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1）中空車軸の起源と発展

中空車軸，とりわけ今日の“中ぐり車軸”（図38，b,c,d，参照）と形態的類縁性が顕著なそ

れは遅くとも1910年代の内にアメリカにおいて蒸気機関車の中空動軸という形で登場してい

た。しかし，その動機は軽量化や超音波探傷云々には無く，先程も触れられた熱処理における

質量効果の防止にあった56）。

軽量化と強度とを両立させるべき中空車軸の嚆矢は1920年代以降，ドイツにおいて主とし

てディーゼル動車用に開発されたそれである。それは多面的に追求された車両軽量化策の一環

であった57）。
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56） これについては拙稿「20世紀前半アメリカの鉄道輪軸について」，Alco生まれの満鉄ミカニの中空

クランク車軸については拙稿「C53型蒸気機関車試論［訂正版］」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載），

参照。

57） 朝倉希一（編）『鐵道車輛』下巻，春秋社，1936年，251～253頁，参照。 →



次図左は熱間引抜き→両端鍛造→両端部くり抜きと外周旋削による成形でも可能であるが，

何処かで溶接して繋がれていると見る方が無理は無かろう。中央は鍛造→機械加工された左右

ピースを中央で溶接するか，中央部を熱間引き抜き鋼管として3分割溶接結合品であろう。もっ

とも，溶接部を切欠き無しに仕上げるのは困難ないし不可能であり，亀裂発生の種を撒くよう

な所作となりかねない。

出典文献の当該部分の執筆者である佐竹達二が本図に付した解説に拠れば，中空車軸におい

ては車軸軸受において発生する熱の発散が悪く軸受温度がやや高くなるため，中空部に冷媒と

して液体を封入する対策が講じられて奏効した。また，右端の図はKruppの試作品であるが，

圧入ではなく溶接構造となっており，アイデア倒れ的な試作品である。なお，佐竹は住友金属

工業にてドイツの中空車軸を模して製作された試作品が南満洲鉄道にて試用されたと伝えてい

るが，その詳細や後日譚につては一切，管見の範囲外である58）。

その後もドイツにおいては戦後に至るまで中空車軸に係わる研究と使用実績が継続的に蓄積

されていた。また，戦後はアメリカでもその実施例が見られたようであるが，その製造法につ

いての記述は見出せていない59）。

経済学雑誌 第117巻 第2号44

→ 引張強度の高い鋼種を用いれば軸径を小さく出来る分，軽量化が可能となる反面，材料力学の教え

に拠れば断面2次モーメントが小さくなって撓みが増すため車軸としての実用性の低下を来す。また，

別の公式に則れば，等しい外径Dを持つ中実軸と�の中空部を有する中空軸とに同一の曲げモーメ

ントが作用した場合に働く最大応力（表面応力）は中空軸の方が6.7％大きい。換言すればそれだけ弱

くなる。重量はこの中空軸の方が25％軽い。中空車軸に同等の強度を与えるためにはその断面サイズ

を相似形的に2.2％拡大すれば良く，この場合の重量は中実軸より21.6％軽くなる。

58） 佐竹は一体車輪やフランジ・踏面の焼入れや該部とハブとの異材化に係わる漠然とした観測をも述

べているが，本件についてはむしろ拙稿「20世紀前半アメリカの鉄道輪軸について」を御参照頂きた

い。

59） 大塚監修『鉄道車両―研究資料―』235頁，参照。

図15 1930年代にドイツで開発ないし提案された各種の中空車軸

朝倉希一（編）『鐵道車輛』下巻，252～253頁，第214～216圖。



また，ドイツにおける実施例に係わっては次のような紹介がなされている60）。

廣重に拠れば，1940年にベルリン工科大学で行われた50kg/mm2の材料を用いてなされた

中空軸（外径150mm，内径90mm）の疲労試験において得られた結果は次図に総括されている。

因みに，同一外径の中実軸の疲労限は17～18kg/mm2であった。
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60） 廣重 巌『輪軸』交友社，1971年，111～113頁，参照。

