
1 

 

戦前戦時 ～ 復興期のダットサン，ニッサン用日立気化器 

―― A.M.C.気化器の開発と遅れ馳せの脱･ソレックス ―― 

HITACHI Carburetors for DATSUN and NISSAN  from 1930’s to 50’s 

―― Development of A.M.C. Carburetor and Belated Breakaway from SOLEX ―― 

 

大阪市立大学大学院経済学研究科 Discussion Paper  No.109, 2017 年 9 月 4 日 

 

坂上茂樹 

Shigeki Sakagami 

 

目   次 

はじめに 

1．戦前~復興期におけるダットサン用気化器 

1）戦前期のダットサン用気化器 

2）復興期のダットサン用気化器 

2．戦時∼復興期におけるニッサン車用気化器 

1）戦時期のニッサン車用気化器 

2）復興期のニッサン車用気化器 

3．いすゞ車，トヨタ車，その他における気化器の事例との対比 

むすびにかえて 

 

はじめに 

 電子制御式燃料噴射装置に大道を譲る以前，気化器はガソリン機関に必須不可欠な空燃

比制御をほぼ独占的に請け負っていた補機であり，動力技術サブシステムに内部構造とし

て包摂された制御技術サブシステムの枢軸であった。しかし，その現役ないし全盛時代に

おいてさえ，内燃機関工学文献の類における気化器の扱いは単に裏方としてのそれに止ま

っていた。むしろ，多くの場合において，それに対しては点火系以下の席次が与えられ，

時としては始動装置にも劣る言及が為されるに過ぎなかった。 

気化器が総じて内燃機関工学の範疇外といった扱いを受けて来た理由はそれが，近年の

電子部品の如く，概ね専門メーカーの領分に属する製品でありエンジン･メーカーにとって

は単なる挿
す

げ替え可能な購入部品に過ぎぬ場合が多かったこと，気化器はその基本ブラン

ド数も型式数も多い上にそれぞれにおける設変頻度も夥しく，摸倣作･雑種の類は枚挙に暇

無く，しかも常に世代を異にする個体群が混用される状況が醸し出されていたため，一筋

縄では紹介し難い特殊な技術的作品領域を成していたこと，更にはガソリンが非常に揮発

し易い液体燃料であることや電気火花に依る外部点火が主流であったが故に，同じ機能部

品であっても着火と燃焼を直接かつ決定的に左右するディーゼル機関の燃料噴射系とはそ
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の存在の重み･機微に雲泥の差があったこと，等であると考えられる。とりわけ航空発動機

とは違って高空性能云々とは縁遠い自動車用内燃機関がらみの工学的文献においてその傾

向は甚だしかった。 

本稿は日立製作所に在って日立気化器の黎明期から佐和工場副技師長を最後に日立を退

くまで開発技術者として活躍した萩原 連の回想記『日立気化器物語(萩原 連 回想録)』(㈱日

立製作所佐和工場エンジン機器設計部，1980 年)を経糸に，標記主題とその周辺の技術史を整理し

直す試みであり，2.，3.は拙稿「戦前･戦時期の国産中･大型自動車用機関について」(大阪市

立大学学術機関リポジトリ登載)を補足するものとなっている。 

 

1．戦前~復興期におけるダットサン用気化器 

1）戦前期のダットサン用気化器 

 ダットサンは小型四輪自動車としては戦前期日本を代表する車型であった。もっとも，

その販売台数の多くはトラックであり，更に戦前期日本における小型トラックの本流と言

えば，それは一点の疑いも無くオート三輪であった1。 

 少数のダットサンは官需にも充当されており，警察や陸軍，逓信省にて使用された。図 1

は陸軍省と逓信省に納入されたダットサン商用車の雄姿である・ 

 

図 1 陸軍省納入のダットサン･トラックと逓信省納入のダットサン･ライトバン 

  

陸軍省に装蹄自動車として納入されたトラック 逓信省に納入されたライトバン 

日産自動車(株)『國産の誇り ダットサン の出來るまで』1936 年，より。 

 

ダットサンの起源については今更，此処で長々と紹介したりはせぬが，その SV 式の 4

気筒機関についてはフランスのベンジャミンを模倣したものという要人の回想が伝えられ

ているから，この点についてはその通りなのであろう2。 

                                                   
1 この点については大島 卓との共著『自動車』日本経済評論社，1987 年，拙著『鉄道車輌

工業と自動車工業』同，2005 年，第 4 章，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)，参照。 
2 久保田篤次郎「ゴルハム式三輪車からダットサンまで」『自動車史料シリーズ(2) 日本自

動車工業史口述記録集』㈳自動車工業振興会，1975 年，59~72 頁の 65 頁，参照。この後，

73~139 頁にも後藤敬義「ダットサンの量産化と技術革新」，浅原源七「日産自動車史話」，

畠村 易･保坂 透「日産自動車創業時の機械設備と製造技術」，にダットサンに関する言及
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 1930 年の 1 号車の機関は当時の内務省小型車規格に適合するため，54×54mm というボ

ア･ストロークを与えられた 0.495ℓ機関となっていた。機関はクラッチ。変速機と一体化さ

れたパワーユニットを為していた(図 2)。その後，小型車規格の 750cc への拡大に呼応して

排気量は拡大されたが，それでも，図 3 に表現されているように，元々ベンジャミンを模

したという戦前期のダットサン用機関はごく小さなエンジンであった。 

 

 図 2 ダットサンのパワーユニット 

      
 『最新 小型自動車 講義録 IIII ダットサン自動車講義』國際自動車協會出版部，無刊記，10 頁，第五圖。 

 

 図 3 工場でのダットサン機関 2 態 

  

                                                                                                                                                     

が見られ，参照されるべきである。ダットサンの起源や発展についてはまた，自動車工業

会『日本自動車工業史稿(2)』1967 年，303~324，396~414 頁，日本自動車工業会『日本自

動車工業史稿(3)』1969 年，129~158 頁，「代位 3 回座談会 自動車工業史よもやま話」『自

動車史料シリーズ(1) 日本自動車工業史座談会記録集』㈳自動車工業振興会，1973年，55~83

頁，桂木洋二『日本人になったアメリカ人技師―ウィリアム・ゴーハム伝』グランプリ出版，

1993 年，参照。 
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 『國産の誇り ダットサン の出來るまで』より。 

  

 このダットサン機関における諸元の変遷については，これを日本機械學會『機械工學年

鑑』各年版自動車ないし交通の項から拾ってみれば，次のようになる。一旦，リミット一

杯に引上げられた排気量が直ぐに若干，抑えられたのは工業規格においてピストン径が

5mm 刻みに設定されたことに呼応する措置であったと考えられる。 

 

 1934 年 SV, 4-56×76mm(0.749ℓ), ε=5.0, 12HP/3000rpm.  ダットサン型特殊気化器 

 1935 年 SV, 4-55×76mm(0.722ℓ), ε=  ?, 15HP/3600rpm.       ? 

 1936 年     同   上   ε=5.2       ?                      ? 

 1937 年     同      上       ?   16HP/3600rpm.  ニッサンソレックス 

  1938 年       不              明 

 1939 年       不              明 

 1940 年       不              明 

 1941 年 SV, 4-55×76mm(0.722ℓ), ε=5.4, 16HP/3600rpm.              ? 

   

これ以降の戦時期については不明である。気化器に関しては何れかの時点において㈱日

本氣化器製作所の製品が使用されるようになっていた筈である。“ニッサンソレックス”と

はその“開発”から引き摺って来た呼称なのであろう。Solex はフランスの著名なバイク及

び気化器メーカーであった3。 

なお，戦時下の 1940 年下半期ないし’41 年上半期以降，日産自動車にはダットサンの製

造中止命令が発せられているから，仮令，爾後の製造事蹟が計上されていたとしても，そ

れは軍用の限定的な例外であったということになる4。 

 残念ながら，ダットサン機関については如何なる理由からか，良質の図面類を見出し難

い。図 4 は一つの選択として載録したさ
．
ほど
．．

感心出来ぬ 2 面図である5。 

 

 図 4 ダットサン機関 2 面図 

                                                   
3 ソレックスはイギリスにソレックス UK を設立していたが，本家のソレックス･フランス

は FIAT 系の大電装品メーカー，Magneti Marelli に吸収されている。現在，ソレックスは

英仏何れにおいても電動アシスト自転車メーカーとして知られているようである。 
4 萩原『日立気化器物語』36 頁，参照。㈱日本氣化器製作所は 1932 年に創立された当時，

わが国唯一の気化器専門メーカーで，Stromberg，Marvel，Carter 等，アメリカ製気化器

のイミテーション国産品の老舗(?)であった。現･㈱ニッキ。 
5 戦前のダットサン機関の本体構造や動力伝達系，足回り，フレーム等，主要ユニットに関

しては戦前型Austin 7 との比較という観点から拙稿「1937 年型Austin 7 乗用車について」

(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載予定)の中でややマシな図と共に若干立入って取上げられ

ている。 
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  『最新 小型自動車 講義録 IIII ダットサン自動車講義』12 頁，第六圖。 

 

 先に述べたように，日本氣化器製作所はある時点からダットサン用気化器の製造を引受

けていた。萩原は「気化器は後藤敬義氏が設計し，日本気化器が製作していた」と述べて

いる。ダットサン用以外にも同社の製品リストにはオオタ，筑波用の気化器もラインナッ

プされていた。後 2 者が降流式であったのに対してダットサン用のそれは昇流式の旧弊な

設計であった(図 5)6。 

 

 図 5 日本氣化器の小型車用気化器 3 型式 

                                                   
6 引用は萩原前掲書，4 頁，より。オオタについては『日本自動車工業史稿(2)』537~540

頁，『日本自動車工業史稿(3)』222~237 頁，『自動車史料シリーズ(2) 日本自動車工業史

口述記録集』173~186 頁，筑波については同，237~244 頁，参照。オオタ，筑波について

も拙稿「日本内燃機“くろがね”軍用車両史」において若干，取り上げておいた。 

 降流式，昇流式の得失については拙稿「戦前･戦時期の国産中･大型自動車用機関につい

て」，参照。 
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  日本氣化器製作所『純國産 日本氣化器』1939 年，より。 

 

 日本氣化器製作所製のダットサン用気化器 NV-50 型については幸いなことに良質の組立

図が残されている(図 6)。 

 

 図 6 日本氣化器 NV-50 型気化器の構造 
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   同上。 

 

ところが，この気化器はやがて日立ソレックス気化器へと切替えられる。1937 年，日立

製作所戸塚工場に： 

アメリカ駐在のソレックスのセールスマンであるピエール･モローという若い人が

派遣されてきた。彼は熱心な男で，毎日日産自動車に出かけて，ダットサン気化器の

マッチングを行なった。既にこのエンジン用として 22HD 形という横形気化器の図面

やダイカスト型も届いていた故，背水の陣をしいたというところだ。前述した後藤敬

義氏も満洲日産に出向していた故，事も運び易かった。とうとう日本気化器との競争

にも勝ち，この気化器の量産を昭和 13 年春から開始した7。 

と述べている。競争云々もあったであろうが，日産－ソレックス－日立の関係は外生的に

確立されていたから気化器にしても選択の余地は乏しかったことと想われる(図 7)。 

 

 図 7 日立 22HD 型気化器 

                                                   
7 萩原『日立気化器物語』7 頁，より。 
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萩原『日立気化器物語』巻頭(4)頁，より。 

 

 即ち，1936 年，自動車運輸業界から「天下の悪法」と非難された露骨な国産自動車工業

擁護･Ford，Chevrolet 追い出し策である自動車製造事業法が施行されると，かねてより自

動車製造事業参入を狙っていたトヨタは逸早くシボレーとフォードの混成車をデッチ上げ，

同法に定める許可会社への指定に飛び付いた。ダットサンによって先行し，将来的なフォ

ードないし GM との合弁の機会を狙っていた日産はトヨタの動向を察知するや事業法に謳

われたフォード，シボレー級アメリカ大衆車を速成する方途としてアメリカからの技術買

収に踏み切らざるを得なくなった。2.において詳しく観ることになるが，この時にオリジナ

ルのライセンス部品として付いて来たのがソレックス気化器であり，序でに日産の製品で

あるダットサンの気化器もソレックスに賄って貰う契約になっていたのであろう。 

 

