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はじめに

本稿は旧稿「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）に対する短い続編であり，台車の構成部品として車軸軸受の先に位置する輪軸と呼ば

れる機械要素のアメリカにおける技術史に目を向けた論考である。

1

1） 因みに，タイトルに・otherCircularSections・として掲げられているアイテムは具体的にはトロッ

コ車輪，天井走りクレーン等の車輪，蒸気機関車のピストン粗形材である。

図1 鉄道輪軸

UnitedStatesSteelProductsCompany,WroughtSteelWheelsandotherCircularSections,

ForgedSteelAxles.N.Y.,1926,p.70（以下，WheelsandAxlesと略記）1）.



輪軸，即ち車輪と軸は機械要素の一つであると共に，粘着走行をコトとする鉄道車両におい

てはその最も枢要な部品をなす。それは鉄道車両においては車軸軸受と共に構造技術サブシス

テムと動力技術サブシステムとの接点を確保するアイテムであり，コロとの類縁性を遺憾なく

発揮して絶えず車体支持機能を遂行しつつ，駆動力ないし制動力を受ければたちどころに回転

するテコとしての本質を顕現させる。

アメリカ製の鉄道輪軸については戦前の外地，とりわけ満鉄における長い使用実績があった。

朝鮮については承知しないが，台湾，阿里山森林鉄路にもシェイ・ギヤード蒸気機関車と並ん

でアメリカ製の貨車が永らく用いられて来たから，アメリカ製輪軸の使用に関しては台湾とて，

つまり瓣慶號の時代のみならず20世紀前半の日本とて例外ではなかった。

本稿は1900～・40年代のアメリカにおける鉄道輪軸の技術史を概観する試みである。永らく

鍛造，それもタイヤ別体車輪で通して来た日本とは対照的にアメリカでは鋳鉄，鋳鋼および鍛

鋼製一体車輪に長い歴史が刻まれており，今日においても鋳鋼製のそれがかなりの幅を利かせ

ている。それらのルーツはなべてこの時代以前のアメリカに在った。

以下，20世紀前半のアメリカにおける鉄道輪軸の歴史をその背景ないし周辺技術と併せて

略述して行くが，この作業は戦後，アメリカで辿られた進化史を選択的に摸倣したわが国にお

ける鉄道輪軸技術史を観るために必要不可欠な物指を提供する作業ともなろう。

1.車輪

1）タイヤと輪心

LocomotiveDictionary1st.ed.（N.Y.,1906）はAmericanRailwayAssociation―Mechani-

calDivisionの前身たるTheAmericanRailwayMasterMechanics・Associationの出版物と

して編纂された。その後，同書は飛躍的に拡充された1919年の5th.ed.,LocomotiveDictionary

andCyclopediaを経てLocomotiveCyclopediaofAmericanPracticeとなる。そして最後に

はこれと並行して版を重ねて来たCarBuilders・CyclopediaofAmericanPractice.と統合さ

れてCarandLocomotiveCyclopediaofAmericanPracticeと改題の上，1990年代まで版を

重ね，アメリカ鉄道車両業界における浩瀚な実務便覧として愛用され続けた2）。
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2） 同書はその編纂方針が必ずしも一定しておらず，車両･部品について画像情報の集大成に偏してい

たり記述的説明が豊富であったり，機械加工についても解説の力点が工作機械自体に置かれたり現場

での具体的工作工程に置かれたり，索引が充実していたりいなかったりという風であったが，今となっ

てはこの方面における最も，あるいは唯一信頼すべき体系的技術史資料となっている（以下においては

LocomotiveDictionary（1906）等と略記）。

なお，米国鉄道協会＝AmericanRailwayAssociation・A.R.A.・は後に ・A.A.R.・＝American

AssociationofRailroadsと改称している。改称時期は不明ながら，管見の限りでは 1934年には

A.A.R.となっている。



このLocomotiveDictionaryその他の同時代資料に拠って以下，20世紀初頭のアメリカに

おける輪軸事情を窺ってみよう。先ずは車輪，それもタイヤと別体の輪心について。

同時代のイギリスにおいて鉄道車両用車輪の輪 心
ホイールセンタ

にはしばしばパドル炉（後述）の産物で

ある錬鉄が用いられた。錬鉄時代の初期，鉄道車両用タイヤはタイヤ断面に圧延成形された棒

材をリング状に丸めて鍛接する工程によって製造された。しかし，1840年，マンチェスター

にP.R.JacksonandCo.を設立したPeterRothwellJacksonにより発明されたタイヤ・ミ

ルが1851年のロンドン万博にてPrizeMedal受賞作となった。当時，この機械は横軸型であっ

たようであるが，その後，竪軸型へと改められ汎用された。

なお，20世紀初めには輪心自体にもハブ一体型と別体型とが混在していた。その後，輪心

はハブ一体の鋳鉄や鋳鋼製に，タイヤは鋼製へとシフトしたが，ジャクソンのタイヤ圧延機の

基本構造は鋼の時代に入ってからも永らく踏襲された。勿論，現在のリング・ミルはその後裔

である3）。
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3） タイヤの製造については布目『鐵及鋼の壓延作業法』279～285頁，参照。但し，そこに見られるジャ

クソンの発明年代に係わる記述は凡そ出鱈目である。なお，P.R.JacksonandCo.は布目が奉職し

ていた八幡製鐵所に1906年，タイヤ製造プラント一式を納入したメーカーでもある（Grace・sGuide，

参照）。

なお，住友金属製鋼所のタイヤ･ミルによる譽航空発動機の鋼製クランク室粗形材圧延のエピソー

ドについては拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」（大阪市大学学術機関リポジトリ登載）を，戦後のわ

が国におけるタイヤ製造工程については廣重 巌『輪軸』交友社，1971年，79～83頁，参照。

図2 タイヤの成形（鋼塊の変形過程とタイヤ・ミルの原理）

向井哲吉『最新 簡易製鉄術』丸善，1915年，第七十九圖，第八十圖。

鋼塊の変形過程図については布目四郎吉『鐵及鋼の壓延作業法』丸善，1917年，

第二百三十三圖も同じ。タイヤ・ミルの原理については同，第二百四十圖もほぼ同じ。



アメリカの蒸気機関車の先台車車輪，動輪，炭水車車輪も鋳鉄ないし鋳鋼製輪心に鋼製タイ

ヤを焼嵌めたモノが主体であった。鋼製タイヤは水圧プレスないし蒸気ハンマで予備成形され

た後，タイヤ・ミルによって圧延されたが，これは上に見たイギリス流の工法に他ならない4）。

次図はフィラデルフィアのStandardSteelWorksCompanyにおける機関車動輪タイヤの

製造工程である。鋼塊は連続加熱炉，“チーズ”を成形する蒸気ハンマ，“ブランク”を成形す

る・beckinghammer・，タイヤ・ミルを経てタイヤの形状へと成形された。

鋳鉄はキューポラで溶解，鋼は平炉鋼ないし電気炉鋼と定められており，鋳鋼は鋳込みの回

数が少なければ坩堝
る つ ぼ

によって，多ければ平炉や後には電気炉によって溶解されたものと考えら

れるが，材料製造技術については別途，後述する。

輪心が鍛鋼製圧延輪心である場合，次図右1～4のような工程によりその成形が行われた。

これはKrupp（独）におけるそれとして紹介されているが，タイヤと輪心を別体鍛鋼製とする

限り何処でも基本的手口が大同小異であることはタイヤの成形工程を観れば納得されるところ

である。

タイヤは輪心に焼嵌め（熱膨張させて圧入）された。鋼製タイヤの締め代は1907年，A.R.A.

