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はじめに 

ここに謂う水圧伝動装置とは流体の動圧を用いて動力を伝達するハイドロリック･トル

クコンバータやフルカン継手ではなく、水圧ポンプと水圧モータないし水圧シリンダとに

よって構成される静水圧動力伝達装置を指す。本稿は従来、ほとんど明るみに出されて来

なかった日本海軍艦艇におけるその具体的存在態様……遠隔制御用水圧装置、操舵装置、

砲熕関係水圧装置、揚錨装置についての技術的紹介を使命とする。それは、何事につけ判

っていないよりは判るようにしておいた方が望ましいと愚考されたからである。 

直接戦闘兵器に対して技術的知識と興味を欠く筆者の限界は砲熕関係水圧装置を扱う際、

特に大きな制約とならずには済まなかった。しかし、筆者にして今更、大砲そのものに目

を向ける気持ちが湧く筈もなく、この点については只管、御寛恕をお願いするしかない。 

それにしても、砲熕関係水圧装置については水交会内 海軍砲術史刊行会編『海軍砲術史』 

(1975 年)においては第 1 編第 11 章として「艦砲駆動用器械」なる章が立てられているもの

の、これは 112 から 115 頁までのたった 3 頁と 1/3のごく粗略な記述であるに過ぎない。 

なお、舵取り装置の内、電動油圧式舵取り装置とその附帯装置としての後部揚錨装置に

関しては作動液として水ではなくれっきとした油が用いられた。それ故、これらは純然た
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る油圧機器であったが、機構的には可逆･無段変速水圧ポンプと同様の装置であり、本稿に

おいても対象の一つとして取り上げられている。 

 

1．水圧システム……作動油及びその代用品としての水とその添加剤 

それにしても、水圧ポンプというのはやや妙な用語である。第 1 に、水を送り出すのに

幾何かの静圧か動圧を付与せねばならぬのは自明のことである。この言葉を素直に呑み込

むためにはポンプの発生する静圧の特に高いもの、その水圧によって水圧モータや水圧シ

リンダを駆動する使途を有するポンプに対して特に水圧ポンプなる呼称が呈されていたと

いう事情を了解していることが必要である。 

因みに、文部省『学術用語集 機械工学編』(日本機械学会、1955 年)には水圧ポンプという

項目が健在であり、hydraulic pump がその英語表記とされていた。その相方をなす水圧モ

ータの英語表記は水力原動機 hydraulic motor とされていた。もっとも、如何なる理由から

か水圧シリンダという項目は見当らない。 

第 2 に、何故、油圧ではなく水圧なのか？ 加圧される液体が水であっても油であっても

動力伝達の媒体としては本質的に同じコトである。実際、文部省『学術用語集 機械工学編

(増訂版)』(日本機械学会、1985 年)において、上記の術語はそれぞれ油圧ポンプ、油圧モータ、

油圧シリンダに置換えられており、前二者の英語表記は hydraulic system pump、hydraulic 

system motor となっている。油圧の方が今や普通の用語であり、動力伝達システムにおけ

る駆動側ならびに従動側の要素としての在り様を表現するのにヨリ相応しい呼称であろう。

但し、油圧シリンダは単に hydraulic cylinder となっている。 

1935 年から砲熕関係の海軍技術士官を務め、戦後、日本製鋼所技師から大学の研究職に

転じた井上威恭や’39年に入省し海軍から日本製鋼所を通じて井上の部下であった元海軍技

術士官 丹羽忠愛の回想に拠ってこれをタネ明しすれば、日本海軍は石油資源を節約するた

め主力艦の大形砲熕関係装置(口径 36cm 以上)においては油の代りに水を、巡洋艦以下の小形

装置(同、20cm 以下)においては油を用いていた。つまり、往時、盛んに用いられた“水圧”

は油圧の代用品に他ならなかった1。 

もっとも、日本海軍艦艇の水圧装置における作動液の体系については実のところハッキ

リさせ辛い。判っている点を列挙すれば、静水圧式遠隔制御装置である「水圧式テレモー

タ」の作動液は水とグリセリンとの様々な比率における混合液であったこと。1932 年 5 月

31 日の事蹟までをカバーし、未完の正史とでも形容されるべき『帝国海軍機関史』の上巻、

397 頁には蒸気機関によって水圧を発生させ、操舵する装置に係わって「此装置ニ於テハ寒

天ニ水ノ凍ルコトヲ防グガ爲メニ『グリセリン』ヲ其中ニ加フルヲ得セシムルノ便ヲ呈ス」

とあり、ここでも水とグリセリンとの混合液が用いられていたことが記されている。他方、

後述される電動油圧舵取り装置に用いられた作動液がマシン油であった点もまた明らかで

                                                   
1井上威恭「海軍から日本製鋼所に油圧技術の引き継ぎ」、丹羽忠愛「旧海軍と流体装置(思

い出)」㈳日本油空圧学会『油空圧の進歩 100 人の証言』1990 年、所収、参照。 
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ある。 

問題は砲熕関係水圧装置である。海軍工機學校『高等科掌機練習生教程 機關術教科書 全』

1912 年 11 月 1 日、百四十三頁には「水ハ軟石礆一瓩ヲ沸騰水ニ溶解シ鑛油九立ト共ニ淸

水五千瓩ニ混入シタルモノ」とある。その四半世紀後に発行された海軍工機學校『普通科機關

術練習生(掌機術専修)教程 機關術教科書 (巻ノ一)』1938 年 11 月 1 日、194 頁には「水壓用水ニハ

必ズ蒸溜水又ハ純淸ノ淸水ヲ用ヒ潤滑劑トシテ水 5噸ニ付旋盤油 10立ヲ標準トシ混和スル

コト」とある。また、海軍工機學校『普通科機關術練習生(掌内火機械術専修)教程 機關術教科書(蒸氣機

關 補助機械及補助装置)』1941 年 11 月 1 日、31 頁にも「水壓用水ニハ必ズ蒸溜水又ハ純粋ノ

眞水ヲ用ヒ潤滑劑トシテ水 5 噸ニ付旋盤油 10 立ヲ標準トシ混和スルコト」とある。 

軟石鹸とは動物性脂肪と水酸化カリウムを反応させて製造されるジェル状の石鹸であり、

最初の記述は明らかに油を乳化してから用いよとの趣旨である。後の二つは旋削加工に当

時用いられていた出来合いの水溶性切削液又は乳化油を用いるとの謂いであろうが、「旋

盤油」と書かれただけではその何れであるかの判別は出来ない2。 

なお、海軍機關學會(『會誌』附録)『海軍機關教範』1935 年 5 月 6 日、277 頁にも： 

  水壓用水ニ多量ノ鹽分ヲ含有スルトキハ喞筒休止中随所ニ沈滞シテ各部ノ腐蝕ヲ促

進スルノ虞アルヲ以テ必ズ蒸溜水又ハ鹽分少キ淸水ヲ用フルヲ要ス又週一回檢水紙ヲ

以テ其ノ性状ヲ試驗シ微弱ニテモ酸性反應ヲ認メタル塲合ハ決シテ曹達等ヲ用ヒテ之

ヲ中和セシムルコトナク速ニ取換フベキハ勿論使用状況ニ應ジ大凡三箇月ニ一回之ヲ

取換フルヲ可トス 

  水壓用水ニハ潤滑劑トシテ水五噸ニ付旋盤油十立ヲ標準トシ混和スルヲ可トス而シ

テ之ヲ行フニハ先ヅ水ト充分ニ混和セシメタル後水壓「タンク」ニ注入スルヲ要ス 

  水壓用水ニ混和セル潤滑劑ハ水壓喞筒ノ使用ニ伴ヒ漸次消耗スルモノナレバ滑動部

ノ潤滑状態ヲ常ニ有効ナラシメンニハ時々適宜ノ分量ヲ補給スルヲ要ス 

と、「旋盤油」の使用について語られている他、極めて面倒な運用法が指示されてもいた。

これは石油の節約に如何に手間がかかったかということの証左に他ならない。 

以上により、砲熕関係水圧装置の作動液は水と水溶性切削液との、あるいは水と乳化油

との混合液であったということと考えて大過無いということになる3。 

それにも拘わらず、丹羽忠愛は金剛、霧島、榛名の改造･修理に絡み、砲塔旋回･俯仰装

置について「使用液体は，グリセリンと蒸溜水とを混合したもので，甘油と称していた」

などと回想している4。 

丹羽の回想が記憶違いでないとするならば、油の代りに凝固点降下剤と潤滑剤とを兼ね

                                                   
2 因みに、『普通科機關術練習生(掌機術専修)教程 機關術教科書 (巻ノ一)』1938 年 11 月 1 日の元所

有者は潤滑剤について“諸種注意”なる書込みを残している。戦時下日本において用いら

れていた各種の切削油とその性能については正野崎友信『機械工作油』小峰工業出版、1952

年、参照。 
3 『海軍機關教範』1938 年 9 月 10 日、297 頁の記載事項も同じ。 
4 丹羽前掲「旧海軍と流体装置(思い出)」、参照。 
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た何らかの添加剤を含む水が用いられていたことだけは確かではあるにせよ、我々はその

