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はじめに 

 列車が一定速度に達した、あるいは減速に移る際、エネルギーの供給を断って相当な距

離を惰力走行によってカバーし得ることは今昔を問わず軌条と車輪を組合せた鉄道と呼ば

れる陸上輸送機関における省エネルギー性の根幹をなす。本稿は往時、鉄路上にあって牽

引用動力発生装置の代表をなした蒸気機関車における制御技術サブシステムの一要素たる

絶気･惰行運転補助装置の効能如何と内部潤滑機構との関連について、同時代の諸説や技術

解説、図面、写真、後年の回顧記事等、限られた資料に依拠しつつ解明し、鉄道省や満鉄、

欧米諸国における処方の技術論的位置付けについて新たな私見ないし仮説を提示しようと

する試みである1。 

門司鉄道局運転課に在って教習所教官を兼任していた当時、本山邦久は： 

飽和蒸気は或る程度の潤滑性を有する。是は極少量の水が含まれて居るからである。

彼の舶用機関の如く一旦機関に用ひた蒸気を冷却して湯となし再び気罐に用ゆる式の

ものゝ内(殊に直立機関
バーチカルエンジン

に多い)では内部油を用ひない。之れは蒸気其のものが減摩剤とな

                                                   
1 蒸気機関における内部潤滑と気密に係わる技術的、歴史的な基本問題については蒸気原動

機技術史の中で観た蒸気機関車という問題性と共に拙稿「蒸気動力技術略史」(大阪市立大学

学術機関リポジトリ登載)、参照。 
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るからである2。 

と述べた。これは閉鎖(単純凝結)サイクルを構成する舶用蒸気機関と開放(不凝結)サイクルを

なす蒸気機関車との違いについての正しい指摘であるが、なお蒸気機関車には絶気･惰行運

転が付きものであるから、仮令、飽和蒸気を用いる場合にも舶用機関とは違って気筒･気室

の潤滑(内部潤滑)に油脂の供給が必要となった。 

 本山は上に続けて、「過熱蒸気機関車に使用する蒸気が高熱度に過熱されて居るから充

分乾燥して水蒸気を含んで居らない乾燥状態に在る蒸気は潤滑性を有して居らない」と展

開している。 

かなり怪しいその言葉遣いには目を瞑るとして、また、過熱蒸気は確かに自己潤滑性を

欠くと言って良いのではあるが、これを何時如何なる場合においても
．．．．．．．．．．．．．

金科玉条的に真理で

あるかのように見做す所作は、過熱蒸気機関車が出発直後に切るドレインを見れば直ちに

それが単なる程度の問題に過ぎぬと気付かれて良さそうなモノであったにも拘らず、機関

車関係者に古くから共有されて来た“迷信”と評されて良い。そして、この“迷信”は蒸

気機関車における絶気･惰行運転補助装置ならびに動力技術サブシステムの補完的要素た

る内部潤滑機構の進化ないし錯雑化に存外大きな影を落すこととなる3。 

レシプロ蒸気機関の一種である蒸気機関車においては絶気･惰行運転中、ピストンの空動

によって無視出来ないほどのポンピングロスが計上される。絶気運転中、気筒･気室の温度

は平均的に低下を来すため給気再開に当って過剰な初復水を生ずる。膨張による部分真空

はポートから気筒内へのシンダー吸込みを招き、その異常摩耗を助長する。 

更に、絶気中は飽和蒸気であれ過熱蒸気であれ
．．．．．．．．．．．．．．

、給気のごく僅かな初復水によって生ず

る水膜の潤滑作用が期待出来ないため、筒内の圧縮熱や摺動部の摩擦熱により潤滑油焦損･

炭化物生成とポートやピストン弁表面へのその堆積を生じ易く、それによるピストン弁リ

ングの膠着、摺動面の損傷や堆積物による流動損失増大が惹起されがちとなる。 

本山は大正末期、過熱式機関車に飽和式機関車用と同じ気筒潤滑油が供用されていた当

                                                   
2 本山邦久『機関車用 弁及弁装置』増補改版、江島日進堂出版部、1931 年、370 頁。 
3 往時の現場ではこの“迷信”故にドレインを切らない機関手さえ在った。 

如何に高熱なる蒸汽を汽筩に供給しても汽筩内に水分多き時は其の水分を蒸發する

に要する蒸發熱となつて奪はれて過熱蒸汽は忽ち飽和蒸汽おなるべく、更により多く

の水分を有する時は凝結して水分を増す事となり過熱したる意義がない樣になるもの

である、然るに一部の機関手は過熱蒸汽は凝結復水する事が少ないと思ふ爲めか、或

ひは汽筩に安全弇の装置がある爲めか凝水嘴の開き方が少ない傾向がある、甚だしき

に至りては安全弇を噴出せしめつゝ運轉するものさえ時に見受くる事がある、是では

甚だしく過熱蒸汽の目的を没却せしむるものであるから過熱機關車の始發驛に於ては

充分に凝水嘴を開放して汽筩内濕氣を去らしめねばならぬ(藤戸講師述「機關車の操縦」171

頁)。 

この文章は鉄道教習所の講義録らしいが刊行年不詳。D50 が 1923 年に 9900 型として生

まれてから幾らもたたぬ頃、それも過熱機関車の気筒油として可能なら植物油を使うべし

とされていた古い時代のテキストである。無論、本稿の主題は運転現場にではなく技術開

発側におけるこの“迷信”の所作にある。 
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時から昭和初期の鉄道省における経験に即して： 

之が為め特に今日迄甚だしき不都合を見ては居らないが油垢
．．

の為弁の詰輪の固着
．．．．．．．

す

るものが多い事は確かであった。従つて今日の如く一ヵ月に一回の弁掃除では尚不足
．．．．．．．．．．．．．．．

の感がある。此の外摩耗部の損傷程度及石炭消費量の影響も相当あらうと思は【る】ゝ

が、今日迄の處では適確な比較研究がない。……但し昭和に入つてから過熱機関車に

は過熱用気筒油を使用して居るが、従前の飽和用と特に異る處ありとも思はれない4。 

と述べ(強調引用者)、弁回りへの堆積炭化物処理の実態について伝えてくれている。 

内部潤滑を飽和蒸気時代の見送り給油器から機械式ポンプを用いる圧力注油方式に変え

た上、使用される油を過熱用に替えてもなお、潤滑条件の厳しい絶気･惰行運転時における

鉄道省過熱蒸気機関車の潤滑不良傾向は改善されていなかったと見える。 

蒸気機関車の絶気･惰行運転補助装置として、かような現象への対策をも視野に収めつつ、

如何なる機構を良しとするかについては欧米でも国や時代によって考え方が大きく相違し

ていた。我国においてさえ鉄道省関係者と南満洲鉄道(以下、満鉄)関係者との間にはかなり明

確な意見の対立があった。 

ところが、この問題を論ずるに当って避けて通れぬばかりか対立する見解を架橋するキ

ー概念となるのが弁室及び気筒の潤滑＝内部潤滑機構に関係し、件の“迷信”に絡む問題

であったにも拘わらず、明示的にこの点を解明した論にはお目にかかれていない。拙稿「C53

型蒸気機関車試論[訂正版]」(2010 年、本学リポジトリ登載)における関連の記述もこの脈絡から

すればかなり不適切な内容となっていた。従って、以下はこの点に対する自己批判の意図

を体現する叙述でもある。 

  

1．惰行運転補助装置の必要性とその出現前後における絶気運転法 

ⅰ）惰行運転補助装置導入以前の絶気･惰行運転操作法 

当然ながら、脇路弁や惰走弁といった絶気運転補助装置が導入される遥か以前において

も蒸気機関車の運用に絶気･惰行運転は付きものであった。では、それら補助装置の導入以

前の蒸気機関車において、絶気･惰行運転時の操作法として如何なる所作が常套化されてい

たのであろうか？ この点については鉄道院における機関車開発のパイオニアであった森 

彦三らの所説を引いておくのが最も適当である。 

   蒸汽を使用せずして運転する場合 列車の速度を減殺するとき又は下り勾配線に掛  

りて蒸汽を使用するの必要なきとき「レギュレートル、バルブ」を閉塞するときは同

                                                   
4 本山前掲書、370~371 頁(強調引用者)。当時、鉄道省の規格では飽和用気筒油の引火点は

230℃以上、過熱用のそれは 280℃以上という形でのみ定められていた。戦後の国鉄におけ

る過熱シリンダー油規格に則った各種製品の発火点は 307~316℃であった。本山同上書、

351 頁、大阪鉄道管理局『機関区従事員必携』大鉄図書、1951 年、446 頁、参照。 

 運転教育研究会『最新 燃焼の理論と給油』交友社、1935 年、293 頁に「昭和 6.4.1 達 185」

における過熱用気筒油規格について「閃火点(ペンスキーマルテンス)280℃以下」とあるのは“以

上”の誤植であろう。 
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時に「リバーシング、リーバー」を「フール、ギヤー」の位置に落すを要す。 

   蒸汽を移用して運転する際は蒸汽は「バルブ」と「バルブ、シート」との間に浸入

して油を運び且其自身にも油の如き効用をなすものなれども蒸汽を使用せざるときは

此の作用を失ひ稍もすれば給油不充分に陥り易し故に此の際「バルブ」の「トラベル」

小なるときは「バルブ、シート」の中央部のみ磨耗せしむるの虞あるを以て「リーバ

ー」を極端の「ノッチ」に落して充分の運動を與ふべし。 

   蒸汽を使用せずして運転するとき「シリンダー」内に起こるべき真空及空気圧搾の

程度は「リーバー」が極端の「ノッチ」に在るとき最も少なく「リーバー」を引き上

ぐるに従ひ大なりとす而して是等は「ピストン」の運動を妨害し「ブレーキ」の作用

をなすものなれば惰力運転の際は「リーバー」を極端の「ノッチ」に落すを要す。 

   「シリンダー」内真空の発生は「スモーク、ボックス」より瓦斯及灰燼を「シリン

ダ―」に呼び寄するの原因をなすものなり下り勾配線運転に際し制動力を要する場合

に於て尚且つ「リーバー」を「フール、ギヤー」の位置に保つは之れが為めなり5。 

即ち、絶気運転の要点は、①：弁のトラベルを大きく取り滑り弁々座中央の偏摩耗を防

ぐこと、②：弁装置を前進フルギヤに置くことによってポート開放時間(時間面積)を可及的

に大きく取り、ポンピング･ロスの発生を抑止すると共に気筒内に生ずる負圧によるシンダ

ー吸込みを防止すること、に置かれていた。飽和蒸気の持つ自己潤滑性についての言及に

ついても抜かりのあろう筈はなかった。 

実を言えば、上の行論から予想されるような D 型等の滑り弁であれば気室圧力が下り筒

内圧力が上れば弁が弁座から僅かながら浮上り、多少なりとも前後作動室が連通された状

況を呈する。このため、脇路弁は滑り弁付きの、大方は飽和蒸気で稼働する蒸気機関車の

絶気惰行運転に際して不可欠の装備とはなっていなかった。 

また、後に引く本山の文章等に見られる通り、飽和蒸気機関車時代には完全絶気せず、

微量給気しつつ安全に惰行させる運用法もごく普通に行われていた。これは日本海軍の妙

高型･高雄型 1 万トン巡洋艦の主機改造後、外側 2 軸を駆動する前機 2 基付設の巡航タービ

ンの排気を内側 2 軸を駆動する後機 2 基に落してその引き摺りを防いだのと同工、と言っ

て解り難ければ、自動車のエンジン･ブレーキをアクセル･ワークで微妙にキャンセルさせ

るような所作に他ならない。 

ポンピング･ロスに係わる問題が一層シビアになり、惰行補助装置が喫緊のものとして要

請されるに至ったのは過熱蒸気が飽和蒸気を代替し、浮上りによる漏洩や圧着による摩擦

損失の少ないピストン弁が滑り弁を駆逐して機関車が言わば近代化されてからである。そ

れは空気弁あるいは脇路弁という格好で導入されているが、この内、後者は気筒温度を降

下させてしまえばその効能を失う過熱蒸気の使用拡大と共に逸早く要請された技術のよう

である。 

因みに、Locomotive Cyclopedia of American Practice.の初版に当る Locomotive 

                                                   
5 森 彦三･松野千勝『機関車工学』(下) 大倉書店、1912 年、189 頁。 
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Dictionary. 1st. ed. 1906 において“Cylinder By-pass Valve”は“Vacuum Valve”(空気弁)