標準として輪心が鋳鉄または鋳鋼製で直径66in（1676mm）以下の場合，直径1ftにつき� in，
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4） cf.,LocomotiveDictionary（1906）,pp.94～95.

図3 StandardSteelWorksCompanyにおける機関車動輪タイヤの製造工程

LocomotiveCyclopedia（7th.ed.,1925）,p.593.
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図4 鍛鋼製タイヤと輪心との成形工程

堀岡米吉『鍛錬鍛造』下巻，河出書房，1944年，228

頁，第245圖，より。

図5 タイヤと輪心との結合補助法各種

LocomotiveDictionary（1906）,p.409Figs.4559～4564.



直径が66in以上の場合，直径1ftにつき� inと規定された5）。

しかし，当時，タイヤは輪心に焼嵌められた他，その輪心からの脱落防止にボルトや様々な

様式の保持環（止め輪）が動員される場合が多かった。図5に示される諸例の内，Fig.4561の

Mansell保持環は焼嵌めの効果が怪しくなって来た時の補修に用いられる手口でもあった。し

かし，・20年代に入るとアメリカでは単なる焼嵌めが主流となって行く。

標準的な踏面形状は本線旅客機関車，同貨物機関車，入換機関車といった用途に応じ，次図

に示されるような具合に定められていた。

この規格の制定年は不明であるが（1893年?），若干カットされたり追加されたりしながら

1907年，・13年，・17年，・20年とメインテナンスされて行った。1920年のタイヤ鋼の化学成

分に関するA.R.A.推奨値は以下の通りであった6）。
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5） cf.,LocomotiveCyclopedia（1925）,p.588.

6） cf.,LocomotiveCyclopedia（1925）,pp.588～590.

図6 MasterMechanics・標準踏面（フランジ付車輪とフランジ無し車輪）

ditto.,p.447Figs.4882～4883.

表1 タイヤ鋼の化学成分に関するA.R.A.の推奨値（1920年）

LocomotiveCyclopedia（1925）,p.589.



2）タイヤと輪心の一体化……一体車輪

ⅰ）鋳鉄製一体車輪

他方，アメリカにおいては主として鋳鋼品専門メーカーによって吹かれた蒸気機関車の動輪

を除き，蒸気機関車の炭水車や一般客貨車用にタイヤと輪心とを一体成形したチルド鋳鉄製一

体車輪や鋼製圧延一体車輪を用いる例が早い時期から観察された。筆者が目にし得た資料の

偏りもあろうが，広告の露出度から観るに AssociationofManufacturersofChilledCar

Wheelsなるメーカー（連合?）の羽振りが良かったようである。しかし，この会社の実態につ

いては不明である。

その広告にはチルド鋳鉄で造られた車輪のフランジは鋼製レールとの摩擦係数が低く，かつ，

その踏面は鋳鉄製ブレーキ・シューとの摩擦係数が低いため走行抵抗が小さく，ブレーキ装置

への負荷が低いと謳われていた。もっとも，これらの諸点に係わる具体的なデータは何処にも

掲げられていない。

件のチルド鋳鉄とは冷し金を仕組んだ鋳型を用いて鋳込みを行い，ここでは車輪踏面および

フランジとなる部分の表面を急速凝固させてFe3C（セメンタイト）に富む硬い組織とし，高い
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図7 A.R.A.標準鋳鉄製一体車輪の形状規格（1893年制定，1923年改訂）

ditto.（1925）,p.663Figs.1586,1587,p.664Figs.1588,1589.
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図8 A.R.A.標準鋳鉄製一体車輪の形状規格（1928年追加改訂）

LocomotiveCyclopedia（9th.ed.,1930）,p.846Figs.1980～1983,CarBuilders・Cyclopedia（13th.

ed.,1931）,p.856Figs.2476～2479.



耐摩耗性を付与した鋳鉄である。この硬化層は切削加工にかからないため，仕上げは研削加工

によることになる。

チルド鋳鉄車輪の冷し金や製品の仕様，試験法，保証寿命（走行距離）についてはA.R.M.M.

の1888年総会で標準が定められ，1891年にこの標準は推奨へと改められた。図7は・Double

Plate・型鋳鉄製一体車輪の断面形状に係わるA.R.A.の標準規格である。

その後，1924年5月，重量級炭水車に採用されたシカゴのGriffinWheelCompany製“シ

ングル・プレート”型チルド鋳鉄製車輪の使用実績を通じて鋳鉄の靭性に関する信頼感が醸成

されたため，A.R.A.においては1928年6月，鋳鉄車輪の断面形状規格に鋼製車輪のそれに

近い“シングル・プレート”型が追加された（図8）。もっとも，“ダブル・プレート”型も鋳

鉄製輪心としては・30年代一杯までは健在であった7）。

以上に対応する鋳鉄製一体車輪の踏面形状に係わる規格は次図に示される通りであった。

このテの鋳鉄製一体車輪用鋳鉄の化学成分については次のような規格が制定されていた。

Sについては1923年に漸次低減の目標が指定されているが，・28年にその目標を前倒した規格

への仕切り直しが行われている。もっとも，これにはSの値はSi，Mn，Cとのバランスの中

で評価されるべきモノであり，仮に成分分析により指定値を0.02％上回るSが検出されたと

しても，物理的性質その他の検査項目が満たされておれば，このSの値のみを理由として当

該ロットの車輪を棄却する理由とはならない旨，注記されていた。

なお，A.R.A.では鋳鉄製一体車輪について所定の装置を用い，被験車輪をフランジ側を下
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7） cf.,CarBuilders・Cyclopedia（1931）,p.869,LocomotiveCyclopedia（10th.ed.,1938）,p.653.後者

に見る“ダブル･プレート”型鋳鉄車輪は先･従輪，炭水車，ディーゼル機関車用車輪に係わるAlco

の製品広告の中に現れた例である。

図9 A.R.A.の鋳鉄製一体車輪踏面規格（1923年，1928年）

1923：LocomotiveCyclopedia（1925）,p.662Fig.1585.

1928：ditto.（1930）,p.847Fig.1984.CarandCoachBuilders・Cyclopedia（1931）p.855Fig.2475も同じ。



にして台上に5in幅のボスによって3点支持し，直径9inの“タップ”でハブ中央を落槌打撃

するドロップ・テストを課し，サンプルが3回以内の打撃により亀裂を生じ，あるいは12回

打撃を繰返す内に2ないしそれ以上に破砕されれば，同一の溶銑から鋳造されたロットは棄却

されることと定められた8）。

ⅱ）鍛鋼製一体車輪

さて，USスチール傘下，ピッツバーグのCarnegieSteelCompanyのSchoenSteelWorks

において鋳鋼ブランクから2枚の鋼製一体車輪が鍛造・圧延されたのは1903年10月5日であ

り，これがこの種のアメリカ製車輪の嚆矢となった。以後，同工場は標準化された製品系列の

一体型車輪を量産して行く9）。
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8） この破砕・棄却について「同一テープ・サイズの全数は棄却されるべし」とあるが意味不明である。

テープ・サイズについては別途，後述するが，指定位置における踏面の直径ないし円周に係わる寸法

規格である。

9） cf.,WheelsandAxles.p.7.この意味においてアメリカで1902年に鋼製一体圧延車輪が製造され →

表2 A.R.A.の炭水車・客車用一体車輪のための鋳鉄規格（1893年制定，1923,・28年改訂）

cf.,ditto.（1925）,p.662,1931,p.855.