正体を一層不分明の境地に置かざるを得なくなるような資料的状況に追いやられてしまっ

たワケである。 

なお付言すれば、非常時においてはこの砲熕関係水圧システムに海水が導入されること

もあったようである。これは主砲を動かせぬまま無為に死を待つことなど出来ぬ相談であ

った以上、当然の緊急措置であった。 

この砲熕関係水圧装置の作動液の種類･性状という点については新資料の発見にでも期

待を寄せつつ現時点においてはこれを限りとし、以下、遠隔制御用水圧装置、操舵装置、

砲熕関係水圧装置、揚錨装置の順に日本海軍艦艇における水圧伝動装置について精粗織り

交ぜながらではあるが縦覧を試みる。 

 

2．遠隔制御用水圧装置……水圧式テレモータ 

水圧式テレモータ(水圧式制舵装置)とは諸機関の制御に用いられた水圧機構で、それ自体と

いては動力ではなく信号を伝達するための装置である。作動原理としてはパスカルの原理

そのもの、メカニズムとしては自動車の油圧ブレーキをイメージして頂ければ本質的理解

には事足りる。但し、舶用機器だけに規模の大きな装置ではあった。 

 

図 1 水圧式テレモータの原理 

    

海軍兵學校『航海術教科書 巻ノ十 附録(操舵装置並操艦通信装置)』1941 年 9 月、第二圖。 

 

図 2 古い戦艦における操舵用水圧式テレモータの装備状況(前後司令塔∼操舵室) 
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『機關術教科書 巻ノ三 附圖』(刊行主体不記載)、1908 年 9 月、第二十五圖。 

 

このテレモータは元来、それによって発生させた水圧を水圧シリンダに導いて直接操舵

させるシステムとして発祥した装置である。歯車と軸を多用しガタや遊びが大きく調整の

面倒な機械的リンケージの欠点を克服するために水圧を利用するのは利口な手口であった。

しかし、船容の拡大と共にテレモータは操舵機関等、何らかの動力機を制御して目的とす

る最終装置を駆動させるための制御装置という役割を引受けることとなった。本稿で扱わ

れるのはこの段階における水圧式テレモータである。 

次図は操舵用蒸気機関の制御装置としての水圧式テレモータの“起動筩”であり、自動

車の油圧ブレーキにおけるマスタ･シリンダに相当する側である。“水及ビ「グリセリン」

2 or 3 ･･ 1”なる書き込みにご注意頂きたい5。 

 

図 3 水圧式テレモータ起動筩 

                                                   
5 なお、生産技術協会『舶用機関の艤装』下巻、1958 年、65 頁に、清水とグリセリンとの

混合割合と安全使用温度について、3：1 の時－8℃、2：1 の時－12℃、1：1 では－29℃と

ある。但し、同じ個所には「一般的にはグリセリンと水との混合液または特殊鉱油の混合

液を使用する」とある。これが“グリセリンと特殊鉱油との混合液”の謂いなのか単に「特

殊鉱油の混合液」(何との？)なのか、誠に稚拙な日本語で判然としない。 
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同上書、第二十六、二十七圖。 

以下、本図をはじめ、書込みについては一部に綴りのミスも見られるが、参考になるため消去しなか

った。但し、鉛筆書きで不鮮明なため判読し辛いモノもある。 

 

ホイール･シリンダに相当する「受動筩」は油圧シリンダと戻しバネを組合せた大きいと

は言え比較的単純な装置であった。 

 

 図 4 水圧式テレモータの受動筩、操舵指示盤、安全弁 
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 同上書、第二十八圖。 

 

 テレモータには Mactaggart Scott & Co., Ltd.の“マクタガート･スコット式”、“同改良

型”、“ブラウン式”等、各種あり、当初、日本海軍においても輸入品が用いられていたが、

1917 年には川崎造船所が“マ社”より技術導入を行い、斯界に進出したが、1928 年以降、

海軍艦艇の操舵用テレモータの大部分は浦賀船渠によって開発されたコンパクトな浦賀式

及び浦賀式改良型テレモータ(複筒式で筒内の液量を絶えず一定に保つ交通補給弁の構造に特徴があ

った)によって占められるに至ったと伝えられている6。 

 

図 5 浦賀式改良型テレモータ起動筩 

                                                   
6 日本造船学会編『昭和造船史』第 1 巻、原書房、1977 年、153、756 頁、参照。浦賀は戦

後もその特許浦賀式テレモータを供給し続けたが、戦後、電動ヘルショー･ポンプを用いる

Urega Electro-Hydraulic Steering Gears がその製品品目に追加された。cf., The Urega 

Dock Company, Limited, Auxiliary Machinary. 無刊記。 
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海軍兵學校『航海術教科書 巻ノ十 附録(操舵装置並操艦通信装置)』第三圖 甲。 

 

図 6 浦賀式改良型テレモータ受動筩 

 

 同上書、第四圖。 

 

3．操舵装置 

 続いて、直接舵を切る装置に目を転じよう。日本海軍艦艇においては古くから節鍵
チェーン

 (ロー

ラ・チェーン)やワイヤ･ロープを用いる Rapson 式(John Rapson の特許[1839]に依るラプソン･スラ
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イド機構)、ネジ(ターンバックル･シャフト)を用いる Napier 式(Robert Napier and Sons：安藝、薩

摩、河内、攝津、鞍馬、天龍、龍田等)、ウォーム＆セクター(ウォームと扇型歯車)を用いるハーフ

ィールド(Fairfield Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.のことか?)式、歯車とチェーンとリンク機

構を用いる Brown(Brown Brothers か？)式など様々な舵取り装置が使用された。これらの装

置において操舵力の源をなしたのは勿論、蒸気機関であり、その制御管制機構として用い

られたのが調整の面倒な機械的リンケージを代替したかの
．．

水圧式テレモータというのが全

体構図であった7。 

 

 図 7 Rapson 式操舵装置 

   

                                                   
7 海軍工機學校『高等科掌機練習生教程 機關術教科書 全』1912 年 11 月 1 日、百三十一~百三

十三頁、参照。 

 冒頭に触れた蒸気機関で水圧ポンプを駆動し、水圧シリンダで操舵するという機構につ

いては具体的情報を把握出来ていない。補助装置としてなら後掲図 13 右端のポンプ･セッ

トがそれに当るが、これは単なる“他人の空似”であろう。 
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  『帝国海軍機関史』上、404 頁、第四十八~五十圖。 

 

 図 8 Napier 式及びハーフィールド式操舵装置 

 

 

 海軍兵學校『航海術教科書 巻ノ十 附録(操舵装置並操艦通信装置)』1941 年 9 月、第六圖(甲)、第八圖。 

 

 図 9 Brown 式操舵装置 

 



11 

 

 『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第三十四圖。 

 船体軸線上に主操舵機関、軸線と直角に補助操舵機関が据付けられている。水圧式テレモータによる遠

隔制御については下に注記されている。 

 

 次図はそれやこれやの操舵装置に操舵機関として組込まれた蒸気機関の一つ、「多クノ艦

艇ニ之ヲ据付」けられ、「其實際上至テ効力アルコトヲ認識」せられた「マツク･フアーレ

ーン･グレー氏ノ創製ニ係ル把舵汽機」である。スコットランドの John Macfarlane 

Gray(1832~1908)は技術的にも商業的にも成功を収めた操舵機関のパイオニアであり、その

作品はかの Great Eastern にも装備された8。 

Great Eastern の操舵機関は横型 2 気筒であったが、次図の操舵機関は単式倒立
．．

2 気筒構

成であった。勿論、それは舵輪を回している間だけこの操舵機関はフルギヤで回転し、出

力軸“A”よりトルクを舵柄に伝えるという機能を有していた。操舵蒸気機関にカットオフ

運転は無かったということである9。 

 

 図 10 マツク･フアーレーン･グレー式操舵汽機 

 

『帝国海軍機関史』上巻、401 頁、第四十四、四十五圖。 

 

                                                   
8 cf., E.,C., Smith, A Short History of Naval and Marine Engineering. Cambridge, 1937, 

pp.210~213. 
9 同上書、百三十一頁、参照。なお。『昭和造船史』第 1 巻、446 頁に「長い間水圧テレモ

ータによる蒸気ピストン式直立
．．

2 筩型舵取り装置が一般に採用せられたが，……」とある

のは如何なものか？ 
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 この“追求”機能を司るのが“A”の辺りに取付けられたネジ式差動機構である。“A”の

回転が“E”から“F”に伝えられれば“S”は図の状態から引下げられ、ベルクランク“B”

は半時計方向に回ってロッド“R”を引いて気供給を断つ。この時、舵輪が更に旋回方向へ

と回されればその回転は歯車“C”から“S”へと伝わり、これを引上げて“B”を時計方

向に回し、“R”を突いて蒸気供給を再開させる。それは例えば面舵一杯か途中の何処かで

舵輪が止るまで継続される。取り舵の場合はその鏡像となり、舵輪→“C”の回転によって

“B”の腕が水平より引下げられている間、出力軸は先程とは逆方向に回転し、舵輪が止れ

ば“B”の腕は水平に復して蒸気供給は遮断される10。 

 

 図 11 マツク･フアーレーン･グレー式操舵汽機のネジ式差動機構 

     

同上書、402 頁、第四十六圖。 

  

操舵機関としては今一つ、横型 2 気筒蒸気機関の図を見出すことが出来た。前掲ブラウ

ン式の図において主･補操舵機関として用いられていたのも横型 2 気筒機関であったが、当

                                                   
10 何のコトは無い、操舵機関を時計仕掛け、舵輪を車輪、ベルクランクを指針に置換えれ

ば、この追求機構はヴィンテージの英国製自動車やバイクに広く用いられていた Smiths の

速度計、回転計と同様のメカだということが分る。この喩えが却って混乱を招くようであ

れば、お詫びするしかないのであるが……。 
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該機関は先の図のものより寸詰まりのプロフィールを有している。側面図には不適切にも