なお，廣重はその著書の114頁に「図2.41一体車輪の例」として鋳鋼製中空車軸と車輪との結合

構造についてほぼ説明抜きで図示しているが，これは拙稿「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）に図3 7として掲げられたモノ（キャプションはFoundries

の誤り）に類する作品であり，本稿における対象からは外れた存在とせざるを得ない。

図16 戦後のアメリカにおける中空車軸の実施例

大塚監修『鉄道車両―研究資料―』235頁，第6・41図（b）。

同（a）は上図左端に同じ。

表22 ドイツにおける中空車軸の実施例

廣重 巌『輪軸』111～112頁，より。



また，同一材料の中空軸において内径を拡大して行った際における疲労限の低下は次図の如

き傾向を示し，内径が80mmより拡大すれば疲労限の直線的な低下が示された。また，高張

力鋼は高い切欠感度を有するため，その使用には危険を伴うことが明らかにされた。実際，

・49年には使用歴4年の中空車軸が応力の低い中空部の内面を起点とする亀裂によって折損し

ており，中ぐり車軸における内腔表面仕上げの決定的重要性が実証された61）。

2）復興期，国鉄における中空車軸開発と蹉跌……シキ170型大物車

かような背景の下，わが国鉄においても中空車軸開発への機運が醸成されて行った。その狙

いは新たに開発される固定編成特急列車
ブ ル ー ・ ト レ イ ン

用客車や東海道本線用ビジネス特急電車の軽量化にあ

り，これを主導したのは車両設計の総括者である三木忠直と足回りの強度設計のリーダー，中

村 宏であった。中空車軸はこの二人によって1953年に開発された62）。

しかし，その実用化は高速車両と同じく自重の軽減を至上命題とする車両であったとは言え，

経済学雑誌 第117巻 第2号46

61） 廣重『輪軸』112～113頁，参照。なお，引張・圧縮応力絡みではあるが，中空構造物内腔の断面積

変化部や微細欠陥に起点を発する疲労破壊は既に満鉄パシク（5966号，5956号），ミカイ（2048号），パシナ

（974号）型機関車におけるピストン棒切損という形で発現していた。菊池『毀損せる鐵道車輛鋼製部

分品の破面寫眞及其の説明』123～129頁，参照。

62） 中村『物と事と生の研究史』420頁，表Ⅷ 1，参照。

図17 ドイツで行われた中空軸の疲労試験結果

同上書，112頁，第2.38図。

図18 中空率と疲労限

同上書，113頁，第2.39図。



これとは全く血統を異にする大物車というやや変った貨車において先鞭をつけられることにな

る。先程の脱漏箇所に収まるべきは恐らくこれである。即ち，試作中空車軸の初試用は・55年

7月完成の170t積み大物貨車，シキ170型において実施された。同車は1両に16本もの輪軸

を並列させた貨車で，三木忠直，吉峰 鼎，中村 宏に依る文章には：

170t積シキ170には三木，中村（宏）考案の中空車軸が用いられた（478頁）。

1954年「8月，中村（和），中村（宏），小西らによりて試作中空車軸の応力測定を行っ

た。

中村（宏）は終戦直後，電車車軸の折損が多かったので，これに対しての統計資料を集

め，また，設計式をつくり車軸折損防止に役立たせることができた。上の設計式や応力測

定の例を参考にして三木，中村（和【和雄】），中村（宏）は板車輪中空車軸を試作した。こ

の中空車軸の特長は中央と両はしを別々につくり，輪心下で溶接している点にある。

と記されている63）。

海軍航空技術廠上りの鉄道技術者，三木の経歴については今更ここで云々せぬが，「航空機

設計者のみんながそうであるように，私も航空機とくに新しいものに対しては，筆舌につくし

得ない，大きな郷愁を拭い去ることができない」と語った元飛行機機体屋の三木にすれば如何

にも鈍重な車軸の中空化など，既にドイツでの先行経験もあることであり，採り入れて当然の

試みであったろう64）。

件のシキ170形大物車とは電源開発推進の一翼を担う大容量変圧器等の輸送に供する目的で

鉄道技術研究所客貨車研究室の指導下，東芝府中工場にて1両のみ開発・製造された私有貨車

である。それは「変圧器の外筐そのものに輸送中の荷重を受持たせる釣掛式」構造を有する次

図のような車両で，自重軽減のため車体は高張力鋼の全溶接構造とされ，連結器も高張力鋳鋼

化，軸箱も薄肉化されていたが，一体圧延車輪と中空車軸の導入もその軽量化策の大いなる一

翼を担っていた65）。

