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むすびにかえて

4．ロ号艦本式ボイラの創製と基本構造

艦本式ボイラについて渋谷は：

……旧艦本缶で問題を起したのは大正10【1921】年2月タービン改善に関する審議会中に

行われた駆逐艦秋月【秋風】の耐久力試験に於て多数の缶管が破裂並に屈曲を生じたこと

である。其の原因は主として降路管を除去したことに起因するものと認められた。当時英

海軍で降路管を除去したと言うので塩谷（信武）機関少佐の発意により除去したものであ

るが，降路管を除去した為に操舵の際駆逐艦の如き大傾斜をなすものに在りては一時缶水

循環の順調を欠き，缶管過熱の疑ありと言うのが当時の審議会の結論であった。

当時塩谷氏は缶水循環の一台実験をなすべく計画を樹てて居たがこれが実行には至らな

かった。其の他缶に対しては缶管の焼損，屈曲，腐蝕等次ぎ次ぎと故障は絶えなかったが

逐次改善され，軍用機関として其の名を恥しめざる缶に仕立てられたのである。

と述べている36）。

但し，これは後にイ号の欠陥対策型として創製されたロ号艦本式ボイラをも含む総括でる。

即ち，イ号艦本式ボイラは大艦用には1913年の金剛型巡洋戦艦の2～4番艦 比叡，榛名，霧

島に初装備される予定となっていた。しかし，イ号における水ドラムの亀裂発生が見出され，
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36）『旧海軍技術資料第1編』（2），149頁。
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この部分や蒸発管レイアウトを改造対策したロ号艦本式ボイラが急遽，開発されることになる。

ここで正確を期しておけば，建造当初の金剛のボイラは上の引用にあるような艦本式などで

はなく，現在，呉の大和ミュージアムに鎮座している本家ヤローの製品であった。他の金剛型

巡洋戦艦に装備されたのはその改良型と称するイ号及びロ号艦本式ボイラであった。即ち，恐

らくはタッチの差ということなのであろう，1911年11月4日起工の比叡は計画通りイ号のま

ま建造されたが，それぞれ翌・12年3月16日，17日起工の榛名と霧島にはロ号が装備されて

いる。因みに，金剛のヤロー，その他3艦のイ号，ロ号何れも混焼ボイラで，火床は小さく，

よってその基数は36を数えた。

なお，榛名，霧島の竣工は1915年4月19日となったから，これまたタッチの差でロ号艦本

式ボイラ装備艦の嚆矢は両艦より遅れて・14年12月1日に起工されたものの，小艦ゆえに一

足早く・15年3月15日，竣工に至った樺型駆逐艦の1番艦，樺に奪われることとなっている37）。

渋谷は肝心のイ号艦本式ボイラからロ号艦本式ボイラへの進化に係わる技術的要点について

次のように述べている。

……この【イ号】艦本式缶は3ドラム式のものでヤーロー缶の直管に対して適当なる若干

のカーブをもたしたものである。水ドラムはラッパープレートを有し，円筒ではなかった

が其の後春雨の缶の水ドラムのラッパープレートの曲り目に生じたグルービングの為に大

爆発を起したのでラッパープレートを廃し，円筒型に改造した。これをロ号艦本式缶と称

しこれが旧海軍で最も広く，又最も長く使用されたものである38）。

もっとも，ラッパープレートの訳語は側板であるが，これなら後のロ号にもあった。それど

ころか，側板は1枚板を丸めて胴部を成形でもせぬ限り，無い方がオカシイような部材である。

しかも，ヤローの図や製罐作業中の写真を見ても，大きく曲げられているのは側板ではなく肉

厚に優る 管 板
チューブプレート

両端の垂れ下がり部であった。

これに対して『昭和造船史』第1巻は水ドラム「上下両板の継目に深い腐食を生ずることが

発見せられ，金剛のヤロー式ボイラにも同じ欠陥を発見したので，……」などとこれまた見て
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37）『昭和造船史』第1巻，776～777，778，788～789頁，拙著『舶用蒸気タービン百年の航跡』28頁，