角ネジの如くに描き込まれているが、このヤケに目立っているデバイスは勿論、水圧式テ

レモータの受動筩である。 

 

図 12 横型 2 気筒の操舵機関 

 

 

『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第二十九、三十圖。 

 

水圧テレモータに依るブラウン式の後を襲ったのが電動油圧式舵取り装置である。こち

らは中央油圧ポンプによる油圧伝動システムではなく、独立した専用の油圧ポンプを持つ

独立型油圧伝動システムであり、そこで油圧ポンプとして重用されたのがウィリアムズ･ジ

ャンネー･ポンプ、あるいはヘルショー式ポンプであった。この 2 様式は現在でも使用され
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続けている11。 

電動油圧舵取り装置の適用艦種としては「戦艦、航空母艦、巡洋艦、駆逐艦」が挙げら

れており、「潜水艦では縦舵に電動油圧プランジャ式を、横舵潜舵に電動油圧整動機式また

は電動歯車式を採用した」と記されているから、戦闘艦の操舵装置はほぼこれに帰一して

いたことになる。そして、古くは大形艦艇に限られていた操舵用水圧式テレモータは昭和

に入ると駆逐艦にも装備されるようになり、その操舵制御装置としての活躍部面を一層拡

大することとなった12。 

もっとも、この電動油圧舵取り装置に用いられた油圧ポンプの選定は全くの“or”関係で

はなく、舵取り装置との組合せにおいて次のような組合せが適当とれており、明らかに相

対的に強力なのはジャンネー式であった。 

 

表 1 日本海軍における電動油圧舵取り装置の選択 

舵軸捩りモーメント(t-m) 30 を超えるもの 30 以下 

型式 

舵取り機 
原動機 定速電動機式 定速電動機式 

被動機 ジョンネー式 ヘルショー又はジョンネー式 

舵取り装置 
ラプソン式，装備上己止むを得

ざれば接合棒式 
接合棒式 

シリンダ数 
ラプソン式  4 － 

接合棒式  4 2 

生産技術協会『舶用機関の艤装』下巻、58 頁、第 82 表。 

 

続いて、電動油圧舵取り装置のシステム図を接合棒式についてのみではあるが、掲げて

おこう。 

 

 図 13 電動油圧式舵取り装置 

                                                   
11 川崎造船所は 1916 年、ヘルショー式電動油圧舵取り装置の製造権を John Hastie & 

Co.(英)より導入し、軍艦では 1925 年の巡洋艦 衣笠に装備された(但し、『帝国海軍機関史』下

巻、712 頁に拠れば衣笠のそれは英国製。国産品は妙高[1929]から)。三菱造船は 1934 年、Variable 

Speed Gear 社(英)より旧稿でも触れた改良型ジャンネー･ポンプの製造権を導入し、電動油

圧舵取り装置製造に進出、軍艦では 1935 年、戦艦 霧島の改装に初採用された。それまで、

大正末期に海軍艦艇や商船に用いられていた電動油圧舵取り装置は何れも輸入品である。

なお、ライセンス導入年次が古く商船にも用いられた川崎ヘルショー･ポンプは機械學會

『國産機械圖集』1932 年、9-12、同『改訂国産機械図集』1937 年、180 頁にも紹介されて

いる。三菱ジャンネー･ポンプは官需中心であったかと想われる。 
12 『昭和造船史』第 1 巻、661、683 頁、参照。 
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 海軍工機學校『普通科機關術練習生(掌内火機械術専修)教程 機關術教科書(蒸氣機關 補助機械及補助装置) (附

図)』1941 年 11 月 1 日、補 第 4 圖。 

 

件の油圧ポンプの内、ジャンネー･ポンプはピストルの回転弾倉の如き回転体の奇数個の

孔にプランジャを仕込み、これ全体を入力軸によって回転させることで斜板とプランジャ

との距離を周期的に伸縮させて吸入と排出を繰返させるシカケである。但し、斜板式ポン

プ一般とは異なり、斜板からプランジャに側圧が及ぼされることを防ぐため斜板と回転体

とをカルダン継手で結合し、回転体側から斜板(受金輪)を駆動していること、無負荷で回転

するこの斜板を担持するカップ(傾転箱)の角度をネジやウォーム･セクター機構に依り無段

階に変化させてプランジャの行程を管制し、更に吸入側と吐出し側とを入替え、吐出し量

をゼロからデッドスロー、±最大値まで無段階に制御出来ることがこのポンプの特徴であ

る。 

因みに、ジャンネー･モータはこのポンプを撤去して水圧モータとしたモノであり、ジャ

ンネー可変ポンプと可変機構を持たないジャンネー･モータとを背中合わせに結合するこ

とによりコンパクトで大力量の可逆･無段変速伝動機構が得られる。これが潜水艦の横舵潜

舵にも用いられたウィリアムズ･ジャンネー整動機ないしジャンネー･ギヤである。次図、

左側(A end：起動機ないし A 筐)がポンプ部、右側(B end：受動機ないし B 筐)がモータ部である13。 

 

                                                   
13 Williams-Janney 整動機の諸様式や進化については拙稿「日本海軍洋上艦艇における補

機駆動タービンについて」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載済み)の中でも行きがかり上、あ

る程度、触れねばならなかったので、カルダン継手における伝達角速度の脈動や釣合シリ

ンダ、斜板のスラスト軸受等についてはそちらをご参照頂きたい。 
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図 14 Williams-Janney 整動機 
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18 

 

丹羽忠愛「旧海軍と流体装置(思い出)」図 1。 

 

なお、傾転箱の操作に剛腕の水圧式テレモータから発せられる大きな力を恃むことが出

来る洋上艦艇の操舵装置用ジャンネー･ポンプには当該部分に前図左下に例示されている

ようなネジやウォーム･セクター機構の如きワンウェイの減速装置は組込まれていなかっ

た。謂わばその傾転操作が力づくで為されるようになっていたワケである。少なくとも、

日本海軍艦艇のそれにおいては左様であった。 

 

 図 15 電動油圧舵取り装置用ジャンネー可逆･無段変速ポンプ側面図 

 

 同上、補 第 5 圖 (A)。 

 

 図 16 電動油圧舵取り装置用ジャンネー･ポンプの単純な傾転箱傾斜機構 
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 同上、補 第 5 圖 (B)、(C)。 

 

 ジャンネー･ポンプと共に電動油圧舵取り装置に使用されたのが“回りスライダ･クラン

ク機構”に依るヘルショー･ポンプである14。 

 

 図 17 電動油圧舵取り装置用 Hele-Shaw ポンプ 

                                                   
14 Hele-Shaw ポンプについても拙稿「日本海軍洋上艦艇における補機駆動タービンについ

て」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)の中で行きがかり上、ある程度、触れておいた。 



20 

 

   

   同上、補 第 6 圖。 

 

 図 18 ヘルショー･ポンプの作動原理 

 

同上、補 第 6 圖。 

 

日本海軍は水上艦艇において「主操舵装置は計画最大航海速力で航走中 30 秒以内に片舷

一杯から反対舷一杯まで転舵出来るもの」と定め、あるいは「舵取機械の力量は舵が水流

のために受ける最大捩りモーメント(前進計画全力航走中若くは後進計画全力航走中につきモーメン

トの大なる方をとる)に対し 30 秒間に 70°を転舵しうるものとし砲艦では 20 秒間に 70°を

転舵し得るもの」とも定めていた15。 

                                                   
15 生産技術協会『舶用機関の艤装』下巻、57 頁。 
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水上艦艇が雷撃や空爆に対して全速回避行動等を執る場合、舵は面舵一杯から取舵一杯

まで頻々と反転操作される。このような場合、操舵装置用可逆･無段変速型ポンプの使用状

況は相当な連続高負荷高回転状態に陥り、内部の高速摺動部位には大きな負荷が加えられ

ることとなる。このため、その作動液はあれやこれやの代用品ではなく「2 號外部礦油」に

限定されていた。外部油であるから通常のマシン油に過ぎないが、装置全体が電動油
．
圧式

舵取り装置と称された所以である。 

 

4．砲熕関係水圧装置 

ⅰ）前段階としての蒸気機関駆動式砲塔旋回装置 

操舵装置と同様、古く、主砲砲塔旋回装置は次図に示されるような蒸気機関による直接

駆動方式を採っていた。次図の機関は倒立 2 気筒型であったことが観取されよう。最終駆

動部として環状ラックとべベル･ピニオンを用いず、砲塔に直線ラックを巻き付けてスパ

ー･ピニオンと噛合わせる場合もあった。何れにしてもラックは砲金で造られ、表面に「被

せ金」を施すことによって耐衝撃荷重性と耐摩耗性が高められていた。 

 

 図 19 竪型蒸気機関による直接駆動式主砲砲塔旋回装置 
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日本舶用機関史編集委員会編『帝国海軍機関史』上巻、原書房、1975 年、389 頁、第四十二図。 

 

 また、蒸気機関による直接砲塔旋回装置としては次図のような横型 2 気筒機関を用いる

モノもあった。前図の装置との新旧関係は不明ながら、砲塔の真下に置くこの配置の方が

新しい技術であるように想われる。7 時の位置に見えているのは勿論、水圧式テレモータの

受動筩である。 

 

 図 20 横型蒸気機関による直接駆動式主砲砲塔旋回装置 
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 『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第三十二圖、三十三圖。 