2）復興期のダットサン用気化器 

戦後，自動車産業の復活当初は何れのカー･メーカーにとっても戦前モデルの虫干し程度

の所作が関の山であった。それでも，1947 年には早くもそのような状況の下で商工省主催

の第 1 回小型四輪貨物自動車試驗が実施されている。 

しかし，その翌年になると事態は次の段階への推転の相を顕し始める。即ち，’48 年 4 月

15 日から開催される商工省主催の第 2 回小型四輪貨物自動車試驗に向けて，日産本社検査

總括課においては課員，藤田昌次郎(1916~2002)が新機軸である MC(Mixture Control)付き気

化器なるモノの研究に没頭していた。セドリック開発のリーダーとして知られる藤田は京

都帝國大学卒，元･海軍技術大尉で，後年，取締役研究所長に栄進した。彼は直ぐ後に出て

来る種子島時休(1902~’87)の招きで日産に招聘された8。 

                                                   
8 萩原前掲書，67 頁，参照。 
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この時の試験参加車両はダットサン，オヽタ，トヨペットの各 2 台(予備者各 1 台)，積載荷

重はそれぞれ 500kg，750kg，1000kg であった。試験項目は発進加速，追越加速，最高速

度，制動力，定地走行燃費，運行試験(総距離約 560km)，機関台上試験，分解検査であった

が，車格が区々であるため互いの計測値そのものに大した意味は無い9。 

ダットサンは試験後，ピストン，ピストンリングの摩耗が甚だしく，リング張力減退も

目立った。リング溝の加工不良もあり，スティックの傾向が認められた。弁座の当りも不

良であった。このため，出力は試験前の 10.5 馬力が 8.5 馬力に減退していた。また，クラ

ンクピン及びクランクピン軸受の摩耗もやや多かった。歯車類の硬度不足，加工不良，材

料不良も散見された。 

 しかし，このダットサン･トラック，実は量産前の技術として藤田に依って開発された

MC 付き気化器，歯当りの改善されたミッションギヤ，前年度，登坂の際に散々焼けた古式

ゆかしいウォーム(可逆ネジ歯車)に代ってスパイラルベベル･ギヤを用いた終減速装置，新型

のラジエータが採用されており，さながら改造マシンかプロトタイプ車であった。これら

の新技術が奏功し，’48 年のダットサン･トラックはともかくも前年型に比して格段の燃費

向上を記録した。燃費データの改善状況は表 1 にまとめられている10。 

 

 表 1 ダットサン･トラックの燃費比較(荷重 500kg) 

定       地       試       験 運  行  試  験 

    車速 km/h 

燃費 km/ℓ 

15 20 30 40 50 東京－大宮 大磯－江ノ島 

23 年度(MC 付) 22.7 23.3 23.6 21.5 ― 19.4 19.0 

22 年度(MC 無) ― 12.1 13.6 13.4 13.2 12.3 13.7 

 藤田「MC 付氣化器に就て」第一表。 

 

 では，最大の改善要因，即ち「各社とも MC に大なる驚威を感じ出發前に種々の談合の

                                                   
9 商工省主催の第 2 回小型四輪貨物自動車試驗については種子島時休「第 2 回小型四輪自動

車試驗成績に就て」同誌同号，参照。種子島は海軍機關學校から海軍大學校選科より東京

帝國大學工学部航空学科に学び，敗戦時は第一海軍技術廠(空技廠)噴進部員で海軍における

ロケット，ターボジェット開発のリーダーであった。戦後，東北大学高速力学研究所嘱託，

日産自動車嘱託を経て’47 年，日産に入社，研究部長となる。その後，民生ディーゼル取締

役，石川島重工業，富士精密工業の顧問，防衛大学校，東海大学教授を歴任。種子島千代

子編『種子島時休追想録 付 遺稿抜萃』私家版，1989 年，参照。 
10 以下，MC 気化器の開発については藤田昌次郎「MC 付氣化器に就て」日産重工技術会

『日産技術』第 3 號，1948 年 9 月，に拠る。因みにウォーム(可逆ネジ歯車)駆動は 1 段で大

きな減速比を得る(→ドライブ･トレインを細身にする)にも，乗用車の場合なら床面高さを抑えて

重心を下げると共に車室容積を稼ぐにも好都合ではある。但し，常に滑りを伴いつつトル

ク伝達が行なわれるため，瞬間的な滑りを断続させるタイプの普通の歯車よりも発熱が甚

だしい。FR の小型車にかような技術が用いられるケースは総じて例外的であった。 
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結果スウヰッチオフ，クラッチ離脱或は氣化器を薄目にして置き必要時チョークを引く等

の凡ゆる秘術を盡して之に對處する事を許した」(種子島)という MC とは如何なる技術であ

ったのか？ この点についてはその開発者，藤田昌次郎自身が語っている処を見て行くこと

にしよう。 

 図 8の曲線PRQはスロットル開度と回転数一定の下での混合比とトルクとの相関図であ

り，原点からの直線が曲線PQRと接するP点における混合比はOM，トルクはPMである。

回転数一定故に混合比は燃費に，トルクは出力に比例するから，点 P の tanαは熱効率に比

例する。従って，接点 P は熱効率最大の混合比(best-economy)を与える。 

 

 図 8 スロットル開度･回転数一定の下での混合比とトルクの相関 

            

     藤田「MC 付氣化器に就て」第 1 圖11。 

 

 また，横軸と曲線 PQR との接点 Q は最大出力混合比(best-power)を与える。P より左は希

薄混合器となり，Q より右は過濃混合気となって実用には適さない。P では燃焼が緩慢･不

規則になるため，実用上，最も経済的な点(best-practical)は P よりやや右に位置する12。 

 自動車用気化器は定常走行時には空燃比を best-economy ないし best-practical に，負荷

増大時には best-power に制御する使命を担うものである。追って観るように，大型車用気

化器においては前者にエコノマイザ･ジェット(パワー･ジェット)の類を，後者に加速ポンプを

用いるのが常例となっていた。然しながら，ダットサン用の如き矮小な気化器におけるそ

れらの縮小版の採用は煩瑣であり，これに代る役割を演じ，併せて減速時に積極的な燃料

カットまで行い得た新機軸，これが MC であったという構図になる13。 

                                                   
11 元図は日立における気化器技術導入のリーダー，柘植陽太郎の「日立ソレックス氣化器

を用ひたる自動車機關の或特性」『日立評論』第 22 巻 第 11 號，1939 年 11 月，第 1 圖。

柘植はニッサン機関と日立ソレックス 40FAIP 気化器を用い，スロットル開度と回転数を

変えつつ空燃比とトルクとの相関を調べたこの時の実験結果を「氣化器設計の重要なる資

料を提供する」もの，と自賛しているが，それがどのように活かされたのか，後述される

通り事実経過を観る限りサッパリ解らない。 
12 C.,F., Taylor/能谷俊雄訳『テーラー･内燃機關』工元社，1942 年，158~159 頁，参照。 
13 燃料カット機構の起源については不詳ながら，我国においても既に戦時下，同種の考案

は為されていた。小見山 勉「自動車用氣化器の具備すべき一特性としての『エンヂンブレ

ーキ』の際に於ける燃料遮断装置の發明」『内燃機関』60, 61 号，1942 年 8, 9 月，参照。 



11 

 

 藤田に拠れば，標準荷重下，20，35，45km/h での平坦路定常走行(トップギヤ)において得

られるべき燃費特性は図 9 の通りである。SE，E，PE は各速度に対応する曲線で，それぞ

れ Slow-Economy，Economy，Pwer-Economy 曲線と呼ばれ，P は Full Power を表す曲線

である。破線は各曲線の包絡線であり，これに沿って各速度における空燃比制御をリレー

させて行けば良く，かつ，各曲線がなるべく包絡線に近い形状を持つことが理想である。 

 

 図 9 標準荷重下，20，35，45km/h での平坦路定常走行における車速と燃費との相関 

           

      同上，第 5 圖。 

 

 手動操作に依って SE，E，PE，P の切替を行う MC の基本構成は図 10 に示される。ベ

ンチュリー負圧は空気室へと導かれる。エアブリード 2 と 3 は謂わば定数項を為すが，味

付けのために濃度調節エアブリード 3 は交換されることが出来る。エアブリード 1 の孔径

を変えることにより空気室 4 内の負圧は変化し，これが 2 を通じてフロートチャンバ 8 に

伝えられることでメインジェット 6 からの燃料流出量にブレーキが掛けられる。1 を閉塞す

ればベンチュリー負圧とフロートチャンバ内負圧との均衡に因り燃料の吸出しは止められ

る。この燃料カットは普通，’60 年頃に導入を見た電磁弁付き気化器かその後盛行した燃料

噴射方式においてしか実現され得ぬ特性であるかのように勘違いされがちな機能である14。 

 

 図 10 MC の基本構成 

                                                   
14 次の発展段階となる AMC に関してではあるが，門馬孝吉はその作動原理について「圧

力差を利用して油面の高さを調節してノズルからの燃料を調節する」と述べている。然し

ながら，MC であれ AMC であれ，油面高さの上げ下げはないのであって，この解説は全く

の出鱈目である。門馬『標準自動車構造･取扱実習書 』自動車工学社，1953 年，119~120

頁，参照。 
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    同上，第 4 圖。 

 

可変制御は 1 の孔径を変える，具体的には運転者が時々の負荷状況を判断しつつ P に相

当する最大 5φから PE，E，SE と孔径を段階的に落した 3 つの小孔まで，4 つの孔が明け

られ，1 箇所の C(Close)位置を加えて計 5 つのノッチを有する円盤を適宜，回しノッチを切

替えるという手作業によって行われた。藤田はこれについて「今迄の實驗によると切換に

習熟する事は比較的容易である」と述べている。 

空気室 4 の容積は適度の過渡応答性が得られるように定められる(図 11)。即ち，スロット

ルが急開されベンチュリー負圧が瞬間的に高度化しても空気室の存在により 2 を通じて 8

にかかる負圧の高度化は遅れるから，この間に混合気は P よりも薄く E よりは濃い状態で

送られ，やがて E に相当する濃度へと至る。逆に，スロットル閉塞時には 4 内に残る負圧

が 2 を通じて 8 に作用することに因り，最初は希薄混合気が送られて燃費を抑え，やがて E

の濃度へと至る。4 の内容積が一定であってもエアブリード 2 のサイズによって過渡応答性

は変化させれれ得る。このため，2 は時間調節エアブリードと呼ばれた。 

 

 図 11 空気室の作用概念 

     

   同上，第 6 圖。 
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 この MC 装置を装備した気化器は 1948 年 7 月 31 日発売の 2125 型ダットサンから市販

に移された。藤田は各段の使用範囲を広くすること，人為的操作を可及的に無用化するこ

と，この 2 点を重点目標として研究を進めつつあるとして，報告を結んでいるが，この第 2

ステップの研究成果は程無く AMC 気化器となって登場することになる15。 

 藤田による AMC 装置開発の経緯について萩原は次のように語っている： 

この人が，巡航時には気化器のベンチュリー負圧を浮子室に導き，出力運転時には

それを断つ方式を発明し，バラックセットを作った。これが当り運転性を損なうこと

なく定地燃費は 20km/ℓを越した。日産自動車では大いに喜び，この装置を

AMC(Automatic mixture Controller)と称し，日立でこれを作ることを要請された。私

もパワーバルブを着けても 20km/ℓまでは行くまいと考え，これを引き受け，藤田氏の

案をもとにして森通次氏が設計した。この気化器を 22AMC 形と称した16。 

相も変わらず気化器屋の出番はアイデアないし論理回路の創造にではなく 3 次元的な立

体構成の構築にあったかの如き状況である。然しながら，萩原の回想には極めて重要な点

に係わる誤りが含まれている。即ち，ベンチュリー負圧のフロートチャンバへの印加を針

弁やコックを用いて加減することで双方の圧力差を加減し，メインジェットへの流量を制

御するというアイデアは藤田の発明などではない。 

管見の及ぶ限りにおいて最も古いこの種のアイデアはドイツ特許の中に見出される

“Benzinsparer”(ガソリン節約装置)である。図 12 がそれで，作用機序は図より明らかであ

ろう。出典文献には特許番号，特許権者の姓まで記載されているにも拘わらず，残念なこ

とに特許の認可期日は掲げられていないが，恐らく，1906~’07 年頃のドイツ帝国特許であ

ると考えられる17。 

 

図 12 Gillet と Lehmann の“Benzinsparer”(DRP Nr.208955) 

                                                   
15 原 禎一『ダットサン開発の思い出』私家版，2009 年，24，31 頁，参照。 
16 萩原『日立気化器物語』67 頁。 
17 Gasmotoren-Fabrik Deutzによる予燃焼室の前駆形態に係わるDRP Nr.169514は 1906

年 4 月 12 日，L’Orange による予燃焼室の特許 DRP Nr.230517 は 1909 年 3 月 14 日にそ

れぞれ与えられている。cf., Sass, F., Geschichte des Deutschen 

Verbrennungsmotorenbaues Von 1860 Bi9s 1918. Berlin et.al.,1962, SS.595, 611. 
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 Freiherrn von Löw, Das Automobil sein Bau und sein Betrieb.Wiesbaden, 1912, S.149 Abb.122. 