わが国における一体圧延車輪の導入は欧米におけるその実績と国有鉄道線上におけるタイヤ

割損事故多発に鑑み国鉄が住金に対してその試作を要請したようで，キハ 07型気動車におけ

る使用開始が1951年，電車用DT17型台車が・52年，続いての適用はブルートレイン客車と

セキ3000型買車で，・58年のことと伝えられている66）。

従って，・55年のシキ170はその早い適用例の一つでもあったということになる。この車両

の輪軸行列そのものといった足回りが中空車軸にみならず一体圧延車輪の高剛性・軽量性を活
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63） 引用は日本国有鉄道 鉄道技術研究所『五十年史』1957年，480，482頁，より。

64） 引用は三木忠直・細川八朗『神雷特別攻撃隊』山王書房，1968年，18頁，より。

65） 鉄道技術研究所『五十年史』477～478頁，大塚監修『鉄道車両―研究資料―』284～287頁，参照。

66） 廣重『輪軸』251頁，表 5.8，参照。DT17については拙稿「国鉄湘南型電車の台車ならびに車軸軸

受について DT16, 17, 20型動台車の時代 」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載）。



かしかつ験す格好の場と考えられたことは想像に難くない67）。
・・

その輪軸配置を平面模式図化したのが次図である。即ち，4軸ボギー×4個というのがその

足回りの構成であった。書き込みはフランジ横圧測定位置と進行方向である。この測定が実施

された因縁については間もなく述べる。

経済学雑誌 第117巻 第2号48

67） 廣重『輪軸』88頁，参照。鉄道車両用炭素鋼一体車輪に係わる規格JISE5402の制定は1958年，

住金に一体圧延車輪製造の量産ラインが新設されたのは1959年である。但し，高速車両用輪軸研究

委員会編『鉄道輪軸』64頁には国鉄からメーカーへの一体圧延車輪に係わる研究要請は1953年とあ

り，廣重の掲げた年代との間に齟齬が見られる。

図19 シキ170型大物車（オリジナル）：積載状態と空車状態

『車輛工学』第24巻7号（通巻250号），18～19頁より。

大塚誠之監修『鉄道車両－研究資料－』286頁，第6・103図も類似。但し積載時のみ，車輪径の記入無し。

図20 シキ170型大物車の輪軸配置

「シキ170形式車の横圧測定試験報告」『鉄道技術研究所速報』No.58 211，1958

年9月，7頁，第8図。



シキ170型に採用された輪軸の要部は次図に似たモノであった。但し，車軸は12t短軸に属

し，図のような予備の輪座は無かった。12t短軸においては対応する中実車軸に対して31％の

軽量化が達成されていた上，外径を車輪座で50mm大きくしたことにより約30％の曲げ剛性

向上まで実現されていた。また，図の試作12t長軸においては47％の軽量化と40％の曲げ剛

性向上が実現されていた。

なお，この中空車軸には，後に改めて確認されるように，・53年時点から高周波焼入れが施

されていた。もっとも，工作局が「圧入部の両端をワンシヨットで焼入れし焼入境界部をボス

中央にもってくることは興味ある焼入方法であ」るとしていたような手口が実用されていたの

か否かについては不明とせざるを得ない。溶接個所にこのような配慮が為されていたという事

実は確かであり，新幹線車軸の例（後述）を観るにつけ，高周波焼入れに関してもその蓋然性

は極めて高いと考えられるのではあるが……68）。

そして，それ以上に確かなのはオロ40云々には件の12t長軸が採用されたであろうことで

ある。これがTR40系の鋳鋼台車の過重量を挽回する意図の下での試みであったとすれば辻褄

は良く合うのであるが，オロ40なら通常，この系列の台車は履かされていなかった筈である。

何れにせよ，オリジナルのTR34等であったとしても，間違い無くその車軸は次図に示される

ような12t長軸でなければならなかった69）。

一方，シキ170は曲線，とりわけポイント通過性能が劣悪で1956年7月，試運転中，ポイ

ント通過時に脱線事故を発生させてしまう。対策として各ボギーの第2，第3軸に横方向の遊

間を，第1，第3軸には縦遊間を付与し，軸重均斉化のため第1，第4ボギーに死重を載せ，
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68） 引用は『車軸折損について』34頁，より。この時の中空車軸については大塚監修『鉄道車両―研究