表3 A.R.A.の鋳鉄製一体車輪に対するドロップ・テスト規格（1893年制定，1928年改訂）

ditto.（1931）,p.857.



一体鍛造輪心ないし車輪に関してはこれとは若干出所を異にする画像情報もある。次図左は

わが国のテキストに掲載されたモノ，右はスタンダード・スチール・ワークス会社の工程図で

ある。後者の材料は平炉鋼で，第1の・bloomingpress・は水圧プレス（5000tと10000tが各1基）。

これでプレスされた後，再加熱されたワークは第2の・blankingpress・で再成形され，蒸気

機関駆動の・rollingmill・へ。ここでは・backroll・により踏面とフランジが，・edgingrolls・

により両側面が成形された。最後に・coningpress・によりプレート部に所定の湾曲が付与さ

れた成品は冷却ベッドにて5～6段重ねで放冷せしめられた10）。

最後に，カーネギー製鋼会社におけるヨリ洗練された工程は図12のようなステップを為し

ていた。（1）は対角寸法約430mm，対辺寸法約400mm，長さ約2150mmの八角柱の鋼塊を

多
た

刃
じん

旋盤で5等分に途中まで突っ切ってから楔を打込み，割断して均等重量の鋼塊に分けよう

とするところ，（2）は分けられた鋼塊を加熱し，7000t水圧プレスで鍛造しようとするところ，
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→ 始めたとする通説は誤りということになる。坂本東男『鉄道車両用車輪の破壊に関する研究』私家版，

1986年（1987年，大阪大学博士論文），2頁，参照。原出典も，Eck,B.J.andKucera,W.J.,6thInter-

nationalWheelsetCongress,Vol.2（1978）,611と記載されているが容易に参照可能な文献ではな

いようである。

10） 戦後日本における鋼製一体鍛造車輪の製造工程については廣重『輪軸』88～94頁，参照。

図10 CarnegieSteelCompanyのSchoenSteelWorksにおける鋼製一体車輪の水圧プレスによる

鍛造（予備成形）と圧延

WheelsandAxles.pp.56～58.



（3）はその成品，（4）は8000t水圧プレスにセットされる次の金型，（5）はそこでの成品，（6）

はこれに中心孔を明けたもの，（7）はこれを800馬力電動機直結車輪用ロールにかけている状

況，（8），（9）はそこでの圧延の模様，（10）は2000t水圧プレスまたはクランク・プレスにセッ

トされる仕上成形用金型とワークである。製品規格については図13,14の通り。

一体車輪材たるWroughtSteel，即ち錬鋼の正体については別途，後述されるが，取り敢
・・

えずそれは平炉鋼ないし電気炉鋼であり，その化学成分についてはA.R.A.によって表4のよ

うに規定されていた。

また，AmericanSocietyforTestingMaterials（アメリカ材料学会：A.S.T.M.）の蒸気鉄道向

け一体車輪用炭素錬鋼規格A5724，電気鉄道向け一体車輪用炭素錬鋼規格A2524は表5,6

の通りであった。
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図11 鋼製ハブ一体輪心（左a～e）あるいはタイヤ一体車輪（左～f，右）の成形プロセス2例

左：布目『鐵及鋼の壓延作業法』第二百四十一図。右：LocomotiveCyclopedia（1925）,p.683.
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図12 後年のカーネギー製鋼会社における鍛鋼製一体車輪の成形工程

堀岡『鍛錬鍛造』下巻，227頁，第244圖。
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図13 A.R.A.標準WroughtSteel製一体車輪各種（1917年制定，・23年改訂）

ditto.（1925）,p.667Figs.1591～1593.

CarBuilders・Cyclopedia（1931）,p.860Figs.2480～2481は左の4個に同じ。

図14 A.R.A.標準鋼製一体車輪踏面（1923年［・26年規格も同じ］）

ditto.（1925）,p.669Fig.1595,ditto.（1931）,p.861Fig.2482.



ユーザーからの求めがある場合，製品の出荷ロットは“テープ・サイズ”（後述）や軸孔のサ

イズだけでなく，Cの含有率により0.65～0.70％，0.66～0.71％，0.67～0.72％，0.68～0.73％，

0.69～0.74％，0.70～0.75％，0.75～0.80％の区分によって等級分けされたが，一般には最後の

等級のモノが選好された。

踏面硬度の高さというチルド鋳鉄車輪の長所を鋼製一体車輪にも採り入れるべく，カーネギー

製鋼会社は熱処理された鋼製車輪を提供した。手許の資料の中でこの事蹟を確認し得る最も古

いモノは，今のところ，LocomotiveCyclopedia（1938）であるが，ピンポイントの導入時期に

ついては不詳である11）。

この車輪は・High DutyEngineTruckWheel・，・High DutyTenderWheel・と称され，

その名の通り蒸気機関車の先・従輪や炭水車車輪の一部に使用された。これには2通りあり，
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11） cf.,LocomotiveCyclopedia（1938）,pp.628,847.・30年の第9版から・38年の第10版まで，何故，

8年も隔たっているのかについての理由も不明。なお，ハイ・デューティー型車輪の踏面には1936年

のA.A.R.規格が採用されていたとあるから，この区切り目辺りが導入の時期であったのかも知れな

い。なお，第11版に当るLocomotiveCyclopedia（1941）,pp.665,873の記述も・38年版のそれと全

く同じである。

表4 A.R.A.の機関車・客車向け一体車輪用錬鋼の化学成分規格（1912年制定，・24年改訂）

1912：LocomotiveDictionaryandCyclopedia（1919）,p.154.

1924：WheelsandAxles.p.72.

*：・26年には0.65～0.85％と改訂。

表5 A.S.T.M.蒸気鉄道向け一体車輪用炭素錬鋼規格（1912年制定，・16,・24年改訂）

WheelsandAxles.,p.80.

カーネギーの貨車用車輪材料規格（・26）も同じ。

表6 A.S.T.M.電気鉄道向け一体車輪用炭素錬鋼規格（1913年制定，・16,・24年改訂）

ditto.,p.88.



一方は・Rim Toughend・，今一つは・OilQuenchedandTempered・と呼ばれ，前者は加熱

された車輪を回転機にかけ，リムのみが水に接する状態での水焼入れ，後者は車輪全体を油に

浸けた状態で断熱層を振り払うため回転させて行う油焼入れであった。何れもトンネル炉で焼

戻した上，炉外で放冷せしめられた12）。

このタイプの車輪には軸焼け（軸受の過熱焼損）によってハブに作用する熱応力に起因する亀

裂発生を防ぐため，鋼製リングを焼嵌めしたモノも含まれた。これら機関車用鍛鋼品素材の化

学成分は次の通りであった。
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12） 後者について，ハブが仕上げの中ぐりに適するよう硬化させ過ぎぬ配慮が為されるとの主張が見え

る。しかし，アーバーで支持された状態で回転させるならそれほど大袈裟な配慮は不用であったと考

えられる。

表7 カーネギーの機関車用鍛鋼品材料規格

cf.,LocomotiveCyclopedia（1938）,p.628.

図15 ・Rim Toughend・,・OilQuenchedandTempered・熱処理における硬度分布

LocomotieCyclopedia（1947）,p.626Fig.1.