 

 この蒸気機関直接駆動システムの欠点は連続照準(Continuous aiming)や第一次世界大戦期
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に急速に発達を遂げた射撃の集中管制システムである方位盤(Gun Director)射撃に不可欠な

デッドスロー運転や微調整を効かせ辛いことにあった。これは照準装置の一部をなす砲塔

旋回装置としては大きな問題であった。かかる欠点を有する蒸気機関直動式旋回装置を代

替したのがヨリ微妙な制御能力を有する水圧式砲塔旋回装置である。 

もっとも、水圧式砲塔旋回装置そのものの嚆矢は案外古く、1873 年、Armsrtong 社にお

いて建造されたオランダ海軍の砲艦ハイドラ号にあった。日本海軍においては同社で建造

された巡洋艦 筑紫(1883 年 9 月回航)の 10in.主砲 2 門に採用された旋回、揚弾装置をその嚆

矢とした。 

この種の水圧式伝動システムの枢要部をなすのがレシプロ水圧ポンプであり、それによ

って駆動される水圧モータや水圧シリンダであったが、とりわけ重要なのは従動側におけ

る制御性の向上であった。 

  

ⅱ）砲熕関係水圧装置の全体像 

次表に示されるように、艦艇の砲熕関係水圧装置は砲塔旋回装置、砲身俯仰装置、砲身

進退装置(駐退復座機)、装填装置、揚弾装置などから構成された。 

 

表 2 日本海軍艦艇における砲熕関係水圧装置 
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日本舶用機関史編集委員会編『帝国海軍機関史』下巻、原書房、1975 年、619 頁、第二十四表。 

 

 その個別的要素については追って論じられる。ここでは水圧ポンプとしては安[Armstrong]

社式水圧ポンプがほぼ定番をなしていたが、従動側には水圧モータ(三筩式、安社式、ジョンネ

ー式、毘[Vickers]式)、ジョンネー整動機、水圧シリンダといった様々な機構が使用されていた

という点だけをご確認頂ければそれで良い。 

 

ⅲ）水圧ポンプ 

 『帝国海軍機関史』に拠れば、日本海軍において初期に常用された水圧ポンプは「二重

ノ汽壓喞筒汽機」であり、これが 2 基装備された。定格水圧は約 800psi(56.2kg/cm2)であっ

た(上巻、391 頁)。やがてそれは前後各 1 基体制から前後各 2 基ないし、前･中･後各 1 基体制

へと展開して行った(これとは別に小容量の補助水圧機械を点検整備用に設置)。 

 

 図 21 古い戦艦における前部水圧ポンプと配管(後部はこれの鏡像) 

 

 『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第八拾貮圖。 

 

 上図において水圧主管と排出主管は前後ポンプを結び、水圧管･排出管は旋回装置の水圧

モータへのそれのみが描かれているが、無論、実際には俯仰装置の水圧シリンダへの配管

も張り巡らされていた。水圧式俯仰装置の一例は次図に示されるようなモノであった。 
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 図 22 水圧式砲身俯仰装置の一例 

   

  同上書、第九拾圖。 

 

「二重ノ汽壓喞筒汽機」というのは不分明な表現であるが、1000psi 時代の初期に著され

た海軍のテキストにレシプロ水圧ポンプの定番は： 

機械ハ横置複式串形ニシテ二臺ヲ併列シテ固定シ滑弇ハ多クハ
．．．

偏心器ニヨリテ作動

セラレ高壓ハ筒形低壓ハ平形ニシテ孰レモ内部ヨリ蒸気ヲ取ルモノ多シ
．．

高低壓ノ吸鍔

棒ハ共通ノ滑頭ニ連絡シテ喞筒ノ喞子棒ニ作動シ喞筒ノ吸入ハ單働ニシテ排出ハ複働

ナリ(傍点引用者)16 

と記されている。細部構造に異同があったものの、概ね標準化した構造の水圧ポンプが使

用されて来ていた状況が読み取れよう。 

この水圧ポンプなる機械のメカニズムに関する理解を深めるるため、ここで、往復動蒸

気ポンプの体系について予備的に整理しておきたい。内丸最一郎に拠れば、蒸気気筒とポ

ンプ水筒のピストンとを直結したポンプを Steam Pump と呼ぶ。古くはその中でも小形の

ものを Donkey Pump、中形のモノを Steam Pump、大形を Pumping Machinery などと呼

び分けたが、その分類基準自体は曖昧であった。そこで、内丸はこれらを「直働(動)ポンプ

(Direct acting Pump)」と「はずみ車ポンプ(Flywheel Pump)」とに大別している17。 

                                                   
16 海軍工機學校『高等科掌機練習生教程 機関術教科書 全』1912 年 11 月 1 日、百四十三頁。 
17 内丸最一郎『喞筒』丸善、1936 年、第五章、参照。 
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勿論、これはクランク･連桿機構と弾み車の有無に依る分類であり、直動式は弾み車もク

ランク軸も持たず、蒸気ピストンとポンプ･ピストンとを共通のピストン棒に結合した最も

簡便な蒸気ポンプである。 

言い換えれば、弾み車ポンプとは蒸気機関の中に往復動ポンプを組込んだようなモノと

いうことになる。弾み車に蓄えられたエネルギは蒸気がカットオフされて以降の気筒内圧

低下を補償してくれるので、この種の弾み車ポンプは熱効率上有利な締切運転を行うこと

が出来る。但し、急起動･急停止は出来ない。また、往復スライダクランク機構の常として

ピストン速度は周期的に変動するのでポンプ吐出し圧は脈動する。その脈動は空気室の作

用や水筒数の追加によって均斉化せしめられる。 

弾み車を欠く直動ポンプにおいては等速度に近い往復運動を行う部分のマスがある程度、

エネルギの収授体として機能しはするが、速度自体が遅いため、その程度はたかが知れて

いる。勢い、直動ポンプにおいてはカットオフ運転が出来ず、常にフルギヤでの運転を余

儀無くされる。従って、その蒸気消費率は相対的に多くなり熱効率も応分劣ることになる(構

造的にも回転軸を欠くため締切を制御し得るような弁装置機構を組込み辛くもある)。間欠吐出しに因

る著しい脈動を抑える必要がある場合、空気室の助けを借りることは弾み車ポンプと同じ

である。 

 直動ポンプは構造間単、安価で占有スペース･重量共に小であり立ち上り敏速、かつ、蒸

気を適当に絞れば単位時間当りストローク数の制御範囲を極めて広く取ることが出来た。

これに対して、弾み車ポンプでは急速起動･停止が出来ない上、ある程度以下に回転を落す

と弾み車に蓄えられた運動エネルギが不足してポンプがストールしてしまった。このため、

弾み車ポンプにスロー運転を行わせる場合、回転自体は落さず、吐出した水の一部を吸込

み側に還流させるバイパス運転が行われたりしたが、始終、これをやっていては無駄を累

積させるから、それにも自ずと限界があった18。 

直動ポンプにおいてストローク数の変更範囲が著しく広いという事実はそれがボイラ給

水ポンプとして広く愛用されたことの根拠ともなっている。但し、内丸が「直働喞筒は一

分當り二三十囘轉の低速運転轉でも何等の澁滞なくして運轉を繼續することが出來る」(130

頁)などと述べているのは彼が実務面に疎かったことの証である。 

鉄道省の蒸気機関車における給水ポンプの性能試験においては蒸気圧 13kg/cm2、給水温

度 90℃、吐出し圧 14.5 kg/cm2の状態で標準 30~40 単行程(複動ポンプであった)にて 30 分間

結滞なく平滑に運転可能であること、運転速度を毎分
．．

5
．
単行程
．．．

より 40 単行程まで加減出来

ること、ポンプ吐出し口を閉塞し、水筒内圧力を 15 kg/cm2に保つよう蒸気を加減した時、

ピストンの上下単行程に要する時間(即ち漏洩時間)が 30 秒以上であること……が合格要件と

定められており、給水ポンプの最大毎分ストローク数は実用上、70 前後であった19。 

                                                   
18 cf., Machinery’s Encyclopedia with 1929 Supplement. Vol.V, N.Y., 1929, p.198. 
19 鉄道省･国鉄における省型給水ポンプの合格基準については鐵道運轉會『機關車便覧』通

文閣、1943 年、181 頁、大阪鉄道管理局編『機関区從事員必携』大鉄図書㈱、1951 年、194



29 

 

 この直動式ポンプは鉄道省の機関車給水ポンプのように気筒と水筒各 1 個を直結した単

組ポンプ(Simplex ~)とその 2 組から構成される双組ポンプ(Duplex ~)とに分かたれた。この用

語は内丸の書物に見られるモノであるが、海軍では前者を平凡に単筒式、後者を粋にも比

翼式などと呼称していた。前者は 1840 年に N.Y.の Henry R., Worthington によって発明

された機械である。1 対のポンプに 1 個の弁装置を共有させることが出来るため、コスト･

パフォーマンス上有利な設計が可能となる後者もまた、1848 年、ウォーシントンによって

発明され、忽ちにして普及し、かつ、永らく江湖に愛用された。よって、ウォーシントン･

ポンプと言えば普通は定番となった双組ポンプを指す20。 

なお、熱効率向上のため直動ポンプを複式化する手法もかなり広く用いられていた。単

組直動ポンプの気筒をタンデム複式化した例も在ったが、多くの場合は双組直動ポンプに

おけるタンデム複式化であった。並列複式
クロス･コンパウンド

という型式も試みられていたが、往復スライダ

クランク機構という利器を欠く関係上 2 つのピストンを正確に同調させることが困難であ

るため、本格的な実用化には至らなかったようである21。 

 日本海軍艦艇において水圧モータを駆動するための水圧ポンプとしてもかような直動式

と弾み車式ポンプとが重用されたが、これは世代交代の順序でもあった。この世代交代は

その熱効率上の優位性とポンプ側は定格回転で用い、従動側に高い制御性、即ち高精度の

無段変速･逆転機構を組込むというシステム構成の論理的帰趨でもあった。 

 そこで、物事の順序に従って日本海軍において使用された直動式水圧ポンプから観て行

くことにしよう。筆者の見るところ、これが前掲図 21 に描き込まれていたもので、800psi

時代の Armstrong 旧型水圧ポンプに他ならない。 

 

 図 23 日本海軍において使用された直動式水圧ポンプ(Armstrong 旧型水圧ポンプ?) 