資料―』235頁，参照。1953年当時，高周波焼入中空車軸に関して現車試験が行われている事蹟につ

いては中村『物と事と生の研究史』420頁を見よ（後掲表23，参照）。

69） これらの台車については拙稿「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）の中で概略，触れておいた。

図21 中空車軸（12t長軸）と一体圧延車輪

大塚誠之監修『鉄道車両―研究資料―』235頁，第6・41図（c）。



300Rより小さな曲線通過に際しては機関車による散水運転を行う弥縫策が建てられると共に，

・57年8月には空車状態での走行試験が鉄道技術研究所車両構造研究室ならびに車両運動研究

室が中心となって実施された。

そこではポイント通過に際して安全限界0.8を超える0.85～1.00ないしそれ以上という高い

脱線係数が計測されたものの，板車輪が災いして高い測定精度は得られなかった。このため，

・58年1月には前掲測定部位に関しての横圧測定精度を増すため，これをそこに作用する応力

測定が容易かつ明快なスポーク輪心にタイヤを焼嵌めた車輪と普通車軸から成るありきたりの

輪軸に置換えた再試験が行われる運びとなる70）。

これは，前掲図21の通り，新たに開発された中空車軸は強度を稼ぐため車輪座径が通常の

12t短軸における160mmより50mmも太く設定されており，出来合いのスポーク輪心のボス

には適合し得なかったからである。そして，168t積載と空車状態で実施された第2次計測に

おいては空車・ポイント通過時の衝撃的横圧により改めて最大1.15@28km/hという驚くべき

脱線係数が測定された。

その後，あれこれの改修工事を受けたにも拘らず，結果的に，シキ170とその中空車軸は十

分な活躍もせず，幾ら累積回転数を稼ぎ辛い低速車両であったとは言え，全く期待されていな

くはなかったであろう車軸疲労強度に係わる実験台としての役割が演じられた形跡も無い。こ

こに謂わば中空車軸に係わる最初のボタンの掛け違いがあった。

大物車における中空車軸と圧延車輪の採用は鉄道技術研究所の指導の下，新三菱重工業三原

製作所が1959年に開発した三菱電機向け私有貨車，シキ400型240t積み大物車においても繰

返されていた。こちらは積載量のアップに対応して蒸気機関車の2軸先台車のような平軸受イ

ンサイド・ベアリングの4軸ボギー×3×2という異形を呈した71）。

しかし，これらの大物車もそれに採用された中空車軸も長くは活躍出来なかった。シキ400

型は実用期間そのものが短かかった。シキ170型の輪軸は860φ・中空軸でスタートし，やが

て800φ・中空軸となり，最後に860φ・中実軸で終着したようであるが，期日等は不詳であ

る。ともかく，中実軸への変更はこの車軸が本質的な問題を抱えていたことに起因している。

と言うのも，客車においてはそれに起因する折損事故が発生していたからである。

3）中空車軸の旅客車両への採用……ブルートレイン“あさかぜ”とビジネス特急“こだま”

上述，オロ40を恐らくその地均しとした上で，但し，遺憾ながら貨車における試用実績を
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70） 前掲「シキ170形式車の横圧測定試験報告」，参照。この試験には車両構造研究室からは中村 宏，

小西正一，甘粕達雄，上田四郎，湯田三郎，石野竹治が係わり，報告書は中村と小西が分担執筆した。

車両運動研究室からは松井信夫，小山正直，石川次郎，渡辺 昭が係わり，報告書は小山によって分

担執筆した。

71） 河野正七・高柳茂直・藤田悦夫「240t積大物車」『車輛技術』No.53，1959年，参照。



十分積めぬ内に，中空車軸は当時の花形である営業用旅客車両へと本格的に採用される運びと

なった。即ち，20系客車によるブルートレイン“あさかぜ”とビジネス特急電車“こだま”