参照。

なお，『帝国海軍機關史』下巻，401頁の表の中程，402頁の表，大艦，大正二年の項，それぞれ

「ヤーロー」は誤りで，正しくはロ号艦本式ボイラである。また，呉市の大和ミュージアムにある金

剛のヤロー・ボイラの前の解説プレート写真説明，それが霧島に搭載中のボイラなら「ヤーロー」で

はなくロ号でなければならない。

38）『旧海軍技術資料第1編』（2），146頁。春雨のボイラ爆発については同書，9頁にも「大湊におけ

る春雨の大事件以来全部をロ号式に改め」云々とある。

なお，「ヤーロー缶の直管」云々について付言すればヤローの場合，かつて金剛に装備されていた

それの如くケーシング外に各翼 2本の湾曲した降路管が露出している場合においても内部の蒸発管自

体は直管であった。
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来たように語っている。しかし，結局のところ亀裂発生部位が側板であったのか管板であった

のか，それとも側板を管板と接合する目板の部分であったのかについては詳らかにし得ないの

である39）。
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39） 引用は『昭和造船史』第1巻，443頁，より。

図25 古いロ号艦本式ボイラ

機械學會『國産機械圖』1932年，より。本書には図番があるのみで頁付けは無い。
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この点に関してこれ以上の詮索は不可能である。続いて上図に掲げておいたロ号艦本式ボイ

ラの初期の姿を御覧頂きたい。このボイラ，一人前に過熱器は付いているが，記入されている

寸法は未だインチ・システムである。インチ・システムということから1924～・27年にかけて

竣工した追風
おいて

型駆逐艦（船体の分類では神風型と睦月型に跨る）までの世代に属する艦に用いられ

たボイラということであろう。これなら圧も18.3kg/cm2であり，軽度の過熱もなされていた。

但し，実際に装備された主ボイラは重油専焼ばかりであった。次の妙高型巡洋艦からであれば

始めからメートリックで設計されていたのではないかと想われるのであるが……。

それにしても，如何に時代遅れとは言え，かような図面が限定配布ではあれ世の中に出され

ていたこともまた意外とせざるを得ない。なお，機械學會のミスなのかどうか，混焼罐と重油

専焼罐とに関するキャプション，記載データはアベコベである。

ロ号艦本式ボイラの円筒形の3つのドラムは2枚の半円筒形の鋼板を内外2重の目板を用い

る「二重目板鋲突キ合セ接手」で鋲接した胴部を有し，水管（蒸発管）を植込む方を管板，

他方を側板と称した。罐用壓延鋼材の内，鋼板は第一種から第四種に分かたれたが，それぞれ

P及びSの含有率0.04％以下のN付きと各0.05％以下のN無しに再区分されていた（記号

SB39N,SB39，SB44N,SB44，SB34N,SB34，SB41N,SB41）。これを繋ぐ鋲材も鋼板と同様に第

一種（SBR34N,SBR34，SBR41N,SBR41），第二種に区分けされていた40）。
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40） 横須賀海軍工廠教習所『圖學教科書』造機之部，巻一，1937年，37頁，参照。

なお，横須賀海軍工廠特修科工術練習生教程・工術練習生教程『工術參考書』1936年6月，「第二

編 造機造船造兵材料」に拠れば，39Nも39も抗張力は39～47kg/cm2，44は同44～55，34は34～ →

図26 二重目板鋲突キ合セ接手

横須賀海軍工廠見習職工教習所『工作法教科書』（造機部用），1935年，39頁，第44図。

横須賀海軍工廠工員養成所『工作法教科書』造機ノ部 見習科二學年，1943年，36頁，第49圖も同じ。
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孔だらけになる管板は強度保障のため側板よりも厚い材料が使用されていたが，後者との接

