
In April 2022, Osaka City University and Osaka Prefecture University marge to Osaka Metropolitan University 

坂上茂樹. 南極点到達雪上車 KD604,KD605 (<技術解説>「機械遺産(65)」). Lema. 2017, 528, 74-78. 

 

南極点到達雪上車KD604,KD605 (<技術解説>「機

械遺産(65)」) 
 

坂上 茂樹 
 

Citation Lema. 528; 74-78 
Issue Date 2017-07 

Type Journal Article 
Textversion Publisher 

Right 
このコンテンツは、「私的使用」や「引用」など、著作権法上認められている適切な

方法にかぎり利用できます。その他の利用には、著作権者の事前の許可が必要です。 
 
 
 
 
 
 
 

Self-Archiving by Author(s) 
Placed on: Osaka City University Repository 



砂技術解説「機械遺産 65J

南極点到達雪上車 KD604， KD 605 

The South Pole Expeditionary Snowmobile KD 604 . KD 605 

図 l 機械遺産65南極点到達雪上車 (KD604 & KD 605) 

国産雪上車前史

本邦初の雪上車は 1929年.アメリカから輸入

された FordのT型ないし A型ベースの改造事

であった それは乗用車の後車軸を 2軸化し.簡

単な履帯を履かせて駆動部とし，前輪の代りにス

キーを履かせて改造雪上率としたようなモノであ

る これらのハーフ ・トラック類似車両は多様な

気候条件に彩られた広大な国土を有するモータリ

ゼーション先進国アメリカにおいては当時.汎用

されていたらしく，今日でも彼の固では愛好家た

ちによって動態保存され.ネット上に多くの動画

を見ることもできる.

その仲間が大倉喜七郎によって購入され，妙高

高原赤合で災仰jしている.その後.やや本格的な

履帯緊強装世を有するモデルが導入され，やがて

個人の手を雌れ， 日本内燃機によってその改良が

継続された 1938年に至り一応の成果が現れ.

性能的には登坂力がサッパリという芳しからざる

水準を脱し得なかったものの.くろがね号.... 雪

上車として軍に数台買上げられる一方.赤倉観光

ホテルにてスキー客や荷物輸送用ソリの牽引車と
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しでも若干が試用された(図 2)l}. 

ホテルで試用された数台の “くろがね号"雪上

車は車両登録を行い.自動車として公認されてい

た.その申請書によれば，機関の諸元はボア

7.8cm. ストローク 9.5cm. 8気筒で排気位

3.620 cm3
. 定格出力 80馬力であった. 短小なボ

ンネット内に収容可能な8気筒機関は V型8気

筒をおいて他になかった.

上記の寸法で正 しく計算すれば排気封は

3.632 ccにならねばならぬという点はともかく.

このあたりの数値を見れば直ちに察しが付くのは

上の数値が初期 FordV 8機関の寸法そのものと

いうことである.すなわち.ボ、ア3・1116in 

(77乃 mm). ス トローク 3・3/4瓜 (95.25mm). 

排気品3.631ccである.開発もなにも. 日本内燃

機がやったのは FordV 8改造雪上事いじりで

あった.基本的な改造パーツ自体も輸入品であっ

fj幾彼工!}!年鑑JHß布115 1f発行(1940年 10 月 ) .322 頁.~7 図

型式:5F型 排気温 ・3.915cc 

会長:4.240mm 登板力 (新雪上)・1/8

全幅:1.8∞mm 登坂カ(庄雪上): 115 

重量:2.αlOkg 牽引力 {圧匂上): 1.αlO -2.αlOkg 

定日 3名 迷皮 (圧雪上): 40 km/h 

積極Hl:氏lOkg
図 2 日本内燃後の 5F型雪上車
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た可能性が高い 巣せるかな.細谷の著書， 3頁

に凶1.3bとして掲げられた"くろがね号 "lli~_ 

fj[のラジエータ・ グリ lレなど， '37年型フォード

V8のそれに酷似しており .同ーの金型で打たれ

たパネルの使用をうかがわせているのである 2)

"くろがね号"雪上車については他にも若干の

情報源が見出される. 一つは f機械工卒年鑑jの

記事である これを解説データともども.再録し

ておく.