はそれぞれ1958年10月1日と同年11月1日にその営業運転を開始した。

それでも，あるいはそうであったが故に，中村はこれに対して彼が考え得る限りの検証と検

討を加え，「絶対安全」との判断を下していた。その判断の背景には1958年9月，東京～博多

間で実施された“あさかぜ”実編成列車や同年10月5日から24日にかけて東海道本線上（主

に東京～大阪間）にて3回実施された“こだま”型26系（後，151系）実編成列車（B4編成，神戸

方先頭車クハ26004，先頭台車2軸）における抵抗線歪みゲージを用いた輪軸負荷・応力頻度測定

の結果があった（図22,23）72）。

かくて，20系客車に採用されたのは10t短軸中空車軸と鋼製一体圧延車輪を組合せた輪軸

であった。荷物車以外の台車はTR55で鋼板プレス品溶接組立の側梁を持ち，枕バネは空気バ

ネ，軸バネはコイル1本，荷物車のTR54台車は枕バネがコイル2本。車軸軸受は円筒コロ軸

受と玉軸受との複合軸受でスラスト緩衝装置は皿バネであった73）。

図24以下の中空車軸図において溶接個所は明示されていないが，これはそれらが寸法図面

であるが故である。また，出典の『車両用輪軸図面�』には当の中空車軸の重量についての

記載も無い。あるいはそれが記入されている個体もあるかとも疑われるが，これについても確

証があるワケではない。
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72） 中村・小西・甘粕前掲「車軸の強さに関する研究」，中村『物と事と生の研究史』109頁，表Ⅲ 9，

130頁，表Ⅳ 1，187，230頁，同『新幹線車軸の安全の研究』88～90頁，参照。

73） 山本道郎・斎藤節夫「特急“あさかぜ”」『日立評論』40巻12号，1958年12月，参照。

図22“こだま”B4編成列車先頭車における応力測定要領

クハ26004は後にクハ151 4と改称。

中村 宏・小西正一・甘粕達雄「車軸の強さに関する研究」『日本機械学会

論文集（第1部）』31巻222号，1960年，図1,2，より。
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図23“こだま”編成車軸内ボス端における曲げ応力頻度曲線

・stは静的応力，・dは動的応力。・stの値は“こだま”付随車車輪ボス付近で2.40～2.45kg/mm274）。

中村 宏・小西正一・甘粕達雄・湯田三郎「（6）台車の強度及び輪軸負荷に関する研究（その3）」『東

海道新幹線に関する研究（第2冊）』1961年4月，154頁，第3図 75）。

74） 同書160頁において中村らは“こだま”付随車の車軸当該部分に作用する・stの実測値は2.45kg/cm2

と述べている。他方，中村・恒成・堀川・岡崎『機械の疲労寿命設計』238頁，表Ⅵ.1.6においては

2.4kg/cm2という数値が掲げられている。後者も車両はクハ26である。これは電動車ではないが制

御車であって付随車ではない。

75） この図は田中・中村前掲「鉄道車両用車軸の強度設計方法と今後の問題点」に図81として再掲。

76） 業界でもチリヨケ座という言葉で車軸のこのスリーブ焼嵌め部を指す場合とスリーブそのものを指

す場合とが混在していた。横堀『鉄道車両工学』205頁，第8.34図と213頁，第8.42図とを対照せ →

図24 20系客車の中空車軸，一体圧延車輪への抵抗線歪みゲージ貼付状況

中村『新幹線車軸の安全の研究』14頁，図4。

Aがチリヨケ座。ここにスリーブが焼嵌めされる76）。
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図25 20系客車のTR55台車に採用された輪軸

臨時車両設計事務所（旅客車・規格）編集『車両用輪軸図面 � 電車 ディーゼル動車 客

貨車』日本国有鉄道，1966年，より。頁番号は無く右上の数字がそれに代わるものとなっ

ている。但し，普通は図番により特定する。
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図26 20系客車のTR55台車に採用された中空車軸の材料と成品