鍛鋼製一体車輪リムの熱処理についてヨリ詳しく述べているのは実は戦後版のLocomotive

Cyclopedia（13th.ed.,1947）である。その時点における踏面形状はA.A.R.の1942年規格へと

進化していたが，そこには上述の熱処理法2つの効果の違いをブリネル硬度の分布状況の差と

して概念的に示す図15が掲げられている。そして勿論，これ自体は・30年代後半にも通ずる

データと解される。

なお，同じ広告においては電気式ディーゼル機関車車輪に係わるA.A.R.の材料規格として

本線用のそれについてC：0.57～0.67％，入換用のそれについてC：0.67～0.77％というA.A.R.

規格が採用された旨，記されている。ディーゼルの動輪径は一般に蒸気機関車のそれほど大き

くはないが故にタイヤ・フラットに対してもブレーキ・バーンに対してもヨリ神経質とならざ

るを得ない13）。

従ってその表面をヨリ硬く仕上げたくなるのは当然であるが，硬度アップは本線用機関車に

ついてはブレーキ・バーン対策であり，本線用・入換機関車に共通しては転動疲労破壊の一種

である・Shelling・対策として位置づけられていた14）。
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13） タイヤ・フラットとは車輪が制動ロックして滑走し，踏面接触部が削られて平らになる現象ないし

その平坦部。廣重『輪軸』340～342，342～349，371，374頁，「応用機械工学」編集部『鉄道車両と

設計技術』大河出版，1980年，160～161頁，高速車両用輪軸研究委員会編『鉄道輪軸』丸善プラネッ

ト，2008年，71～72頁，参照。フラットは走行騒音発生要因である他，踏面のフラット剥離損傷を

招き，更に輪軸に加えられる応力増大の要因となってその疲労寿命を短縮させる。なお，廣重はフラッ

トとスキッドとを同義に用いているが，車輪が滑りつつ転動する現象をスキッドないしスキッディン

グと称し，これも表面剥離損傷の原因となるが，車輪がロックして滑走することで踏面に平坦部を生

ずるフラットやフラット剥離とは一応，別の事象として扱われている。スキッドないしスキッディン

グの定義については日本トライボロジー学会編『トライボロジー辞典』養賢堂，1995年，参照。

14） ブレーキ・バーンはブレーキ・シューと車輪踏面の摩擦により踏面の金属組織が変性し亀裂を生ず

る現象。廣重『輪軸』329～338頁，「応用機械工学」編集部『鉄道車両と設計技術』158～160頁，高

速車両用輪軸研究委員会編『鉄道輪軸』70～71頁，参照。

シェリングはころがり接触面における表面疲労破壊の一種であり，レールにおいてこれが発生した

場合，しばしば亀裂が内攻してレール破断へと至る。国鉄では1949年にD52型蒸気機関車の軸重増

大（16.0→16.6t）がなされ，・51年にレールの炭素含有率が引上げられたこと（0.45～0.60→0.55～0.70％）

を契機として・59年頃にかけて東海道・山陽本線上でシェリングに起因するレール折損事故が多発し

た。国鉄技術陣はこれをレール頂面に生ずる微細な塑性流動に起因する現象と解し，ShellyCrack

（黒裂）と呼んだ。このトラブルは蒸気機関車の引退と共に解消した。

もっとも，その後における研究の進展にも拘わらず，現代においてさえ「新幹線の高速走行区間の

レール頭頂面にはシェリングと称する転がり疲れが発生するがその発生機構はいまだに明確ではない」

などと表明されているように，この現象には未解明の部分が多々残されている。この現象に対する最

も有効な対症療法はレール頭頂面の削正である。

重軸重のアメリカ鉄道界においてはシェリングよりもころがり軸受軌道面のそれに生ずるモノに似

たフレーキングが多く発生している。 →



ⅲ）鋳鋼製一体車輪

一方，アメリカでは鋳鋼製一体車輪の系譜が形成されていた。LocomotiveDictionary（1906）,

p.408に誤記なのか一体鍛鋼車輪としか受け取れぬ・DavisRolledSteelWheel・，同Adver-

tisement,p.39に ・DavisSteelWheels・なる製品を掲げたシカゴに本拠を置く American

SteelFoundriesSIMPLEXRAILWAYAPPLIANCECO.（注17，参照）はLocomotiveDictionary

andCyclopedia（1919）において高Mn鋼と低炭素平炉鋼とを複合鋳造した鋳鋼製DavisSteel

Wheelを掲げ，頻繁な削正や交換を要する・multiplewear・型の鍛鋼製一体車輪に対する経

済的優位性を謳い（p.1036），更にLocomotiveCyclopedia（1925）においてはこれを・onewear

steelwheel・の修辞を冠した・DavisCastSteelWheel・と宣伝している（p.681）15）。

そこでは，この製品は遠心鋳造によって製造されると説明されている。何れの図にも踏面部

の暗い部分がMn鋼との説明が付されているが，Feの比重は7.86，鋳鉄の平均比重は7.1～

7.2，Mnのそれは資料により7.21～7.47であるから遠心力に依る分離という方途は考え難い。
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→ 詳しくは廣重『輪軸』11～15頁（タイヤ側のそれについては75，338～340，376頁），「応用機械工学」編

集部『鉄道車両と設計技術』158頁，日本トライボロジー学会編『トライボロジー ハンドブック』養

賢堂，2001年（引用はここから），527頁，高速車両用輪軸研究委員会編『鉄道輪軸』71，233，235～236

頁，参照。

15） この意味において，アメリカにおける鋳鋼製一体車輪の試用開始を1951年とする通説は大間違い

である。坂本『鉄道車両用車輪の破壊に関する研究』2頁，参照（原出典は注9のそれと同じ）。

なお，高Mn鋳鋼は勿論，第二次世界大戦期まで戦車の履帯
クローラ

（所謂キャタピラ）に重用された材料で

ある。鋳鋼を多用したAmericanSteelFoundries社のコロ軸受内蔵輪軸ユニットについては拙稿

「鉄道車輌用ころがり軸受と台車の戦前・戦後史」を参照のこと。

図16 ・DavisCastSteelWheel・の進化

LocomoticeCyclopedia（1930）,p.861Fig.2008,CarBuilders・Cyclopedia（1931）,p.870Fig.2500.

LocomotiveCyclopedia（1925）,p.681Fig.1625.



あり得るのは先ず高Mn鋼の溶湯を注いで踏面・リム部分の緻密化された組織を形成させた

上で低炭素鋼の溶湯を注ぎ足す連続2段階鋳込みにより複合的な内部組織を実現する方案であ

る。また，旧型の方が高Mn鋼の使用範囲が広く，かつプレートが一種の波打ち状を呈して

いた点にも注目したい。・onewear・なら新型程度で結構，ということであろう。鋳造後は焼

ならし，ハブ粗中ぐり，踏面粗旋削を行った後，水焼入れを施し，踏面は研削仕上げした状態

で商品として供給されたようである。

通常の鍛鋼製一体車輪の重量規格は，勿論そのサイズや用途によって大幅に異なるが，625,

675,725lbs（283,306,328kg）といったところであった。これに対して，耐摩耗性およびタイヤ・

フラットやブレーキ・バーンへの耐性が高められ，面倒な削正の繰返し無し＝使い捨て方式で

長寿命化を達成した・DavisCastSteelWheel・の1個当り重量は一例として600lbs（272kg）

程度であり，数十kgばかり軽量な車輪となっていた。

車輪踏面の削正は車両の遊休を余儀無くする修理項目であり，それ自体に手間がかかるのみ

ならず台車関係の部品交換や連結器高さ合わせをも要するため，なるべく避けたい保守項目で

あり，・onewear・というのはそれが謳い文句通りに長寿であるなら非常に魅力的な特性であっ

た16）。

一般車両用鋳鋼車輪のメーカーとしてはこの他，共にオハイオ州のTheArmcoInternatio-

nalCorporationやNationalMalleableAndSteelCastingCo.といったところがメジャーで

あったらしい17）。

これらに対して，踏面摩耗の激しい機関車の動輪には鋳鉄ないし時代が下るほどに鋳鋼製へ

と帰一して行った輪心に鋼製タイヤを焼嵌め，ボルトと保持環で補強する旧弊，冗長な重構造

が専ら愛用された。1930年代にアメリカで勃興した箱断面を有するボックス動輪は鋳鋼製品
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16） 鋳鋼車輪に係わるOneWear，Two Wear，MultiWear（3回程度削正可能）といった概念は戦後