と共に説明語句として掲げられているのみで(pp.23,89)、画像情報は皆無である。また、当

時、脇路弁には気筒安全弁としての機能も付託されていた。なお、この時点において惰走

弁に係わる記述は皆無であった。1909 年の第 2 版でもこの扱い方は変っていない。

Locomotive Dictionary and Cyclopedia と改題された 1919 年第 5 版の用語解説には脇路

弁･気筒安全弁に関する文章が 1905年と 1909年のMaster Mechanics’ Proceedingsなる雑

誌に発表されたと記されている。 

 

ⅲ）惰行運転補助装置、とりわけ脇路弁導入後の操作法 

では、その近代化された蒸気機関車における惰行補助装置、とりわけ我が鉄道省におい

ては脇路弁の導入後、絶気運転操作は如何なる段取りとなったのであろうか？ 鉄道省の技

師、武井明通は操縦法という形を採った記述の中で、ヨリ体系的に脇路弁の使用をも含む

統合的な解説をなしてくれている。 

  絶気は給気の場合と丁度反対の手順を執ればよいのであるが、普通絶気の必要を生

ずる時は高速度の場合であるから列車に激動を與ふる機会は比較的少ない。然し余り

之を軽視すると意外の動揺を起こすことがあるから注意せねばならぬ。即ち其取扱方

としては先づ加減弁を半閉して逆転機を落し次に加減弁を全閉すると同時に逆転機を

前進極端に落せば殆ど完全に近いものを得られるが、加減弁を徐々に閉鎖し終ると同

時に逆転機を徐々に前方に倒すだけでも完全なる操縦といへる。何となれば加減弁を

閉じ終つても尚幾分の蒸気は気筒内に進入しつゝあるから、其間に逆転機を前進極端

に落せば作業中に牽引力は次第に減少するからである。要は牽引力が波動的変化をな

さずして、徐々に零になるやうに取計らへば可いのであるから熟練すると後者の方法

を以て巧に絶気作業をなし些かの動揺をも感ぜしめないのである。 

  脇路のある機関車では加減弁を閉じた後之を開き、次で逆転機を極端に取ればよい。

而して其間の操作も緩く落着いて行つて差支えないのである6。 

このように、脇路弁は表面的にはピストン弁を有する機関車における絶気･惰行運転の操

作ステップを一見、複雑化させたように映るが、操作要領の細部ないし匙加減自体はむし

ろその導入によって簡略化されたのであり、この点でも大いに意味のある改良技術であっ

た。 

なお、誠に遺憾なことながら、朝鮮総督府鉄道局の技術者、加藤公俊は後年、自らの時

代性を反映することなく、絶気運転時の操作法についてほぼ
．．

森らと同じような記述を与え

ている。曰く： 

給汽運転中は蒸気が弇と弇座の間に侵入し、油を運び且蒸気自身も油の如き作用を

なすものなれども、絶汽中は此の作用を失ひ動もすれば給油不充分に陥り易き故に、

この際弇の行程小なるときは、弇座の中央を摩耗せしむる虞れあるを以て、反転テコ

                                                   
6 武井明通『最新 機関車操縦法』通文閣、1934 年、329 頁。 
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をフルギヤーに置き充分の運動を與ふるものである。 

尚絶汽運転中汽筒内に起るべき真空及空気圧縮作用の程度はテコがフルギヤーにあ

るとき最も少なく、テコを引上げるに従ひ大となり、ピストンの運動を妨害する結果

ともなるものなれば、之等の弊害を防止するため、絶汽運転中は反転テコをフルギヤ

ーに倒すのである7。 

気筒内に発生する負圧によるシンダー吸い込みについても、加藤は決して忘れていたワ

ケではなく、この記述に先立つ脇路弁の効用についての説明の中で「煙室内の燃滓や灰を

吸込み、汽室や汽筒内を汚損すること」として記述していた。それにも拘わらず、ここで

脇路弁の操作について触れていないのは迂闊の極みと評されるしかあるまい8。 

 

ⅱ）絶気運転中の近代的機関車における走行抵抗と惰行運転補助装置の機能 

絶気運転中における近代的機関車の走行抵抗の内訳を示すデータ例として同時代の文献

には図 1 のようなチャートが掲げられている。そこでは、速度が増す程に「気筒内空気抵

抗」即ち、気筒におけるポンピング･ロスの占める割合が逓増し、相対的に低い速度域にお

いては空気抵抗より大きく、絶気運転中の蒸気機関車における最大の走行抵抗要因をなし

ていた事実が如実に示されている。 

 

図 1 絶気運転中における蒸気機関車の走行抵抗 

 

                                                   
7 加藤公俊『受験準備 朝満機関車技術問答集』交友社、1938 年、292 頁。 
8 同上書、88 頁。 
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有原俊二『最新版 最新機関車工学』東洋書籍出版協会、1935 年、283 頁、第 151 図。 

原出典は承知しないが、大阪鉄道管理局『機関区従事員必携』197 頁の C51 に関するチャートと定

性的には酷似している。C51 の場合、総抵抗の最小点は 6km/h 辺りでマークされている。 

 

鉄道省の蒸気機関車における惰行補助装置の基幹であった脇路弁の具体的構造と変遷に

ついては別途、取上げられるから、ここでは脇路弁の機能一般について理論的に押さえて

おきたい。今村一郎に拠れば、高速惰力運転中に脇路弁を閉じ、逆転機をニュートラルに

引き上げた場合、気筒内圧は圧縮によって最大 7kg/cm2 程度まで上昇する。インジケータ

線図は勿論、圧縮機のような左回りのそれとなる(次図 A)。 

作業物質が内部摩擦の無い仮想バネと同等であるなら圧縮に要したエネルギーは膨張に

際して全て解放される。従って圧縮曲線と膨張曲線とは重なり、線図は面積を持ち得ない。

実際には流動損失や熱損失が発生するから正の面積を有する線図が描かれ、その面積によ

ってポンピング･ロスの大きさが表現されることになる9。 

これを軽減するため、①：逆転機をフルギヤに伸ばす、②：更に機関車に前後の気室(あ

るいは作動室)が負圧になった場合、外気を取入れる空気弁(後述)を補助装置として導入すれば

負圧の昂進が抑制されることになる(図 2、B)。そして、以上に加え、③：脇路弁により前後

気室を連通することでポンプ損失の一層の抑制が図られた(図 2、C)。もっとも、②→③とい

う時系列的発展順序があるワケではなく、ポンプ損失抑制のための主たる機構として導入

されたのは脇路弁であり、空気弁はこれを補完する装置であった。何故なら、矢鱈に空気

を吸っていたのでは筒温を低下させ、初復水増大の不都合を生じてしまうからである10。 

 

図 2 絶気･惰行運転中におけるポンピング･ロスの発生態様 

                                                   
9 これは車両用内燃機関におけるエンジン･ブレーキに相当する作用である。他方、惰行時

に絶気して逆転機を後進フルギヤに設定し、吐出管を閉塞すると共に別の吸気口を開き、

排気を主蒸気管に送り出す空気圧縮機として使用する機関車を“ブレーキ機関車”と称す

る。これはトラック用ディーゼルの排気ブレーキに相当する遣い方であるが、これとは異

なり、ダイナモメーター･カーに依る動力車の負荷試験の負荷として用いられることがある

のみで通常の列車牽引仕業においては実用されない。ブレーキ機関車については拙稿「C53

型蒸気機関車試論[訂正版]」の注 154 辺りをご参照頂きたい。 

 なお、「反壓制動」と呼ばれたこの種のブレーキの効果は弁開閉時期や漏洩の如何によっ

て大きく左右される。鉄道省も門司鉄道局運転課では 1922 年 4 月、8850 型と 8620 型とを

用いて「反壓制動」の制動力比較試験を実施したが、その効果は予想に反して乏しく、と

りわけ 8620 型においては微弱であったため、加減弁を開放することまで試みられた。しか

し、結局は貫通ブレーキが最も有効な制動手段であることが確認されている。藤戸講師「機

関車の操縦」101∼110 頁、参照。 
10 この他、脇路弁には“出渋り”＝出発不能時にこれを開放して逆転機操作を容易にする、

停車中、開放しておくことで安全装置となる、といった効能が挙げられる。今村『改訂増補 機

関車技術問題解答集』37 頁、参照。 
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B と C は概念図であり、圧力目盛に A との共通性は無い。 

今村一郎『改訂増補 機関車技術問題解答集』私家版、1935 年、310~311 頁、より。 

 

アメリカで特に発達し、日本(内地及び外地)では圧倒的少数派をなした“drifting valve”

＝惰走弁は脇路弁に対する言わばアンチテーゼであり、Locomotive Cyclopedia of 

American Practice.の’25 年、第 7 版には両者が用語解説、画像の形で併記されている

(pp.34,38,539,540,541)。惰走弁は絶気･惰行運転中、気室に少量の飽和蒸気を送り込み、筒温
．．

と潤滑状態を維持しつつ
．．．．．．．．．．．

筒内における負圧のピークを弱め、併せて圧縮圧力の昂進も抑制

しようとするシカケで、単なる抜け穴に過ぎぬ脇路弁などより余程、気の利く仕掛けであ

った。つまり、飽和蒸気機関車の絶気運転法なみに
．．．．．．．．．．．．．．．．

飽和蒸気の送入によって気室･気筒の保

温･潤滑を図ると共に、その初復水を内部潤滑材として活かそうとするアイデアであった。

一旦、復水してしまえば少々の圧縮では再蒸発する恐れも少ないから一石二鳥である。 

もっとも、惰走弁は手動式と気室圧力を機械的に検知して切り替えを行う自動式とに分

類されたが、本格的な自動惰走弁は脇路弁のアンチテーゼであったにも拘わらず、後述さ

れるように自動脇路弁などより却って複雑なシステムを構成する結果となっている。 

 

2．“drifting valve”＝惰走弁の評価に係わる鉄道省と満鉄との対立図式 

ⅰ）鉄道省技術者の C52 論 

 蒸気機関車の絶気･惰行運転補助装置として如何なる機構を良しとするかを巡る鉄道省

関係者と満鉄関係者との対立の主論点は惰走弁に対する評価に集約されていた。鉄道省関



9 

 

