工學』東洋書籍出版協會、1935 年、270~271 頁、より。 
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 深尾式メタリック･パッキングは深尾や機關車工學會が述べた通り、鐡道省~国鉄の近代

的蒸気機関車におけるピストン棒用スタッフィング･ボックスの標準となった。戦後の国鉄

関係者に依る教科書には「飽和蒸気機関車に使用されたピストンパッキンおよび過熱蒸気

機関車に用いられた第一種パッキンは現在あまり使用されていない」と記されている。 

但し、「第二種パッキン(深尾式)」のパッキング･セグメント材料に関しては「Y メタルと

称する特殊鋳鉄または特殊銅合金が用いられている」とある。このような部位に銅合金を

使用することは決して異端的ではないが、此処には Badeker 等、アメリカ流の材料遣いか

らの若干の影響が認められるように想われてならない。また、Y メタルの成分についても分

析的な化学組成ではなく「銑鉄(1 号)30%、鋳鋼屑(バネ鋼屑)20%、鋳鉄屑 48%、硅素鋼 1%、

マンガン鉄 1%」といった実用的な調製法の格好で表示されている点が興味深い29。 

 なお、前掲図 5150 にも拘わらず、鐡道省機関車におけるピストン尻棒及トルのスタッフ

ィング･ボックスとしては 9600 型の簡略版 Schmidt 式ピストン棒スタッフィング･ボック

スから球面座を取り払って小形化したような装置が主流をなしていたようである。もっと

も、この方面にも雑多な型式が生き残ってはいた。また、近代機においては内側給汽方式

のピストン弁が標準となっていたため、弁心棒からの漏汽は僅少であり、此処にはスタッ

フィング･ボックスに代えて簡単な砲金製溝付きブシュが使用された30。 

 

6．満鉄のアメリカ系技術 

前掲図 25 の機構に近い、つまり深尾式とも類似のアメリカ系技術は複動ガス機関のみな

らず蒸気機関車においても使用されており、何かにつけアメリカを範とした南満洲鐡道は

ここでもその忠実なユーザーの一つであった。図 52 は、満鉄傘下の鉄道関係者向けに著さ

れたテキストから得た「拜歹卡(Badeker)式」メタリック･パッキングである。 

 

図 52 「拜歹卡(Badeker)式」メタリック･パッキング 

                                                   
29 吉田富美夫･大竹常松『国鉄機関士科指導要目準拠 最新蒸気機関車工学』交友社、1960 年、

128~129 頁、参照。 
30 同上書、129 頁、参照。 
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  樋口與内『機關車之構造及理論』華北交通㈱北京鐵路局、1941 年、139 頁、第 96 圖。 

 

1909 年以前に存在していた接線分割 3 セグメント 2 枚重ねの、つまり深尾式の原像とし

て位置付けられるべき前掲図 25 の先駆的機構と図 35 に示された Badeker の’28 年特許

US1669074A とを巡る人的その他の関連性については一切不明である。但し、前者に係わ

る特許が取得されていたとしても、’25年の出願当時、それは既に失効していた筈ではある。 

その反面、’25 年なら深尾の’17 年の日本特許は未だ生きていたワケである。それにも拘

わらず、三菱ないし深尾が当時の日本の勢力圏、旧満洲で堂々と使用されていた Badeker

式メタリック･パッキングについて、これを自らの特許に対する回避技術に過ぎず新奇性に

乏しい等々の意義異議を申し立てた形跡も歯軋りの痕跡も皆目見当たらぬ。この事実が 

①：深尾に依る特許取得以降、何れかの時点において三菱側が’09 年以前の根源的技術(特許?)