同上図面集，より。



4）旧“こだま”型特急電車に採用された中空車軸

1930～・60年代前半における本邦鉄道車軸とその折損事故について（�） 55

図27 在来線“こだま”型特急電車のDT23動台車に採用された輪軸

同上図面集，より。
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図28 在来線“こだま”型特急電車のDT23動台車に採用された中空車軸の材料と成品

同上図面集，より。
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図29 在来線“こだま”型特急電車のTR58付随台車に採用された輪軸

同上図面集，より。
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図30 在来線“こだま”型特急電車のTR58付随台車に採用された中空車軸の材料と成品

同上図面集，より。



5.ブルートレイン20系客車における車軸折損と中空車軸の後退

1）20系客車における車軸折損事故

中村は20系客車の中空車軸折損事故について「2－3年経って一本塵除座……が京都－米原

間で折損した。その後調査すると，90％以上にきづが入っていて，一本折損したのである」と

述べている。また，彼は「2年経って下り列車で走行中，彦根付近で火花の散っているのを見

付け，京都駅で停車していた処，車軸が折損しているのを見つけた。折損箇所は……塵除座と

いっている処である」とも述べている。その時期は1960年，列車名は何れにおいても特急

“あさかぜ”である77）。

ところが，同時代の中村 宏らの論文に拠れば，車軸折損事故に遭遇したのは特急“さくら”

となっている。「90％以上にきづが入ってい」たのならアレコレの列車で2～3本折れていても

不思議はないが，水面下に処理された「事故」に計上されぬ事案まで含めれば，一体何列車で

何本どうなったのかについては全く以て闇の中である。図31の原キャプションもまた，「“さ

くら”中空軸塵除坐近傍の寸法図」であるが，亀裂あるいは折損状況の説明である限り列車名

が二の次となることも止むを得まい78）。

このチリヨケ座（塵除座）なるモノにまつわる用語上の混乱については上述の通りであるが，

先程来掲げて来た『車両用輪軸図面�』の図面に「ここ」とは表示されていなかった件に象

徴される通り，チリヨケそのものが軸受の領分に属する部品であることも手伝い，鉄道車両用

車軸軸受に馴染みの無い向きにはその名称の奇妙な響きと相俟ってチリヨケ「座」などと言わ

れても何のことやら理解不能であろう。よって，ひとまずブルートレイン客車の軸箱全体を図

32に示しておきたい。軸箱番号J 110A，複列円筒コロ軸受番号JC2，その内輪内径110mm，

外輪外径235mm，外輪幅（ツバ輪込み）160mm，単列深溝玉軸受番号6314である。

各部品の名称は：ラジアル荷重を受持つ複列円筒コロ軸受を収容している中央部が軸箱体，

左側のスラスト緩衝用皿バネとスラスト受け金具，スラスト荷重を受持つ深溝玉軸受を収容し
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→ よ。

車軸屋は軸の方を，軸受屋はスリーブの方をかく呼んでいたようであるが，軸受屋は油切りなる術語

をもこれに充てていた。もっとも，油切りなら英語表記はスリーブ（sleeve）ではなくスリンガ（slinger）

となる。NippinSeikoK.K.,NSKAxleboxesforRailwayRollingStock.1969,pp.63,65，大山忠

夫・平沢弘太郎『鉄道車両用軸受の変遷』光洋精工㈱，1997年，参照。

77） 引用は中村『物と事と生の研究史』21頁，『新幹線車軸の安全の研究』13頁，より。両書の中に

“あさかぜ”車軸折損に係わる言及，記述は二十数か所に及んでいる。

78） 中村・小西・甘粕・湯田「（6）台車の強度及び輪軸負荷に関する研究（その3）」日本国有鉄道鉄道

技術研究所『東海道新幹線に関する研究（第2冊）』所収の158～160頁，参照。
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図31 20系客車中空車軸の亀裂発生状況