係者はこれについて概ね低い評価を下し、脇路弁の方を選好した。満鉄関係者も似たよう

な知見から出発したが、高速機関車については全く対照的な見解に到達するに至った。 

先ず、惰走弁に対して否定的な、鉄道省本流とでも評されるべき、恐らく工作局在職の

技術者、西尾廣義の所説から紹介して行こう。それは 1926 年、American Locomotive 

Company(以下、Alco)で製造された鉄道省 8200 型→C52 型蒸気機関車に対する批評の一項

目として著された同時代のコメントである。 

   普通の過熱蒸気機関車は脇路弁又はコツクを有し絶気運転中は気筒のピストンの前

後を連ねる装置として其の惰力の殺がれることを防止するが、此の機関車は此の脇路

弁を有せず、其の代りに惰走弁を有して居る。 

   惰走弁とは一種の蒸気を開閉する弁で、之は運転室の附近で丁形座に取付けられ、

此の弁より蒸気を導き煙室側部で主蒸気管に小管を連ねたもので、絶気運転に移ると

同時に此の惰走弁を開き少量の蒸気を主蒸気管より弁室及気筒に送るもので、此の少

量の蒸気に依つて気筒の冷却を防止し且つ惰勢を助けるものである。 

   然し、此の惰走弁は従来の脇路弁の如く十分惰力を利用することを得ず、其の減殺

が比較的速やかなるのみならず無用の生蒸気を浪費するから余り好ましくない11。 

   鉄道省で設計の三気筒機関車 C-53 形は惰走弁の効果が十分でないのに鑑み、脇路弁

を採用した12。 

このように、蒸気消費ないし浪費、その効果といった点から惰走弁に否定的評価を下す

というのが鉄道省技術陣の大方のスタンスであった。 

但し、ほぼ同じ頃、鉄道省の技術者、本山邦久は飽和
．．

蒸気機関車の
．．．．．．

運用法との関連の中

で C52 の惰走弁についても簡明かつ中立的に次のように触れている。 

 ……機関車が惰力運転を為して居る際の如き僅かに加減弁を開き蒸気を気筒に入れて

置く時は立派な潤滑を為すのみならず、気筒壁の急激なる冷却煙室内からの瓦斯又は

炭塵等の吸ひ込み等を避け得るのである。彼の C52 三気筒機関車のドリフチング･バル

ブを惰力運転の際開いて少量の蒸気を気筒に入れるのも此の理である。重聯廻送する

場合、仮令牽引機関車の方が連結廻送する機関車を牽引する余力のある場合でも牽引

さるゝ機関車は多少でも、蒸気を気筒に入れる事が必要である13。 

この文章は鉄道省技術者によるそれとしては例外的にフランクな筆致を持っていると言

えよう。無論、この「少量の蒸気」とは自己潤滑性を有する“少量の飽和蒸気”の謂いで

ある。 

 

ⅱ）満鉄パシナ論 

 続いて紹介するのはこれと同じ経験と評価から出発し、少なくとも高速機関車について

                                                   
11 西尾廣義『三気筒機関車の研究』交友社、1929 年、172~173 頁。 
12 同上書、49 頁。 
13 本山邦久『機関車用 弁及弁装置』増補改版、370 頁。 
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は真逆へと転ずるに至った満鉄開発陣の思考の跡である。それは 1920 年代における試行に

ついての記述と言わずと知れた看板急客機、パシナの開発に係わる歴史記述の中に見出され

る。以下の引用の前･後段の落差に注目されたい。 

   蒸気機関車の出力が増し、運転速度が高くなると、絶気運転中にシリンダ内の気圧

が低くなり、そのために吐出口から煙室内の炭塵(シンダー)をシリンダ内に吸いこむこ

とになるので、これを防止するために自動的に缶から小量の飽和蒸気をシリンダに送

りこむルイズ(Lewis)式オートマティック･ドリフティング･バルブを、1924(大正 13 年)

ころにミカイ形1D1過熱テンダ機関車およびデカ形 1E過熱テンダ機関車の一部に取り

つけて試用した。 

   この装置は圧縮空気調節機と蒸気加減装置とからなり、運転中は弁棒の運動によっ

て作動するレバーが空気調節機の弁を動かして圧縮空気を蒸気加減装置へ送り、停止

すれば圧縮空気の供給が断たれて蒸気弁が閉じるようになっていたものである。しか

し、この式は運転中には給気、絶気にかかわらず蒸気がシリンダへ導入されるので最

善のものではなかった14。 

   ……【ところが 1934 年度になされた看板列車、特急“あじあ”の牽引機関車パシナの設計におい

ては】…… 

……絶気運転の際のシリンダ冷却を防ぐために、シリンダ･バイパス･バルブやエアー･

インレット･バルブを廃して、オートマティック･ドリフティング･バルブを設け、……

【ることとなった】15。 

前段は西尾の論とほぼ同じであるが、看板特急機パシナの開発に際してそれは全面的に覆

されていたワケである。 

残念ながら当該巻の執筆者、小熊米雄は技術に明るい鉄道史研究の大家ではあったが、

パシナの開発者でも機関車技術者でもなく満鉄関係者でさえなかった。共同編著者の一人、

市原は満鉄の車両技術者ではあったが、その専門は機関車ではなく客車にあった。しかし、

パシナの現物、残された図面、流線形カバーを外された状態のシリンダを写した当時の写真

等の全てが脇路弁や空気弁の欠如を示しているのであるから小熊の考証並びに記述はひと

まず真であるとされねばならない。 

 

ⅲ）機関車工学会の中立的だが不正確な“drifting valve”についての紹介 

 現に、当時の日本が世界に誇るパシナの実態がかくあった以上、鉄道省関係者も一定程度、

これを踏まえた技術論を展開せざるを得なくなって来ていた。次に示すのはその一例であ

る。 

                                                   
14 市原善積･小熊米雄･永田龍三郎･安養寺 脩編著『南満州鉄道 鉄道の発展と蒸気機関車』

誠文堂新光社、1972 年、127~128 頁。 
15 同上書、194 頁。同様の記述は田邊幸夫『大陸の鐵輪』エリエイ、2003 年、72 頁にも

見られる。 
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高速惰行の場合、脇路装置や空気弁のみに依つて真空及圧縮の作用を防止する事の

困難なる事実に鑑み
．．．．．．．．．

、加減弁の構造により惰行中と雖も、完全絶気せず惰行に必要な

る程度の小給気を行ふ方法が欧米や満鉄などで使用されてゐる(強調引用者)16。 

鉄道省の急行旅客用蒸気機関車は低い最大運転速度と極度に大きな動輪径によって振動

のみならずポンピングロスにおいても有利な条件下にあった。それにも拘らず、後者に関

して困難が実感されていたという点に注目されるべきである。それにしても、この記述が

技術情報として不正確であるのは「加減弁の構造により……」としている点である。「小

給気」としている点も後に見る満鉄における運用法と突合せればやや気がかりである。 

とは言え、惰走弁についてのかように中立的な記述態度は鉄道省関係者の筆になるモノ

としては本山の記述と共にあくまでも例外的な存在であった。毎年、多数の若者がその門

を叩く鉄道省には彼らを一人前の現場技術者に育て上げるための体系的な教育訓練プログ

ラムが用意されていた。そこで用いられた実務用テキストの類を縦覧すれば、全般的には

この国の国有鉄道で使用されている脇路弁と空気弁についてのみ語り、他の技術、とりわ

けほぼアメリカ限定の技術に終った惰走弁の存在については黙殺するという執筆姿勢が貫

かれていたという状況が浮び上って来るからである。 

それもその筈、西尾の原稿を実質的に校閲した島 秀雄その人の統治下における鉄道省蒸

気機関車設計の推移を見れば、一貫して島＝西尾的な見解が鉄道省工作局車輛課における

正統的意見であり続けたことに想到させられる。実際、アメリカや満鉄、イギリスでの推

移を他所に、鉄道省の蒸気機関車における絶気･惰行運転補助装置の改良は空気圧作動式脇

路弁の口径拡大に終始していたからである。そこで、我々も絶気･惰行運転補助装置の基本

と位置づけられるべき脇路弁なるものの一般的諸相に目を転ずることにしよう。 

 

3．“bypass valve”＝脇路弁の諸相 

ⅰ）欧米における脇路弁の普及状況 

惰走弁を発達させたアメリカにおいてもピストン弁付き蒸気機関車の興隆と共に各種の

脇路弁が開発されていた。それらの多くは自動脇路弁であり、図 6に見える古典的な Sheedy

脇路弁は Baldwin Locomotive Works の、Mellin 脇路弁は Alco の技術であった17。 

シンプルな古典的脇路弁の概要については鉄道省や満鉄との関連において取上げること

とし、ここでは後年、アメリカにおいてはしばしば提案された気筒安全弁を兼ねる異常に

嵩高い脇路弁について紹介しておきたい。Locomotive Cyclopedia of American 

Practice. ’38年の第 10版にはViloco Railway Equipment Co.の安全弁兼用脇路弁が紹介さ

れているので、先ず、その外観と作動要領図を再掲しておく。これはかなり定番化した技

                                                   
16 機関車工学会『新訂増補 機関車の構造及理論』(上巻)、421 頁。 
17 cf. Locomotive Dictionary and Cyclopedia. ’19, p.443 Fig.782, p.445 Fig.792, p.447 

Figs.799, 801, Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’25, p.539 Figs.1213, 1214, 

p.541 Figs.1219, 1220, 1221. 
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術らしく、同じモノが同書の’47 年、第 13 版においても紹介されている(p.599)。 

 

図 3 Viloco Railway Equipment Co.の安全弁兼用脇路弁 

 

 

 

 

Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’38, p.619. 

 

 また、Ardco Manufacturing Co.からは惰走弁と兼用の脇路弁が提供されていた。これに

ついてはしかし、その個別的発生経路に鑑み、惰走弁の項に譲る。 

Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’41 年、第 11 版においては Viloco の装置

と似た安全弁兼用システムが The Prime Manufacturing Co.より提案されている。この装

置は機関車への艤装性への配慮から 2 つの様式で提供された。同じモノは同書、’47 年版に

も紹介されている(p.598)。 

蒸機時代末期のイギリス系機関車においてはシンプルな所謂“D 型”自動脇路弁がある

程度、普及していたようである。ドイツに関しては圧縮空気でオンオフ制御する鉄道省の

所謂、空気脇路弁についての紹介例を目にすることが出来るものの、使用状況の全体像に

ついては残念ながら管見の及ぶ処とはなっていない18。 

 

図 4 イギリス系機関車に用いられていた“D 型”自動脇路弁 

                                                   
18 cf. M., P., Sells, Locomotive of To-Day. London, 1951, pp.99~101, Eisenbahn Journal 

Archiv, Die Dampflokomotive Technik und Funktion. Teil 2, 1987, S.31. 
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M., P., Sells, Locomotive of To-Day. London, p.101 Fig.65. 

 

ⅱ）鉄道省における脇路弁の変遷 

脇路コック(図 5、A-1, A-2)は脇路弁の前駆形態をなす。この脇路コックは手動開閉式であ

る。鉄道省で最も広く移用された脇路弁は空気脇路弁と呼ばれるもので、その開閉は圧縮

空気に依るが、操作自体はこれも手動であった。空気脇路弁には単複両型式あり、B は単式、

D は複式である。後者の方が脇路弁の装備による作動室隙間容積の増加を抑止し易い。 

なお、既に退役していたので附表には記載されていないが、また、D とはかなり形態を

異にするとは言え、複式空気脇路弁の嚆矢は 3 気筒機関車、C53 の中央気筒のそれにあっ

た。当該箇所においては B のようなタイプの単式空気脇路弁を設置することがスペース的

に苦しかったからである19。 

ここではとりわけ“d”の値は段階的に拡大されたものの、100mm を以て頭打ちとなっ

ていたという状況を押さえておいて頂きたい。そこに機関車工学会の筆致を鈍らせた一種

の限界が示されているからである。 

 

 図 5 鉄道省~国鉄蒸気機関車における脇道栓･弁の仕様とその変遷 

                                                   
19 有原俊二『最新版 最新機関車工学』278 頁、第 147 図、参照。 
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国鉄工作局動力車課監修『蒸気機関車各部設計寸法』交友社、1956 年、13、14 頁。 

 

また、C の自動脇路弁はアメリカの“メリン式”の模倣品であった。表記の通り、それは

小形機関車にのみ使用された。しかし、その作動は加減弁を徐開して行く場合、特に鈍く、

故障も多かったと伝えられている。鉄道省の開発技術陣や運転技術陣は蒸気、従って石炭

の消費に殊更、神経を尖らせていたから、作動の遅さという点はとりわけに癇に障ったの

であろう。 

そして後日、「自動バイパス弁は故障が多いため最近は空気バイパス弁に改造されている」

と明記されるに至った。しかし、関係者には結果だけでなく、諸外国並びに外地で健全に

機能し普及していた技術が一人、鉄道省においてのみかように不成績を託った理由につい

て何らかの“説明責任”を履行する義務があった筈である20。 

 