の存在に係わる情報を掴んでいたこと、②：そのため三菱側は却って藪蛇となる事態を怖

れ、沈黙を決め込んでいたこと……を窺わせる状況証拠と解されたとしても、それを強ち

疑心暗鬼に過ぎた所作と切り捨てることは出来ぬであろう。 

少なくとも、深尾その人は特許認可以降、何れかの時点において真相を把握したと考え

られる。『深尾淳二 技術回想七十年』にも『和田岬のあゆみ』(上)所収の「神船の想い出」

にも’17 年特許の番号は記されておらず、とりわけ前者において’19 年に取得された材料特

許の番号が記載されているにも拘らず肝心の深尾式メタリック･パッキングに係わる’17 年

特許の番号が伏せられている事実はこの辺りの消息を垣間見せてくれる強い状況証拠であ

る。 

ともかく、図 53 に示される通り、満鉄の看板特急列車“あじあ”の牽機、1934 年投入

のパシナ型蒸気機関車に公然と使用されていたピストン棒スタッフィング･ボックスのシ

ール機構は将しく Badeker 式メタリック･パッキングに他ならなかった。 
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図 53 満鉄パシナ型の Badeker 式メタリック･パッキング入りスタッフィング･ボックス 

 

 
 井口祐太著/姚寶琦訳『袖珍機關車圖解』松浦屋印刷所、1938 年、114 頁、第 100 圖。 

 

 なお、満鉄方面ではこれ以外にも件の Trojan 式、King 式といったアメリカ系のメタリ

ック･パッキング等が使用されていたようであるが、これらは繰返すまでも無く、深尾式メ

タリック･パッキングとは似ても似つかぬカラクリたちであった。 

 

むすびにかえて 

深尾式メタリック･パッキングの技術的新奇性については、これをパッキング･セグメン

トの材料という面から観る限り、それが Copeland メタリック･パッキングの模倣に発した

という点については既に深尾自身が語った処であるだけに、その乏しさは明らかである。

他方、パッキング･セグメントの機構面における新奇性の有無についても、我々の導き出し

た答えは議論の余地無く全面的に“否”である。 

筆者はそれがアメリカ物の剽窃であったとは断定せぬし、そうしたいワケでもない。然

しながら、仮にそのように謗られたとすれば凡そ理屈を以てする反論の余地など皆無であ

る。逆に言えば、我々は大正一桁の頃、この国の特許審査もいい加減なら海外から日本の

国内特許に対して注がれる監視の目もほとんど無きに等しかったという状況を窺い知るの

である。また、我々は昭和の世を迎えてからは自らのプライオリティーの虚構性発覚への

大き過ぎるリスク故に、三菱と雖も Badeker 特許を攻撃することが出来なかったのではな

いかといった疑いにさえ逢着したワケである。 
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他方、普及･実用面における深尾式メタリック･パッキングの功績は、とりわけ本邦蒸気

機関車界においては絶大であり、それは偉大なる「発明」と評価されて然るべき技術であ

った。タービン化、ディーゼル化の急展開が無ければその採用は広く海軍艦艇ならびに商

船用主補機にまで及んでいたことであろう。 

 蒸気機関や複動内燃機関、複動高圧々縮機が第一線を退いて以降の戦後世界において、

本稿で取上げられたような高温、時として腐蝕性ガス雰囲気の下で使用される往復運動軸

用スタッフィング･ボックスやそこでの使用に耐えるメタリック･パッキングの棲息域は高

炉々頂の装入物高さ測定に用いられる検尺棒や高炉の蓋であるベルを開閉するベル吊ロッ

ドのシール機構程度に限定されるようになった。 

しかし、前者は既に赤外線やレーザーを用いる技術によって代替されてしまっているよ

うであり、炉頂構造に関しても改修に乗じたベルレス方式への転換が繰返されて来ている。

また、そもそも炉頂に用いられたメカニカル･シールはサイズこそ大きいものの、それが耐

え凌ぐべき圧力や摺動速度は複動式の原動機や圧縮機における対応物のそれに比して著し

く低位であり、機械としての威厳とデリカシーの点で物足りぬコト夥しい点は些か心残り

である31。 

                                                   
31 赤岡 純編著『シール技術』近代編集社、1972 年、113∼115、120∼121 頁、参照。日本

の高炉におけるベルレス化について簡単には拙稿「新日鐵広畑製鐵所の高炉操業技術」新

エネルギー･産業技術総合開発機構『産業技術歴史継承調査』平成 5 年度調査報告、

NEDO-IT-9308、1994 年、41~52 頁(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。日本産業機

械工学会風水力機械部会メカニカルシール委員会編『メカニカルシール技術発展史』同委

員会、2001 年、は恰も当然の如く回転軸シールのみを取上げた技術史書となっている。 