合部は同じ厚さになるように削がれていた（図35，36参照）。また，管板には降路管が取付け

られる場合もあった。

大きな重油専焼型ロ号艦本式ボイラともなれば，その蒸気ドラムの内径は1200mmを超え，

水ドラム内径は600mm以上にも達した。もっとも，先に見た通り，また，ヤローの処方に倣

い，過熱器を備える場合，過熱器側の水ドラムには小径のモノが用いられた。

次図に示すのは左右管�の挟み角がやや拡大された新しタイプのロ号艦本式ボイラである。

この拡大は効率云々よりもボイラ全高抑制のための方途であったと考えられる。但し，新しい

とは言い条，寸法は相変わらずインチ・システムで記入されている。
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→ 41，41は41～48と定められており，Nの有無に係わらず引っ張り強さに差は無く伸びも等しく，か

つ，P，S含有率も0.04％以下とあり共通である。管板，胴板には39N，鏡板には41Nが多く用いら

れたようであるが，詳細は記されていない。39,44,34,41というランダムな列挙法は『圖學教科書』

と共通である。

また鋲材は第三種（SBR34N,SBR34），第四種（SBR41N,SBR41）が掲げられており，抗張力はNの

有無に係わらずそれぞれ34～41，41～48とある。用途記載は第四種のみで，ボイラ本体の鋲にはN

付きが用いられ，後者の使途としては送風機械扇車鋲のみが挙げられている。

図27 一般的に知られているタイプの過熱器付ロ号艦本式ボイラ

『造機學教科書 巻之一，第一編 罐及罐部關聯諸装置』附図，第15図（A）。

『帝国海軍機關史』下巻，522頁，第百十八図はこれを簡略化したもの。
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熱交換に係わる枢要部ではないが，上図に見られるようにボイラの脚は水ドラムに取り受

けられていた。投炭能力の制約のため余り大きな火床面積を取り得ない混焼ボイラには4つ，

左様な制約の無い重油専焼ボイラには6つの脚が与えられていた。脚には台板にボルト止め

するタイプのものと台板上の溝の中をスライドし得るものとがあり，次図に示すやや新しい

タイプと思しきモノの内，右側は前者，左側は後者である。なお，ボルト止めと称しても，

脚に明けられているのは軸径より大きな馬鹿孔であったから，脚は前後左右に約16mm滑

動することが出来た。また，この脚は主蒸気管にストレスを及ぼさないような位置に配され

た。

飽和型のロ号艦本式ボイラの要部ないし臓物は次図のような左右対称の一般的な設計となっ

ていた。

総数4000～5000本に及ぶ蒸発管には全て良質の水管罐及油加熱器用の冷間引抜継目無鋼管
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図28 艦本式ボイラの脚

同上書，第22図。

図29 飽和型のロ号艦本式ボイラ要部

松村・千葉・宮原『最新・原動機』59頁，第47図，より。
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（STW41N）が用いられた。これはマンネスマン穿孔法によって得られた鋼管を繰返し引抜いて