 

更に，この種の機構が back suction altitude control ないし float-chamber altitude 

control などと称された航空気化器の古い高度補正法であり，その嚆矢が第一次世界大戦期

ないしその直後の Zenith にあったことは文献的にも確実である18。 

航空気化器における自動高度補正機構の主流は古くから薄い金属製アネロイド(ベローズ)

を外気圧センサとして用いる無段階制御法にあったが，ゼニスはその廉価版としてバック･

サクション方式を提案したらしい。但し，パイロットが高度上昇に因る混合気過濃化とそ

れに由来する発動機回転数低下とを容易に察知し，混合比調節を行い得た時代においては

多少なりとも複雑な自動調節機構一般へのニーズは切実とはならなかった。しかし，’34 年

頃から恒速プロペラが普及するに及び，混合比が過濃化してもこれに因る発動機回転数低

                                                   
18 Zenith はフランスに発祥したが，イギリスには Zenith Carburettor Company Ltd.，ア

メリカでは Zenith Carburetor Company なる別の法人が設立されていた。前者は戦後，ソ

レックスUKに合併され，後者は1960年代にZenith Carburetor Division, Bendix Aviation 

Corporation となっている。 

 航空気化器におけるバック･サクション方式の高度補正装置については cf., L., S., Marks, 

The Airplane Engine. N.Y., 1922, pp.268~269, 274~275, A.,W., Judge, Automobile and 
Aircraft Engines. London, 1924, pp.422~423, H., Katz, Neuzeitliche Flugmotoren. 

Berlin, 1927, SS.253~254, Air Ministry, Gipsy Aero-Engine. London, 1931, pp.36~40, W., 

Thoelz und W., Haeder, Flugmotoren in Leicht- und Schwerölbauart. Berlin, 1931, S.268, 

Judge, Automobile and Aircraft Engines., 3rd., ed., 1936, pp.489~490, V.,L., Maleev, 
Internal-Combustion Engines. N.Y., et al., 1945, p.143, C.,H., Chatfield/C.,F., Taylor/S., 

Ober, The Airplane and its Engine. N.Y., 1949, pp.81~82, 八田桂三･浅沼 強編『内燃機関

ハンドブック』朝倉書店，1960 年，475~476，483 頁(図 4･1･27，図 4･1･28)，曽田範宗･熊

谷清一郎監修『内燃機関ハンドブック』養賢堂，1964 年，439~440 頁。 
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下が妨げられる結果となり，高度補正の自動化に再び脚光が当てられるに至った。 

もっとも，航空気化器の代表的ブランドであるストロンバーグの大出力航空発動機用フ

ロート式気化器は 1938 年以降，吸気量を検知して応分の燃料を計量し加圧供給するフロー

トレスの pressure carburetor，即ち噴射気化器へと切替えられた。フロートを用いつつあ

らゆる飛行姿勢において正しい混合比を得ることは所詮，不可能であったからである19。 

 

図 13 回転円板弁
ロータリー･ディスク･バルブ

を用いる高度補正装置が組込まれた Stromberg 航空気化器 

 
陸軍航空士官學校『昭和十八年印刷 生徒用 航空發動機教程 全』1943 年 8 月，附図第 112。 

 

なお，図 13 に示されている通り，ロータリー･ディスク･バルブを用いるダットサン用旧

MC 気化器の方式さえストロンバーグに依って既に開発済みの技術であった。航空技術と接

点を持った藤田自身は勿論，その辺りの消息については知悉していた筈であり，ストーリ

ー･テラー的観点からすれば彼の AMC は航空技術の戦後自動車移転に係わる微細な事例で

あった。藤田が彼の AMC に新たに付け加えた点があったとすれば，それは，如何にも自動

車機関用気化器らしく，スロットルとシンプルなリンク仕掛けに依って連動せしめられる

針弁を以てその制御を行わせたことである20。 

                                                   
19 cf., Robert Schlaifer, Development of Aircraft Engines. in R., Schleifer and S.,D., 

Heron, Development of Aircraft Engines and Fuels. N.Y. 1950, pp.510~524. 
20 ストロンバーグ気化器における高空修正装置としてのアネロイドは飛行状態に応じて手

動でバックサクションを切換える回転弁付き気化器への付加機構として採用された。庄司

健吉『航空發動機の常識』航空時代社，1944 年，102~104 頁，参照。航空用フロート式気

化器は戦後，軽飛行機用等に復活し，相当期間に亘って使用され，その多くには手動ない
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藤田の AMC は MC に採用されたロータリー･ディスク･バルブに代えてスロットル(及び

チョーク)連動の針弁を用いてベンチュリー負圧をフロートチャンバに導くものでスロット

ル開度が約 55°を超えると針弁は閉じ，フロートチャンバへのベンチュリー負圧は作用を

停止し，混合器は濃くなる。このシステムが「AMC と称しているが，バックサクションを

利用した一種のエコノマイザとも考えられる」と評される所以である21。 

 AMC装置を有する気化器は’49年 1月 1日発売の 3135型ダットサン(722cc)から市販に移

された。’50 年 8 月 25 日から発売された D10 型 860cc 機関(4-60×76mm)を持つ 4146 型ダ

ットサンにもこの 22A.M.C.型気化器は引き続き採用された(図 14)22。 

  

 図 14 ダットサン用 A.M.C.気化器，日立 22AMC 型の説明書表紙 

      

 日産自動車株式會社『ダットサン A.M.C.キャブレター』1951 年 9 月。 

 

 この 22A.M.C.型気化器の取扱説明書『ダットサン A.M.C.キャブレター』の最終頁には

                                                                                                                                                     

しアネロイド作動の針弁に依る燃料調量機構やロータリー･ディスク･バルブを用いるバッ

ク･サクション調節機構が組み込まれていた。cf., M.,J., Kroes/T.,W., Wild/R.,D., Bent/J.,L., 

Mckinley, Aircraft Powerplants. 6th., ed., N.Y. et al., 1985, pp.129~135, U.S. 

Department of Transportation, Airframe and Powerplant Mechanics  Powerplant 

Handbook. WY, 1989, pp.117~122. 

 なお，航空気化器の高度補正においては大きなスロットル開度の下で過濃化した混合気

を薄めてやらねばならぬのであるから，単純なスロットル連動方式に依るバック･サクショ

ン制御などという手口はそもそも援用され得ない。 
21 『ダットサン A.M.C.キャブレター』13~18 頁，参照。引用は八田･浅沼編『内燃機関ハ

ンドブック』479 頁，より。エコノマイザの概念については曽田･熊谷監修『内燃機関ハン

ドブック』438 頁，第 6･16 図が解り易い。 
22 原前掲書，24 頁，参照。 
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ゴチック体で「燃料の節約は氣化器の調整から！」と大書されており，時代の気風を窺わ

せている。もっとも，22A.M.C.型気化器自体は旧弊な昇流式気化器のフロート･チャンバ回

りに AMC 機構を組み込んだだけの作品でもあった(図 15, 16)。 

  

 図 15 日立 22A.M.C.気化器の外観と各部の名称 

  

 同上，9 頁，第四圖，10 頁，第五圖。 

  

 とは言え，22HD 型と 22AMC 型とでは口径こそ同一ながら，ベンチュリー径もメイン及

びスロー･ジェットも拡大されており，当初から 860cc 化が織込まれていた状況を窺わせて

いる。両者の比較は表 2 に掲げられている通りである。 

 

 表 2 22AMC 型気化器と 22HD 型気化器とのスペック比較 

   

 同上，26 頁，より。 

    ジェットの番手は孔径(mm)×100。即ち#90＝0.9φ。 
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図 16 日立 22A.M.C.型気化器要部 2 断面図 

 
 

 同上，11 頁，第六圖，12 頁，第七圖。 

 

 AMC の作動原理については既述の通りであるが，取説に掲げられている図が解り易いの

で図 17 として載録しておく。図 17 下左は軽負荷時，同右は高負荷時ないし始動(チョーク作

動)時の状況を示す。当然ながら，AMC の作動感度は“エヤ･チューブ”の油面下の深さに

よってもチューニングされる。初期型においては 130mm，860cc 用では 100mm が標準値

とされていた。 

 

図 17 日立 22A.M.C.気化器の作動原理 
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 同上，13 頁，第八圖，15 頁，第九圖，17 頁，第十圖。 

 

然しながら，その後における国産乗用車用気化器における進化の足取りは，他律的要因

から降流式の採用こそ速やかであったもののコスト一辺倒
．．．．．．

の制約ゆえ単胴式シングルに固

執せざるを得なかった大型車商用車用ガソリン機関におけるそれに比して，遥かに軽快で

あった。 

即ち，ダットサン機関は’50 年に 860cc(4-60×76mm, 0.86ℓ, 20→21PS)となった後，’53 年初

頭よりダットサン用気化器は昇流式の 22A.M.C.型から AMC 付き降流式の VA26 型へと切

換えられ，機関最大出力は 25PS へと向上せしめられた。VA26 型の AMC は 22A.M.C.型

のそれよりスロットル開度にして 5°ばかり早く約 50°でその作動を停止するよう設定さ

れていた。一連の変更から窺えるのは以前にも増して馬力やピックアップ性が重視される

ようになって来ていたという時代状況である(図 18, 19)23。 

 

図 18 日立 VA26 型気化器 

                                                   
23 原『ダットサン開発の思い出』31，33，39，49 頁，参照。但し，原が 31 頁で VA26 型

について AMC 無しと述べているのは誤りである。 



20 

 

 

八田･浅沼編『内燃機関ハンドブック』478 頁，図 4･1･20。 

隈部一雄『内燃機関学』山海堂，1955 年，723 頁，25-28 図(b)もほぼ同じ。 

 

図 19 日立 VA26 型気化器の AMC 作動原理 

     

 同上書，479 頁，図 4･1･21。 

番号は上図に同じ。スロットル：14 と AMC 弁：27 とが連動。 

  

なお，従来からオオタにはダットサン系気化器が流用されて来たが，VA26 型には日産特

許の ANC 装置が組込まれていたため，オオタへの流用はそのままでは不可能であった。こ

のため，日立は AMC の代りにパワーバルブを組み込んだ気化器を誂え，これを「26GH 形」
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と号した24。 