世界にも受け継がれた。廣重『輪軸』98頁，参照。

なお，現代の鍛鋼製一体車輪の場合，走行速度の向上に規定されてのことではあるが，10回程度ま

で小まめな削正を繰返してから交換されるのが常例となっている。高速車両用輪軸研究委員会編『鉄

道輪軸』258頁，参照。

17） 廣重がその加圧鋳造による鋳鋼製一体車輪について紹介し，『鉄道輪軸』では2007年4月現在のデー

タとしてアメリカで唯一，世界の主な輪軸メーカーに列せられている件のGriffinWheelCompany

（1877年設立）は当時，管見による限り，鋳鋼車輪メーカーとしてではなく，チルド鋳鉄製一体車輪メー

カーとして CarBuilders・Cyclopedia（1931）,p.869にその広告を認めるのみである。併せて廣重

『輪軸』99頁，高速車両用輪軸研究委員会編『鉄道輪軸』281頁，参照。グリフィン社は1902年にか

のAmericanSteelFoundriesとして設立された現在のAMSTEDIndustry傘下に在るAmstedRail

のGriffinWheeldivisionとなって今日に至っている。

なお，何故か同書がリストアップし忘れているアメリカ輪軸業界の最古参かつトップ・メーカー，

StandardSteel,LLCは2011年6月，住友金属工業 ㈱（→新日鐵住金 ㈱）・住友商事㈱によって買収さ

れている。両社による「米国StandardSteel社の買収について」，参照。



であったが，この頃になると動輪輪心とタイヤとの結合法は単なる焼嵌め方式へと推転してい

た18）。

一般車両用車輪は単体でボス孔や踏面の機械加工を施され，販売されることもあれば，輪軸

組立の格好で供給される場合もあった。タイヤや車輪の機械加工にはハブ孔のボーリングも含

め，正面旋盤（大径の面板を有する心間距離の小さい旋盤）や竪旋盤，竪中ぐり盤で事足りたと考

えられるが，竪旋盤や竪中ぐり盤あたりから派生した専用機ないしかような汎用機に取付ける

専用アタッチメントが広く用いられていたようである。中には2枚の車輪を同時に加工してし

まう車輪旋盤といった専用機も存在した。

車輪旋盤における切削速度はごく遅く，高速度鋼
ハ イ ス

バイトを用いる場合，15ft/min（4.6m/min）

程度であった。しかし，ステライト工具を用いる場合には最大その60％増しとなった19）。
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18） 機関車動輪タイヤの結合法については南満洲鉄道，朝鮮鉄道が成熟期アメリカ流の単なる焼嵌め方

式で良い成果を収めていたのに対して，わが鉄道省～国鉄においてはトラブルが断続したため，技術

的に紆余曲折が観られた。昭和一桁期には常温軽圧入＋カシメ方式が試されたり，1951年には焼嵌め

＋溝付カシメ法が併用されたりした。しかし，主流は概ね焼嵌め＋止め輪方式に終始した。昭和初

期の動輪タイヤをカシメた機械については機械學會『國産機械圖集』1932年，13 9「外輪締付機」

（汽車製造，最大加工踏面径1800mm），参照。当該技術の全般的推移については廣重『輪軸』143～144頁，

参照。

19） cf.,LocomotiveCyclopedia（1930）,pp.1116～1117.ステライトそのものや工具材料としての意義

について簡単には拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ部」，「同 第Ⅲ部」（大阪市立大学学術機関リポジト

リ登載），参照。

図17 2枚の鋼製普通車両用車輪を同時加工する車輪旋盤（Niles BementPond.Co.）

LocomotiveDictionary（1906）,Advertisements,p.46.

このオハイオ州に位置する会社は後にTheNilesToolWorksCompanyへと商号変更した。



更に，・30年代後半以降，タングステン・カーバイド（WC）やチタン・カーバイド（TiC）の

焼結品である超硬工具が用いられるようになった。勿論，これらはCrNi鍛鋼製シャンクの先

端に取付けられるスローアウェイ・チップの形で提供された20）。

スローアウェイの超硬工具を用いてタイヤの内面をボーリングする場合，切削速度を一挙に

180～250ft/min（55～76m/min）に高め，送りを小さくすることによりバイト目やビビリ痕を

追放した平滑な仕上げ面が得られ，これによって使用過程における亀裂発生に対する不安は大

幅に軽減された21）。

この切削技術はやがて一般化して行った。しかし，タイヤの使用が機関車，それも動輪に限

定されて行ったことも手伝い，個性的な工程技術が活用され続け，工場によっては動輪内面を

総形バイトで一気に中ぐりし，ローラによって転圧する工法を採る例が戦後に至っても実見さ

れた。このローリング法については輪軸組立に先立つ車軸加工との絡みで後程，画像と共に取

上げられる22）。

2.車軸

ⅰ）車軸の粗形材製造と製品規格

次に，車軸について。車軸の技術史は車輪と比べれば幾分，単純で，その材料としては錬鉄

ないし鋼が用いられた。勿論，錬鉄は余程古い時代の材料である。車軸は錬鉄や鋼の鍛接，自

由鍛造により，あるいは錬鉄ブルームを圧延ロールに1回通しただけの棒鉄（MuckBar）から

製造された。錬鉄の製造工程については別途，後述されるが，マック・バーからの成形に依っ

て極度に大きな車軸の粗形材を成形することは恐らく不可能であったから，そのような場合に

はやはり鍛接に依らねばならなかったと想われる。

やがて車軸素材としては鍛鋼ばかりが用いられるようになった。次図は一般車軸の鍛造と機

関車動軸の熱処理状況である。鍛造には丸断面のワークを成形する“タップ”を取付けたハン

マが用いられ，写真の“タップ”は成品直径を調整出来るよう3段構成になっていた。とまれ，

車輪の鍛造・圧延と比べれば成形は著しく簡素な工程である。

一般車軸について，1879年の総会において3�×7inのジャーナルを有するMasterCar

Builder・sStandardAxleが標準として採用され（・91年，推奨に），1903年，再びM.C.B.標準
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20） cf.,LocomotiveCyclopedia（1938）,p.1143,ditto.（1941）,p.1209.但し，前者においてハイス，ス

テライト，カーバイド製チップが選択肢として掲げられているのに対して，後者に掲げられているの

はカーバイドのみとなっており，技術進化の形跡を窺わせている。

21） cf.,LocomotiveCyclopedia（1938）,p.1044,ditto.（1941）,p.1120.