                                                   
20 吉田冨美夫･大竹常松『最新機関車工学』交友社、1960 年、131 頁、参照。 
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ⅲ）満鉄における脇路弁 

満鉄の機関車においても多くの型式に脇路弁が装備されていた。但し、満鉄機関車にお

けるそれは大抵、弁室と気筒との間、外側に設けられた自動脇路弁であった。弁室前後蓋

と気筒前後蓋とに外接するような位置に三角お握り風のモノが前後に突出している図や写

真があれば、そこに見えるのは“シーディ式”脇路弁の両端部である。それ以外に満鉄で

採用された自動脇路弁もその構造自体は概ねアメリカ式であった。 

 

図 6 満鉄蒸気機関車に装備された自動脇路弁 

 

 

 
 

Sheedy 式自動脇路弁 Mellin 式自動脇路弁 D 型自動脇路弁 

樋口『機関車之構造及理論』華北交通㈱北京鐵路局、1941 年、165 頁、第 119 図、163 頁、第 118 図、

166 頁、第 120 図。 

 

4．補完的惰行運転補助装置としての“air valve”＝空気弁 

ⅰ）欧米における空気弁の普及状況 

アメリカでは竪型空気弁が主流であったが、アメリカではむしろ上述の“vacuum valve”

なる呼称が優勢であったようである。Locomotive Dictionary and Cyclopedia. ’19 年版には

図 7 に観るような Baldwin と Alco の“vacuum valve”が紹介されている。Baldwin の製

品は安全弁(Relief Valve for Slide Valve Locomotive)と記されているが、空気弁の誤りである。

他にも Alco のマレーの低圧気筒気室に取付けられるタイプのものも見られるが(p.447 

Fig.798)割愛する。 

 

図 7 アメリカの旧型空気弁 
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Baldwin Alco 

Locomotive Dictionary and Cyclopedia. ’19, p.445 Fig.789,790, p.447 Fig.800, p.448 Fig.806. 

 

但し、惰走弁に押されてか技術進歩という点では相対的に影が薄かった模様で、’30 年の

第 9 版を見ても’41 年版を見ても紹介されているのは図 8 のような Alco の製品だけに過ぎ

ず、’47 年版からはその画像すら失せてしまっている。機器メーカーではなく Alco の製品

であるからには装備両数だけはかなりに上っていたのかも知れぬのではあるが……。なお、

Alco の製品の内、左の型式は気筒安全弁を兼ねるモノであった。 

 

図 8 Alco の新型空気弁 

 

Left：Locomotive Cyclopedia of American Practice. 1925, p.539 Fig.1209, ditto., 1930(9th.ed.), p.658 

Fig.1479, ditto., 1938, p.614 Fig.1328, ditto., 1941, p.658 Fig.7.240. 

Right：ditto., 1925, p.539 Fig.1210, ditto,. 1930, Fig.1480, ditto.1938, p.618 Fig.1352, ditto.1941, 

p.658 Fig.7.241, 
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イギリスにおける空気弁の全般的使用状況については不明とせざるを得ない。ただ、絶

気･惰走中の過熱器焼損を防ぐため缶胴前方上部(煙突の直後)、構造的には過熱装置の管寄せ

の飽和側に“Anti-Vacuum Valve”(ないし“Snifting Valve”)と称する内開きワンウェイの空

気取入れ弁の設置例が観られた。当然、この装置が働いている間は気筒に若干の熱空気が

供給され保温とポンピングロス抑制とシンダー吸入阻止が図られることとなる。L.N.E.R.

の機関車にはこれを装備する例が多く見られ、かの Gresley パシフィックでも流線形カバ

ーの無い A3 までならその存在を外観から窺うことが出来る(A4 にも装備されてはいた)ので、

この技術は元々、L.N.E.R.系の特許であったかとも想われる。 

 

図 9 イギリス系機関車の“Anti-Vacuum Valve”とその取付状況 

 

 

 

 

Sells, Locomotive of To-Day. Fig.29(next to p.54), p.61 Fig.35. 

 

ともかく、絶気･惰走時の気室･気筒潤滑面に疑問符は残るものの、それは惰走弁にも繋

がる、しかもスマートかつシンプルで巧妙な手口であった。実際、それはピストン弁付き

機関車において面倒な脇路弁を省略する手立てとしても期待されたし、現にそのようなモ

ノとして用いられた。Gresley パシフィックにおいても本来の脇路弁は見当たらぬようであ

る。してみれば、“Anti-Vacuum Valve”は 3 気筒や 4 気筒を巧くまとめる技術であった

とも位置付けられよう21。 

但し、“Anti-Vacuum Valve”が作動しても締切がフルギヤになっていなければ気筒内

にはかなりの圧縮圧と負圧とが交互に発生する。イギリス系の用語法ではこれを解消する

ため、各気筒の前後蓋に独立して取付けられ、気室の気圧低下によってシフトし、気筒の

作動室を大気と連通させる一種の
．．．

自動
．．

空気弁
．．．

まで脇路弁と呼ぶことがあったようである22。 

                                                   
21 cf., E.,A., Phillipson, Steam Locomotive Design : Data and Formulae. London, 1936, 

p.205, Sells, Locomotive of To-Day. pp.60~61. 
22 cf. Sells, ditto., pp.99~100. 
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図 10 イギリス系用語法で脇路弁と呼ばれた自動空気弁 

 

ditto., p.100 Fig.64. 

 

なお、加減弁を過熱管寄せと主蒸気管の間に設け、過熱管内に常時、蒸気を滞留させて

おく近代アメリカ式の配置ならば絶気中、過熱管が焼損する虞は初めから無く、

“Anti-Vacuum Valve”導入への要請は低かったと考えられる23。 

ドイツ関係では前掲の趣味的解説書に空気脇路弁の補助として同一ページに高速絶気惰

行運転中に圧縮空気で作動させる空気弁の装備例が紹介されているものの、全般的な使用

状況については同じく管見の範囲外とせざるを得ない。 

 

ⅱ）鉄道省における空気弁 

鉄道省~国鉄の蒸気機関車の気室には大抵、空気弁が装備されていたが、その種類は大別

                                                   
23 1920 年代前半のアメリカでは未だイギリス式に蒸気ドームの中に加減弁を置き、その開

閉ロッドにはボイラの内部を貫通せしめるという設計が主流であった。ところが、ボイラ

が長大化するに連れてこの配置ではロッドや乾燥管、ボイラ胴の熱膨張による相対的変位

が大きくなり、夜間、駐機･加減弁閉塞後、関連部位の温度降下による変形により加減弁が

若干開いてしまい、逆転機が中立位置から微妙にずれていた場合、機関車が勝手に動き出

すという事故がしばしば発生し、これが“night walker”問題として取沙汰された。加減弁

を煙室内、過熱管寄せの先に置き、ロッドを外装する近代アメリカ的機器配置はこの問題

への対策として誕生した。cf. Alfred W., Bruce, The Steam Locomotive in America. N.Y., 

1952, pp.139~140. 

 なお、本件と多少関連する話題であるが、加減弁の下流に過熱装置を配する伝統的設計

の過熱蒸気機関車においては加減弁から気筒までの管路内に大量の蒸気を存在させるため、

同じく蒸気ドームの中に加減弁を有する飽和蒸気機関車よりも加減弁の開閉に対する反応

が鈍いと評価されていた事実があることを付言しておく。これは自ら双方の加減弁ハンド

ルを握った感性鋭い運転技能者ならではの指摘であるが、アメリカの新方式ならかような

違いは生じ得なかったワケである。藤戸講師「機關車の操縦」171、173 頁、参照。 
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して 3 つしか無かった。その全てが気室の内圧に感応する単純な自動弁であった。ここで

はその画像のみを掲げておく。最も多用された標準型の有効径は 70mm である。無論、C52

に装備されていたのはそれらの何れでもなく、Alco 型のそれ(図 8 右)であった24。 

 

図 11 鉄道省の空気弁 

    

飽和蒸気時代のもの 過熱式旧型 標準型 

左：機関車工学会『新訂増補 機関車の構造及理論』(上巻)425 頁、第 321 図、中、右：同『最新 機関車名称

辞典』新訂増補第 6 版、交友社、1940 年、121 頁、第 106 図、120 頁、第 105 図。 

 

ⅲ）満鉄における空気弁 

満鉄の機関車に Alco 系の竪型空気弁がしばしば装備されていた事実はそれらの外観写真

からも判明するところである。1933 年度設計のパシロに装備された“hot air valve”＝温気

空気弁のルーツはアメリカでも日本でもなさそうであるが、詳細は不明である。その装備

状況は配管(図 12 左“13”)が写る角度からノモノであれば、外観写真からも判別可能である25。 

この温気空気弁の作動要領図を掲げておく。気室内に負圧を生じれば、弁“1”がそれを

受けて左にシフトし、外気の取入れ孔を開放してその進入を促すと同時に蒸気弁を開放し

て少量の蒸気の進入を許す。これにより加熱された飽和蒸気を含む“温気”が気室に導入

されるシンプルで巧妙なシカケであり、これがあれば脇路弁の潤滑･保温面の欠点が補完さ

れるのみならず、更に巧くやれば脇路弁も惰走弁も要らなくなる可能性さえあったろう。 

 

図 12 温気空気弁とその作動要領 

                                                   
24 西尾、前掲書、169 頁、参照。 
25 文章記述としては市原･小熊他前掲書、191 頁、田邊前掲書 43 頁、参照。 
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左：樋口『機関車之構造及理論』162 頁、第 117 図、右：井口『袖珍機関車図解』私家版、1938 年、164

頁、第 111 図。 

 

満鉄をはじめ大陸ではある程度高速運転する機関車には脇路弁と温気空気弁との併用が

一般化していたらしい。樋口曰く： 

  是故高速機車恒取脇路弇及温気風入弇兼用之法，庶在絶気運転之際，兼有温暖空気

及小量蒸汽進入気筒，其効用確較装用任何一弇為優26。  

これは長距離連続高速運転には安定的な内部潤滑と筒温維持が絶対不可欠になるような

局面が必ず含まれるという事情の然らしむる結果であったが、詳細な採用状況については

不明である27。 

 

5．アメリカで発達を遂げた“drifting valve”  

アメリカでは各種の惰走弁が提案された。その顔触れの多様さや Alco における処方を見

るに、この国においては脇路弁よりこちらの方が絶気･惰行運転補助装置としてメジャーに

推移していたように想われるのであるが、両者を兼ねるやや冗長なシステムも提案されて

いた。これらを Locomotive Dictionary and Cyclopedia. ’19 および Locomotive Cyclopedia 

of American Practice.の幾つかの版から拾ってみよう。 

Locomotive Dictionary and Cyclopedia. ’19 には Delaware, Lackawanna & Western、

                                                   
26 樋口『機関車之構造及理論』166 頁。 
27 井口祐太『改訂最新 蒸気機關車要義』私家版、1940 年、に「滿鐵の新製機關車には之が

使用せられてゐる」(222 頁)とある。しかし、重要なのはむしろ旧世代の機関車への更新装

備実態である。 
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Vincent-Mohun、Nathan Manufacturing Company、Delaware Railway Speciality 

Company という 4 社の製品図が掲載されており、後者に関しては Drifting Valve or 

Vacuum Breaker とのキャプションが付されている(図 13)。 

取付位置は気室、加減弁または他の場所とあるが、Delaware, Lackawanna & Western

の製品は御丁寧にも脇路弁に併設されているように見える。また、興味深いことに、

Delaware Railway Speciality Company の製品以外は何れも参照し得た他の版には見られ

ぬものばかりである28。 

 

図 13 4 社の惰走弁 

 

 

p.446  Figs.793, 794  By-pass Drifting Valve   

Delaware, Lackawanna & Western 

p.446  Figs.795,796  Drifting Valve  

Vincent-Mohun 

 

 

 

p.449 Fig.807 Drifting Valve or Vacuum Breaker 

Nathan Manufacturing Company 

p.449  Fig.808  Automatic Drifting Device   

Delaware Railway Speciality Company 

                                                   
28 但し、年代的に微妙な Locomotive Dictionary. ’12 年の第 3 版と ’16 年の第 5 版は参照

出来ていない。 
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From Locomotive Dictionary and Cyclopedia. ’19. 