’57 年，ダットサン機関は D･D･ストーンの設計になる OHV･1000cc の C 型機関(4-73×

59mm, 0.988ℓ, 34PS→45PS)，同じく’58 年の OHV･1200cc，E 型機関(4-73×71mm, 1.19ℓ, 43PS

→55PS)へと相次いで大幅に拡大され，気化器も VA26 型から VVA28 型(AMC 無し)へと大径

化されて行った。世の中は馬力競争へと邁進していた。因みに，この 1200cc 機関付きダッ

トサンが P310 型･初代ブルーバードである25。 

更に，1952 年，GM Buick 車に初めて採用された 2 段 2 連気化器の国産車への装備は’56

年のプリンス車用，日気 2D-30BC 型を嚆矢としており，日立も急遽，類似の VGD30 型を

開発し，Austin A50 への採用を狙って日産に持込んだが不首尾に終った。しかし，’60 年代

以降，このテのストロンバーグ型 2 段 2 連気化器はトヨタ，日産をはじめ国産乗用車メー

カー各社の主要ブランドに広範な採用を見，エンジンの低回転高負荷時のトルクアップと

最大出力の増大が実現されるに至った26。 

また，’50 年代末期，日産は Skinner Union(英)の可変ベンチュリー(ないし constant vacuum)

型気化器への関心を深め，結局，日立がこれのイミテーション品開発を引き受ける巡りと

なっている。それは日産によるオースチンの国産化に連動するオリジナルのゼニス 30VIG

気化器代替用国産気化器 VC30 型(ストロンバーグ型)や 2 段 2 連気化器 VGD30 型を開発しな

がら日本気化器との受注競争には相次いで敗れた日立にすれば絶好の機会であった27。 

ベンチュリー断面積を可変とすることで急加速時のように吸入空気量の少ない低回転高

負荷時でも良好な燃料吸出しと分散化を実現した自動車機関用 SU 気化器は’60 年代，ダッ

トサン･フェアレディーSP310 を皮切りに，同 SP311，日産ブルーバード SS，いすゞベレ

ット GT，日野コンテッサ･クーペ等に，多くはツイン･キャブの格好で拡がって行った28。 

 

2．戦時∼復興期におけるニッサン車用気化器 

1）戦時期のニッサン車用気化器 

                                                   
24 萩原『日立気化器物語』58，87 頁，参照。58 頁では「VC26 形」とある。その量産は他

の気化器メーカーに移管された。 
25 ストーンの功績については原『ダットサン開発の思い出』56~58 頁，参照。 
26 2 段 2 連気化器の普及状況については吉田「最近の自動車用気化器」『機械の研究』第 13

巻 第 1 号，1961 年，『実務家のために 気化器』25 頁，第 2 表，参照。吉田は日本気化器製

作所技師長。日気 2D-30BC 型 2 段 2 連気化器については八田･浅沼編『内燃機関ハンドブ

ック』479~480 頁，曽田･熊谷監修『内燃機関ハンドブック』，571~573 頁，参照。 
27 日産技術會『日産技術』第 27 号(オースチン国産化記念特集号)，1956 年，には木邑 仁「A50

の国産気化器」と題する日立気化器 VC30 型の紹介論文が収録されているが，これは標準

装備品とはならなかったようである。萩原『日立気化器物語』60 頁，参照。 
28 SU 気化器の普及については萩原同上書，73~75 頁，木村隆一『キャブレータの構造と

調整』山海堂，改定新版，1976 年，126 頁，参照。因みに，木村は三国工業㈱取締役研究

部長。なお，フェアレディーの気化器は’67 年の SR311 からは三国ソレックスとなった。

その後，一部のスポーツカーにおいては Weber(伊)気化器の採用例も現れた。ウェーバーも

ソレックスと同様，後年，マレリに吸収されている。 
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 国産大型商用車用ガソリン機関の気化器について観れば，最も歴史のあるいすゞ系にお

いては昇流式から降流式への転換が認められ，三菱のふそうは昇流式のまま道楽程度に終

始し，戦後の一時期，再びその担ぎ出しが図られている。然しながら，後発のトヨタ，ニ

ッサンにおいてはベースとなるアメリカ大衆車がすでに降流式気化器を採用していた時代

の産物であるだけに，その気化器は降流式オンリーで推移した。その意味においては双方

とも後発者の利益を享受し得たワケであるが，そこには自ずと濃淡ないし当り外れが観察

された。 

日立製作所と気化器との出会いはダットサンにではなく，自動車製造事業法に謂う許可

会社への途を選んだ日産による Graham-Paige(米)の車両図面及び製造設備買収に端を発し

ている。日産の「大衆車」は 1937 年の 80 型セミ･キャブオーバ･トラックから始まったが，

ここではその改良型である’41 年の 180 型ボンネット･トラックと 180 型用機関(SV, 6-82.55

×114mm, ε=6.5, 85HP/3400rpm.)の図を掲げておく(図 20, 21)29。 

 

 図 20 ニッサン 80 型，180 型トラック 

 
 

 土屋東吾「ニッサン“80 型”から“482”型まで」写真❷(背景を若干修正)，写真❿(但し’46 年のもの)。 

 

 図 21 ニッサン 180 型トラックの機関 

  

                                                   
29 80 型用等，初期型機関(同寸, ε＝5.7, 80HP/3300rpm.)の図と 180 型機関に至る主な改良事

蹟については拙稿「戦前･戦時期の国産中･大型自動車用機関について(1)」にて紹介してお

いた。復興期におけるニッサン車の改良事蹟については土屋東吾「ニッサン“80 型”から

“482”型まで」日産技術會『日産技術』第 29 号，1957 年 5 月，参照。 
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陸軍機甲整備學校『ニッサン自動貨車取扱保存教程』1942 年 8 月，5 頁，第二図(其ノ二)，7 頁，第三図(其

ノ二)。 

 

ソレックスはグラハム･ペイジがフランスから輸入し採用していた気化器のブランドで

あった。日立は日本陸軍が日産に求めたこの降流式気化器の国産化を引受けさせられたワ

ケである。ソレックスと日立側との技術提携契約は 1936 年 6 月に締結された。それはカー

メーカー納入分 10%，それ以外 15%のロイヤリティー，期間 15 年という「とんでもない

契約」であった。日立(当時は戸畑鋳物改め国産工業)戸塚工場におけるソレックス気化器の製造

は 1938 年に開始された30。 

 ソレックスからは図面やマスター･ジェット，材料(亜鉛ダイキャスト素材)の規格，グーズネ

ック式ダイキャスト法に関する指示，大部分の製造機械設備が提供された。両社間の遣り

取りは当初，フランス語で，後には英仏対訳文書で行われた。 

 ダイキャスト素材は当初，カナダから純度 99.98%亜鉛を輸入して用いていたが，三菱金

属で 99.99%と称するモノが国産化されたのを機にこれに転換した途端，巣入りの不良が多

発した。溶湯温度(400℃程度)，空気圧(30 気圧程度)，型温度等の管理を厳重化する対策が奏功

したものの，ダイキャストの巣入りは重大な不良発生項目であった。地金の供給は戦時下

でも陸軍や日産からの支給に依って維持された。 

スロットルは複数同時打ち抜きで成形されたが，日立においては 40φ+0/-0.02 の公差が出

せなかった。フロートは円筒形の本体の中に定量のハンダを入れて蓋を当て，軸を斜めに

して回転させながらガスバーナで加熱する方法で製作された。この工法は良い仕上がりを

もたらした反面，完成品の内圧が負圧となるためガソリンの侵入を招き易かった。 

フロート･チャンバとスロットル･チャンバの合せ面は原型では嵌め合いであったが，日

立では精度が出せなかったため，当初からガスケットで誤魔化した。ジェット類の加工は

支給の高回転横型ドリルで，検査はソレックス･エヤマイクロで行われた31。 

空気式加速ポンプ･ピストンを持つ最初のニッサン自動貨車，件の 80 型は’37 年に誕生し

た。これに用いられた気化器(図 22)は図の出典文献に拠れば日立製作所製ソレックス 

40I.A.P.型というコトになっているが，実は輸入品，しかも旧型であった。萩原はソレック

ス新型気化器の図面は「ピストン式加速ポンプをブースト作動のダイヤフラム式加速ポン

プにすることに決まっている故」直ぐには交付出来ないと告げられたと述べている32。 

  

 図 22 ’37 年ニッサン自動貨車(80 型)用日立 SOLEX 40I.A.P.型気化器 

                                                   
30 萩原『日立気化器物語』4~6 頁，参照。 
31 萩原同上書，18~21，23~24，28，29，39 頁，参照。 
32 同上書，5 頁，参照。 
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  陸軍機甲整備學校『ニッサン自動貨車取扱保存教程』1942 年 8 月，42 頁，第二十二図。 

 右中程の“「ントスピプンポ」速低”は勿論，加速ポンプ･ピストンの誤記。 

 

 この旧型気化器においては低速ノズルは 2 段になっており，スロットル開度が増すにつ

れ，低速ノズル→低速補助ノズルの順に作動した。補助低速ノズルの作用末期よりその機

能を開始する高速ノズルは気泡式となっていた。また，このソレックス気化器はチョーク

弁を持たず，起動弁を備える独特のスタータ回路を有していた。ダッシュボードのボタン

を必要に応じて引けば，ロータリ･ディスク･バルブである起動弁はある角度だけ回転し，

起動弁吸入孔と起動弁吸出孔と気化器胴部の対応する孔との間に応分の重なりを生ずる。

ここでクランキングすれば吸入負圧に応じて燃料と起動空気孔からの空気が気化器胴内に

吸い込まれ，過濃混合気が調製される。 

この気化器の加速ポンプは新型(図 23)においては件の真空･ダイヤフラム式へと置換えら

れた。スタータ回路についてはその形状こそ異なるものの，作用機序は従前通りであった。

新型ソレックス気化器における加速ポンプのダイヤフラムについて萩原は，「特殊木綿布に

桐油で溶いたカーボンを何回も何回も沁み込ませては熱したもので，当時は新潟のある会

社でしかできなかった」と述べている33。 

 

 図 23 ’38, ’39, ’40 年ニッサン自動貨車(81 型)用日立 SOLEX 40F.A.I.P.型気化器 

                                                   
33 萩原前掲書，9 頁，より。 
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    同上書，44 頁，第二十三(其ノ二)図。 

 

 ’41 年の 180 型用気化器もスタータ回路以外はほぼ前モデルと同じであった(図 24)。 

 

 図 24 ’41 年ニッサン自動貨車(180 型)用日立 SOLEX 40F.A.I.P.型気化器 

    

    同上書，43 頁，第二十三図(其ノ一)。 

 

スタータ回路には新たに起動空気弁なる板弁が追加され，起動時の吸入負圧により内側

に開いて従来型より多量の空気を導き入れるよう仕組まれていた(図 25)。従来型のスタータ

回路においては起動時の混合気がプラグにカブリを生ずる程度まで過濃になる嫌いがあり，

陸軍からクレームが寄せられていた。 

この変更は同時代の陸軍のテキストにおいては’41年の 180型の気化器からとされている
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が，萩原に拠れば’39 年末に断行された日立独自の設変ということである。開発と制式化と

の間にはタイムラグもあったろう。なお，この変更は契約に従ってソレックスの特許とな

った34。 

 

図 25 180 型用とそれ以前の日立 SOLEX 40F.A.I.P.型気化器におけるスタータ回路 

  

 

’37 年型 ’38, 39, 40 年型 ’41 年，180 型用 

 同上書，42 頁，第二十二図(部分)，48 頁，第二十六，二十七図。 

 