このデータでは排気量が増大したことになって

いる.しかし 再びPageibid. p. 783を参照すれ

ば.上に掲げられた排気量が'39年投入の Mer-

curyならびに FordV 8上級車型搭載用 95馬力

型機関のサイズ.すなわちボア 3. 3/16 in. 

(80.96 mm)，ストローク 3・3/4in.(95.25 mm)か

ら導かれる値と等しいことが判明する この寸法

で厳常に計算すれば排気量は 3，922ccとなるが.

これは端数の丸め方次第である.

今一つは写真だけ.それも日本雪氷協会の紀要

『雪氷j裏表紙を飾ったn本内燃機自身による広

告で.意図的にか.肝心な部分は見えない構図で

ある (図3). 

<15がね@

雪Jニ自動車

El*内締脱線式曾紅
r3氷j第6巻第 5号. 1944年 5月.裳表紙より.

新勺上を手干易に 40粁時にて快走する本社製勺上自動olI.とある.

図3 “くろがね号"雪上自動車の広告

これを要するに. 1城間市場的領域のこととはい

え， 日本内燃機で実施された雪上車“開発"なる

ものの実態はフ ォード V8の改造車いじり.ない

し猿Jl似的改造の連鎖に過ぎず.到底.オリジナ

リティーがうんぬんされるべき開発の体をなすモ

ノではなかった 日本内燃機には 1932年，国産

化されていた Chevrolet部品と内製鈎鍛造粗形材

機械仕上げ品とを組み合わせ. fl本自動車製の車

体を被せた和製シボレー・トラ ックを造った前歴

がある. トヨタによるシポレー機関コピーに先立

つ壮挙(?)ではあったが.それは手色;としてなら

未だしも事業として一体なんの足しになるのか.

およそ理解に苦しむ道楽であった. 雪上卓いじり

もこれに劣らぬ主観的開発にすぎなかった 3)

戦後の内地向け国産雪上車

戦後の我国では民間人や民間企業によって細々

と雪上車開発が再開されたものの大成はには至ら

なかった.一方.官界においては林業合理化を狙

う林野庁によ って 1949年より雪上軍開発が推進

され.ニ ッサン ・トラ ック (改造は日本内燃機製

造 [商号変更])，ヂャイアント・コンドル三輪ト

ラック (新愛知起業→愛知機械工業)ベースのハー

フ・トラ ック型雪上車が試作されたが.それらは

すべて立ち枯れに終った一方.新潟県も・48年

以降，独自に研究を進め， '51年からは大原鉄工

所による全装軌式雪上車“ふぶき lサ"の開発を

パックアップ. トヨタ B型ガソリン機関を装備す

る“ふぶき lサ"は同年末に完成した.その後.

同社は国内唯一の雪上車メーカーへと成長した 4)

これとは別に，lL朋装軌車両メーカーであった

池貝自動車製造は国家地方幹察本音ISの要請の

下， '511Cより雪上車開発に若手し， '52年の吸収

以降.その事業は小松製作所に引き継がれ， '53 

年にトヨタ F型ガソリン機関を装備する初号

機"スノー ジープKC20-1 "がリリ ースされた.

両車の開発に際し技術的参考に供されたのは米

軍の M29 C WeaseI雪上車であったが.国産2

車の機構には個性の相違が現れていた.小松

KC20系雪上車はその後.民需展開にも一定の成

功を収めていくことになる 日.

同じころ.米軍供与のウ イーゼル雪上車を試用

していた瞥察予備隊は国産雪上車開発の必要性を

意識し独自に行った3車の比較試験データを元

に・53年.大原鉄工所に 53式 OII型雪上E与を試

作せしめた その後， 53式 OII型雪上車には改

75 
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造が施され.その実績をベースとして大原と小松

の合作たる 54式 3トン雪上車，両社の共同受注

になる 55式 3トン雪上率が開発された部隊に

おけるその試用実績を踏まえ.車体各部を強化し

た 60式 3トン雪 七車が制式化された.それらの

機関もまたトヨタ F型(105馬力)であった.比

出力の大きさ.低価格. fb1i.鼠始動性.部品補給の

容易さがその選定理由であった.

一方.部隊ではより牽引力の大きな大型雪上半

へのニーズが大きいことが判明した.このため.

小松製作所を半担者として大型雪上率の開発が進

められることとなる その機関にはトヨタ F型.