22） 戦後におけるタイヤ内面の総形バイトを用いた中ぐりとローリングについては cf.,Locomotive

Cyclopedia（1947）,p.1210.なお，タイヤ焼嵌めに際しての塗料等の使用に関する言及は見当たらな

い。



となった。この間，1890年に4�×8inのM.C.B.標準車軸Bが加わり，前者と同じ道を歩ん

だ。1903年の総会においては5×9inおよび5�×10inのジャーナルを有する標準車軸C,D

が新たに採用され，Eは1913年に追加された。

恐らく，1903年のことと推定されるが，機関車動軸および先台車用車軸に関してはA.R.M.M.A.

標準として鋼種を含め次の仕様が定められた23）。

1.材料 平炉鋼

2.化学成分 PとS：0.05％以下，Mn：0.60％以下

経済学雑誌 第117巻 第1号22

23） cf.,LocomotiveDictionary（1906）,pp.5～6.

図18 鋼製車軸（客貨車・炭水車用）の鍛造と熱処理（機関車動軸）

WheelsandAxles.,pp.68～69.
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図19 M.C.B.標準車軸

LocomotiveDictionaryandCyclopedia（1919）,p.929Fig.2593.



3.物理特性 引張強度80,000lbs/in2（56.2kg/mm2）以上，標点距離2inの伸び率20％以

上，断面減少率25％以上

4.試験 1回の溶解によるインゴット毎に1本の車軸端，中心と外周の中間部から試験

片粗材を切り出し，有効太さ�inのテストピースを調製して引張試験に供する。テス

トピースを調製の際に出た切粉は化学分析に用いる

5.スタンプ 各車軸は一方の軸端部に溶解番号と製造社名を印字し受注番号を白鉛で明

記する。

6.外観検査 全ての車軸にはシワ（seam），孔（pipe）及びその他の欠陥が無く，図面に合

致したものでなければならない

7.車軸はその全外周面を平バイトで粗仕上げされ，正確な長さに切断され，平滑に仕上

げられた端面には60°のセンター穴が穿たれていなければならない

8.上記の要件を一つでも満たし得ぬ車軸，あるいは機械加工に瑕疵の認められる車軸は

棄却されるべきこと。

WheelsandAxles.に拠れば，A.S.T.M.の中央部直径が6� in（165mm）以下の客車，炭水

車車軸に用いられるべき炭素鋼の規格A21 18は次の通りであった。これも鋼種としては平

炉鋼である。

また，1919年のA.R.A.推奨値は以下の通りであった。

1920年に制定されたA.R.A.の蒸気鉄道客車及び機関車炭水車用標準車軸は次図に示すよ

うな形状のモノであった。Bが軸受ジャーナル，Dが車輪座である。車軸は本質的には2つ

のテコに力点を共有させたようなモノで，ジャーナルとホイール・シートが荷重箇所……作

用点と支点であり中央部が共有された力点となる。モーメント・アームが長い分，中央の力

点部に大きな直径が不用であることは野球のバットと同じであり，その重心と芯（打撃点）

との関係はDとBとの関係に比定可能である。但し，車軸は回転することを本務とするた

め，実動状態においては絶えず回転曲げ試験にかけられているという点がバットとの違いにな

経済学雑誌 第117巻 第1号24

表 8 A.S.T.M.客車・炭水車車軸（≦165φ）用炭素鋼規格（1901年制定，・05,・13,・14,・18改訂）

WheelsandAxles,p.106.

表9 A.R.A.の車軸用炭素鋼推奨値（1919年）

LocomotiveDictionaryandCyclopedia（1919）,p.9a.



る24）。

なお，カーネギー製鋼会社の車軸軸端に穿孔されるA.R.A.標準準拠のセンター穴は次の

2種類であった。
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24） なお，電車（電動車）や電気機関車においては大歯車を取付けられた車軸＝動軸が主役を演ずること

になる。このため，A.R.A.の電気鉄道用車軸にはストレートなプロフィールが与えられていた。

図20 A.R.A.の蒸気鉄道客車及び機関車炭水車用標準車軸（1920年制定）

WheelsandAxles,pp.64～65.

許容軸重60000lbs（27.2t）のFは1920年に追加された規格である。

図21 カーネギー製鋼会社製一般車軸軸端のA.R.A.標準準拠センター穴

ditto.,p.62.

穴が2段になっているのは修理に先立つリーマによる円錐面削正の精度を担保するためである。



車軸材料についてはA.S.T.M.において別途，次のような炭素鋼・合金鋼規格A1821が制

定されていた。ClassAは鍛造用で溶接や表面焼入れを施されることの出来る鋼種，ClassBは

船舶艤装品向け・構造用等の軟鋼で鍛造素材，ClassD～Iは機械部材用鍛鋼，ClassK,L,M

も同じ。溶解は平炉または電気炉によることとされた。

経済学雑誌 第117巻 第1号26

25） 寸法効果とは部材の大きさが増せば大きな欠陥が含まれる確率や組織の不均一さが増し破壊強度が

低下する現象。金属においては疲労強度の著しい低下の形で発現する。車軸設計の実例としてテスト・

ピースの回転曲げ疲労限の0.7が寸法効果として計上されている。これはあくまでも経験的な数値で

ある。結果オーライ故のドンブリ勘定は理学とは全く異なる工学の特徴であり，そこでは何々効果，

何々係数といった方便に事欠かない。

表10 A.S.T.M.鍛造用鋼規格（1901年制定，・05,・14,・16,・18,・21年改訂）

ditto.pp.111,116～117.

引張強度については寸法効果を考慮してサイズ毎に細かい指定がなされているため，最も小寸の強度の高い

数値を拾った25）。

図22 機関車動軸に係わる古い実施例

LocomotiveDictionaryandCyclopedia（1919）,p.518Figs.1092,

1093.



どれがどのような車軸に適用されたのか，熱処理がなされたのか否かについては明記されて

いないが，“中ぐり”が指定されている場合にはカラーやフランジ部を除く鍛造粗形材の最大

直径ないし厚さの少なくとも20％の径を有する穿孔を行うべし，とあるのは多分に車軸，そ

れも機関車動軸を念頭に置いた指示であろう26）。

機関車動軸における中空加工の有無に係わる古い実施例を図22に示す。確かに，中空車軸

の方にはフランジ部を除く最大直径の20％の径を有する穿孔が施されている。なお，この

タイプの中空動軸は南満洲鉄道においても新しい世代に属する蒸気機関車には普通に用いられて
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26） 元の用語は・Boring・であるが，実際の工程は正しく表現すればDrillingである。これは現在の新