勿論，かような設変は伊達や酔狂ではなく不具合対策として推進された。萩原に拠れば，

軍管理工場には 3 つの階層があり，気化器との絡みを併記すれば，①：工場の自主性に委

ねられ，生産能力のみ○秘とされるもの……自動車用気化器，②：工場の自主性に委ねられ

るが，製品は監督官の検査を受け，納期も軍の指示に依るもの……舟艇用気化器，③：設

計や検査設備の変更，材料検査の全てが軍の監督･許可下にあるもの……航空用気化器，と

なっていた。 

 陸軍は自動車機関用気化器を①から③に格上げしようと狙っていたという。その本音は

扱い難い日立気化器が設変を繰り返せば整備兵の負担が過重となる上，作戦行動上もニッ

サン車の燃費にバラツキがあっては困るという点にあったようである。然しながら，これ

では自動貨車に乗務させられる“輜重輸卒”は堪ったものではない。それ程，日立気化器

は不具合を託っていたのである。 

 その最たる項目は冷間時の始動不良であった。日立ソレックス気化器のスタータ回路は

漏洩や閉塞の怖れも多く，かつ，その機能自体もかかる憂いの全く無いカーターやストロ

ンバーグ気化器の単純明快なバタフライ弁によるチョーク機構に比して著しく劣っていた

                                                   
34 萩原前掲書，14，18 頁，参照。 
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35。 

 また，日立ソレックス気化器の真空式(ブースト応動式)加速ポンプはカーター気化器やスト

ロンバーグ気化器の機械式加速ポンプのようにこれを始動時，プライミング･ポンプとして

活用することが出来ない。これがニッサン車の冷間始動性を悪化させていた今一つの要因

であった36。 

更に，日産ソレックス気化器は始動時の混合比自体が低過ぎ，これが始動性能の悪さを

加重しているとも指弾されていた。この問題に関して同時代の日産の研究所第二課員は次

のように述べていた： 

  昭和 14 年の暮より 15 年の正月にかけて寒地に於ける始動性を研究の爲，本社技術

者と日立製作所の技術屋が協同して滿洲に渡つた事があつた。その調査の結果は一應

Solex 氣化器の始動時の燃料空氣混合比が他の氣化器に比して大分薄いと云ふ事が判

明して其始動装置を改造し，其後引續き改造始動装置に就いて，東京神田の某製氷會

社の製氷室を借りて，エンヂンを持ち込み始動の研究を行つたのである。然し始動性

に關し氣化器の實驗を始めると，いつも之に電装品の問題がからんで來て解決がうや

むやになつて仕舞ひやすく，此時もはつきりした結論を得られずに終つた樣に記憶し

てゐる。其後戰爭の爲に專ら生産に逐はれて，皆不滿足乍らも余り之について突込ん

だ研究もなされず，僅かに一，二度軍主催に依る各車の寒地始動試驗が行はれたのが

吾々の耳に入つた全てであつた37。 

極論すれば，かような三重苦を託つ気化器を軍用車に適用したこと自体が大いなる蹉跌

に他ならなかった。陸軍が真に為すべきであったのは自動車用気化器の①から③への格上

げなどではなく，ソレックスからカーターないしストロンバーグへの切替えであった。 

  

2）復興期のニッサン車用気化器 

 国産大型商用車機関用気化器における戦後の進化を乗用車用の対応物におけるそれとの

対比の中で形容するにはコスト一点張り
．．．．．．．

というキーワードこそが最も相応しかろう。即ち，

老駄馬にも等しき大型トラック･バス用ガソリン機関用気化器は単胴式･シングルキャブに

                                                   
35 萩原同上書，41~42 頁，参照。萩原は Ford や Chevrolet，トヨタ機関が 5 軸受であった

のに対してニッサン機関が 7 軸受式であったこともあり，－10℃における始動時のクラン

キング速度は 40rpm.程度に過ぎず，これが冷間始動性を低下させる大きな要因となってい

たと述べている(25，42 頁)。しかし，標準車系いすゞ車の機関も 7 軸受であった。 
36 萩原同上書，42 頁，参照。 
37 小林一雄「氣化器雜考」日産重工技術会『日産技術』創刊號，1947 年 12 月，より。萩

原に拠れば，日本水産の冷凍室を借りたそうである。但し，その庫内温度は－2℃に過ぎな

かったから，「大した役には立たなかった」という。萩原同上書，18 頁，参照。 

 柘植陽太郎「氣化器機關の始動に關する研究」『日立評論』第 23 巻 第 11 號，1940 年 11

月，は低温始動性の不良という日立気化器として喫緊の問題から目を背けるのみならず，

却って始動時における日立ソレックス気化器の混合比の薄さを誇る内容となっており，時

代の付託を裏切っていること夥しい。 
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終始せざるを得なかった。こと，このモノカルチャーぶりに関する限り，それは戦前の鉄

道省制式ガソリン動車用機関 GMH17 型における進化にも劣るほどに徹底していた38。 

戦後，国交が回復し，滞っていたロイヤリティーの支払いは新円切替えに依ってタダ同

然となった。更に，ソレックスからは日立有利での再契約の申し出でがあり，日産や日立

においては再契約待望論が唱えられた。しかし，結局，日立はソレックスからの再契約の

申し出を拒絶する。それは戦後，ニッサン車用日立気化器に対して江湖から突き付けられ

「たちまちのうちに手がつけられぬようになるまで発展してしまっ」た非難がスタータ回

路と真空式加速ポンプという将にソレックス気化器の本質的特徴に起因するものであった

からである。日立気化器を日本気化器製カーターに置換してしまう例も散見され，特に大

阪では甚だしかった。かくて，契約は当初の予定通り’50 年を以て打切られることとなる39。 

 この間，1946 年の春(!!)には寒冷時始動不如意の状況確認のため日産の研究所において系

統的な調査が実施されている。小林に拠れば： 

   ……終戰になつて再び始動性の問題が大きくクローズアップされ，種々研究が進め

られたが，Solex 氣化器で寒冷時始動する際往々運轉者は手を以て，チョークして濃厚

混合氣を吸込ませ樣としてゐるが，之が，可否判定の爲め 21 年 3 月より 4 月頃にかけ

て毎朝研究車にて (ⅰ)從來の始動装置のみ作動せしめた場合 (ⅱ)チョーク弁のみ作動

し從來の始動装置を作動せしめざる場合 (ⅲ)始動装置とチョーク弁の双方を同時に作

動せしめたる場合等につき統計的に調査した。 

   之を要約すると上記實驗期間中機關の始動したる日數の全實驗日數に對する割合は

上の(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)の順序に又スタータージェットが大きくなる程良好になる結果となつ

てゐる。 

ジェット   
チョーク 從來の始動装置のみ チョーク弁のみ 始動装置とチョーク弁 

250 32.0% 50.0% 63.5% 

280 43.7% 66.5% 72.5% 

300 46.7% 73.5% 73.5% 

320 53.3% 73.5% 80.8% 

   此表に就ては理論的に多少矛盾を特【持】たない事はないが一應此の樣な面白い結

果となつて出た40。 

                                                   
38 GMH17(6-130×160mm)は当初，その 6 気筒型 GMF13 よりもワンサイズ大きな気化器 1

個を与えられていたが，部品共通化のため GMF13 用の気化器を 2 連装するツインキャブ

方式へと改められた。これをかの島 秀雄は「たいへんハイカラなやり方」などと剽軽に形

容していた。無論，この気化器は旧弊な昇流式ではあったが。島の言については拙著『鉄

道車輌工業と自動車工業』43 頁，参照。鉄道省制式ガソリン機関全般については拙著『日

本のディーゼル自動車』日本経済評論社，1988 年，原田 鋼との共著『ある鉄道事故の構図』

同，2005 年，をも参ご照頂ければ幸いである。 
39 萩原同上書，50，64 頁，参照。 
40 小林「氣化器雜考」より。「運轉者」が手でチョーク出来たのは，勿論，乗務が運転手と

助手との 2 名体制であったからである。2 名体制下，ハンドルを回す運転手の腕力と前輪を
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春先の横浜でこの程度の成績であった。この事実を当該企業内の研究者が内輪の場にお

いてではあれ果して面白がって居て良かったのか否かについては臆断を下しかねる処では

あるが，少なくとも時の運輸現場や往時，旧満洲の厳寒地において(ⅰ)を宛がわれていた兵

卒達にとって状況が悲惨そのものであったという点については些かの疑念も無い。 

更に，小林に拠れば，その後の寒地始動試験を通じて揮発性に劣るガソリン(初溜温度 85℃)

を用いる場合，0℃位の気温ではどの気化器を用いても機関は始動せず，15℃以上程度なら

どの気化器でも始動するが，5℃前後の外気温においてはソレックスよりもカーターの方が

僅かに良好な始動性を有するという事実が明らかにされた。そこで，日立ソレックスから

スタータ回路を撤去する代わりに普通のチョーク機構を組込む議が持ち上がり，’47 年 1 月

から約 2 カ月余りに亘ってチョーク付きソレックス，従来型ソレックス，カーター気化器

を 3 台の試験車に取付けた比較試験が実施された。 

その結論がまとめられるまでの間，1947 年のある時期には一時的にニッサン車機関に対

する和製カーター気化器の採用が断行されている。これは江湖の期待に応える試みであっ

たと言って良い。残念ながらそのメーカーが日気であったのか愛三であったのかについて

は不明であるが，検査總括課員に転じていた小林はこの点について次のように述べている： 

  以前より「ニッサン」車に Carter 氣化器を採用すべしと云ふ聲が大分あつたが，よ

うやく其機が到来し Carter 氣化器が採用になつたが，いざ使用してみると現在程度の

製品では未だ不充分未解決の問題が多く，今迄考へられてゐた程の大きな進歩もなか

つた。然し之も取扱ひ易い良い氣化器として完成する日も間近い事と信ずるのである。 

     ……………………………………………………………… 

  新しく採用されたる Carter 氣化器に就てはニッサン機關に適合せしむる爲，そのジ

ェット並にメータリングロッドの寸法決定には實に數多くの實驗を繰返さねばならな

かつた。現在のものでも未だ完全な且ニッサン機關に最適なものとは思はれぬが，之

等の研究經過に就ては此處には省略し又後日にゆずる事としたい41。 

 然しながら，ニッサン車用和製カーター気化器の熟成は遂に成就せず仕舞いに終った。

そして，同じ’47 年中に，比較試験結果を承けてニッサン車機関用日立気化器は 40FAIP 型

から 40EH 型(図 26)へと変更された。スタータ回路に代るバタフライ弁式チョーク機構の採

用が大きな変更点であり，同時にそれは脱･ソレックスの第一歩であった。 

  

 図 26 日立 40EH 型気化器 

                                                                                                                                                     

蹴飛ばす助手の脚力がパワステ無き時代，大型トラックにおける据え切りの要件となって

いた点についても拙著『鉄道車輌工業と自動車工業』148 頁にて紹介しておいた。 
41 小林同上論文より。 
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   菊地五郎『ガソリン自動車工学』オーム社，1957 年，154 頁，第 12･7 図。 

 

 また，小林に拠ればソレックスのダイヤフラム式加速ポンプはスロットルの急開から加

速用燃料の噴射に至る迄のタイムラグが大き過ぎ，この間に混合気が過薄となってエンス

トを惹起しがちであるとの傾向が明らかにされた。このため，日産では加速ノズルの孔径

増合，油面の引上げ，ダイヤフラムの可動範囲拡大，加速ポンプ室の容量増大，ダイヤフ

ラムの増径とスプリング強化等の試みを行い，ある程度の成果が得られた。 

然しながら，恰もガソリン不足の状況下，多量のソルベントナフサ42 や松根油をガソリ

ンに混入させる石油業者が続発したため，加速ポンプのダイヤフラムが硬化してしまい，

加速ポンプが本来の機能を発揮し得なくなるという新たな，そして本質的な失態が発生し

た。このため，日産は急遽，日本気化器に気化器 400 個の発注を余儀無くされている43。 

この窮状を受けて’49 年頃，開発されたのが加速ポンプを従来と同じく真空式ながらダイ

ヤフラム式からピストン式へと改めた(つまり，図 22 のタイプに戻した)40PH 型である(図 27)。

日産の比較評価において 40PH 型は日気製気化器を上回ったものの，日立自身にける比較

試験においては「始動性も運転性も日本気化器は日立に勝」ったと伝えられている。真空

式なるが故の作動のタイムラグを考えれば日立の自己評価の方に歩があるように想われる

44。 

 