いす -::GD12型(135馬力 ).Mercury MFK型

(165馬力:トルコン付き)が試用された.いすす

自動車は石油製品統制廃止後間もない・52年 12

月.陸箪統制系 DA40系デイーゼルの 5mmボ

ア・ア ップ強化型である DA48型デイーゼル機

関の投入 ('53年9月)に先んじて，これをベー

スとする共通シリンダ ・ブロックの大排気量ガソ

リン機関 GD10型(130X!f;力)を酷寒時の確実な

クイック・スタート性が求められる消防ポンプ車

向けに開発していた. GD 10型の改良型がこの

GD 12型であり.般終的には GD150型(145馬力)

となる.やがて大型雪上車用機関としてトヨタ F

型は脱落するが.いすずGD12型機関もマーキュ

リー機関も語上での牢引走行時の燃費は 1km/ e 
を下問り.その実J.H性に対しては大いなる疑問符

が投げかけられた.

そこで. '59年からは機関をいすすDA120型

いす て自動車i附 『いす ぜディ ーゼルエンジンDAM取扱，克明性1
1970 SF. 1 n.より

図4 いす .，:DA 120型ディ ーゼル機関の外観

76 

八[j]位三 ・i:l1i{{ 強編 『内燃機関ハンドプ yクj，;VJ ft幹!内
1960年.600頁ι 図 5.3.1 

図5 いすまDA 120型断面図

ディーゼlレ機関(図 4.5)にターボ過給を絡し

た DA120 T型に代えての試験が続行される.

DA48型のパワーアップ呼称変更版がDA110型

(105馬力).その 10mmストロークア ップ版が

DA 120型 (118馬力).その過給版がDA120T 

型であった.問機関は 155馬力の最大出力を有し

GD系ガソリン機関と同等の軽量性を有していた

うえ.無過給版は部隊に多数配備されていた 6輪

駆動トラ ックや民間商用車にも汎用されていたか

ら部品の補給性にも不安はなかった.バ ッテリー

の進歩によか低温始動性に対する不安も払拭さ

れていた.その成果をとり込んで制式化されたの

が 61式大型雪上車(車両重量 5.2トン)であり.

本唱をも って雪上車のデイーゼル化は決定的な方

針となった.また，その廉価版はわずかながら大

原鉄工所によって民間にも供給された.

南極向け雪上草

1955年 11月，南極観測参加の閣議決定と共に

雨振向け雪上車の|摘発がスタートした.当初から

基地設営用の建設機械や自家発電装置との問の燃

料統一性に鑑みて雪上車デイーゼル化の大局的方

針が建てられていた試作車のベース車体として

は中型に属する小松 KC-20-3型が選ばれたが.そ

の時点ではデイーゼル雪上車に係わる経験がな

かったため，試作雪上車のパワーユニットの内訳

は3J丙がトヨタ F型ガソリン機関と機械式動力

伝達系. 1両がいす£製トルコンをクラ ッチ代り

にJIlい手動 2段変速機をこれに従えたいす f

DA 220型デイーゼjレ機関 (DA120の4気筒版.

産業動力刷:図 6)となっていた. DA 220はsR
和基地の自家発電用にも 2基.使用された (明屯

舎製三相交流発電機直結， 60Hz.1.8∞rpm. 
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いすぜ自動車(11<)rいすぜディーゼルエンジン DA220 L~J.取扱説
明容J1966年.巻頭グラピア

図6 いす ジDA220型ディーゼル機関とその性能幽綜

20 kVA).また.その排熱は氷雪を融かして生活

用水を得るための熱源として役立てられた 6)

南極における国産雪上半の実働は国際地球観測

年に当る '57年の第 l次隊から始まり.デイーゼ

ル化， トルコン化のメリットが確認された翌年

の第 2次隊においてはデイーゼル雪上車が主力と

なっていたが.海氷の状態が悪く接岸に失敗した

ため，それらは実用されぬまま持ち帰られた.第

3次隊においても海氷輸送ができなかったため.

デイーゼル雪上車は活蹴の場を見出せずじまいと

なったそれでも.・59年. 3次隊が上陸した際.