                                                                                                                                                     

頁、参照。機関区で休んでいる蒸気機関車の給水ポンプのデッドスロー運転によって時折、

思い出したように響いた軋み声は今も筆者の脳裏に新しい。 
20 序でながら、単組ポンプと双組ポンプの弁装置に係わる内丸の記述(『喞筒』143~150 頁、

154~162 頁)は単なる事例解説の羅列に終始しており、理屈の繋がりが皆目見当らない。単組

ポンプにおける回りくどい弁機構は水筒側の吸込み･吐出し弁の着座がそれらに作用する

(自重と水流の)慣性力に因って遅れることに合わせて気筒ピストンを両死点において一旦待

機させるためのシカケであり、双組ポンプにおいてはシンプル極まる弁装置に設けられた

隙間(lost motion)によって呆気なく賄われた機能に過ぎない。 
21 cf., Machinery’s Encyclopedia with 1929 Supplement. Vol.V, p.180. 
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 『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第八拾圖。 

 

図中の水圧調理器(Hydraulic Governer )とは水圧装置の運転中、水圧モータの運転が突然停

止された場合等に生ずる圧力スパイクを感知して蒸気絞り弁を速やかに閉塞する装置であ

る。 

但し、上図のポンプの処を見ても、「喞子ノ往復各行程毎ニ吸入容積ノ½ノ水ヲ吐出スル

コトトナル」とか「喞筒ノ吸入ハ單働ニシテ排出ハ複働ナリ」などといった記述の真意は

今一つ窺い難かろう。直ぐに判るのは蒸気機関としてはそれが単式であったということ位

であろう。このポンプ側の単動･複動云々という点を明らかにしてくれるのがポンプ機構の

枢要部を拡大した次図である。 

 

 図 24 同上水圧ポンプ要部 

  

  『機關術參考書 附圖』1910 年 3 月、中一。 
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ポンプ･プランジャ棒が左に移動すれば右下の吸口弁よりプランジャ断面積×その行程

にほぼ等しい体積の水が吸込まれる。吸込みは単動である。プランジャが右に移動すれば

中間弁を経て水は “へ”の字の腔部へと送られる(吐出し 1)。プランジャが再び左に還れば(プ

ランジャ断面積とその½に等しいプランジャ棒の断面積との差)×その行程、即ち、吸込まれた水の½

にほぼ等しい体積の水が一番上の吐口弁から圧し出される(吐出し 2)。吐出しが複動というの

はこの意味である。 

 このように有効断面積の異なるプランジャの両面を用いるポンプは一般に差動プランジ

ャ･ポンプと呼ばれるが、海軍ではこれを単に差動ポンプと称していた。上図のポンプ要部

においては“┓”断面のリングが 2 つ見える。これは旋削削り出し品の外周を研削、擦り

合わせて調製された部品のように推測される。 

弾み車ポンプないしクランク･弾み車式ポンプ一般も直動式同様、シンプレックスとデュ

ープレックスとに大別され、こちらでは複式としてクロス･コンパウンドもタンデム･クロ

ス･コンパウンドも広く実用された。次図はクロス･コンパウンド型の竪置き複式デュープ

レックス･ポンプである。但し、これは水圧ポンプではなくボイラ給水ポンプである。 

 

図 25 並列複式デュープレックス型ボイラ給水ポンプ 

 

 内丸『喞筒』132 頁、第 142, 143 圖。 
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 その吐出し圧を更に高圧化するため、かようなポンプをタンデム･クロス･コンパウンド

に組上げたのが Armstrong 新型水圧ポンプである。日本海軍において永年に亘って使用さ

れた水圧ポンプはこれで、そのスペックは大凡、次表の通りであり、定格吐出し圧力は何

れも 70 kg/cm2(1000psi)へと引上げられていた。 

 

表 3 日本海軍において使用された水圧ポンプのスペック 

  

『帝国海軍機関史』下巻、617 頁、より。 

竣工は金剛 1913 年、扶桑･山城 1914･’15 年、伊勢･日向 1916･’17 年、長門･陸奥 1919･’20 年。 

 

 因みに、前掲『海軍機關教範』に拠れば、このポンプの実用最大回転数は 130rpm.、安

全弁啓開圧は 77 kg/cm2であった。 

以下、アームストロング新型水圧ポンプの構造的特徴について瞥見してみよう。弾み車

の直径は小さく、それほど積極的なカットオフ運転は実施されていなかったように見える。

平行運動装置なるシカケに依って両バンクの弁開閉時期の調和が図られているようである

が、その詳細については不明とせざるを得ない。側面図でも平面図でもほぼ中央を占めて

いる「水圧調速器」とは先に直動型で「水壓調理器」と呼ばれていたモノである。回転式

機械になったからかような名称に切替えられたのか、単なる誤記なのかについては不詳で

ある。 

 

図 26 タンデム･クロス･コンパウンド式の Armstrong 新型水圧ポンプ 2 面図 
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 海軍工機學校辺りのテキストらしいが、表紙落失に因り詳細不明。 

 

 もっとも、この図だけでは気筒構造が今一つ解り難いので、一部を断面で示した平面図
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をも掲げておく。これによって低圧吸鍔(Piston)棒の独特の構造が容易に理解されるであろ

う。機械式(遠心式)調速機が追加されたため「水圧調速機」は旧称に復して「水圧調理器」

となり、フレーム回りも変更された新型ではあるが、ポンプとしての基本構成は同じであ

る。フライホイールはベンチレーテッド･ディスクのようになってそのフライホイール･マ

スは却って小さくなっているようにさえ見えるが、鉛でも嵌入されていたとすればハナシ

は逆になる。 

 

 図 27 タンデム･クロス･コンパウンド式の Armstrong 型水圧ポンプ平面図 

 

 海軍工機學校『普通科機關術練習生(掌内火機械術専修)教程 機關術教科書(蒸汽機關 補助機械及補助装置) 附図』

1941 年 11 月 1 日、補第 9 圖。 

図下注記の○E 、○F は勿論、それぞれ低圧「ピストン」棒
．
、高圧「ピストン」棒

．
、の誤りである。 

 

 水圧伝動システムはこの水圧ポンプと水圧タンク(Hydraulic accumulator)、水圧主管
モトクダ

、同枝

管、水圧モータ、水圧シリンダ、排出管
リターン･パイプ

等によって構成された。この内、デリバリ側につ

いては手描きの図解が残されているので引いておく。 

 

 図 28 水圧システム(デリバリ側) 
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 海軍工機學校『普通科機關術練習生(掌機術専修)教程 機關術教科書 (巻ノ一)』(1938 年 11 月 1 日)、の元の

所有者に依る図。色鉛筆で赤、青、緑、茶色に彩色。 

 

複数設置され互いに連通された「水壓『タンク』内ニハ平素必ズ全量ノ四分の三以上ノ

水ヲ存セシムベク又其ノ附屬水漉ハ運轉ヲ終ル毎ニ必ズ開放檢査ヲ行ヒ次回ノ使用ニ支障

ナカラシメ置クヲ要ス」(『海軍機關教範』)と定められていた。水圧ポンプは運転中、「喞子

ノ往復各行程毎ニ吸入容積ノ½ノ水ヲ吐出スルコトトナル」(『機關術教科書』)ので、タンク

の水位は停止状態から定格回転数に達する間、徐々に低下して行き、爾後は負荷状況に応

じて若干の幅を以て変動した。 

運転中、仮にも水位が低下し過ぎて空気(気泡)が管路に入るとベーパ･ロック状態を生じ、

動力回収機器の作動が不如意となるばかりか、発砲の際に衝撃を緩和する駐退機の水圧系

統に空気が入れば圧抜けを起して極めて危険な状況が招来される。空気抜きコックは各所

に配置されていたが、空気混入自体を抑止するためにも水圧タンクの水準管理は極めて重

要な事項であった。因みに、次図において中図 C が駐退機のシリンダであり、駐退機とは

一種の水ダンパに他ならない。加圧は内部を絶えず水で満たすためになされる。駐退機の

下に設けられた H と I は砲身を前進･後退させる復座機の水圧シリンダである。 

 

図 29 駐待復座機の一例 
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『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第八十八圖。 

 

ポンプ機構の枢要部を拡大したのが次図であり、800psi 時代のそれと基本的に同一の構

造であるが、プランジャのリングは廃止されている。 

 

 図 30 Armstrong 新型水圧ポンプのポンプ枢要部 
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 海軍工機學校辺りのテキストらしいが、表紙落失に因り詳細不明。 

 