 図 27 日立 40PH 型気化器 

                                                   
42 石炭タールの分流製品の一つ。主成分はキシレンで少量のトルエンやベンゼンも含む。

主に塗料や印刷インキ等の溶剤として使用される。 
43 萩原同上書，65 頁，参照。 
44 萩原同上書，65 頁，参照。 
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   同上書，158 頁，第 12･10 図。 

 

1952 年から’53 年にかけて生産された 180 型の改良版，ニッサン 380 型においては機関

取付け位置が前方に 300mm シフトされた(ガソリン車)他，外観デザイン，シャシ関係に多く

の設変が加えられたが B 型と呼称された機関の本体に変更はなかった。気化器も相変わら

ず日立 40PH 型であった。 

なお，この 380 型用のサービス部品として日立は又してもカーターのイミテーション，

40BH(VB40)型を投入せしめられている。しかし，この愛三でも日気でもなく，日立製のカ

ーターは「殆んど売れなかった」そうである45。 

380 型に続いて’53 年に投入された 480 型には若干，改良された NB 型機関(ε＝6.8, 

95HP/3600rpm.)が搭載されていた。NB 型機関に装備された気化器は VC45 型と呼ばれる新

気化器であった。 

萩原は 1951 年頃，40PH 型気化器から VC45 型への移行期以前，彼が件の“ゼニス･ス

トロンバーグ気化器”に関心を寄せ，日立での開発を構想していたものの，結局，その出

現は遅れてしまったという主旨の述懐を残している。曰く： 

   私もソレックスを基にしたつぎはぎ細工の 40PH 形気化器には見切りをつけて，ゼ

ニスストロンバーグタイプの構想を練っていた。しかし急の話でマッチングの期間も

足らない故，スモールベンチュリを鋳物で作ってから削り出していたのでは今の試作

の能力から考えて間に合わないと判断し，ストロンバーグタイプに計画を変更した。

今考えると膨大な量の部品試作を乗り切ることでは確かに成功したと思うが，別な考

え方をすれば，日立気化器におけるゼニスストロンバーグタイプの出現を遅らせたと

も言える。この気化器の設計は，私が計画を行ない細部の設計は佐藤清氏が行なった46。 

 但し，引用末尾に見られる「この気化器」から次世代の VC45 型へと至る開発経過に係

わる重要な局面に関して萩原の記述には不分明な点がある。 

                                                   
45 萩原前掲書，58，59 頁，参照 
46 萩原『日立気化器物語』68 頁，より。 



32 

 

以下，萩原の記述から時系列的進行を追えば，日産において 40PH 気化器付き NA 型 85

馬力機関(6-82.5×114.3mm[3.67ℓ], ε＝6.4)の改良型 95 馬力機関の開発が 3 重ベンチュリーの

いすゞ車用日気製ゼニス･ストロンバーグ型気化器を以て進められていたのが’51 年の秋で

ある。この開発のデッドラインは約 1 年後の’52 年 11 月に始まる運輸省の性能競争試験に

設定されていた47。 

これを嗅ぎ付けた日立によって急遽，開発されたのが 40mm の口径と 2 重ベンチュリー

を有するストロンバーグ型と思しき「この気化器」らしく，日産 NB 型機関と共に’52 年 3

月には一応の完成に至り，日気製気化器との比較において日立優位が確認されたという。 

 しかし，「この気化器」を以ては目標馬力に到達出来ず，口径は日産の「鍋谷部長の強引

な要求で 45mm に」変更された。これによって馬力目標は達成されたもののスロー～軽負

荷～全負荷の繋がりは悪化し，その対策に日立技術陣は大童となった。燃費性能と運転性

能との妥協をどの辺りで図るべきか，新気化器の仕様は 7 月，8 月になっても容易にまとま

らなかった。 

 それでも力ずくで仕様は決定され，9 月半ばには本格的な運行試験が開始された。そして

11 月には運輸省性能競争試験も始まった。結果的にニッサン車の性能は他車を圧し，燃費

においては 2 位を 15%も凌駕したという。’53 年 1 月の反省会では息つき，エンストの報告

があり，「気化器を叩くとなおる」などという苦労話が寄せられたものの，それらは一蹴さ

れ，3 月にはディーラーへの配車が開始された48。 

この時の量産型気化器が VC45 型であったことには何の疑いも無い。そして，VC45 型気

化器なるものは図 28 に見る通り，3 重ベンチュリーとスロットル連動の機械式加速ポンプ

を有する正真正銘のゼニス･ストロンバーグ型気化器であった。併せて，この時にはフロー

トが油面変動時にも安定した浮力を発揮する角断面を持つモノへと変更された(図 29)。つま

り，そこに登場したのは脱･ソレックスの完成形に他ならない。それにしても，萩原の回想

には 2 重ベンチュリー式から 3 重ベンチュリー式への変更という最も枢要なポイントにつ

いて語り落ちがあったという結論だけは如何せん避けようもないワケである49。 

因みに，単一ベンチュリー式よりも 2 重ベンチュリー式，更に 3 重ベンチュリー式の方

が所与の吸入空気量に対して主噴孔部に大きな負圧を生ずることが出来，低速系から高速

系への繋がりが良好で“息つき”きを生ずる憂い少なく燃料の微粒化性能においても優れ

ている。この 3 重ベンチュリー方式こそはカーターとゼニスの定番とするところであった50。 

                                                   
47 萩原は何も述べていないが，開発時に用いられていたいすゞ車用日気製気化器は’48 年後

期より 3 重ベンチュリー化された所謂“ゼニス･ストロンバーグ型気化器”へと進化を遂げ

ていた。この件については後程，改めて取上げられる。 
48 以上の流れについては同上書，67~69 頁，参照。 
49 角断面フロートについては萩原同上書，19 頁，参照。 
50 吉田 隆『実務家のために 気化器』鉄道日本社，改訂版，1975 年，39~42 頁，参照。欧州

では 2 重ベンチュリーまでが用いられていた。 
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 図 28 日立 VC45 型気化器要部 

 

 

 

 

   

  日産自動車㈱『ニッサン･キャリヤー使用便覽』1954 年，52，53，54 頁，より。 

 

 図 29 VC45 型気化器のフロート(当て板調整[L1]のために引き起された状態) 
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   同上書，56 頁，，より。 

 

然しながら，4 月の説明会において日立の気化器関係者は又もや息つき，エンストに対す

る苦情の集中砲火を浴びる事態に陥る。エンストは悪路でフロートが跳ね上がって引掛り，

針弁が閉じ放しとなり燃料供給が止まってしまうことに原因があった。7 月下旬には一応の

対策が打たれたものの，’54 年 7 月には加速しようとすればカブリを生じて出力減退に陥る

という不具合が報告され，これに対しては加速ポンプの吐出し量制限を以て一応の対策が

施された。 

 更に，漸く「1～2 年後になり，いかにしても気化器の口径が大きすぎるとの論議になり，

結局口径を 42mm にして作りなおした。この気化器を VC42 形と称し 680 車 P 形エンジン

用に昭和 34 年より採用された。これは好評であった」，とのことである51。 

 因みに，P 型機関は Willys-Overland(米)の OB でコンサルタントとして日産に招聘され

ていた D･D･ストーンの設計になる OHV 機関で, 6-85.7×114.3mm(3.96ℓ), ε＝7.6, 最大

出力は当初 125 馬力，後，130PS/3600rpm.をマークした52。 

 そして，以上を以て戦後復興期から高度成長期にかけてのニッサン･ガソリン車用気化器

の進化系列には終止符が打たれた。既に時代は大型車のディーゼル化へと突き進んでおり，

また，日産自動車に関しては日産ディーゼル工業との提携，自身の大型車からの撤退とい

う局面が訪れることになる。 

 

3．いすゞ車，トヨタ車，その他における気化器の事例との対比 

スミダ，ちよだから商工省標準形式自動車･仮称“富士”を経て“いすゞ”が確立して行

く時期，これらに使用されていたスミダ X 型機関(6-90×115mm[4.39ℓ])用気化器の内，日本気

化器製作所の製品は昇流式･スロットル連動機械式加速ポンプ付，口径 36.5φの NV-42 型

であった。1936 年 4 月以降，標準車系機関の気化器は日本気化器製の降流式 ND-133 型，

同ND-1型およびCarterのWI-346S型へと改められた。軍用車における主流はND-1型(口

                                                   
51 萩原同上書，70∼71 頁，参照。引用は 71 頁，より。 
52 原『ダットサン開発の思い出』58~59 頁，参照。 
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径 40φ)であったようである53。 

日本気化器製気化器の主流は ND-1 を含め，アメリカ，Stromberg の製品を模倣した 2

重ベンチュリー型･スロットル連動機械式加速ポンプ付であった54。 

 ガソリンはアイドル運転時~軽負荷運転時，図 30 上右においてスロットル弁の右に描か

れているアイドル･ノズル~低速ノズル(図の気化器では兼用されている)より吸出され，高負荷時

には図 30 上左，“メーン･ノズル”から吸出される。急加速時には図 30 下に描かれている

“T”状の“スロットル･コネクチング･ロッド”によって右側の加速ポンプが作動せしめら

れ，追加の燃料が短時間だけ“メーン･ノズル”に供給される。全負荷運転時には“スロッ

トル･コネクチング･ロッド”の左側に描かれている“パワー･ジェット”(エコノミー･ジェッ

ト)が啓開せしめられ“メーン･ノズル”に追加の燃料が流れ続ける。パワー･ジェット”は

普段は閉塞されており燃料経済性を高めているという主旨から同じモノが“エコノミー･ジ

ェット”などとも別称されていたワケである。 

 

 図 30 いすゞ系機関に装備されていた 2 重ベンチュリーの日本気化器 ND-1 型気化器 

                                                   
53 東京自動車工業㈱『いすゞ部分品型錄 TX40 BX40 2595-2598』参照。Carter は Carter 

Carburetor Company. 電子制御式燃料噴射装置の興隆に因り’80 年代に廃業したらしい。

カーター気化器は GM の Rochester Division においてもライセンス生産されていたようで

ある。cf., Eward F., Obert, Internal Combustion Engines. 3rd., ed., Pennsylvania, 1968, 

pp.392~395 Figs.11-7~11-9. 
54 Stromberg Motor Devices Com.(米，1929 年，Bendix Aviation Corp.に吸収)。 
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   ヂーゼル自動車工業㈱『自動車講義(全)』1942 年，BX40 型の部，13 頁，第十三圖。 

 

 日本気化器はシボレー機関に装備されていたカーターの 3 重ベンチュリーとスロットル

連動のメータリング･ロッドに依るメインジェット流量制御機構･機械式加速ポンプを特徴

とする W1 型気化器(口径 36.5φ)を補修部品市場向けに摸倣製造していた他，Marvel の DO

型気化器(48φ)のイミテーションも製造していた55。当初，いすゞやトヨタ車の機関に装備

されたカーター気化器は輸入品と日気製イミテーション･カーター(図 31 右)であったようで

ある56。 

                                                   
55 Marvel Carburetor Co.(米)は航空気化器に一定の地歩を占め，燃料噴射装置の開発にも

与ったが，1928 年，Borg-Warner に吸収されている。拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅱ

部」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)，参照。 
56 日本気化器のシボレー補修用イミテーション･パーツ製造については萩原『日立気化器物

語』8，84，94 頁，参照。トヨタ車における日気製カーターの併用についてはトヨタ自動

車工業㈱『トヨタ自動車修理書』1944 年，57 頁，参照。なお，奥泉欽次郎『新型シボレー

自動車圖解』徳文堂書店，1930 年はトヨタ機関のモデルとなった’33 年型よりも古い’29 及

び’30 年型シボレーの解説書であるが，これらにもスロットル連動のメータリング･ロッド

に依るメインジェットの流量調節機構を備えたカーター気化器が採用されていた。同書，
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図 31 日本気化器製降流式気化器の例(航空用，いすゞ用 ND-1，’35 年式シボレー用カーター) 

   

   日本氣化器製作所『純國産 日本氣化器』，より。 

    航空用 2D-402 型は「複ロ式」用とある57。D-37 型についてはスロットル･シャフト･アームから立

上り，加速ポンプ･アームを介してメータリング･ロッドを昇降させるスロットル･コネクター･ロッド

(上部はカバー内)に注目。 

 