 

Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’25年版にはDelaware Railway Specialty 

Company.の Automatic Drifting Device と Pilot Packing Co. Inc.の Ripken Automatic 

Steam Drifting Valve との画像が紹介されている。何れについても作動要領の説明は無い

が、Ripken 惰走弁は惰走に入って気筒の圧縮圧が上昇した場合、弁体内に仕組まれたピス

トンでこれを受け、少量の飽和蒸気を流入させるシカケであった(図 14)。 

 

図 14 Ripken Automatic Steam Drifting Valve  

 

Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’25, p.540 Fig.1218. 

 

’30 年版には Pilot の Ripken 惰走弁要部と共に、William Sellers & Co.の Sellers 

Hand-Operated Locomotive Drifting Valve、Ohio Injector Co.の Chicago Graduated 

Drifting Valve の画像(作動要領不明)の画像(図 15)、Ardco Manufacturing Co.の Ardco 

Automatic Drifting Valve の図解と解説が掲載されている(図 16)。  

 

図 15 Sellers Hand-Operated Locomotive Drifting ValveとChicago Graduated Drifting 

Valve 
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p.661 Fig.1502  Sellers Hand-Operated Locomotive Drifting Valve    William Sellers & Co. 

 

p.661 Fig.1503  Chicago Graduated Drifting Valve    Ohio Injector Co. 

Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’30.  

 

これらの内、Ardco の製品は Ripken 同様、気室の圧をピストンで検出し、気室と気筒の

双方に飽和蒸気を送るモノであったが、後者よりはやや複雑な印象を放つシステムを構成

していた。 

 

図 16 Ardco の Automatic Drifting Valve, Model 7C 
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Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’30, p.663 Fig.1509. 

 

その後、Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’38 年版においては脇路弁の処で

触れたような惰走弁と脇路弁とを兼ねる非常に複雑な Ardco Manufacturing Co.の新機構

が紹介されており(図 17)、同書’41 年版にも同じモノが顔を覗かせている(pp.656~657)。 

 

図 17 Ardco の Automatic Drifting Throttle and Balancing Steam Valve 
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Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’38, p.620 Fig.1355. 

 

本システムは惰走中におけるポンピングロスを抑え、気筒、気室、メタリック･パッキン

の潤滑状態を良好に保ち、炭化物の生成･堆積ならびに負圧によるシンダー吸込みを防止す

ることによって蒸気消費量を削減すると共に保守費用を軽減するシカケとして謳われてい

た他、何らかの事故で加減弁に漏洩を来した際に機関車の暴走を抑止する安全装置として

の機能も強調されていた29。 

機関車の主要部に対する大改造なしに取付け可能という点も本システムのウリであった。

旧型と比べれ、新型においては着実な進化の跡が窺われる反面、錯雑の感は免れない。ま

た、新旧何れもが機械式給油ポンプによる圧力注油を前提としないシステムとして描かれ

ている点は指摘されておくに足るであろう30。 

                                                   
29 皮肉な見方をすれば、この期に及んでも件の“night walker”問題は根絶されていなか

ったものかとも想われる。 
30 旧システムにおいては油管の取り回しが圧力注油法に似つかわしくない。新システムに

おいては右下添図に油溜が、機関車側面図にその具体的位置が示されており、明らかに圧

力注油とは異なる潤滑系の存在が前提されている。 
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この他、同書には Ohio の Chicago Graduated Drifting Valve も健在であったが、蒸機

時代も終盤の’47 年版に採録されている惰走弁は恐らく最もシンプルと思しき Sellers 

Hand-Operated Locomotive Drifting Valve と自動では Chicago Graduated Drifting 

Valve のみとなっている(p.600 Fig.7.220)。 

ドイツにおける惰走弁使用状況については全く不明である。恐らく、惰走弁の存在感の

低さという点においては事実上この国の技術的傍流に当った我が鉄道省と似たり寄ったり

ではなかったかと推定される。 

 

6．満鉄における絶気運転補助装置の性能比較試験 

以上の行論はその性質上、幾分、素人臭い“メカニズム話の泉”的展開に終始しがちと

ならざるを得なかった。しかし、勿論、肝心なのは何が、あるいは如何なる遣い方がポン

ピングロスの低減に向けて最も有効であるのか、という点である。満鉄においては鉄道技

術研究所において脇路弁･空気弁･惰走弁ならびに加減弁に依る微量給気法のポンピングロ

ス低減効果や様々な組合せの利害得失等に係わる体系的な比較実験が行われ、機関車乗務

員の参考に供されていた。 

絶気運転補助装置の使い方の得失に係わる満鉄、鉄道技術研究所に依る実車実験は 1936

年 6~7 月に施行された。実施線区は満鉄の連京線、四平~新京(長春)間で実験列車はミカイ

が牽引する貨物列車であった。実験の結果は速やかに奉天鐵道局輸送課『驀進』誌上にて

公表され、機関車乗務員の参考に供された。以下、これを若干の解説を交えて紹介して行

こう31。 

試験は脇路弁、空気弁、惰走弁を単独または様々な組合せの形で計 5 通りに使い分け、

かつ、惰走弁使用に際しては給汽圧力及び締切りを変えつつ気筒内の真空度ならびに圧縮

圧力をインジケータ線図から読み取る方法に依って進められた。5 通りとは： 

(1) 符号  B  ：脇路弁単独 締切りはフルギヤ 

(2) 符号  A・B ：脇路弁･空気弁併用 締切りはフルギヤ 

(3) 符号   D   ：惰走弁単独 締切り、給汽圧力は表 1 の通り 

(4) 符号  B・D ：惰走弁･脇路弁併用 締切りは最大 50%、惰走弁蒸気圧 8 kg/cm2 

 (5) 符号 A・B・D：脇路弁･空気弁･惰走弁併用 締切りは最大 50%、惰走弁蒸気圧 

8 kg/cm2、または締切調整指示計指示圧力 1 kg/cm2 

である。 

 

表 1 (3) 符号 D：惰走弁単独における蒸気締切および給気圧力 

                                                   
31 もっとも、筆者が参照し得たのはオリジナルではなく、若手のためにと、’43 年の同誌に

再掲された記事、奉天鐵道局運輸部 輸送研究会編輯部「汽筒脇路弇･風入弇及惰行弇効力

に就て」『驀進』第 8 巻 第 7(通巻 86)号、1943 年 10 月である。 
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『驀進』編輯部「汽筒脇路弇･風入弇及惰行弇効力に就て」、より。表番号無し。 

 

「主加減弇ニ依ル給氣」とは惰走弁給汽圧力を上げてもなお締切調整指示計に圧力が現

れぬ場合、加減弁を若干開き、締切調整指示計の指示圧力が 1 kg/cm2になるように調節し

たケースである。 

締切調整指示計(cut off control guage：図 18)とは左右蒸気室(2 気筒機関車の場合)の平均蒸気圧

と平均排汽圧とを同時に示し、気筒内における蒸気の膨張状況を教え、最適な締切や経済

運転への手がかりを与えるために設置された一種の蒸気室圧力計である。もっとも、満鉄

に代表される外地の蒸気機関車の全てにこれが装備されていたワケではない。他方、鐡道

省蒸気機関車に標準装備されていた蒸気室圧力計は単に前者を示すだけの計器であり、排

汽圧力のモニタリング機能もこれを以てする運転方法指示機能も有してはいなかった32。 

 

 図 18 締切調整指示計 

                                                   
32 井口祐太著･姚寶琦譯『袖珍機關車圖解』私家版、1938 年、174~175 頁、樋口與内『機

關車之構造及理論』華北交通㈱北京鐵路局、1941 年、167~168 頁、機關車工學會『最新 機

關車名稱辭典』新訂増補第六版、交友社、1940 年、68 頁、参照。 
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 井口『袖珍機關車圖解』174 頁、第 116 圖。 

  

 締切調整指示計の機構は通常のブルドン圧力計を 2 重構造にしたもので、一方の系統に

は蒸気室平均蒸気圧が、他方は蒸気室平均排汽圧が導かれた。もっとも、給汽側と排汽側

とでは圧力差が甚だしいため、純然たる共通機構･共通目盛では不都合であり(排汽側赤針の振

れは給汽側黒針のそれの僅か 1/36程度となる)、両者の感度を漫然と変え、目盛を完全 2 系統とす

るのも読取りに煩瑣となる。 

このため、両系統の感度を変えるに際して給汽側の黒針の給汽圧力 X0に対する回転角度

Y0をY0∝X0 、排汽側赤針の感度を実排汽圧X1に対して 20倍とし、X0に対してY1∝0.86X0

程度としておけば：(黒針の示度－赤針の示度)×0.2 あるいは 2 つの針の間の小目盛の数を拾

って 0.05 倍すれば排汽圧力が求められることになる。圧力の単位は kg/cm2である。即ち、

図 18 の場合、(12.5－10.9)×0.2＝0.32kg/cm2、ないし 6.4×0.05＝0.32 kg/cm2となる。 

締切が早い程、締切調整指示計の黒針と赤針は接近し、逆は逆となる。絶気運転に移行

すれば黒針の示度は負圧となる。図 18 の目盛盤の 0 を下回る数字はそれぞれ大気圧－

38cmHg、－76cmHg を意味する。 

総じて、真空度が低くなってポンピングロスが抑えられるような運転状況においては圧

縮圧力が高くなり、逆方向のポンピングロスが昂進せしめられるのであって、両方のポン

ピングロスを低下させるような組合せといったモノは存在しない。しかし、真空に依るポ

ンピングロスはシンダーの吸込みや反対側作動室からの漏洩を惹起するため、2 つのポンピ

ングロスの内でもこちらを抑えることの方が望ましい。 

また、気筒内真空に関してはその最大値と平均値とが問題になる。一般に両者は創刊す
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るので、実験では平均真空度に着目された。平均真空は表 2 に示される通りであった。 

 

表 2 平均真空データ 

 

 同上、第一表。平均真空が 0.5 なら大気圧－380mmHg ということである。 

 D の※ 1、締切 30%、速度 70km/h の値は 0.062 か何かの誤植と考えられる。 

 

 圧縮圧力は締切りが長い程、吸気が良いため高くなる。最高圧縮圧力と平均圧縮圧力と

は創刊するため、後者が注目された平均圧縮圧力については表 3 の通りである。 

 

 表 3 平均圧縮圧力データ 

 

 同上、第二表。単位は kg/cm2と考えられる。 

 

 これらのデータから、平均真空と平均圧縮圧力とは B 及び A･B においては速度に比例し

て増大する。惰走弁を用いる場合、惰走蒸気圧が一定なら平均真空は締切り並びに速度に

比例し、平均圧縮圧力は速度に比例し締切りに反比例する。平均真空と平均圧縮圧力とは

惰行運転中、速度と締切りが一定ならば惰走弁蒸気圧力に反比例する、といった関係が明

らかにされた。また、各方式の得失として： 

 B は平均圧縮圧力は低いものの平均真空が強く、不都合。 
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 A･B は平均圧縮圧力はやや高いものの平均真空は顕著に弱められるが良好とは言えぬ。 

 D･フルギヤは加減弁給汽･高速時のみ良好。但し、燃費は悪化するので非実用的(表 4)。 

 

 表 4 B と A･B と D との惰力運転中の燃焼率比較 

  
  同上、第 3 表。「割合ヒ」最下段は 100 の誤植。 

 

 D･50%は好成績で実用的。蒸気圧は高い程有利。高速列車では加減弁給汽も可(表 5)。 

 

 表 5 B と D との真空割合比較 

  

  同上、第 4 表。 

 