所定の寸法に成形したモノで，その材料自体は単なる炭素鋼であった。この材料が用いられた

のは管板への嵌入部を冷間でかしめて拡管するため特殊鋼のように加工の前後に熱処理を必要

とするモノは使用し難かったからである。やがて見るように，円ボイラには冷間引抜継目無鋼

管（STS41）と熱間仕上継目無鋼管（STS43）とが混用された41）。

大出力のロ号艦本式ボイラにおいては火焔に直接触れる内側数列の蒸発管はやや大直径とし，

かつ，若干，内方に湾曲させ，応力を逃すような配慮がなされていた（図30，参照）。通常の燃

焼度においては最も内側の1～2の管列がボイラ全吸収熱量の�近くを受取り，他の管列は合

計して約�を受け取るに過ぎないとされていたからである42）。

それ以外の蒸発管は大部分，外径1� in.の真直ぐな管であったが，外側の数列はドラムへ

の取付けと拡管作業の確実化を図ってドラムへの挿入部のみ，若干，屈曲せしめられていた。

蒸発管の列数は次第に増加し，21列に達するモノまで現れていた。但し，過熱器を設ける場

合，過熱器側の列数は6列少なくされ，かつ，蒸発管の径を若干，大きくすることとされてい

た。

20世紀後半には蒸気条件高度化を実現するためボイラ・チューブに特殊鋼が導入されるよ

うになる。特殊鋼製継目無鋼管の大量生産を可能にしたのはガラスを潤滑剤とすることで鋼の

熱間押出を実現したユージン・セジュルネ法と呼ばれる熱間押出法である。現在，様々な特性

を有するボイラ・チューブがマンネスマン穿孔法，ユージン・セジュルネ法ならびに後者と同

様プレス穿孔法に分類されるエルハルト法によって自在に製造されている43）。

なお，艦艇関係においても材料規格の改廃は当時の日本のお家芸であった。海軍が使用した

ボイラ用引抜継目無鋼管の規格称号は最終的には表1のようなモノであったらしい。上述の規

格との対応関係や中間的諸階梯の有無については不明とせざるを得ない。

その適用規格は表2の通りである。

参考までに，この表にある日本工業規格におけるボイラ用鋼管規格は表3のようなモノであっ

た。臨JESであるから制定発表され始めたのは1939年，以後，敗戦まで拡充が継続された正
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41） 横須賀海軍工廠特修科工術練習生教程・工術練習生教程『工術參考書』にも水管罐及油加熱器用継

目無鋼管として冷間引抜のSTW41N＝抗張力41以下，円罐用継目無鋼管として冷間引抜のSTS41＝

抗張力41以上（以下とあるが誤植），熱間仕上のSTS43＝抗張力43以上が掲げられている。これはJES

一般用継目無鋼管規格と並行するモノであり，JESのST44は抗張力44kg/cm2を超える冷間引抜継

目無鋼管を指した。19世紀末に実用化された偉大な生産技術であるマンネスマン穿孔法について簡単

には拙稿「C53型蒸気機関車試論」における注記をご覧頂きたい。

42） 燃焼度は普通，石炭専焼ボイラ・混焼ボイラにおいては単位火床面積 m2・1時間当りの燃焼量kg，

重油専焼ボイラにおいては過熱器含をむ単位受熱面積m2・1時間当りの燃焼量kgと定義される。

43）『旧海軍技術資料第1編』（2），162頁，五弓勇雄編『金属塑性加工の進歩』コロナ社，1978年，133～

139，280，560～561頁，新日鉄住金㈱『ボイラ用シームレス鋼管』20122013年，参照。
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真正銘，戦時中の規格である44）。

海軍が使用したボイラ用鋼管各号の製造法は大略，表4の通りである。
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表1 海軍が使用したボイラ用鋼管

生産技術協会『造機設計標準』（下巻），1954年，288頁，より。

表2 同上の適用規格

同上書，288頁，より。

44） 因みに，1955年のJIS規格は表中の歯抜け部分が埋まりヨリ拡充されると共に，強化されている。

肉厚11mm,12.5mmが加えられたのは高圧化に対応する措置であった。生産技術協会『実用工学便

覧』改訂版，山海堂，1963年，179頁，参照。
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内側の1～2列云々とあったが，内側2列の蒸発管とそれ以外との区別も当然ながら規格化

されていた（表5）。

以上の規格各号は管端面の塗色により区別された他，刻印を打って区別された。また，表面

の疵（模様）についても定められていたが，それらと管の腐蝕との関連性はほとんどないとい

うことが判明していた。
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表3 日本標準規格（臨JES）における罐用継目無鋼管

生産技術協会『實用工學便覧』山海堂，1951年，179頁，より。

表4 海軍が使用したボイラ用鋼管各号の製造法

生産技術協会『造機設計標準』（下巻），289頁，より。
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さて，次図に示されるように蒸気ドラムの後部から過熱器に至る蒸気管に塞止弁V1を設け，