幹線電車に用いられている“中ぐり車軸”のハシリのような存在である。

27） 井口祐太『袖珍機關車圖解』私家版（大連），1938年，190頁，第126圖，樋口與内『機關車之構造

及理論』華北交通㈱北京鐵路局，1941年，386～387頁，参照。

28） この推奨値はLocomotiveCyclopedia（1938）,p.652Fig.1430,ditto.（1941）,p.686Fig.8.164,→

図23 機関車動軸寸法に係わるA.R.A.～A.A.R.推奨値

LocomotiveCyclopedia（1930）,p.695Fig.1600.28）



いた27）。

機関車動軸寸法に係わるその後のA.R.A.～A.A.R.推奨値は図23の通りであった。

更に，機関車用動軸，先・従台車車軸，主連棒，連結棒，クランクピン，ピストン棒には次

のようなA.S.T.M.熱処理用炭素鋼規格A1921が定められていた。こちらは熱処理に際して

の質量効果が考慮された強度規程となっており，直径7in（178φ）を超える鍛造部材において

は熱処理前に“中ぐり”を施すべき旨，規定されている29）。

勿論，この材料を用いるカーネギーの車軸においても2ないし3in径（51ないし76φ）の“中

ぐり”が施されていたのであるが，アメリカの蒸気機関車動軸にかような中空加工と熱処理を

施した個体の使用が強く意識されたのはドイツのディーゼル動車におけるような高速化や軽量

化，バネ下重量軽減云々の思惑からなどではなく，只々，30tを優に超え，甚だしきは35tに

達するような重軸重化の必然的帰結であったとしか考えられない。車両総重量の一部，せいぜ

い半分以下のみを粘着重量に振り向けることしか出来ぬ通常型の蒸気機関車において重軸重化

は大牽引力実現のために不可避の方途であり，与えられた寸法的な限界の中での重軸重化のた

めには動軸の疲労強度などではなく，何よりもその絶対的強度ないし剛性そのもの向上が絶対

要件であった30）。

1930年代初期，Delaware,Lackawanna&WesternRailroadCompanyでは機関車動軸

経済学雑誌 第117巻 第1号28

→ ditto.（1947）,p.630Fig.8.56として，勿論，1938年版からは A.A.R.推奨値として再掲され続け

た。

29） 質量効果とは熱処理される部材が大きくなると熱の回りが中心部に及ばず均質な結晶組織を得難く

なくなる現象。

30） この大軸重への強い要請の下でクランク車軸の，従って，とりわけ3気筒機関車発展の途が絶たれ

たと判断された経緯については拙稿「C53型蒸気機関車試論」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載），

参照。

表11 A.S.T.M.機関車・客車鍛造部材用熱処理炭素鋼規格（1911年制定，・12,・14,・16,・18,・21年改訂）

ditto.pp.120～121.



の熱処理における質量効果を防ぎ，動軸の強度を徹底的に高めるため，中ぐり・熱処理された

アウター・シェルに同じく中ぐり・熱処理されたコアを焼嵌めする2層構造の動軸，・Com-

positeAxle・が研究された。しかし，これは汎用される技術とはならなかったようである31）。

焼入を施さない動軸，先・従台車車軸，主連棒，連結棒，ストラップ，クランクピン，ピス

トン棒材料としては次のような規格A20 21が定められていた。この鋼種の鍛造粗形材は打

ち放しか，あるいは鍛造直後の急激な温度降下によって生じた結晶粒度の不均一を改めると共

に内部応力を除去するため焼ならして，つまり再加熱して徐冷する格好で用いられた32）。

なお，・30年代末期から・40年代にかけて，カーネギー鉄鋼会社はその車軸材料についての
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31） この点は1934年のA.A.R.CommitteeonLocomotiveConstructionのProceedingsを原出典とす

る同一図面が爾後のLocomotiveCyclopediaの版に繰返し再掲されていた状況から推定される。cf.,

ditto.（1941）,p.686Fig.8.163,ditto.（1947）,p.630Fig.8.59.

32） 原表記はannealing（焼なまし）であるが，normalizing（焼ならし）と解されるべき工程である。

図24 D.,L.,&W.鉄道の・CompositeAxle・

LocomotiveCyclopedia（1938）,p.652Fig.1429.



み一貫してC：0.40～0.55％の平炉鋼と明記しており，熱処理される個体数が増したが，その

場合には全面粗旋削を施して出荷されると述べている。恐らく，これは焼割れ発見のためであ

ろう33）。

ⅱ）車軸の機械加工設備

車軸の機械加工には心間距離の大きな汎用旋盤か強力旋盤
エンジン・レース

が在れば事足りるが，生産性を慮

る場合には車軸粗形材を軸方向に切断し，心出し・センター穴加工を行う専用機と車軸旋盤と

の組合せが用いられた。車軸旋盤における切削速度は通常のハイス工具路用いる場合，粗加工

で50～75ft/min（15.2～22.9m/min），仕上げ加工で100ft/min（30.5m/min）といったところで

経済学雑誌 第117巻 第1号30

33） cf.,LocomotiveCyclopedia（1938）,p.847,LocomotiveCyclopedia（1941）,p.873,Locomotive

Cyclopedia（1947）,p.627.

34） cf.,LocomotiveCyclopedia（1930）,p.1117.

表12 A.S.T.M.機関車用非焼入れ鋼規格（1912年制定，・13,・14,・16,・21年改訂）

WheelsandAxles.pp.128～129.

成分は伸びと断面減少率に多少影響して来るのみであった。

図25 車軸切断・心出し専用機（Niles BementPond.Co.）

LocomotiveDictionary（1906）,p.453Fig.4905.



あった34）。

ヨリ高い生産性を求めるため，1910年代に入るとベッド中央に駆動部を有し2つの往復台

とテイル・ストックを持つセンター・ドライブ式の生産型車軸旋盤が用いられるようになる。

また，・20年代後半以降のセンター・ドライブ式車軸旋盤の中にはアウトサイド・ジャーナル

の通常車軸の加工を通例とし，時にインサイド・ジャーナルの車軸ジャーナルやその車輪座を

も加工するために往復台を3つ有するモノや，アウトサイド/インサイド何れの車軸をも，あ

るいはジャーナルと車輪座とを迅速に加工するため4つの往復台を備えるモノまで存在した。

車軸旋盤の電動機出力は図27に示されているような双頭の生産型で10,15,20HP（単頭ならそ
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図26 通常型車軸旋盤（Niles BementPond.Co.）

ditto.（1906）,p.466Fig.4948.

図27 往復台を2個有する生産型車軸旋盤（Niles BementPond.Co.と想われる）

LocomotiveCyclopedia（1925）,p.1054Fig.2479.

LocomotiveDictionary（1906）,p.466Fig.4949もほぼ同じ。



の�）程度であった。

蒸気機関車動軸の中空加工については先にボーリングではなくドリリングであると述べてお

いたが，車軸機械加工の締め括りとして20世紀はじめのアメリカにおける深穴ないし深孔加

工についてMachinerys・Cyclopediawith1929Supplement,Vol.IIに拠って瞥見しておく。な

お，“穴”は底付のアナを，“孔”は貫通アナを意味する。これは機械工学用語としての遣い分

けであるだけでなく「竪穴式住居」，「穴居人」，「孔版印刷」，「瞳孔」などの用例においても同

じである。よって，機関車動軸に係わるそれは深孔加工ということになる。

一般に深孔（穴）加工とは直径の5倍を超える奥行きを持つアナの加工を意味する。太く短

い孔なら中ぐり盤で事足りる。長くても太い孔なら両持ち式のボーリング・バーを渡してライ

ン・ボーリングという手がある。問題は相対的に細くて長い孔の加工である。このような孔明

け加工にはドリルを用いるしかない。この場合，困難を催すのは孔の真円度・真直度，切粉の

排出ならびに工具の切れ刃の冷却である。

深孔加工の先駆領域は銃砲の製造にあり，そこで開発された技術やノウハウが機械の中空軸

加工に応用された。この領域のドリル加工における往時の常識は，工作精度は「ドリル回転・

送り＋ワーク静止」→「ドリル回転＋ワーク送り」→「ドリル送り＋ワーク回転」の順に高く

なって行くというモノであった。これは論理必然的な命題ではなく，当時の諸条件の下で帰納

された経験則である。

次図に示されているのはMorseTwistDrillCo.によって開発された中空ツイスト・ドリル

を用いる深孔加工の一例である。段取りとしては先に中空ドリルが収まる深さの下穴が中実ド

リルを用いて予備穿孔され，そこからが中空ツイスト・ドリルの出番となった。ごく一般的な

ツイスト・ドリルを使用する場合，2本のらせん溝を通じた切粉の排出はアナが深くなるほど

困難になり，溝が閉塞してしまえばドリルはそれ以上，前進出来なくなる。このため，予備穿

孔においては少し送っては引き抜く方法（repeatfeed）に頼ることとなっていたようである。本

穿孔においてこれを防いだのが油圧に依る切粉の強制排除である。油は円筒状の隙間を通て切
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図28 中空ツイスト・ドリルを用いる深孔加工の一例（MorseTwistDrillCo.）

Machinerys・Cyclopediawith1929Supplement,Vol.IIp.448Fig.4.