 D･30%では平均真空は弱まる反面、平均圧縮圧力著増のため不利。 

 B･D はフルギヤでは不利、50%で D･50%･8 kg/cm2の場合と類似。 

 A･B･D は 50%･締切調整指示計 1kg/cm2で最良、8 kg/cm2でも良好(表 6~8)。 

  

 表 6 B と A･B･D とのフルギヤにおける真空割合比較 
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  同上、第 5 表。 

 

 表 7 B と A･B･D(50%)との真空割合比較 

  

  同上、第 6 表。 

 

 表 8 D と A･B･D との 50%における真空割合比較 

  

  同上、第 7 表。A、B、C は勿論、A、B、D の誤植。 

 

 結局、真空度を抑えつつ圧縮圧力を控え目に、そして蒸気(燃料)消費量も程々に、などと

いう八方美人的解決策が得られない以上、可能なのは目的に適った相対的妥協点の発見で

しかなかった。一般論として締切は 50%付近が良く、走行速度が 80km/h を超え、かつ気

筒作動の良好性を主眼とする場合には主加減弁から締切調整指示計指示圧力 1 kg/cm2程度

の惰走用蒸気を供給する運用法が望ましく、走行速度が 80km/h までで幾分、燃費をも考慮

に入れたい場合には惰走弁給汽圧力を 8~11 kg/cm2 に設定する運用法が最良であるという

のが実験結果の教える処であった。 

 脇路弁は真空度が高くなり、不利である。レポートには「脇路弇と煖気弁を併用すると

脇路弁單獨の場合より稍良好であるが特筆すべきものではない」とある。「煖気弁」とは

即ちかの
．．

温気空気弁のことであるとしか考えられない。ミカイ、ミカニ等にはアルコ型の空気

弁が標準装備されていたが、温気風入弁の採用はミカイとミカロの
．
一部
．．

から始まっていた。

その後、この温気空気弁は急速に普及して行ったらしい。とりわけ、上述の通り、’41 年頃

には大陸の「高速機車恒取脇路弇及温気風入弇兼用之法」という状況が現出するに至って

いた。つまり、高速運転向け蒸気機関車においては脇路弁と温気空気弁との併用が恒常化
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していた33。 

然しながら、既に’36 年の試験において、この併用の効果は今一つであるとの命題が提起

されていたワケである。「煖気弁」は此処ではただの一度だけ用いられている術語である

が、この試験に供された「高速機車」ならぬミカイにそれが装備されていたのか、あるいは、

レポートが語る「風入弇」が無限定にこの「煖気弁」の謂いであったのか否かについては

遺憾ながら断定材料を見出し得ていない。 

 実験範囲外の組合せに対する期待をも込めた総合的な評価としては： 

  第 1 位 D：惰走弁単独 締切調整指示計指示圧力 1 kg/cm2程度に主蒸気を給汽 

  第 2 位 D：惰走弁単独 惰走弁蒸気圧 8~11 kg/cm2 

第 3 位 A･B･D：空気･脇路･惰走弁併用 締切り 50%、惰走弁蒸気圧 11 kg/cm2が有望 

第 4 位 B･D：脇路･惰走弁併用 締切り 50%、惰走弁蒸気圧 8 で可も 11 kg/cm2が有望 

第 5 位 A･B：空気弁･脇路弁併用 締切り 50%、締切調整指示計圧力 1 kg/cm2が有望 

機関車の用途別の改造方案としては、旅客用機関車には急行、普通を問わず惰走弁のみ

とし、急行貨物列車、特別直通列車用機関車にも惰走弁のみ、入換え作業の多い貨物用機

関車には脇路弁･惰走弁併用とすべし、なお、惰走弁は自動式とすることが望ましい……こ

れが満鉄鉄道技術研究所に依って本実験の結果から導き出された指針であった。因みに、

この実験に先立って開発されたパシナやミカシ、マテイには如何なる見識に拠るものか、当初

から惰走弁のみが装備される格好となっていた34。 

惰走弁を用いる場合、ウッカリしていて、あるいは締切調整指示計が狂っていたため、

長い降坂時に惰走用蒸気を食わせ過ぎて罐水位の低下を来たし、次の上り勾配に必要な連

続汽醸能力を喪失してしまうといった過失が散発していた35。 

また、停車駅進入時に惰走用蒸気弁を締め忘れ、オーバーランを生ずるといった例も少

なからず発生していた。かような事態に陥らぬためには惰走用蒸気の加減に充分な注意が

払われねばならなかった。また、脇路弁についてはその流路面積が過小であるため惰走時

の真空度を徒に昂進させがちとなっているため、これを増大したモノが選定されるべし、

との託宣も下されている。 

                                                   

33 温気空気弁の採用がミカイとミカロの一部
．．

から始まっていた件については依田 潔「機關車

の構造と作用(六)」『驀進』第 4 巻 第 8(通巻 39)號、1939 年 11 月、参照。その後の普及状

況については樋口の記述と共に山村 生「車輛規定問答集」『驀進』第 6 巻 第 2(通巻 57)號、

1941 年 5 月、に見る「風入弁」関係の記述 3 頁が全てこの温気空気弁に係わる内容となっ

ている事実からも傍証されよう。 
34 井口『改訂最新 蒸気機關車要義』228 頁、参照。井口は惰走用蒸気について語りながら(53

ノ 3 頁)、惰走弁そのものについては何故か全く解説していない。ミカシについてはまた、拙

稿「C53 型蒸気機関車試論[訂正版]」、「満鉄ミカニ＆ミカシ型蒸気機関車再論」(大阪市立大学学

術機関リポジトリ登載)、参照。 
35 輸送課 Y.O 生「事故打明話〔地の巻〕」『驀進』第 5 巻 第 10(通巻 53)號、1941 年 1 月、パ

シハの 6 號例、駄賀康四「若き機關助手の手帖(五)」『驀進』第 8 巻 第 7(通巻 86)號、1943

年 10 月、これもパシハの例、参照。 
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7．内部潤滑＝蒸気室･気筒潤滑法と絶気･惰行運転補助装置との関係 

ⅰ）欧米における状況の推移 

再三述べて来たように、飽和蒸気機関車においては古くから惰走中も微量給気によって

内部潤滑を維持する運用法が採られて来た。しかし、絶気運転を完全に避けることは機関

車においては困難であるが故に、舶用蒸気機関とは異なり、蒸気機関車の気筒回りにおい

ては早い時代から内部潤滑装置が装備されこととなっていた。 

アメリカにおける蒸気機関車の気筒･気室への内部潤滑は気室上の獣脂カップ法に始ま

り、運転室内･ボイラ上の油タンクから各気室への単管･重力給油法(1870~’80)、見送り給油

器(当初、圧縮機の気筒用、単管)へと進化し、やがて複数のポイントに油を送るそれが各種開発

された。見送り給油器は飽和蒸気の時代から過熱蒸気の時代にかけて永らく内部潤滑の首

座を占めた。 

しかし、やがて過熱蒸気の高温･高圧化に伴い、高発火点･高粘度の油でも確実に多点圧

送することが可能な機械的圧力注油方式が登場し、American Railway Association は’24 年

に圧力注油法に関する討論を行い、報告書を起草するに至っている。 

そのアメリカでも、’20 年代後半までの内部潤滑には未だ見送り給油器が支配的であった

が、’30 年代後半には Nathan Manufacturing Co.、Detroit Lubricator Co.といった著名な

見送り給油器メーカーや The Edna Brass Mfg. Co.、The Ohio Injector Co.、The United 

States Metallic Packing Co.等によって製造される機械式高圧油ポンプが支配的となり、戦

後、蒸気機関車の内部潤滑は圧力注油方式に帰一したようである。そして、この十年ばか

りの期間はまた各種の自動惰走弁が提案された時代でもあった36。 

 圧力注油へのシフトは鉄道の本家、イギリスにおける進化とも並行する過程であったと

想われる。但し、興味深いことに蒸機時代終盤のイギリス系機関車においては気室及び気

筒への機械的圧力注油に際して給油ポイントの手前に“anti-carboniser”を設置して油中

に蒸気を吹込み、油と蒸気とを混合させ(油を蒸気の中で微粒化させ)、恰も見送り給油器から供

給されるそれのようにすることによって摺動面に対する油の均一な拡散を図りつつ炭化物

の生成を抑止する措置が講じられる例があった。これは見送り給油器の潤滑機能がそれ程

に高かったことの証左であると共に、上述した“Anti-Vacuum Valve”の潤滑面における

短所を補うために導入された技術であったように想われる37。 

 なお、満鉄における Bosch ポンプの導入状況から推し量るに、ドイツでは機械式油ポン

プが内部(及び外部)潤滑に逸早く導入されたようである。 

 

ⅱ）鉄道省における状況の推移 

                                                   
36 cf., Locomotive Cyclopedia of American Practice. ’30, ’38, ’41, ’47, Bruce, The Steam 
Locomotive in America. pp. 262~263. 
37 cf. Sells, Locomotive of To-Day. p.153. 
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鉄道省車両開発技術陣は終始、欧米より低い蒸気圧に甘んじ、内火室への燃焼室付設に

は消極的でピストン尻棒にも御執心であったが、冒頭に述べた通り、過熱化と共に見送り

給油器から機械式油ポンプへのシフトは強行している。幾つかの型式が試みられた末、鉄

道省における定番となったのは大小 2 つのエキセンによって 6 本のプランジャーとそれに

付帯するピストン弁を上下させる筒型給油ポンプであった。ポンプの駆動は加減リンクの

揺動を伝達することによってなされたから、その作動タクトは単に動輪の回転数に比例す

るものであり、絶気中、給油量を追加するような特別の制御機構は存在しなかった。 

その給油量は油の温度、粘度以外に運転状態によっても変化した。それは油温 30℃以下

では激減し 40℃辺りで最大、50℃を超えるとポンプ･エレメントの漏洩損失急増に因り漸減

した。また、給気運転中は蒸気圧に押されて減少し絶気運転中は増加する傾向にあり、走

行速度が高い(あるいはハンドルの手回しが速い)場合、漏洩損失低下のため増加する傾向にあっ

た。よって、実態としては高速絶気運転中、給油量は最大となった。これは一見、好都合

な特性のように映ろうが、機械式油ポンプは給気を欠く場合、油の霧化･分散性が著しく低

下するという潤滑上、極めて重大な本質的欠陥を有していた38。 

また、各プランジャーの有効ストロークは夫々に付帯する調節ネジによって予め設定さ

れた。この調節は機関区での保守作業に属した。運行中、突発的に生じた潤滑不足に対し

ては機関助士がランボード上に進み出てハンドルを手回し操作することに依って補うとい

ったごく荒っぽい措置が講じられるしかなかった。似たような状況は満鉄でも散見された。

逆に言えば、もしもその種の事態を極度に恐れるなら、常時、給油過剰気味になるよう設

定しておくしかなかった道理である。かようなことは勿論、不凝結サイクルでなければ許

され得ない“暴挙”であるが、持てる国、アメリカ辺りでは案外、それに近い調節がなさ

れていたのではなかろうか？ 

鉄道省関係者は枕詞のように機械式ポンプは見送り給油器より送油が確実であると語り

がちであるが、上述の特性や制御性の欠如、逆の方向から表現すれば気筒潤滑油節約能力

の乏しさという重要な一点において省型油ポンプは、注意深い監視の下、正しく操作され

る、即ち、調節弁ハンドルの角度設定により送油率を随時･無段階的に加減出来る見送り給

油器より劣っていること歴然であった。これを裏から見れば、省型油ポンプがその真の存

在意義を発揮したのは戦時下、若い乗務員が速成されては徴兵され、機関助士の平均的技

量が低下する中であったように想われざるを得ないのである。 

外地では鉄道省から陸軍に供出された機関車群に省型給油ポンプの装備例を見たことは

当然として、朝鮮総督府鉄道局京城工場で1931年7月に製造されたプレナ型機関車321~326

号にはこの省型給油ポンプが装備されていた。これ以外にも若干の装備例はあったかと想

われるが、果して運用側は有難がったのか迷惑がったのか？39 

                                                   
38 運転教育研究会『最新 燃焼の理論と給油』322~324 頁、参照。言うまでも無く、かの

“anti-carboniser”が最大の威力を発揮したのはかような場合においてであった。 
39 朝鮮総督府鉄道局における事蹟については加藤『受験準備 朝満機関車技術問答集』170 頁、
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なお、省型油ポンプは上述の 6 プランジャ式 1 個で左右気筒に振分けて送油する方式か