蒸気ドラム前部に別の塞止弁V3を設けた装置においては過熱器に故障を生じた場合，これら

の塞止弁を閉鎖して運転を続けることも可能であったが，多くの場合，かくすれば過熱器の焼

損が招かれるため，これは止むを得ぬ時以外，執ってはならない措置とされていた。
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表5 同上の使用標準

同上書，289頁，より。

表6 同上の識別法

同上書，290頁，より。
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技本式過熱器はドラムと3群の管から成る。蒸気はドラムの後端から内径106ないし230mm

ほどの管を通ってAからドラムに入り，Bにて第1群のU字管を通り，Cから第2群のU字

管に，Dから第3群のU字管に入った後，Eに戻り，Fから塞止弁に至る。後年の設計にな

る過熱器においては過熱管が2群に編成されていた。

原設計の過熱管は全て外形28.6mmのU字管5列（長門型混焼ボイラでは4列）から成り，第

1群の並びは21ないし23本，第2群はこれプラス1～2本，第3群は更に1～2本増しとなっ

ていた。

過熱器を取付けた艦本式ボイラにおいては補機に蒸気を送る際，蒸気ドラムに補助塞止弁を

設けて飽和蒸気を供給する，主塞止弁から少量の過熱蒸気を送風機のみに送る場合に蒸気ドラ
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図30 過熱器付ロ号艦本式ボイラのドラム，管，過熱器配置の実体図

『造機學教科書 巻之一，第一編 罐及罐部關聯諸装置』附図，第24図（A）。

図31 技本式過熱器ドラム

同上書，第23図。

『帝国海軍機關史』下巻，523頁，第百二十圖もほぼ同じ。



経済学雑誌 第115巻 第4号

ムと過熱器出口とを25～35mm程度の管で連絡しておき，湿潤な飽和蒸気を過熱蒸気に混入

させるといった緩熱措置が講じられることもあった45）。

碇泊中，暖機中ないし待機中等において過熱蒸気が必要とされない場合，過熱器の焼損を防

止するため過熱器側に燃焼ガスを通さぬよう煙突下部の塞板を閉じる，あるいは主蒸気管と補

助蒸気管との交通弁を設け，補機のみに蒸気を送る際にも一部の蒸気を過熱器に通し，主塞止

弁から送り出した後，補助蒸気管に入るような配慮がなされていた。

1� in.径の蒸発管列には邪魔板が取付けられていた。Aは蒸発管を正しく整列と火焔当り

の平均化を狙ったモノであり，古くは鋳鉄製であったが，Alメッキ鋼板製に置換えられた。

Bは旧式の厚さ約3mmの鋼板製邪魔板であるが，煙突がボイラの後方にある場合はその使用

が定められていた。

降路管は罐囲＝ボイラ・ケーシングの外に通された内径75～100φの管で，蒸発量の大いボ

イラには缶水循環を促進しボイラ内部温度を平均化し，ボイラ効率を向上させ，スケール附着

抑止するため降路管の設置が定められており，その本数及び断面積は増大する傾向にあった。

重油専焼ボイラの燃室周囲は耐火煉瓦が巻かれていた。更に，その表面には煉瓦と珪石等を

混ぜた粘土を薄く塗布すべきものとされていた。次の図は重油噴燃器13個を有する重油専焼・

飽和型ロ号艦本式ボイラ前後壁の耐火煉瓦施工状況を示す。
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45） 送風機ないしボイラ通風装置については拙稿「日本海軍洋上艦艇における補機駆動タービンについ

て（�）」にて紹介される。

図32 飽和型ロ号艦本式ボイラのドラム，蒸発管，邪魔板A，B

同上書，第15図。

松村・千葉・宮原『最新・原動機』59頁，第47図をも参照。
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艦本式ボイラは駆逐艦型と戦艦型とに分かたれたが，本質的な差が在ったワケではない。駆