軍用トヨタ車においては初期型を除き，日気製イミテーション･カーターが汎用されてい

たが，これはごく僅かに供給された民需用トラックでも同じであったと考えられる(図 32)58。 

 

 図 32 トヨタ機関，いすゞ機関の一部に装備されていた 3 重ベンチュリーの Carter W-1

型気化器の展開断面図 

                                                                                                                                                     

125~137 頁，参照。 
57 我国でロ式と言えばル･ローン回転気筒空冷星型発動機を指す。陸軍航空の初期には単列

星型の 80 馬力型(9R-105×140mm)と 120 馬力(9R-112×170mm)型とが用いられていた。日気

の「複ロ式」用気化器には昇流式(52φ×2, 36.5φ×2)と降流式(36.5φ×2)とが，「単ロ式」用

としては 60φの昇流式が在った。高々「単ロ式」150 馬力内外，「複ロ式」200 馬力内外

といった出力を得る為，1930 年代にもなってロ式をいじくったり複列 18 気筒化するとい

った時代遅れの道楽が何処かで為されていたとすれば将に酔狂の極みである。ロ式をはじ

め，回転気筒空冷星型発動機については拙稿「回転気筒空冷星型発動機の盛衰」，「ル･ロー

ン回転気筒空冷星型発動機再論」(共に大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)，参照。 

なお，戦時中は日立も日気も航空発動機用気化器を分担生産せしめられているが，本稿

では日立における航空気化器に関する件には立ち入らない。航空気化器全般については拙

稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ~Ⅲ部」で折に触れて言及しておいた。 
58 陸軍機甲整備學校『トヨタ自動貨車取扱保存教程』1942 年 8 月，30 頁，参照。 
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   トヨタ自動車工業㈱『トヨタ自動車修理書』1944 年，56 頁，第 73 圖。 

 

 トヨタ車には戦後も戦前派 B 型トラック機関(6-84.1×101.6mm[3.39ℓ])に愛三工業製カータ

ー(口径 36.5φ)が，’54 年の F 型トラック機関(6-90×101.6mm[3.88ℓ])には愛三製･愛知機械工業

(?)製カーター(口径 40φ)と，一貫してカーターが採用され続けた。細かな仕様の変更履歴に

ついては管見の及ぶところとはなっていない59。 

 これに対して，手許の資料からその詳細を窺い得るいすゞ車の気化器については機関改

良への対応と不具合対策とが重畳し，日立程ではないが右顧左眄，将に朝令暮改と形容さ

れるに相応しい状況が醸し出されていた。追跡可能な戦後の初期型式は日気 D40 型である。

ND-1 型からの変更点は不詳であるが，アイドル･ジェットとスロー･ジェットとはこの時，

分離されたのであろう。型式称号にも現われているように，D40 型の口径は ND-1 型と同

じく 40φであった。 

D40 系気化器の変遷の一端は表 3 に示される通りである。その最大の変更点はカーター

やゼニス気化器に採用されていた 3 重ベンチュリー方式の採用であり，これを以て“ゼニ

                                                   
59 浅沼 強他『火花点火機関』山海堂熱機関体系 第 5 巻，1956 年，巻末，表 2，中島桂太

郎『機関』山海堂自動車工学講座，第 2 巻，巻末，附表 4，参照。愛三工業㈱は’38 年の設

立ながら，気化器製造事業参入は’45 年 10 月。 
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ス･ストロンバーグ気化器”なる日本的俗称が生まれた60。 

それは正真正銘，摸倣技術の寄せ集めに依る開発成果であり，歴史的に観ればカーター

的要素を取込んだ成果であったし，チョーク弁の弁軸偏心についてもカーターやゼニス，

ストロンバーグの製品に使用されていた技術に他ならない61。 

 

 表 3 戦後のいすゞ車用 D40 系気化器の変遷 

年 式 気化器 ベンチュリー型式，内径 そ の 他 の 変 更 点 

? D40 2 重，大 28，小 10.5 主噴孔 3φ×1 

’47~48 前 D40AA 2 重，大 32，小 5 主噴孔 2.8φ×4 

’48 後 D40AC 3 重，大 32 Zenith 様の 3 重ベンチュリーに，主噴孔 1 

’49 前 D40AC   〃 ジェット変更 

’49 後 D40AD   〃 ジェット変更，フロート弁をバネ入りに変更 

’50 D40AD   〃 

主噴孔の小ベンチュリー内への突出し部切除，ス

ロットル全閉位置を 18°から 17°に変更。息切

れ，エンスト対策 

’52 D40AE   〃 上記改造型 AD に AE のと固有呼称を付したもの 

’52 D40C   〃 加速ポンプ吐出し量削減，ジェット変更他 

’53 ？ 3 重，大 32，中 18，小 8 チョーク弁軸を偏心(オーバー･チョーク防止策) 

’54 ? 3 重，大 35，中 20，小 10 ベンチュリー内径，ジェットの一部，変更 

’56? D40E 3 重 チョーク弁軸偏心を廃止 

島崎喜三郎「いすゞTX80 型 5 瓲トラツクについて」『いすゞ技報』第 1 巻 第 1 號，1948 年 10 月，榎

本亮三郎･土屋 明「いすゞガソリン車の燃料節約対策について」同，第 7 號，1950 年，沢 義雄･高橋淸次

「気化器の息切れについて(第 1 報)」同，第 10 號，1950 年，眞島吉助「自動車修理講座(第 9 報)」同，第

13 號，1952 年，同「自動車修理講座(第 10 報)」同，1952 年，矢島英吉「いすゞDG32 型ガソリン機関の

改造について」同，第 16 號，1953 年，同「54 年型いすゞDG32 型ガソリンエンジンについて」同，第 19

號，1954 年，菊地『ガソリン自動車工学』158 頁，第 12･11 図，参照。 

 

’49年後期型においてフロート弁がバネ入りに変更されたのは悪路走行中にフロートが踊

って余分な燃料がチャンバ内に流れ込み，オーバーフローして失われる欠点を除去すべく

針弁を常に軽く閉塞させておくためである。ニッサン車用気化器においても’49 年 3 月より

                                                   
60 これは 1962 年に登場しイギリス･ゼニスで製造された SU 気化器様のストロンバーグ

CD 型可変ベンチュリー式気化器とは一切無縁である。この気化器については吉田前掲書，

233~235 頁，参照。 
61 戦後日本の自動車技術史は完成車レベルのみならず，コンポーネント･部品レベルにおけ

る技術導入や模倣のオンパレードであった。生産技術においても輸入工作機械や技術導入，

摸倣が決定的に重要な役割を演じた。 
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同じ目的でフロート側に小さなバネが取り付けられている62。 

 萩原らは 1948年頃，いすゞへの日立ソレックス 40FAIP型気化器の売込みを試みている。

その契機は米軍からの「特需」にあった。 

萩原は： 

終戦直後に，米軍より自工会に特需の引き合いがあった。米軍が中国や東南アジア

に残してきたトラックの補修である。日立にはダッジ車用気化器の注文が来た。日本

気化器はシボレー車用であった。日立の 40FAIP 形気化器は，フランジ，口径，レバ

ー回転方向，エアークリーナー取り付けなど総てダッジ車に合う。日本気化器のカー

タータイプはモデルにした気化器が着いていたので，シボレー車に合うのは当然のこ

とである。 

40FAIP 形のダッジ車への適合テストはいすゞ自動車にて行なわれた。検査責任者は

いすゞ研究部長伊藤正男氏(後常務)，研究主任橋本氏(後いすゞ傍系会社)，担当土屋啓三郎

氏(後部長)であった。簡単にマッチングは終り，性能テストを受けた。結果はダッジの

気化器より良好の評価で合格した。 

 

オリジナル気化器と日立 40FAIP 型気化器の路上および台上試験成績 

            

            萩原『日立気化器物語』84 頁，より。 

                                                   
62 小林一雄「1949 型ニッサン車の改良點に就て」日産重工技術会『日産技術』第 6 號，1949

年 8 月，参照。 
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右の成績では，当時の人達にとって日立の方が良いと思ったのは当り前なのだ。大

型トラックの最高制限速度は 30Km/h であったし，また全開高速時には燃料を濃くす

る方が良いという常識すらなかったのである。 

ダッジ車は中国南部に数多くあった。そのため 40FAIP 形気化器を，香港に多数輸

出したこともあった。 

当時いすゞの主体は，4 トン積みの 4ℓガソリンエンジントラックであり，ディーゼ

ル車は僅かであった。ダッジ車用気化器の好評に気を良くした営業や工場幹部に，い

すゞ攻略を要請された。この火付け役は睦産業社長の添野政三氏であった。気化器は

日本気化器の口径 40mm のゼニスストロンバーグタイプであった。困ったことにチョ

ークの引き方向は 90 度ずれており，絞弁の開き方向は全く反対である。私と内堀氏は

知恵を出し合って，ともかく難しいリンクで結んだ。これに対しいすゞの伊藤研究部

長は反対であったが，橋本主任や土屋氏が好意的に，伊藤部長の留守をみはからって

テストしてくれた。一応合格して 500 台の限定受注をもらったが，ユーザーからの不

評で後の受注はできなかった。結局リンクが難しくて，扱いずらいということであっ

た。いすゞ側の「リンク関係は絶対に変更しない。それにうまく結びつけるようにせ

よ。」という難題に，みごとにひっかかってしまったのだ。日立側がもっと強硬に出る

か，無理してまでやらなかった方がよかったと思っている。その後ずっといすゞとの

気化器の交渉はなかった63。  

ゼニス･ストロンバーグが出て来ているので時期は 1948 年の後期ということになる。伊

藤氏の立場はエンドユーザー第一という点に尽きる。現場が扱い易いよう反対勝手の製品

でも開発してくれるのでない限り日立気化器の採用は控えざるを得ない，という主旨であ

る。それは「強硬に」出ておれば突破出来たなどという見識とは凡そ次元を異にする開発

哲学である。 

なお，萩原の伝える挿話より少し前，1947 年 11 月から 12 月にかけて実施された米軍払

下げ車両試験の中に含まれていた Dodge トラック 2 車種，3/4㌧ 4×4 車，11/2㌧ 6×6 車の

試験においては既にオリジナルのゼニス気化器と各種国産気化器とを用いた台上比較性能

試験が行われていた64。 

この時，比較試験に供されたのは表 4に示されるようにオリジナルのゼニス気化器model 

29 と国産ソレックス，国産カーターであった。カーターの A と B(37φ)は日本気化器製と

トヨタないし愛三工業の製品かと想われるが委細は不明である。発動機は Dodge WC-51(ウ

                                                   
63 萩原『日立気化器物語』84~85 頁。 
64 いすゞは復興期，元々軍用車として出力重視の設定を施されていた米軍払下げ車両を民

需転換する際，全輪駆動を後輪駆動に改造すると共にどこまで混合比を薄め，燃費性能重

視に再設定することが可能かという問題点の究明を日本機械輸入公団から委嘱された。こ

の件については拙著『伊藤正男 トップエンジニアと仲間たち』日本経済評論社，1998 年，138~146

頁，参照。 
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インチ無し)と WC-62(ウインチ付き)で基本的には同一機関で SV 式，サイズは 6-82.6×

117.5mm(3.78ℓ)であった。 

 

表 4 各種気化器による Dodge 3/4㌧車，11/2㌧車の発動機台上試験成績 

 

橋本長之助他「拂下車性能試驗報告 第 3 報」『いすゞ技報』第 2 巻･第 3 號，1949 年 3 月，より。 

註 2．“ニッサン型”カーター気化器の謂われについて上述の通り。A，B は日気と日立(順不同)か？ 

 