ら後年、3 プランジャ式のものを 2 個、左右に振分ける方式へと転換されたが、その機構的

本質は何一つ変えられてはいなかった。 

 

ⅲ）満鉄における状況の推移 

内部潤滑の主力として見送り給油器に頼り続けたため、鉄道省と比べると一見、遅れて

いたかのように見える満鉄蒸気機関車の内部潤滑法について個別型式の幾つかについて

『南満州鉄道 鉄道の発展と蒸気機関車』や外観写真に依拠しつつ、やや詳細に事例検討を

試みてみよう。 

ミカイは 1D1 の貨物機である。1918 年 Alco 製で、後に現地(満鉄沙河口工場製)及び内地で

25 両製造されたが、その派生型を含めれば累計生産量数は千数百両にも達した。言わば大

陸の D51 である。内部潤滑は見送り給油器に依っていた。絶気･惰行運転補助装置としては

脇路弁、空気弁付きである(同書 162~164 頁)。但し、やがて観るように、惰走弁が装備される

場合もあった。 

’24 から投入され始めたミカニは運炭列車牽引用の 1D1 三気筒重量貨物機であり、当初、

Alco にて開発･製造され、その後、現地･内地でも摸作され、総計 41 両を数えた。本機も見

送り給油器を用い、脇路弁、空気弁付きであった(167~169 頁)。但し、写真からは後年、脇

路弁は撤去されているように推定される。これは惰走蒸気供給装置付き加減弁ないし惰走

弁に頼るようになったためであろう40。 

そもそも、Gresley 式弁装置においては左右の弁装置が連動小テコと連動大テコを介して

中央のピストン弁を駆動する。ミカニのそれは左側が連動大テコに連結し、これを振回す役

割を担っている。65km/h、動輪回転数 250rpm.での走行時、弁が死点から動き始める際の

摩擦力と慣性抵抗にテコの慣性抵抗を加えた力は右側が 1,515kg、これに対して左側は

1,805kg と計算されており、左側の弁心棒の方が大きな機械的負荷を受ける格好となってい

                                                                                                                                                     

参照。なお、朝鮮総督府鉄道局の技術的自立性に関連して付言すれば、同書 87 頁には同局

が気筒及びピストンの摩耗実態比較結果と保守の困難性とに鑑み、ピストン尻棒を漸次切

取りつつあるとの事蹟が紹介されている。 
40 『驀進』編輯部「汽筒脇路弇･風入弇及惰行弇効力に就て」、参照。 

因みに、ミカニの加減弁は先ず主弁の中央に設けられた補助弁を押上げて主弁の下に位置

する釣合ピストンの下面に蒸気圧を作用させ、主弁の上下面に作用する圧力差を小さくし

ておいてから主弁を押上げる月並みな構造を有していた。変っているのはこの補助弁が

Drifting valve と呼ばれていた点である。この命名が妥当であるとすれば
．．．．．．．．．．．．．．

、それは鉄道省の

基本型加減弁と同工ながら、主弁閉塞の際、釣合ピストン下部に溜った蒸気を抜くために

用意されている“逃げ孔”の直径を若干、つまり惰走用蒸気を通せる程度まで大きくした

ようなモノであったかと推定される。これでは構造的にシンプルである反面、弁や気筒に

送られるのは過熱蒸気となる上、加減弁の操作も重くなる。このため、C52 では上述の通

り別建ての惰走弁が侈られる結果となったのであろう。但し、井口に拠れば’27 年投入の急

客機、パシコの加減弁もこの惰走弁が組込まれた型式であった。井口『袖珍機関車図解』102

∼103 頁、参照。但し、図はかなり粗悪である。 
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たが、この値は何れにしても、2 気筒機関車におけるそれの 2 倍近くに相当した。この力が

偏心棒を介して加減リンク滑り子ピンに印加されるため、この部分は潤滑不良時に焼付き

を生じ易かった。因って、ミカニの場合、絶気運転に際し、前進フルギヤで脇路弁を作用さ

せるより、25~30%程度の締切として弁装置の運動を抑えつつ惰走弁を働かせる方が機構面

から観ても有利ということになったワケである41。 

ミカシはミカニを代替すべく開発された 1D1 二気筒重量貨物機であるが、内地で 1935 年

に 15 両のみ製造されたにとどまる。これについては空気弁のみ付属などとされているが

(198~200 頁)、正しくは惰走弁のみである。ミカシとほぼ同世代に属するパシナ(192~194 頁)、

パシハも惰走弁のみであった42。 

ミカシは内部潤滑には見送り給油器を用い、動軸軸箱受金面には Bosch KP6 型軟グリー

ス･ポンプが採用された。このポンプを用いた動軸軸箱受金面の給脂法はパシナ、マテイ等の

新世代機関車にも採用されていた。Bosch KP6 型軟グリース･ポンプというのは車軸軸受等、

外部潤滑に係わる装置ではあるが、満鉄の潤滑技術全般が鉄道省のそれより遅れていたワ

ケではないことの証左として紹介しておこう。軟グリースというのはその名の通りである

が、今日の用語で言えば“集中給油用グリース”がそれに当ろう。中々ハイカラなシステ

ムであるが、その要諦をなすポンプは図 19 のような装置であった43。 

 

図 19 Bosch KP6 型油(軟グリース)ポンプ(外観とポンプ機構部) 

                                                   
41 奉局輸送課「蒸汽機關車給油作業指針」『驀進』第 5 巻 第 7(通巻 50)號、1940 年 10 月、

参照。関連記述は要約の上、「切抜手帖」として『驀進』第 6 巻 第 5(通巻 60)號、1941 年 8

月、に再掲されている。3 気筒機関車やその弁装置全般については拙稿「C53 型蒸気機関車

試論[訂正版]」、参照。 
42 パシナ、ミカシについては『驀進』編輯部「汽筒脇路弇･風入弇及惰行弇効力に就て」、パ

シハについては駄賀「若き機關助手の手帖(五)」、参照。パシナやパシハについては拙稿「鉄道

車輌用ころがり軸受と台車の戦前･戦後史」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)、参照。ミカ

ニとミカシについては別稿「満鉄ミカニ＆ミカシ型蒸気機関車再論 制限カットオフ式 2 気筒機関

車は 3 気筒機関車を超え得たか？」、参照。 
43 井口『改訂最新 蒸気機關車要義』389~396 頁、参照。 
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井口祐太『袖珍機関車図解』274 頁、第 190 図、275 頁、第 191 図。 

 

ミカコは 1D1 の貨物機。現地と内地で 1935~’37 年に 18 両製造された。ミカイの改良型で

あり、内部潤滑に Nathan 見送り給油器、外部潤滑にはこれも Bosch KP6 型軟グリース･

ポンプを使用した。脇路弁、空気弁付きである(200~201 頁)。 

ミカロも 1D1 貨物機。内地と現地で 1935~’37 年に 22 両製造された。これも恐らく見送

り給油器、脇路弁、空気弁付きであった(201~202 頁)。 

マテイは 2D1の高速貨物機。内地で 1936年に 7両製造された。内部潤滑に見送り給油器、

外部潤滑に Bosch KP6 型軟グリース･ポンプを使用。空気弁付きであったとされるが

(202~203 頁)、恐らく惰走弁であろう。 

パシコは 2C1 旅客機。現地にて 1927、’28 年に 11 両製造された。Nathan 見送り給油器、

脇路弁、空気弁付きであった。特筆されるべきは、“あじあ”運行への試験として 1 両(パシ

コ No.960)にパシナに採用予定の油ポンプが装備され脇路弁が撤去されたことである(169~170

頁)。 

同時代の文献にはここで試用された装置と思しきものが紹介されているので画像データ

(図 20)を掲げて若干、説明しておこう。送油機構は KP6 型軟グリース･ポンプと同様であっ
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た。恐らく、油にも、適当なグリース･タンクを付加してやれば、軟グリースにも対応出来

たのであろう。プランジャ径 8φ、最大行程 6.2mm、行程最大吐出量 0.3cm3、とある。そ

の外観はディーゼル機関用列型燃料噴射ポンプに似ているが、ここにもガバナの類は無く、

そのストローク数は単に動輪等の回転数に比例するモノに過ぎなかった。 

 

図 20 Bosch の列型油ポンプとドロップ･インジケータ 

 

 

同上書、278 頁、第 193 図、279 頁、第 194 図。 

 

ドロップ･インジケータとは機械式ポンプからの送油状況を視認するためのシカケで、内

部空間は塩水よって満たされており、下から送り込まれ 2 段の玉弁(“2”と“4”)を押し上げ

た油は案内針“8”を伝わって塩水中を上昇するから覗き窓を通じてその様子を目視確認す

ることが出来る。それによって恰も見送り給油器の如き使い勝手をこの機械式油ポンプに

付与したワケである。それは、このポンプが油を扱い、かつ、内部潤滑に用いられる場合

の必需品であったようである。 

それにしても、これでは如何にも隔靴掻痒的システムであり、誰が考えようとかような

小細工を弄するぐらいならシンプルな見送り給油器を用いる方が余程利口であった。かよ

うな機構は井口の書より後、1941 年に華北交通㈱北京鉄路局から出版され、パシナや重量

貨物機ミカシに装備された KP6 型ポンプについて詳解する樋口の『機関車之構造及理論』

においては全く触れられていない。それがあくまでも試用された技術と判ぜられる所以で

あり、状況的にはパシコの 1 両に試験装備されたのはまさしくこれであったと推定されると

ころである。 

件の 2C1 急客機、パシナは現地･内地で 1934、’36 年に 12 両製造された。小熊に拠れば、

パシナには「ピストン、ピストン弁、ピストン詰箱の給油に」、つまり、内部潤滑装置とし
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て Nathan 見送り給油器と Bosch TP4 型油ポンプとが用いられ、外部潤滑には Bosch KP6