第l次隊が残した発電機が1年のブランクにもか

かわらず織なく始動したことによって.国産バッ

テリーの優秀さが確認されたことは意義深い体験

であった.これは 2顕の機太犬との再会の陰に隠

れた今一つの挿話である 7)

小型デイーゼル雪上司王の本格的な活躍が始まっ

たのは・60年の第4次 ー第6次隊においてであ

る.その後.南極観測はしばし中断されたが.そ

の再開に当っては l年目の・66年に 1阿， 2年目

の'67年に 2両の大型雪上車 KD60を送り込んで、

試用経験を重ね. 3年目の・68年.新たに3両を

送り，これらによって南極点旅行を敢行するとの

目標が掲げられた

このため. KD60型は 61式大型雪上車をベー

スとしつつ.標高約 2800mの南極点に到達する

ため高地仕様の過給ディーゼル機関を搭載し

-60tに対する耐寒性.氷雪の悪路断破性.耐

久性を備え.長途の旅行に必要な居住性と大量の

物資の運搬に堪える強大な牽引力を有する雪上車

として計画された 機関は 61式大型雪上単にも

装備されていたいす "DA120型に AirResearch 

(米)製の排気ガスタービン過給機を組合わせた

DA 120Tに外燃・温水式ヒータを備えたものと

定められた.

排気ガスタービン過給機においてはあるね度ま

での外気圧の低下ならば，これを背庄の低下とい

う形でタービン出力の増大に利用可能である.こ

のため，それは高地仕様機関に打ってつけの過給

機となる.また充電発電機としては小形 ・大容

量のオルタネータが選ばれた.始動電動機にも

バッテリー電圧降下時にも起動大きなトルクを発

tlliし得るもの (2輔減速型?)が採用されたよう

である.

試作車 KD601は小松を主担にいすずが機関と

変速機を分担して・65年に完成した.圏内での試

験や改造 ・慣熟を経て 601は・66年 1月.南極に

持込まれ.走行試験に供された 601の囲内試験

の成果を反映した KD602. 603 (トラ ック型)は

軽量化重視の設計となり，大型転輸の採用により

t部転輸は廃l卜.されたつまりは 74式戦車のよ

うなスタイルである.

これら 2両は・67年.昭和基地に揚陸された

601の南極での試用経験や 602，603の実献を反

映した KD604， 605. 606 (トラッ ク型)は・67

年に完成した.その機関はいすまDA640 T型へ

と変更されていた. DA640は・59年に DA120 

のボアを 2mmアップした 130.I~力機関として開

発されたが.オイル消費量が多く .・66年にシリ

ンダ ・デッキハイト増大伴うピストンおよびライ

ナの変更.組合せオイルリング.内蔵式オイルクー

ラー，パーシャル・オイルフィルタの採用.クラ

ンク紬フィレット部へのロール加工等によりよう

やくその安定性を増していた.塚川 知によるい

すずXM51型排気ガスタービン過給機を装備し

た市販の DA640T型 (図7)の最大出力は 170

馬力であったが.エア ・リサーチ装備の南極用雪

上車用 DA640Tにおいては負術半を下げるた

め. 出力はあえて DA120 Tなみに抑えられ

た・68年 1月， KD 604-ω6の3両は南極に揚

陸され，さまざまな試験に供された 剖

南極点旅行には KD605， 606. 603の先発隊

が・68年 9月24卜1.後発の KD604が同 281司に

それぞれ出立し途中に設営されたキャンプにて

合流した.旅行の総行桂は 141[1に及び，致命的

なエンジントラブルにより往路途上で放棄;された

77 
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いす Y 自動車(附 『いすぎディーゼルエンジン DA型取扱説明哲1

2頁，より 噴射ポンプ右横の膨らみ部が内蔵式オイルクーラー

図 7 市販のいすぎDA640 T型機関 (いすぎXM51型排

気ガスタービン過給機付き)

603を除く 3両が・68年 12月 19日，南極点に到

達. '69年 2月 15日に11tH日基地へと帰投した

生き残った大型雪上車 KD60型はその後.増

備された 609まで，引き続き彼の地で活躍を続け

た. しかしながら，経年と酷使による老朽化が進

むと共に部品補給にも困難をきたすようになって

きたため， KD60型は・86年 1月 を も っ て 全 車 退

役し.次世代の SM50S型に道を譲った.