 このポンプの遠心式調速機とバネ式水圧調理器とを併用した制御システムは次図に示さ

れる通りであった。 

 

 図 31 Armstrong 型水圧ポンプの制御機構 
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 海軍工機學校辺りのテキストらしいが、表紙落失に因り詳細不明。 

 

 主要なデバイス、即ち蒸気絞り弁、遠心式調速機、バネ式調理器を拡大表示したのが次

図である。調速機は勿論、過回転を抑止する機構である。水圧調理器の構造が変更されて

いるのはひょろ高い旧型で首振り振動が酷く出たのに懲りたからであろう。 

 

図 32 Armstrong 型水圧ポンプ制御機構の主要ユニット 

 

海軍工機學校『普通科機關術練習生(掌内火機械術専修)教程 機關術教科書(蒸汽機關 補助機械及補助装置) 附図』

1941 年 11 月 1 日、補第 10 圖。 

 

 このレシプロ式水圧ポンプは先次大戦期のほとんどの日本海軍大形艦艇に使用された。

これ代って大改装された比叡に 1 基試用された Brown Boveri ターボ水圧ポンプ、その規模

を拡大の上、大和型戦艦 2 隻への全面採用を見たターボ水圧ポンプについては既に別稿に

て紹介しておいた通りであるからここで改めて云々することは避けたい22。 

 

ⅳ）水圧モータと整動機 

定格水圧約 800psi(56.2kg/cm2)時代から主として砲塔旋回装置に用いられていた水圧モー

                                                   
22 前掲拙稿「日本海軍洋上艦艇における補機駆動タービンについて」参照。 



40 

 

ターについては『帝国海軍機関史』に： 

水壓囘轉機械ニハ三個ノ水壓攏筒(オスシレーチング･ウオータアプレツシユア･シリ

ンダ)ヲ取付ケ其鍔ハ相互ヒニ對シテ一樣ナル角度ニ於ケル曲肱(クランク)ニ働カシメ

而シテ其運動ハ氣壓ノ砲塔囘轉装置ト等シク軸及ビ齧合装置(ツースト･ギーアリング)

ノ媒ニ頼リテ砲塔ニ移サレルモノトス23 

とある。 

この記述からして水圧機関は振り子機関の一種であるアームストロング式水圧モータで

あった。同じ資料は続けて： 

此水壓ハ砲塔囘轉機械ヲ運轉スルノ用アルノミナラズ尚ホ又一般ニ水力引揚機(ハイ

ドローリック･リフト)又大砲ニ装填シ又之ガ運轉操作ヲ爲スノ装置等數種ヲ運轉スル

コトニモ利用ス、既ニ説示シタル如ク此製式ハ多クノ場合ニ於テ艦船ノ種々ナル他ノ

補助機械ニモ及ボスチキハ計畫及ビ結構上ノ同一ナルコト簡単ナルコトヲ増進スルノ

途ニ於テ或ハ益スル所アルベシ 

と述べもている。 

従って、水圧モータに関してはその整一化が企図されていた様子が窺われる。 

 ここでは先ず、一般に良く知られている Armstrong 水圧モータの図を掲げておこう。反

弾み車側のクランクが片持ち式になっている点に留意されたい。その理由はこの図からは

窺い知り得ぬところである。 

 

図 33 アームストロング式水圧モータ 

                                                   
23 『帝国海軍機関史』上巻、391~392 頁、参照。 
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 機械學會『機械工學便覽』増補改訂版、岩波書店、1937 年、947 頁、第 182 図。 

 

 また、外からでは判じ辛いその作動メカニズムについては次の図に解り易く解説れてい

る。片側中空のトラニオン軸の内部を水の通路として用いているところがミソで、この点

においてはアレキサンドリアのヘロンの反動タービンと類似である。 

 

 図 34 Armstrong 式水圧式モータの作動原理 
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    『機關術參考書 附図』1910 年、中ノ四。 

 

なお、このアームストロング式水圧モータについては海軍の古いテキストに： 

三曲肱ヲ有スル揺動式ニシテ筩内ニ吸鍔
ピストン

形及筒形喞子
プランジャ

ヲ幷用シ吸鍔ノ表裏面積ハ一

ト二ノ割合ニシテ小面積ノ方ハ不絶一定ノ水壓力ヲ受ケ大面積ノ方ハ交互ニ壓力及排

出ヲ受ケテ喞子ヲ運動ス24 

などとも解説されている。しかし、本稿の読者は直ちにこれが安社式水圧モータの技術的

特質と安社式水圧ポンプのそれとを混交したオソマツ極まる解説に他ならないという点に

お気付きになるであろう。かように寝ボケた解説など無い方がマシである。 

                                                   
24 海軍工機學校『高等科掌機練習生教程 機關術教科書 全』1912 年 11 月 1 日、百四十四頁。 
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さて、次に掲げるのは正真正銘、日本海軍において砲塔旋回装置に用いられていた

Armstrong 水圧モータの図である。こちらも反動力取出し側のクランクは片持ち式となっ

ている。多分、『機械工學便覧』の図は海軍提供の元図を粉飾したモノだったのであろう。 

 

 図 35 砲塔旋回装置用 Armstrong 水圧モータ 

  

   『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第九十九圖。 

 

 続いて、この水圧モータの砲塔旋回装置としての装備状況をに目を向けよう。その配置

上、Armstrong 水圧モータには扇型の据付面に収まり易い形状が与えられていたのであり、
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反動力取り出し側クランクの片持ち構造はこの要件を満たすための設計であったことが理

解されるであろう。 

 

 図 36 Armstrong 水圧モータの砲塔旋回動力としての装備状況 

 

『機關術教科書 巻ノ三 附圖』1908 年 9 月、第九十六圖。 

 

 図 37 Armstrong 水圧モータの揚弾機動力としての装備状況 
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 同上書、第九十四圖。 

 

砲塔旋回機、揚弾機に水圧モータとして用いられた原動機としてはアームストロング式

水圧モータと別に固定星型 3 気筒の Brotherhood(武式)機関が存在した。ブラザーフッド機

関は元々、蒸気機関として発明され、エアモータや水圧モータとしても応用された動力機

であり、次に掲げるのもブラザーフッド蒸気機関の図である。ご覧の通りクランク室排気
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の単流機関であり、確かにエアモータとしてなら転用可能な構造となっている。 

また、本機関はトランクピストン構造でありながらピストンピンは無く、Sulzer の中速

ディーゼル機関の一部に見られたようなピストンと連桿小端部とにボール･ジョイントを

構成させる設計となっている。しかも、こちらはボール部に補助排気ポートまで設けると

いう念の入れようであった。クランク室の排気孔は据付場所の状況に応じて左右何れの側

にも対応出来るように配慮されてもいた。 

 

図 38 原型 Brotherhood 蒸気機関 

 

J.,A., Ewing, The Steam-Engine and Other Heat-Engines. 2nd. ed., Cambridge, 1897, p.372 Figs.179,180. 

 

 次に掲げるのもブラザーフッド蒸気機関の図である。こちらはヨリ常識的な構造を有す

る複流機関になっており、蒸気分配弁も従前のピストン弁から回転弁へと改められている。

この改良型なら水圧モータにも転用可能である。実際、水圧モータとして使用されたのは

これにヨリ近い構造を有するブラザーフッド水力機関であった。 
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 図 39 改良された Brotherhood 蒸気機関 

 

H.,W., Dickinson, A Short History of the Steam Engine. Cambridge, 1938, pp.146,147 Figs.37,38. 

 

 次図がそれで、I が給水管、N が排水管、K が回転弁である。 

 

図 40 Brotherhood 水力機関 

 

機械學會『機械工學便覽』増補改訂版(1937 年)、946 頁、第 179 図。 

 

さて、先に見たアームストロング式振り子機関と同様、ブラザーフッド水圧機関も発停･

逆転は即時かつ随意であり、内燃機関のように Pmax があるワケではなかったから、3 気筒
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でもトルクの均斉度は高かった。然しながら、制御性という点においてそれは前段階をな