型軟グリース･ポンプが採用されていた。つまり、内部潤滑は見送り給油器と圧力注油装置

との併用であったというワケである。まるで屋上屋を架す如き奇天烈極まる構えであるが、

併用の具体的状況については何も語られていない。 

TP4 と号するからには上記のポンプを半分に切ったような 4 プランジャ型並列ポンプで

あったのか、あるいは 8 プランジャでも TP4 と号されたのかとも想われるが、見送り給油

器との併用はやはりこのポンプに対する機構的不安感が払拭されなかったために採られた

策だったのであろう。 

実際、パシナの運転室の写真を見てもその図面を見ても機関士席の右上と機関助士席の左

上には見送り給油器が各 1 基、神棚よろしく奉られている。この絵柄を見せつけられると、

むしろ、パシナの内部潤滑の枢要はパシコNo.960 で試されたような圧力注油ポンプ(と恐らく

ドロップ･インジケータとの組合せ)などではなく見送り給油器であり、TP4(?)型油ポンプは補助

的に、恐らくドロップ･インジケータ無しの単体で用いられていたと推測するのが至当では

なかろうかと推測したくもなる44。 

TP4 型ポンプへの依存度においてパシナを遥かに凌ぐダブサは試作的意味合いの強い 2B2

軽量“高速”旅客機で、内地にて 1936 年に 2 両のみ製造された。その内部潤滑と一部の外

部潤滑には壮挙と讃えられるべきか、Bosch TP4 型油ポンプ 3 個のみが用いられ、その他

の要潤滑箇所には油カップ、グリース･カップが充当されており見送り給油器は装備されて

いなかった。惰走補助装置については不明である(187~189 頁)。 

看板娘であるパシナにおいて内部潤滑の主体が見送り給油器であり、TP4 型ポンプは単な

る脇役に過ぎなかったのと全く対照的に、ハイカラな内部潤滑機構を備えたダブサではあっ

たが、その実態は計画出力も発揮し得ぬ不出来な試作品であったに過ぎず、開店休業の如

き運用にしか供されていなかった。さればこそ、樋口の書に TP4 型油ポンプとドロップ･

インジケータに関する一片の解説さえ見出されぬ結果ともなったものと想われる。 

パシハはダブサが残した数少ないプラスの経験を活かして車軸、走り装置にコロ軸受を大

幅に採用して成功した 2C1 高速旅客機であり、内地にて 1937 年に 6 両製造された。内部

潤滑には見送り給油器、外部潤滑には Bosch TP4 型軟グリース･ポンプという手慣れた機構

が用いられていた(194~197 頁)。 

パシロは 2C1 の旅客機である。内地･現地にて 1934~’36 年に 20 両製造された。内部潤滑

は恐らく見送り給油器に依っており、外部潤滑には軟グリースを用いていた。惰走補助装

                                                   
44 運転室内の写真については市原善積･小熊米雄･永田龍三郎編著『おもいでの南満州鉄道』

誠文堂新光社、1970 年、19 頁、図面については折込 1、参照。運転室内の写真と図面につ

いては田邊幸夫『大陸の鐵輪』72、77 頁にも掲げられている。 

井口はボッシュ油ポンプについて、「滿鐵パシナ型及ミカシ型等の気筒、蒸気室及往復

運動並トラック軸箱第 276 圖に示す如きボツシユ油ポンプを用ひて給油せられる」と妙な

日本語で述べているが、それなら見送り給油器など要らぬが道理である。ドロップ･インジ

ケータを含め、井口『改訂最新 蒸気機關車要義』396~398 頁、参照(引用は 396 頁、より)。  
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置としては脇路弁と件のホット･エア･バルブを有していた(191~192 頁)。 

ガチャガチャと可動する部分ゼロの見送り給油器と比べ、機械式油ポンプは可動部分、

部品点数が何れも著しく多く、故障や不具合の確率は格段に高い。高速運転、連続長途の

運転においてもシンプルな機構は絶対的に有利である。運転中に機関助士がランボード上

にしゃしゃり出て油ポンプを手回しするなどという鉄道省における軽業的実施例は人命軽

視と低い運転速度ゆえに実行可能な所作であったに過ぎない45。 

パシナにおけるような見送り給油器からの確実かつ分散性に優れた給油とタイアップす

る惰走弁装備と脇路弁･空気弁撤去は確かに気筒の保温、ポンピングロス発生の抑制のみな

らず潤滑補助という観点からも有利な選択であった。パシロにおける見送り給油器と自動脇

路弁と温気空気弁との併用という組合せもこれに負けぬ位、合理的な技術であった。即ち、

満鉄蒸気機関車における内部潤滑装置ならびに絶気･惰行運転補助装置の組合せは決して

後進性を云々されるようなモノではなかった。 

 

8．イギリス及び満鉄における運用技術革新 

イギリス系機関車において惰走弁は終
つい

ぞ大々的に使用されなかったようである。それは、

仮令、“Anti-Vacuum Valve”を用いない場合においてさえ、左様なモノは要らぬと分か

って来ていたからに他ならない。 

即ち、イギリス機関車技術界においては締切を 45%にした上、若干の蒸気を気筒に送っ

てやる操縦法が惰走を滑らかにするばかりか潤滑油の焦損に因る炭化物の生成
．．．．．．

並びに気筒

ポートや弁回りにおけるその堆積
．．．．

を抑止し、長期的な運用効率
．．．．

を、とりわけ自動脇路弁と

気筒安全弁を持たない(ピストンの圧縮側･膨張側死点に対応する位置において若干の漏れを許容する

リングを入れたピストン弁を有するだけの)機関車におけるそれを、高めるという事実が経験的に

証明されていた46。 

これはつまり、仮令、過熱蒸気であっても微量給気してやればその温度は応分低下し、

飽和蒸気機関車なみに初復水による潤滑効果を引き出すことが可能となるということであ

る。まさに大山鳴動して鼠一匹。結局、惰走弁といい脇路弁といい、本質的にはそれほど

不可欠な装置でもなかったというオチになる。 

暖機後、過熱蒸気は初復水しないと何故か金科玉条的に思い込んでた当事者たちにとっ

て、それは恰もコロンブスの卵の如き発見であったのではなかろうか。併せて、Locomotive 

Cyclopedia of American Practice. ’47 年版においてごくシンプルな惰走弁 2 種のみが生き

残っていた事実から筆者はアメリカにおいても実態的にはかかるイギリス的運用法が徐々

に普及しており、複雑な自動惰走弁システムに対する需要が霧消していたという状況を憶

測せざるを得ないワケである。 

                                                   
45 「作業物質中の混入異物対策に見る熱機関技術史の基本問題」(大阪市立大学学術機関リポジ

トリ登載)のⅡ：内燃機関と蒸気機関における潤滑問題、注 49 の辺り、参照。 
46 cf., Sells, The Steam Locomotive of To-Day. pp.145, 153, 239.  
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 然しながら、我々にとって一層興味深いことに、惰走弁を持たぬ過熱蒸気機関車でも絶

気運転中に微量の蒸気を送ってやれば筒温･潤滑維持、ポンピング･ロスならびにシンダー

吸引低減に有利であるという事実は満鉄においても認識されており、上記のイギリス流に

近い運用法が採用されていた。即ち： 

若於絶気運転時，酌量微向汽筒供給蒸汽，則汽筒汽室尤能免除冷却，磨傷，及油潤

不均等意外情事，至対ピストン(鞲鞴)抵抗，更属有利無害47。 

 ことによると、この革新的運用法に開眼した点においてはイギリス系の鉄道人よりも満

鉄関係者の方が先であったのかも知れぬが、確証は無い。また、残念ながら、満鉄におい

て何パーセントの締切が用いられていたのか、恐らく 50%内外ではあったろうが、この点

について同じ文献は何も語ってくれていない。 

それでも、惰行運転中も完全に絶気せず、加減弁から微量の過熱蒸気を送り続けるとい

う運用法は長距離高速仕業への適合性
．．．．．．．．．．．．

において
．．．．

明らかに鉄道省の硬直的な、しかし実態的

には制御能力を欠く潤滑システムに立脚した操縦法より優れていたと結論付けられよう。

パシナにおいてもある時期からは微量給気法が用いられ、自動惰走弁は遊んでいたのではな

かろうか……、ミカニの脇路弁撤去もミカシ等、新世代機関車に当初からそれが装備されて

いなかったことも惰走弁への帰一と共に微量給気惰行運転法導入の反映であったのかと推

察したくもなるワケである。 

 

むすびにかえて 

産業技術は社会ないし実際の使用部面におけるニーズに即応してこその存在であるから、

惰走弁を最前列に押し立てた幾分力づくのアメリカ的行き方、圧力注油と脇路弁と空気弁

を掲げた別の意味において力づくのドイツあるいは鉄道省的行き方とスマートなイギリス

的あるいは満鉄的なとそれとの間に高踏的視点から優劣を付けるべき絶対的基準といった

モノなど初めからありはしない。また、国別に画然たる技術の色分けが貫徹していたワケ

でもない。内部潤滑方式と脇路弁･惰走弁･空気弁等の取合せや機関車の運用法については

その漸進的進化の状況や使途次第で如何なる組合せも可とされたというのが実態であった

と言って良かろう。 

しかし、高速運転
．．．．

、高速
．．

絶気
．．

運転
．．

、長距離運転
．．．．．

、連続
．．

長途の
．．．

下り勾配運転
．．．．．．

ではシンプル

で制御性にも潤滑油の分散性にも優れた見送り給油器と“drifting valve”との組合せに軍

配が挙げられた時期は欧米においても満鉄においても確かに存在した。かの“迷信”を振

り払い、惰行運転中、過熱蒸気を微量給気するという革新性溢れるイギリス的･満鉄的運用

法への開眼も絶気･惰行運転補助技術の錯雑化、技術進化の回り道を未然に回避するには遅

きに失したとは言え、極めて意義深く合理的な運用技術の進歩であった。 

 鉄道省技術陣の思考様式が決定的に誤っていたというのでは勿論ない。しかし、技術論

として突き放すなら、石油の乏しい国にありながら、鉄道省においては飽和蒸気の、そし

                                                   
47 樋口『機関車之構造及理論』166 頁。 
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て過熱蒸気からさえ状況次第では引出せた自己潤滑性を徒に軽視し、却って鉱油依存的に

して力ずくにして硬直的かつ現業人依存型
．．．．．．

の潤滑システムに固執するという分不相応にし

てやや無責任な開発の構図が描かれていたことになる。 

鉄道省は石炭消費にあれだけ偏執しながら蒸気条件の高度化にはそれ程、熱心ではなか

ったし、実は同じ希少資源である上、元を質せば輸入品である鉱油そのものについてはア

ンバランスな程に低い関心しか向けていなかった。無論、シリンダ油をケチるという所作

ぐらいは日常的に行われていた。しかし、これをもっと節約する方途が実は別の処に在っ

たのである。 

潤滑油の節約に関して大胆な試みが為されなかったワケでもないが、それらは概ね失敗

経験たるに留まった。即ち、乳化油と混成油とに係わる事蹟がこれである。 

前者
．．

は
．
主として気筒潤滑油として用いられる鉱油に石灰水を混ぜて懸濁液としたモノで、

その意図は無論、鉱油の節約にあった。発端をなすのはドイツでの先行実施例を承けて 1922

ないし’23 年頃、鉄道大臣官房研究所においてなされた研究であったが、本格的な実用化研

究は大阪鉄道局において’29 年に始められた。 

しかし、乳化油を使用すると油ポンプ･エレメントの摩耗が促進され、その送油能力は低

下を来した。また、乳化油にはピストンリングの摩耗を増大させる傾向も認められた。こ

のため、乳化油の使用は’37 年を迎える頃までに、つまり、鉱油の節約が最も必要となって

来るまさしくその時期に終息を迎えた。 

後者は
．．．

鉱油に動植物油を混合するもので、鉄道省においては主連棒の軸受潤滑用として

鉱油に種油を混合する実施例が僅かに見られた程度に終わっている48。 

他方、鉄道省の対極に立った満鉄は古式床しくも精緻巧妙な内部潤滑法と各種惰行補助

装置との結合を主軸に据え、遂には革新的な運用法にさえ開眼しながら、気筒潤滑油その

ものについては鉄道省以上にアメリカ製品に依存し続けなければならず、その備蓄払底ゆ

えにかの“あじあ”も運行停止を余儀なくされている。 

満鉄では乳化油の使用も試みられたようで、樋口は水分の蒸発により気筒･気室の過熱、

油の焦損が防がれ、油の成分･性状は不変であるから潤滑性能を低下させずに油を節約出来

る、などと吹聴しているが、末期には気筒油に対する大豆油混入まで試し、見事にしくじ

っている事蹟からして、乳化油の採用は結局、満鉄においても不首尾に終わったと見做さ

れて良い49。 

かような泥縄的事蹟もまた、航空ガソリンや航空発動機用潤滑油の例ほどではないにせ

よ、同じく日本近代技術史を特徴付けるバイアスを持った大いなる歴史の皮肉として肝銘

されるべきポイントであると言えよう。 

                                                   
48 本山『機関車用 弁及弁装置』増補改版、356~364 頁、今村一郎『機関車と共に』ヘッド

ライト社、1962 年、174~177 頁、拙稿「C53 型蒸気機関車試論[訂正版]」213 頁、注 165、

参照。 
49 樋口『機関車乃構造及理論』335 頁、前注の拙稿、注 165、参照。 