れ刃へと達し，これを冷却すると共に切粉をさらって溝からパイプ内部を経て外部に排出され

る。図示された切れ刃の冷却と切粉排出のための送油機構は，そのまま今日に持って来ても通

用するワザである点に注目されたい。

なお，孔の高い真円度を確保するには一方の切れ刃側に作用する加工反力が反対側に直接響

く図のような2本溝ではなく，3ないし5本（奇数）溝の方が望ましいが，製造コストが嵩むた

め，ほとんどのツイスト・ドリルは図のような2本溝であった。これは今日においても同じで

ある。

また，ヨリ高精度の深孔加工にはPratt&WhitneyCo.のD drillやその進化形であるP

&WのRifleBarrelDrillが用いられた。前者はスローアウェイの切れ刃1個を有するライフ

ル銃身加工用のドリルで，加工反力は背面各所に分散され，かつ，他の切れ刃に影響を与える

ことはない。また，この進化形は今日の所謂ガンドリルそのものである。

なお，高速度鋼の普及以降，旋盤かそれを改造したような既存の深孔加工機のテール・ストッ

ク側に送りに加えて回転の機能を与え，工具の潜在能力を活かすアタッチメントも案出された。

旋盤で回したぐらいではドリル切れ刃の切削速度はごく小さいからである（図30）。
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図29 D drill（Pratt&WhitneyCo.）とその進化形

ditto.,p.449Fig.6,p.451Fig.13.



同書にはまた，旋盤の主軸やプーリーのスリーブ，そして何よりも機関車動軸といったやや

太目の深孔加工にはLodge&ShileyMachineToolCo.のN.,D.,Chardによって開発された

ChardDrillが専ら用いられ，機関車動軸には一例として直径1in，長さ44in（25.4φ，1117.6mm）
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35） かように小さな値が例示されている理由については不明である。ただ，寸法的にこれは3ft（914mm）

ケージの蒸気機関車動軸にお誂えの寸法であり，サイズ的に手頃なアメリカの狭軌鉄道用ないし輸出

向け機関車の動軸を用いた新工法の実験的適用という可能性を窺わせる数字である。

図30 旋盤に付加された深孔加工用回転・送りアタッチメント

ditto.,p.449Fig.8.

図31 ChardDrillとその切れ刃・穿孔作業（切粉と油の排出状況）

ditto.,p.450Fig.9,p.451Fig.11,Fig.10.



の孔が穿孔されたと伝えられている35）。

ChardDrillにおいて油はHから入ってKから切削部位へと送られ，切粉を伴って2つの

溝から排出された。斜め孔JとKとの間に切られた平行溝Sには黄銅管がその両端をJとK

に突っ込んだ状態で嵌め込まれ，挿入部はハンダでシールされ，直線部位はドリル・シャンク

の表面円筒内に収まるようピーニングされていた。

本稿の守備範囲とする時代において現在の車軸中空加工の主流，BTA（BoringandTrepanning

Association）が実用されていたか否かについては不明である。BTAは1942年に開発された後，

様々な改良を施された上で普及を遂げたと伝えられているから，答えは恐らく“否”であろ

う36）。

ⅲ）車軸のドロップ・テスト

1914年に制定され，1923年に改訂されたA.R.A.の推奨車軸試験法には次のようなドロッ
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36） BTA並びに深孔加工一般については橋本文雄・山田卓郎『新編 機械加工学』共立出版，1990年，

86～87頁，参照。車軸のBTAによる穿孔については高速車両用輪軸研究委員会『鉄道輪軸』107頁，

参照。なお，今日のBTAにおける切れ刃冷却・切粉排出用送油機構は図28のそれと瓜二つである。

図32 A.R.A.推奨の車軸に係わるドロップ・テスト装置

LocomotiveCyclopedia（1925）,p.659Fig.1576,CarBuilders・Cyclopedia（1931）.p.853Fig.2473.



プ・テストが盛り込まれていた。

温度40～120�（4～49℃）に管理された被試験車軸はその中央を“タップ”が打撃出来るよ

う3ft間隔を空けた“サポート”上に支持され，高さHから自由落下する重量2240lbsのタッ

プの打撃5回によって破壊しないことが求められた。“サポート”と“タップ”の半径は5in

と定められ，アンビルは重量17500lbsでバネによって支持されたA.R.A.指定のものを用い

るよう指定された。高さHは車軸中央部の直径を� in単位で切上げ表示し，このd（in）を

2乗したft数とされた（H［ft］＝d［in］2）。最初と第3の打撃の後，被試験車軸は180°反転せし

められた。

最初の打撃によって生ずる永久歪み＝軸芯の偏移量は車軸長さをL（in）とした場合，L/1.9d－

d/2＋� inを超えてはならないとされた。テストは1回の溶解につき1回で1回の溶解重量は

少なくともE型車軸30本分以上と定められた。

何故，F型車軸についてのデータを欠くのか不明ながら，ドロップ・テストの概要は次の通

りであった。・permanentset・は永久歪み，勿論，最初の打撃後のそれの許容値を示す。

この車軸としての実用過程において応力が集中する部位に係わるワケでもなく，実用的意味

を持つ疲労強度を窺い知る試験ともなっていない単なる気休めのようなドロップ・テストは

1930年代半ばには廃止されたようである。車軸のドロップ・テストはわが国においても「落

重試験」として導入されていたが，戦後，この試験における不合格品が皆無となったことを機

に数年の観察期間を経て単なる曲げ試験に置き換えられた経緯が伝えられている。アメリカに
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37） 廣重『輪軸』86頁，参照。なお，イギリス，ドイツ，日本，国際鉄道連合（UIC：1922年設立）にお

いてはタイヤのドロップ・テストないし相当試験に関する規格が制定されていたが，これもやがて立

ち消えとなった。同書，84～86頁，参照。古くから一体車輪が普及していたアメリカにおいてこれに

類するタイヤ試験規格が在ったのか否かについては不明である。

表13 A.R.A.推奨車軸ドロップ・テストの概要

ditto.（1925）,p.661.



おける廃止事情も二足先に似たような経過を踏んでいたものと想われる37）。

なお，LocomotiveCyclopedia（1938,1941）に大手鉄道会社の機関車修理工場の例として車

軸の傷を発見するための・electricalmethod・は新技術であり，目覚ましい効果が挙げられて

いる，とあるのは磁気探傷法の導入を指す記述と想われるが，その詳細や車軸メーカーにおけ

る動向については不明である38）。

旧稿の訂正

「日本海軍における初期水管ボイラについて」（『経済学雑誌』第116巻，第4号）

36頁，本文4行目：

空気は火炉内部への強制通風であった。 → 火炉内部へは2次空気が送入された。

43頁，本文3行目：

そこから送風して → そこから2次空気を送風して
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38） cf.,LocomotiveCyclopedia（1938）,p.1042,ditto.（1941）,p.1118.国産航空発動機部品における磁

気探傷の導入については「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」，参照。