した蒸気機関より遥かにマシであったとは言え、デッドスロー運転が得意というワケでは

なかった。このため、これを 6 気筒化して低速転運の更なる円滑化を図った改良型が各国

にて開発･使用され、日本海軍においては 1910 年竣工の戦艦 薩摩(安藝のレシプロ姉妹艦)にこ

の 6 筒型が用いられている。その図は未見であるが、恐らくその構成は 2 重星型 6 気筒で

あったのであろう。しかし、その程度ではサーボモータのような制御性には程遠かったと

考えられる。 

 これら旧世代の水圧モータを最終的に代替すべきヨリ高度の制御性を備えた水圧モータ、

それが 1910 年竣工の「河内砲塔旋回ニ用フル『ソース プレート』式ジヨン子ー傳働器ノ

如キモノモアリ」などと、採用当時、恰も珍奇な機構ででもあるかのような形で軽く言及

されていたメカニズム、即ち、Swash-plate 式の Williams-Janney Transmission ないしそ

の変形物である25。 

 上述の通り、ジャンネー･ギヤないしジャンネー整動機は一種の 斜 板
スワッシュ･プレート

式ポンプと斜

板式水圧モータをペアにした伝動装置であった。従って、これが用いられる場合には電動

機等の回転動力を要するのみであるから、中央装置としての水圧ポンプは必ずしも不可欠

の存在ではなくなる。 

仮に、中央水圧ポンプ･システムを残すなら、その枝管から可変斜板機構を有するジャン

ネー可逆･無段変速ポンプに水圧を掛けて可逆･無段変速水圧モータとして働かせるか、一

旦、他の容積型ないし速度型水力原動機を介してジャンネー整動機を駆動させるか、何れ

かの方途に訴えることとなる。前掲表 2 に見る「ジヨンネー斜盤式」と「ジヨンネー整動

機」との使い分けはその辺りの事情を反映した用語法であり、前者はジャンネー可逆･無段

変速ポンプを可逆･無段変速水圧モータとして用いた場合、後者は主として電動機によりジ

ャンネー･ギヤを駆動した場合を指している。敢えて他の水力原動機、例えば水力タービン

をジャンネー･ギヤの駆動に用いるといった実施例の有無については遺憾ながら詳らかで

はない。 

 明らかであるのは、日本海軍において使用されたジャンネー･ギヤには C 型と称してポン

プ(A end：起動機/A 筐)とモータ(B end：受動機/B 筐)とが結合されたモノ(金剛型･山城型の中口径砲

旋回機等：原動機種別不明)、K 型と称して両者が分離され 2 本の管で連絡されたモノ(金剛型･

山城型の電動予備旋回機等)があり、かつ、ジャンネー･ポンプの先に水力円筒(水圧シリンダ)を配

する使用法(金剛型･伊勢型電力予備俯仰機等)、ジャンネー･ギヤを電力予備旋回機に用い、その

B端を水力旋回機としても使用出来るようにしておく方式(伊勢型 76HP)、「三年式十四糎砲」

旋回機に採用された CD 型のようにポンプ側を小形高速化し(定格 1000rpm.)、モータ側は大

                                                   
25 海軍工機學校『高等科掌機練習生教程 機關術教科書 全』1912 年 11 月 1 日、144 頁。 

 この点において従来の「三筩式」、「六筩式」に代え、「明治四十五【1912】年進水ノ巡

洋戦艦金剛ニ至リ其ノ主砲塔ノ旋囘機械ニ始メテ水力發動機(Hydraulic Motor)ヲ使用セリ」

とする『帝国海軍機関史』下巻、618 頁の記述は誤りであり、同書 619 頁の表(本稿表 2)と

も矛盾している。 
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形低速(最大 110rpm.)として艤装性を高めたモノ等が実在したという点だけである26。 

なお、砲熕関係のみならず、この： 

  ウイルリヤムジヨンネーノ整動機ハ原動機ノ囘轉速度竝ニ其ノ方向ヲ變ズルコトナ

クシテ受動機軸ノ囘轉砲熕ヲ變換セシメ且其ノ速度ヲ静止ヨリ最大速度迄ノ間任意ニ

而カモ無限ノ漸變的ニ變更セシメ得ルノ特性ヲ有スルヲ以テ電動機或ハ内火式機械等

ノ管制法トシテハ極メテ重寶タルヲ逸セズ、仍チ砲塔内ニ用ヒラルルノミナラズ其ノ

應用ノ範囲年々廣汎ニ亘リ次項説述スルトコロノ舵取装置ヲ始トシ山城級ノ揚艇機械、

長門級ノ揚炭兼彈薬搭載機其ノ他揚錨機等ニモ利用セラルルニ至レリ 

とある27。 

しかし、我々はこの種の展開に目を向ける前に、①：これとは別の水圧モータについて

も瞥見し、②：砲熕関係水圧装置の製造や使用の実態についても尋ねておきたい。 

①はアームストロング(安社)式及びヴィッカース(毘社)式水圧モータに係わる挿話である。

即ち、前者との係わりにおける後者について『帝国海軍機関史』下巻に： 

  金剛ノ英國毘社ニ於テ建造セラルルヤ當時英國海軍ニアリテモ斜盤式水力機ヲ採用

セントスル状勢ニアリ、我海軍ニテモ此ノ式装置ヲ物色セントセシガ偶毘社ハ自家建

造ノ軍艦ニ工業上ノ敵手タル安社創製ノ水力機ヲ装置スルヲ深ク遺憾トシ苦心ノ結果

所謂毘社式水壓機ヲ案劃シ之ヲ金剛ニ装備セントスルニ至リシモノニシテ、本式ハ爾

後姉妹艦四隻及戰艦扶桑ノ三十六糎砲塔旋回機トシテ採用セラレタルモ其ノ分配弁坐

ノ製作困難ニシテ漏洩ヲ生ジ易ク水ハ同坐ノ注油孔ヲ逆流シ且吸鍔ヨリ漏洩セルコト

多ク油水混交シテ不都合ナルノミナラズ傳導齒輪ハ一二齒ノ噛合ニ依リ筩体ヲ囘轉セ

シムルガ故ニ齒輪ヲ不良ナラシムルニ止マラズ、激動ヲ起ス等ノ缺點ヲ有スルコト確

メラルルニ至リ扶桑ヲ最後トシ山城ニ於テハ計畫ヲ變更シ【ジャンネー】斜盤式ヲ使用

スルコトトナリ後全ク本機ノ採用ヲ見ザルニ至レリ 

とある。 

次図、左方の“H”が問題の回転式分配弁である。その機構は右上の添図に展開表示され

ているが、その形姿は聞きしに優る複雑矮小ぶりである。斜板の角度は固定式であるから、

ジャンネー可変モータとは異なり、速度調節や逆転は外から、つまり印加される水圧の大

きさや方向を変化させることに依るしかなかったように見える。 

斜板は回転体右端に圧入された傘歯車によって一様に駆動される。しかし、この歯車が

「筩体ヲ囘轉セシムル」ワケでは決してなく、回転体を動かすトルクはピストンと自由回

転斜板との間に作用するスラストの分力であり、歯車は単に斜板を追従空転させているだ

けである。しかし、出力軸は回転体からカルダン継手によって駆動されているようであり、

                                                   
26 『帝国海軍機関史』下巻、621 頁、参照。伊勢型 76HP の B 端を水力旋回機として使用

する場合、微調整は利かない筈であるが、記述曖昧につき詳細不明。 
27 同上書、622 頁。但し、最終行について、1936 年の改装以前における長門は重油専焼罐

と混焼罐とを装備していたから「揚炭」というのも確かに無くはないが、恐らく“揚彈兼

彈薬搭載機”の誤植であろう。 
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出力軸の回転角速度自体にムラを生ずる仕組みであることから歯車も出力軸から回転体を

通じてその反作用を絶えず喰らう格好にはなっており、この点において脆弱性を露呈した

のであろう。出力軸端部にオルダム継手が設置されている点は用意周到と言えようが、そ

れはこの根本問題に対しては何の効能も果していない。 

 

図 41 Vickers 型水圧モータ 

 

丹羽「旧海軍と流体装置(思い出)」図 3。 

 

 丹羽はアームストロング式水圧モータについても図を掲げてくれている。固定角度の回

転斜板を背中合わせに正対させた構造で、謂わば固定シリンダ 2 重筒型機関の体をなして

おり、図体、とりわけ直径の割にはトルクが大きかったであろ。また、回転式分配弁は歯

車装置を介して駆動される複雑な仕組みとなっている。また、この水圧モータにも内的な

変速･逆転機構は備わっていない。 

 

図 42 Armstrong 型水圧モータ 
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同上、図 2。 

 

②の問題、即ち、砲熕関係水圧装置の製造と使用の実態についても丹羽は貴重な証言を

残してくれている。海軍は機器類の開発については自らが所管し、その量産には民間工場

を活用していた。メーカーは愛知時計電機、日本製鋼所等であった。特許関係は単に踏み

倒したものかと想われるが確証は無い。 

ジャンネー整動機は前掲諸形式に比して大きく単純な形状の弁板を有していたが、それ

でも弁板摺動面に剥離と称される表面疲労破壊が多発し、圧力をかけた摺合わせによるそ

の修理には熟練技能が要請された。戦艦の砲塔搭乗下士官の中には摺合わせ工具一式を所

持し、自ら修理に手を下すベテランも居たという。 

砲熕関係水圧装置においては漏水が甚だしく、主砲砲塔内に入るには雨合羽が必要なほ

どであったが、渡辺 武 技術少将の創案になるクロム鞣しの V 型層成衛帯
パッキン

の導入により

1939 年頃にはこの漏水も抑制されるに至っていた。このパッキンを調製する原牛革は冬に

屠殺した毛穴の小さいもので体の部位まで指定されていた28。 

水圧装置回りのパッキンに係わる情けないほど手工業的な技術状況については『海軍機

関教範』に： 

  本装置ハ極メテ高度ノ水壓力ヲ使用スルガ故ニ各接手及塡坐ノ装備ニ關シ愼密ナル

注意ヲ加フベキハ勿論之ニ使用スベキ衛帯材料ノ選定竝ニ其ノ製作ニ關シテハ左ノ諸

號ニ留意スルヲ要ス 

                                                   
28 『海軍砲術史』にも 113 頁に「雨傘」、689 頁に「雨合羽」云々の記述が見られる。但し、

その水漏れの技術的克服についての言及は見出されない。 
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  滑動部ニシテ革衛帯ヲ使用セザル塲所ニハ麻製ノモノヨリモ礦油ニ浸シタル木綿衛