逐艦型ボイラを例に採れば，耐火煉瓦壁の厚さは大凡：

前壁 上部 50mm 側壁 上部 63mm

前壁 下部 100mm 側壁 下部 100mm

後壁 上部 75mm

後壁 下部 100mm 底 部 88mm

であった。

なお，重油専焼ボイラの底は3mmの鋼板の上に18mmの石綿板を敷き，耐火煉瓦を置い

たモノで底板の接合部には∩断面のカバーを載せ，重油の漏出を防いでいた。

使用される耐火煉瓦には225×225×（63ないし118），225×113×（63ないし88）等，数種類に

分かたれた。また，煉瓦固定ボルトの使用状況は添図の通り，ボルトの軸径は全て20mmで

あった。

41

図33 重油専焼型ロ号艦本式ボイラにおける耐火煉瓦の配置・取付け状況（その1：前面）

同上書，第19図。
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噴燃器エア・コーンの周囲は4つの専用煉瓦で正方形に包まれていたことが判る。その2辺

の長さはコーンのサイズによって種々あったが，その厚みは100mmに統一されていた。コー

ンと煉瓦との間には隙間を設け，空気を引込んでその焼損を防いでいた。コーンの取付け状況

については次図に混焼ボイラにおけるそれが示されている。エア・コーンをカバーする空気囲

には風塞板が取付けられていた。これはワンウェイに作用し，重油の燃焼に必要とされる空気
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図34 混焼型艦本式ボイラの焚口附近と火床棧（火格子）

同上書，第20図。

図35 艦本式ボイラの火床棧（firebar）

同上書，第21図。
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の取り込み口となる一方，炉内圧力が急激に高まった場合にはひとりでに閉じる安全装置でも

あった。

焚口戸は鍛鉄ないし鍛鋼製であったが，その内側には鋳鉄製の裏板が取付けられ，その内面

には石綿が貼付けられていた。表板には裏板に冷却空気を通わせるための多数の小孔が穿たれ

ていた。

火床棧は鍛鋼ないし鍛鉄製であったが，後者の方が主流であった。3枚構成のモノが用いら

れることもあったが，棧のピッチは15.88ないし14.29mm（�ないし�in.）の2種類に定めら

れていたようである。火床面積に応じて火床棧は2～3列敷かれ，繋ぎ部分は火床棧受によっ

て支えられた。石炭の燃焼に必要な空気は主に炉の後壁に設けられた給気口から供給されたが，

微妙な加減は焚口戸下方に備えられた鋼板製の灰落戸の開度により人為的に調節された。灰受

皿（図では灰皿）には2～4時間の全力汽醸によって生ずる灰を収容し得る程度の容量が与えら

れていた。

火室側面における耐火煉瓦の施工状況は次図に示される通りであった。
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図36 ロ号艦本式ボイラにおける耐火煉瓦の配置・取付け状況（その2：側面）