 そして，比較試験に供された国産気化器に対するいすゞの公式評価は「出力と燃料消費

率の點を比較すると若干劣る部分もあるが良い部分もあつてこの國産氣化器は代用できる」

という程度にとどまっていた。 

 なお，萩原に拠れば，1950 年頃，産官学連合で自動車用国産気化器メーカーのコンクー

ルが催されている。曰く： 

   昭和 25 年頃に自動車連合会(今の自工会)と運輸省主催で，気化器会社のコンクールが

行なわれた。項目は気化器の性能，生産設備，検査設備，部品の精度，口頭試問であ

る。審査員は運輸省，自動車連合会，各自動車メーカー，大学教授等総員 20 名で構成

され，気化器メーカーは投票権のないオブザーバーとして出席を許された。投票は記

名方式である。 

   性能については納入先自動車メーカーのデータを信用することにし，その他のこと
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は気化器メーカーで行って，視察や抜き取り検査が行なわれた。日立，日本気化器，

愛三工業は気化器メーカーの来場に対してもオープンであったが，三国工業はそれを

拒否した。日本気化器へは私が行き，愛三工業へは内堀氏が見に行った。全部終了後，

日本気化器の会議室で審査が行なわれた。 

   生産設備： 三国工業が第 1 位，僅かの差で日立は 2 位。 

   検査設備： 日立第 1 位。特にジェット類をエアマイクロで測定するのは合理的で

ある。 

   部品精度： 日立第 1 位。ダイカストを主体としているので，部品間のばらつきが

少ない。またねじやシャフトの精度は他社をはるかに引き離している。

ジェットに M5 ピッチ 0.75 ねじを使っているのは，JIS に違反するので

減点。日立より「ジェットのような部品は燃料漏れ防止の意味からもピ

ッチの小さい方がよい」と異議を唱えたが却下。 

   気化器性能：各自動車メーカーのデータを信用すれば各社同等。ただし 10 台のばら

つきは日立が一番少ない。日立を第 1 位とする。 

次いで総合 1 位を決める投票にはいったが，いすゞ自動車の伊藤正男研究部長を除

き，全員が日立に投票した。伊藤部長は「根本である気化器の形式については，カー

ター及びゼニスストロンバーグタイプがソレックスタイプに優ると思う。しかし全般

的な評点を考えると難しい。私は棄権する」ということであった。 

ここで私は退場させられたので，2 位以下はどうなったかは知らない。後で日産自動

車の鍋谷部長より聞いた話では，もうそれ以下の判定はしないで，抽象的な比較にと

どめたとのことである65。 

 既に見た通り，現実には晴れの総合第 1 位に輝いた日立気化器も程無く 3 重ベンチュリ

ーのゼニス･ストロンバーグ型への鞍替えを余儀無くされている。かかる事実に照らせば，

この時の総合評価の意義も所詮，大したモノではあり得なかった。それ以上に，伊藤氏の

基本的な考え方は，先のリンケージの場合と同様，市場に，あるいはエンドユーザーに支

持して貰えるモノが良い技術なのであって，運用側の現場人に支持されない技術は誰がど

う評価しようと結局のところは良くない技術に過ぎないという命題に立脚していた。評論

家的理屈や言辞を弄することは努めて自制し，技術の評価についてはその一切を市場に任

せよ……これが伊藤氏の技術哲学であった。 

 

                                                   
65 萩原『日立気化器物語』93~94 頁，より。三国工業は 1923 年創業の合資会社三國商店

に端を発し，三國商工，三国工業を経て現･㈱ミクニ。’32 年，Amal(英)，Garelli(伊)より気

化器技術を導入。アマルはシンプルで優れた可変ベンチュリー気化器で，三國は自動二･三

輪車用気化器に地歩を築く。’60 年にはソレックス(仏)より自動車用気化器の技術を導入。

本田宗一郎と昵懇であった此処の技術者が離反して’56年に設立した気化器会社が㈱京浜精

機製作所。京浜は自動二輪車用，軽及び小型自動車用 CV(Constant Vacuum)気化器で産を為

した。現･㈱ケーヒン。 
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むすびにかえて 

戦後，米軍関係者は： 

金融上の援助以外，日本の航空機工業は本國政府より遥かに多くアメリカに負うて

いる。アメリカの戰闘機，爆撃機の操縦者達が，その本源はアメリカの設計にかゝる

航空機と戰ったことは悲しむべきだが事實である。……中略…… 率直に言って日本は設

計では最も強くアメリカの影響を受けた航空機を以て戰ったのである66。 

と述懐している。 

全く同じ命題は統制型いすゞ予燃焼室式ディーゼルを除く自動車ならびに気化器を典型

とする自動車部品技術においてもそのまま妥当した。それどころか，この対米追随は戦後

の自動車技術界においても頻々と観察され続けた67。 

 そうした中にあっても，現役最高のアメリカ車技術を継続的に模倣したトヨタ車の優位

性は機関本体のみならず気化器においても目立っていた。ニッサン車用日立気化器におけ

る技術進化のもたつきは初発における外生的躓きに起因する事態ではあったが，補機の標

準化ないし統一に関して陸軍は早い時点で決断を下し得る立場に在ったにも拘らず，これ

を断行し得なかった。こと大型商用車用ガソリン機関の気化器に関する限り，戦後の日産

ないし日立にもヨリ早い決断が求められていた。運用現場がそれを欲していたからである。 

「根本である気化器の形式については，カーター及びゼニスストロンバーグタイプがソ

レックスタイプに優ると思う。しかし全般的な評点を考えると難しい」という伊藤正男氏

の論は意味深長である。本質において劣勢を託ち，市場から半ば見放されたような技術も

具体の場においては開発者の努力の結果たる弥縫策の奏効と運用者の頑張りないし尻拭い

に依って本質的欠陥を糊塗されつつ，謂わば死に体のまま意外に長く生延びようとする。

本来なら，かような処で意思決定者，とりわけ技術の本質を弁えたそれとしての経営者の

機能が発揮される筈であったのであろうが……。 

 とは言え，この国の経営者とて大型商用車用原動機の本命であったディーゼル化には熱

心であり，技術者もまたこの附託に良く応えていた。因みに，ディーゼル内製に走ったト

ヨタの経営陣とは対照的に，日産経営陣は 1950 年，中日本重工業(三菱京都製作所)KE5-I 型

(4-110×140[5.32ℓ], 85 馬力)，’55 年，新三菱重工業 KE-21 型(4-115×140[5.81ℓ]9, 5 馬力)，’57 年，

同KE-21型(同, 110馬力)といった三菱予燃焼室式 4サイクル機関を以てするディーゼル化ま

で強行した68。 

                                                   
66 J.,B., Cohen･大内兵衞訳『戰時戰後の日本經濟』上巻，岩波書店，1950 年，312 頁，よ

り。それにしても，“金融上の”は“財政的な”ではあるまいか？  
67 統制型いすゞ予燃焼室式ディーゼルについては拙著『日本のディーゼル自動車』日本経

済評論社，1988 年，『伊藤正男 トップエンジニアと仲間たち』，『鉄道車輌工業と自動車工業』

同，2005 年，参照。 
68 日産技術會『日産技術』10･11 合併号，1950 年 12 月，“ヂーゼル特集号”，日産自動車

㈱『「KE25」デイーゼルエンジンの紹介』1957 年 9 月，参照。やがて機関は日産ディーゼ

ル工業(現･UD トラックス)の 2 サイクル単流掃気方式の UD3 型，更に 4 サイクル直噴の ND6

型となるが，日産自身は日産ディーゼルとの提携を活かすべく，’76 年，大型車から撤退す
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他方，ガソリン機関側に眼を遣れば，同じ国産気化器でも乗用車機関用気化器における

進化の足取りは降流式を早くから採用したのは良しとして，爾後はコスト一辺倒
．．．．．．

で単胴式 1

個に終始せざるを得なかった大型トラック･バス用ガソリン機関におけるそれに比して遥

かに軽快で，大径化，2 段 2 連気化器の採用，可変ベンチュリー型気化器ならびにツインキ

ャブ方式の採用拡大が急速に展開した。 

結局，市場第一とは言い条，所詮，その市場なるものは二重性を有しており，商品差別
．．．．

化
．
を通じた
．．．．

欲望の喚起
．．．．．

を以てする
．．．．．

大衆的
．．．

市場
．．

の
．
規模
．．

拡大
．．

と
．
占有率
．．．

引上げ
．．．

に対する資本の内

的衝動は運輸現場という小規模の市場セグメントから寄せられる不平不満などよりも遥か

に強力な動因となったワケである。また，さもなくばトラック屋が乗用車屋に比べて儲か

らぬなどという構図も端から生れ得ぬのが道理であろう。 

 その後，排出ガス対策への社会的要求水準が昂進するに及んで気化器には始動･暖機時用

のチョーク･オープナ，減速時用のスロットル･ポジショナ，減速･停止時用のアイドル燃料

カット電磁弁等々が組込まれ，更に気化器は電子制御式噴射気化器(SPI)へと姿を変えた。

しかし，それも決して長続きはせず，やがて自動車用ガソリン機関の混合器形成装置とし

ての気化器は全く顧みられぬ存在となった69。 

 ’70 年代後半以降，普及し始めた電子制御燃料噴射装置(MPI)は空燃比の制御精度を高め，

更には三元触媒の活用を可能にし，以て自動車用ガソリン機関排気に含まれる汚染物質の

発生原単位と燃料消費原単位とを激減させた。微視的に観る限り，それは情報通信･制御技

術サブシステムに依る動力技術サブシステムの更生に係わる典型的な成功事例であった。 

その反面，巨視的観点からすれば内燃機関の過剰利用を許した情報通信･制御技術のデジ

タル化けはガソリン自動車の総保有台数と使用強度との関数として決定される汚染物質総
．

排出量や石油総
．
消費量という最も厄介な問題に対しては根本的解決力を持たぬ個別的要素

技術たるを超え得ない。石油資源をはじめとする各種天然資源賦存量と環境容量との有限

性に鑑みつつ電子機器に通有の必要最低生産単位の巨大性と短小な寿命(社会的＜経済的＜物

理的)とに想いを致すなら，デジタル技術の過剰利用，即ち，それに対する最大律的依存は

コンクリート･ジャングルに咲き乱れた欲望の“徒花”が枯れ落ち，IoT というレッテルも

                                                                                                                                                     

る。 
69 気化器への排出ガス対策用機器組込みについては吉田「排気対策に関連した気化器の傾

向」『機械の研究』第 25 巻 第 1 号，1973 年，自動車機関用噴射気化器については魚住順

蔵･竹内勇造･荒井久治･鈴木俊一『自動車用気化器の知識と特性』山海堂，1984 年，221~223

頁，菊地一雄･高田重孝「電子制御キャブレター」『内燃機関』Vol.28 No.352 1989 年 2 月，

参照。魚住以下の著者は愛三工業の技術者。なお，タクシー等の LPG 車においても気化器

→SPI(ミキサー)→MPI という推移が観察されている。 

 ガソリン機関における燃料噴射技術については参考文献に事欠かぬが，藤沢英也･小林久

徳『電子制御ガソリン噴射』山海堂，1987 年，簡単には拙稿「ガソリンエンジン―燃料噴

射技術について―」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 8

年度調査報告書，NEDO-IT-9608，1997 年，133~144 頁(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)，

往時の航空発動機におけるそれについては前掲「三菱航空発動機技術史 第Ⅱ部」参照。 



46 

 

虚しいシリコン廃棄物の山が聳え立つ廃墟的近未来へと人類を誘
いざな

う最悪の生活習慣病に他

ならぬと観て大過無い70。 

想うに，小型車ダットサンが航空気化器の微かな残り香を放ちながら駆け回り，ニッサ

ン機関がエア･インテークを掌でチョークされて漸く始動し，はたまた気化器を叩かれて漸

く再起動に成功していたような時代………其処には人と自動車にとって真に豊かな関係が，

運輸労働者と数少ない自動車とが真に尊重される社会が実存していた。そして，人類が高

エネルギー社会亡き後の高エネルギー･コスト社会を生延びて行くためには人と機械との

かかる関係性の復興がキーワードとなるに如くはないのである。 

                                                   
70 拙稿「技術の生命誌試論」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)，参照。 