国産第二世代雪上車の雄， SM50S型は大原鉄

工所の開発になる防衛庁 78式雪上車 (SM 50) 

の派生車型であり，機関には 73式自動貨車にも

用いられていた V型 8気筒のいすず8PA1型

(175馬力)が装備された 引.

その後.南極用大型雪上車は SM100 S型へと

代替わりを遂げ.その機関としては直列 6気筒の

いす百6RB 1 T (280馬力)が使用された 自動

車用デイーゼル機関は排出ガス対策デバイスで満

艦飾とならざるをえず， v型機関では紘装性に無

理をきたすかっこうになっている.東日本大震災

のi車波を被った陸自トラックの中でIlft-，稼働を

続けたかの 73式自動貨車(→ 3112 tトラック)

のそれもすでにいす ~'6 UZ 1系 直 6機 関 に 置 換

えられて久しい.

1)細谷昌之 rEI本の雪上司王の歩みJ1主i立極地研究所. 2001年. 1 -4頁.参!!自.なお.本節はtnl紛の一部をほぼ再掬し

たものである 日本内燃機の戦前から戦後にかけての技術史的足取り全般については拙稿「日本内燃機"くろがね"軍用車

両史一一-95式"側車付"と“四起"の技術と際史的背景 J (大阪市立大学学術機関リポジ卜リ後戦).参!収

2) cf. V.. W.. Page. The Ford V 8 Cars and Trucks--Construction一Operation-Repair.N. Y. 1940. pp. 23守 112.114. 777. 
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3) トヨタによるシポレ一機関の継続的イミテーション行為についてはtIIl稿 「戦前・戦時期の国産中 ・大型自動車用機関

について(1)J r経済学雑誌j第 111巻第2号.2010年9月(大阪市立大学学術機関リポジトリに:!'t載).参!!明

日本内燃機の雪上車については 「クラシック Bikeジャーナル 367くろがね 日本内燃機戦前三輪 四起編J48頁に

も若干の言及が見られる.そこにはまた.アメリカの製品をまねたト|本内燃機の除雪車が紹介されているが.珍しいという

だけの試行であった

4)本節の記述はおおむね細谷riijtUr日本の雪上事の歩みjによる その他の参考文献については個々に注記しておいた

5)民需用 KC20系雪上車の一つについては山本峰雄 ・近藤政市・平尾 収・亘理 厚編『自動車ハンドブックj朝倉嘗庖

1962年 536-537頁.参照ー

6) いす 1におけるトルコン開発については拙著 『伊藤正男一一 トップエンジニアと仲間たち一一j 日本経済評論社

1998年， 167-169頁.参照.当該のディーゼル発電機についてはいすぎ自動車側 『いすぎ自動車史J1957 ]'''. 137頁.いすず

ディーゼル技術 50年史編集委員会 『いすずディ ーゼル技術 50年史jいすぜ自動車附特許・技術情報部. 1987年. 145. 

146， 319頁.参照.

7) rいす 1ディーゼル技術 50年史J145. 320頁.参照.

8) DA 640型については1.. 1上容. 128 -131頁，参1m 内蔵式オイルクーラーは油iEが冷却水温度より低い時には油加熱

器として.逆の場合には油冷却器として作用する. 日本機械学会党に輝いたいすぎXM51 型排気ガスターピンの開発につ

いては拙若 f伊藤正男一一トップエンジニアと仲間たち一-J163-165頁.参!m.伊藤正男氏は「後日.石川島橋熔製や

アメリカのエアリサーチ製のものを購入して比較しましたが.塚川君が開発したものが断然後れておりました.特に盛挨に

対する防衛ができておりませんでしたjと問怨しておられる.

XM51型は 1960(・58?)年以降，石川島芝illiタービンに移管されており，2001年の生産打切りまでに XM61型と合せて

累計 3.890基，製造された石川島矯磨重工業側過給機プロジェクト部記念誌編集委員会 rIHr率両府逃給機の歩みとター

ボ技術 1950-2000J 2002年. 4-5. 28. 30頁.参照

9)いす ':PA系機関は行き過ぎた高回転・高出力志向という誤れる設計思想の下に開発され.伊藤正男氏の眼力により.

73式向動貨車への正式採用決定以後，急きょ.設計変更され，やがてその方針を延長して PB.Pc. PE系へと発展した

この点については 『伊藤正男一一トップエンジニアと仲間たち一一j第十fti.参照
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