同上書，第19圖。



経済学雑誌 第115巻 第4号

艦本式ボイラのケーシングについて駆逐艦型を例に採れば：

前面中央囲 耐火煉瓦の外側に約12mmの石綿板を当て，3mm程度の鋼板で覆い，

その外方は混焼ボイラでは50mm，重油専焼ボイラでは125mmの空隙を設けた上，

1.5mmの鋼板に3mmの石綿を裏貼りしたモノで覆う。これを含め，ケーシングに用

いられた鋼板は全て亜鉛メッキ鋼板であった。

後面中央囲 耐火煉瓦の外側に12mmの石綿板を当て，その上に9mmの石綿と珪石

と石綿の混合物を挟んだ鋼板を被せる。

両側および翼囲 側面の水ドラムから上と翼面は2.28mmの内板と1.6mmの外板とで

12mmの石綿，珪石と石綿との混合物を挟んだモノでカバーする。管保護板の厚さは

1.8mmで，燃室に近い個所においては保護板の代りに18mm内外の石綿，珪石と石綿

の混合物とを0.8mmの鋼板で巻き付ける。

水ドラムから下の側面は混焼ボイラ，専焼ボイラ共に12mmの石綿板と4.8mmの鋼

板で囲う。

というのが標準的手法であった。その時代相からすれば当然とするしかないが，何処も彼処も

石綿ばかりである。

戦艦型でも駆逐艦型でも両翼の前面には450×250mmないし525×250mmの長方形の掃除

口を3～4個設け，かつ，上方には約400φ，下方には約175φの，あるいはその程度の楕円形

の掃除口を設け蓋をしておく。混焼ボラではこの蓋に煤吹き装置の取り付け口が設置された。

なお，海軍工機學校のテキストに拠れば，ロ号艦本式ボイラにも水壁，恐らく水冷炉壁の採

用例があったようであるが，図は無く，それが定着したのか否かも不明である46）。

蒸気内管は蒸気ドラム内の最上部を通り，塞止弁箱に接続している。通例，その上半面には

円周方向に多数の切れ込みが設けられており，蒸気内管は船体の動揺や気水共発に際して水が

機関に送られるのを防ぐため，局所的に大量の蒸気を取り込むことなく全水面から平均に蒸気

を取入れるような形状となっていた。蒸気内管の下面には邪魔板が付設され，ここでも水分除

去が行なわれた。

ドラムの両端には皿状の鏡板が鋲接されており，前部鏡板には点検用の楕円形マンホールが

設けられていた。また，蒸気および水ドラム内にはボイラ板の電気的腐蝕を防ぐため，保護亜

鉛が取付けられた。亜鉛をイオン化させることで鉄のイオン化を防いでいたワケである。

1938年に印刷された海軍工機學校のテキストには過熱器の装備法として，「近時ハ兩蒸發管

ノ管�間ニ蒸發管ト直角ニ装備セラル 47）」とある。実際，左様な図も何故か同時代の学会員

向けに限定公開されており，寸法表記はメートリックに改められていた（図39）。もっとも，
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46） 海軍工機學校普通科機關術練習生（掌機術専修）『機關術教科書』（巻ノ二），1938年，65頁，参照。

47） 海軍工機學校普通科機關術練習生（掌機術専修）『機關術教科書』（巻ノ二），1938年，67頁。
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図37 艦本式ボイラの蒸気内管（主・補）とその蒸気ドラム内取付状況

同上書，第28図。

図38 ロ号艦本式ボイラのドラムにおける保護亜鉛板取付状況

同上書，第30図。
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かような設計が例えば“ロ号艦本式ボイラ後期型”といった具合に定着したのか否かについて

は不明である。

ロ号艦本式ボイラは概ね30kg/cm2，350℃の蒸気条件止まりで調製された。艦の計画時点か

ら40kg/cm2の蒸気圧で調製されたロ号艦本式ボイラは1940年10月26日竣工の陽炎型駆逐艦

天津風（400℃），・43年4月30日竣工の島風（同）のそれみであった。ドイツ商船Scharnhorst

を買収し1943年12月15日，改装竣工した空母 神鷹は当初装備されていた52kg/cm2のワグ

ナー（WagnerBauer）・ボイラに管の破裂他のトラブルが酷く，これらの駆逐艦並の蒸気条件

を持つロ号艦本式ボイラ（蒸発量116t/h）に換装された48）。
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図39 的新しい世代の過熱器・空気予熱器付ロ号艦本式ボイラ

日本機械学會『改訂 国産機械図集』1937年，17頁。

なお，本図の寸法はメートリックになってはいるものの，主要寸法の箇所は切り貼りの形跡がある。こ

れはインチシステム云々ではなく実際とは異なる数値に置換えられていたのであろう。但し，見苦しいだ

けなので画像処理によってその痕跡は消去してある。

48） ワグナー・ボイラにつてはcf.,Smith,ibid.,pp.312,313.但し，3胴式に似ているという記述はあ

るが，図は掲げられていない。神鷹のロ号艦本式ボイラの蒸発量については島田定一「艦本式ボイラ

に於ける石炭と重油燃焼の比較」『燃料及燃焼』第21巻 第10号，1954年，より。この値はロ号艦本

式ボイラとしては最大級のそれであった。