帯ヲ用フルヲ可トス 

  罐室其ノ他高温度ノ塲所ニ在ル水壓管ノ接手ニハ銅環衛帯又ハ石綿衛帯ヲ用ヒ其ノ

他ノ接手ニハ革若ハ木綿衛帯ヲ使用スルヲ可トス又排出管ノ接手ニハ一般ニ革衛帯ヲ

使用スルモ状況ニ依リ石綿衛帯ヲ用フルモ可ナリ 

  革衛帯ヲ装備スルニハ礦油ヲ塗抹シ柔軟ト爲シ装塡部ニ嵌メ木槌ヲ以テ均齊ニ輕打

シ決シテ金槌等ヲ使用シ滑動部ヲ毀損スルガ如キコトナキヲ要ス 

  水壓喞筒、水壓筩其ノ他弁箱等ノ蓋ノ取付ニハ「ガタペルチヤ」ヲ使用スルヲ可ト

スト雖モ元來「ガタペルチヤ」ハ比較的低温度(大凡攝氏五十二度)ニ於テ熔解シ且高壓

力ニ堪ヘザルヲ以テ喞筒、水壓「タンク」、水壓主管及排出管等ノ位置ニ依リ其ノ内

部ノ水ヲ著シク熱スルガ如キ装置ノモノ及高壓力ヲ要スルモノニハ之ヲ使用セザルヲ

要ス 

  「ガタペルチヤ」線ヲ以テ衛帯環ヲ製作スルニハ最初接手ノ溝ニ適合スベキ大サノ

線ヲ選ビ實物ニ就キ適當ノ長サヲ測定シ之ニ重ネ接ギノ餘裕ヲ加ヘ斜ニ切斷シタル線

ノ兩端ヲ火焔上ニ鎔解シ指頭ヲ以テ鎔解部ノ直徑ヲ一樣ナラシメ之ヲ冷水ニテ冷却セ

シム而シテ環ハ其ノ直徑過小ナルトキハ衰耗シ易キヲ以テ溝ノ許ス限リ成ルベク大徑

ニ製作スルヲ可トス 

  革製凹状、凸状又ハ曲環衛帯ヲ製作スルニハ最初所要ノ厚サヲ有スル適宜ノ大サノ

革ヲ約十分間微温湯ニ浸シ然ル後適當ノ壓形ニテ徐々ニ之ヲ壓迫シツツ不用部ヲ切取

リ其ノ儘之ヲ大凡攝氏四十三度ノ室内ニ於テ充分ニ乾燥セシメタル後再ビ壓形ニテ壓

迫ノ上鋭利ナル刃物ヲ以テ其ノ内端周圍ヲ圓形ニ削リ軟石鹸ヲ用ヒ堅キ木片ヲ以テ之

ヲ摩擦シ革面ヲシテ光澤ヲ帯ブル程度ニ平滑ナラスムルヲ要ス 

  革衛帯ヲ保存スルニハ「グリース」ノ中ニ入レ成ルベク低温度ノ塲所ニ格納シ置ク

を要ス29 

と記されている。 

文中の「ガタペルチヤ」は一種の天然ゴム guttapercha(グッタペルカ)である。そしてこれ

らは日本の現場技術者がアメリカ製油圧機器にふんだんに用いられていた合成ゴムや合成

ゴム製 O リングのことなど露ほども知らされずに居た頃の逸話である。 

とまれ、この国の支配層は現業人にグッタペルカの紐を斜めに切落しその端を火で炙り

指先で溶着成形する内職まがいの手仕事によって大艦巨砲主義の要諦をなす主砲操縦装置

のガスケットを調製させる傍ら、アメリカも同類と勝手に思い込み、これを向うに回して

全面消耗戦争に打って出たワケであるから誠に呆れ果てた蛮勇ないし“暗夜行路”ぶりと

嘆くしかない30 

                                                   
29 1935 年 5 月 6 日改訂版、275∼276 頁、1938 年 9 月 10 日改訂版、295∼297 頁。 
30 合成ゴム、合成ゴム製 O リングやアメリカ製油圧機器の優秀性については拙稿「三菱航

空発動機技術史 第Ⅱ部」、「同 第Ⅲ部」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載済み)、において取
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5．揚錨装置 

 ここでも最初の動力揚錨機は蒸気機関に依るものであった。図示されているのは竪型 2

気筒機関を原動機とする揚錨装置である。 

 

 図 43 蒸気機関駆動式ハーフィールド型揚錨装置 

  

海軍工機學校『普通科機關術練習生(掌内火機械術専修)教程 機關術教科書(補助機械及補助装置･蒸氣機關)』1941 年、補 

                                                                                                                                                     

上げておいた。但し、前稿に見た通り米海軍艦艇の砲熕駆動は電動を主とした。 
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第 7 圖。『機關術教科書巻之三附圖』1908 年、第四十二圖、第四十三圖も図は同じ。 

 

 その後、電動化が進められたが、小形の水上艦艇においては蒸気揚錨装置も残存した。

また、前掲図 13 のように電動油圧舵取り装置を有し、舵取り油圧ポンプを原動機となし得

る艦艇にあっては後部揚錨装置を自動管制油圧式とする場合があった31。 

 

むすびにかえて 

 『帝国海軍機関史』に「大正十一年補助機械ニ對スル造船造機ノ所掌變更アリ、舵取機

械及揚錨機械ガ造機ノ所掌トナリ」との記述が見える。そして実に、この所掌変更こそが

電動油圧舵取り装置導入の契機をなしている。また、大戦期の砲熕関係水圧装置に目を遣

れば、ターボ水圧ポンプのみは砲熕部に代って造機部が引き受けるという巡り合わせを生

じている。海軍における造機、即ち動力プラント部門の開発部隊は補機技術における進歩

の担い手をも兼ねていたワケである32。 

ところが、明治~大正中期までの所掌関係については管見の及ぶところではないが、度々、

引用させて頂いた『機關術教科書巻ノ三附圖』(1908 年)を筆頭に明治末期以来の海軍におけ

る機関術のテキスト類を見る限り、機関術の守備範囲に砲熕関係を含む多くの水圧補器が

含められていたり、補機の名の下に主機･主ボイラ･主復水器直属補機のみが対象とされて

いたり、また砲熕関係レシプロ水圧ポンプが復活せしめられたりとその編纂方針は区々で

あり、この間の所掌関係に関しては首尾一貫せぬこと夥しかったと想像させられざるを得

ない。 

筆者はかつて内燃機関の分野において電気点火系が「発動機側からは補機中の電気部品

として、又電気側からは発動機因子を多分に含んだ特殊機器としてお互いに充分解析し盡
つ

くし難い様に思はれ」て来たとの至言を紹介したことがある33。 

恰も内縁機関における点火装置の場合と同様に、海軍艦艇における水圧補機は本籍不詳、

古くは造機部に身を寄せ、ある時期には船体部門や砲熕部門に寄寓せしめられるという

蝙蝠
こうもり

的存在に終始しつつ、住所不定でも何でも兎に角、間に合う存在でさえあれば良しと

認知されて来たように見受けられる。『海軍砲術史』における砲熕関係水圧･油圧機器に関

する記述が貧相を極めるのもこのためであろう。向きを変えられない砲など無用の長物そ

のものである筈なのだが。 

そして、この事態は日本の兵器技術体系の通弊として指摘される艤装ないし取りまとめ

技術総体の不備と関係するところ大であるだけでなく、兵装優先の余り艦全体のバランス

さえ顧みず、兵員や動力装置には只管、皺寄せしておけば事足れりとした歪んだ計画思想

の一表現をなすように想われてならない。当該補機がなまじ水圧･油圧機械などではなく電

                                                   
31 生産技術協会『舶用機関の艤装』下巻、68 頁、『昭和造船史』第 1 巻、683 頁、参照。 
32 引用は『帝国海軍機関史』下巻、711 頁、より。 
33 拙稿「低圧電気点火システムについて」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載済み)、参照。 
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気機械であったなら、却ってその専門化を通じた全体的視野の確立が要請れていたのかも

知れぬが、この歪みの病根は偏執的な兵科万能思想に在った。 

 凡そ艦艇兵器がさざ波を喰らった位ではひっくり返らない程度にはバランスが取られて

おり、信頼性が高く時代遅れでないことは軍備の大前提である。それさえ満たされていな

い状態で、況や手内職的技術体系をバックとして近代消耗戦に兵を送るなど言語道断、論

外中の論外である。かような問題点の解明には技術史固有のあくまでも内在的にして客観

に徹した眼が向けられなければならない。 

然しながら、ある国で誰が如何なる思想の下に如何なる組織を構築して如何なる軍器の

体系を整備しようと、仮令、その出来が良かろうと悪かろうと、大艦巨砲主義が時代遅れ

であろうとなかろうと、一旦、機械化戦争が始まってしまえばどの
．．

途、殺し殺され合う兵

は庶民であり、畢竟、戦に勝ったところであらゆる代償と引替えに彼らやその眷属が与る

のはせいぜい好景気のお零
こぼ

れ程度に過ぎない。無論、敗ければ、殺されれば全ては画餅に

帰す。 

安穏に生き永らえた権力者たちは勝てば権力欲･支配欲と物欲の超過充足間違い無しで

ある。負けたところで、果ては負ける潮時を計り損ねるが如き醜態の極みを曝したような

場合においてさえ、彼らは狡猾に幕引きを演じ、権力･財力機構の延命を手に入れようとす

る。そして、間違い無く国家の支配層は今後共、かような挙動を繰返すであろう。 

よって、軍事技術史を客観的な眼で振り返り、物質の言葉を以てこれを語る必要性が如

何に切実であろうと、今を生きる我々が自らを究極的に守る手立てを今様軍事技術のあれ

これの中に求めようとする軽挙だけは是非とも斥けたいものである。 