中村・小西・甘粕・湯田「（6）台車の強度及び輪軸負荷に関する研究（その3）」

『東海道新幹線に関する研究（第2冊）』159頁，第11図。

図32 20系客車に用いられた皿バネ式スラスト緩衝型の国鉄標準軸箱

NippinSeikoK.K.,NSKAxleboxesforRailwayRollingStock.1969,p.25，より。

車両用ころがり軸受研究会『車両用ころがり軸受』57頁，第3・26図，大塚監修『鉄

道車両―研究資料―』250頁，第6・57図，赤岡 純『軸受の損耗と対策』日刊工業新聞

社，1961年，134頁，図5・8，日本精工㈱『日本精工五十年史』1967年，345頁，図77

の物と同じ。



ている部分が前蓋，右側が後蓋と呼ばれる。この図の後蓋中央に明いた孔の内面には深い溝1

条と浅い溝2条が彫られていた。深い溝はV溝ないし梯形（＝台形）溝と呼ばれ，その内部に

接触型密封装置の一種でV溝シール（梯形溝シール）と呼ばれる合成ゴム製のシールが嵌込ま

れていたと見て取れる。当該部位に関しては矩形断面の溝にバネ入りリップシールを嵌込むよ

うな場合もあれば，V溝を2条とし軸受側にV溝シールを入れてグリース・シールとし，外

側に革製シールを嵌め，チリヨケ，即ちダスト・シールとして供する場合もあった79）。

V溝の隣に設けられていた2条の溝は油溝ないしグリース溝と呼ばれる幅3～5mm，深さ

4～5mmの溝であり，ここにはOリング等が嵌込まれるワケではなく単にグリースが充填さ

れるだけであった。しかし，軸と孔とのラジアル隙間が0.5～1.0mmに設定されていれば，か

ように簡単な仕掛けでもかなり有効なチリヨケ，それも摩擦損失や摩耗を生じない非接触型の

密封装置となり，軸受はダストの侵入から護られ得た。

車軸が後蓋の孔を貫通する部分には通常，図33のように取替え可能なスリーブが焼嵌めさ

れていた。“チリヨケ座”とはこのスリーブあるいはそれが焼嵌めされる部位を指す。この用

語法の混乱については上述の通りであるが，共通しているのはチリヨケの相方，という意味で

あり，焼嵌めを伴わない場合なら車軸の当該部位そのものが“チリヨケ座”と呼ばれたことは

自然である。無論，この部分を取替え可能なカラーとするのは接触型密封装置との摩擦により

その表面が時と共に摩耗して行く事態を避け得ぬからである。

1930～・60年代前半における本邦鉄道車軸とその折損事故について（�） 61

79） 一連の説明は主として車両用ころがり軸受研究会『車両用ころがり軸受』白泉社，1959年，222～

224，232～235頁，に拠る。

図33 スリーブの焼嵌め

ibid.,p.65Fig.2.



スリーブも円筒コロ軸受内輪も120℃の機械油中に20～30分浸漬し，熱膨張し切ったとこ

ろで軸端に手で押し込まれた。これが焼嵌めである。もっとも，件のスリーブの形状は図31

のそれとはやや異なっている。これは図32が中実車軸に改められた後のモノを表しているか

らである。

2）中空車軸の後退……中実車軸への置換

図24に見た抵抗線歪みゲージの貼付位置にチリヨケ座付近が除外されていたことに関して，

中村は「この事件までに折損していた処はすべて測定しているのに，この場所だけは折損した

例がなかったので，測定点から外していたのである」と述べている80）。

走行中のこの部位外表面にそのまま歪みゲージを貼付することなど，そもそも不可能であり，

内側から貼るしかないと想われるのであるが，ここで強調しておかねばならないのは，中村ら

が“こだま”編成における実働応力測定においてはチリヨケ座外周面（軸受箱後蓋改造？）に関

する応力測定が行われ（図22C），動的応力の最大値，最頻値ならびに平均値が低いことを確か

めていたことである。つまり，中村らの20系客車における実働応力測定における手抜りはあ

くまでも貼り忘れにあったのではなく，貼る必要がないと読んだ点にこそあったということで

ある81）。

中村に拠るまでもなく，チリヨケ座付近は横圧による「応力が働かない」，「横圧の影響をう
・・・・・

けない」部位である。但し，重力が働いている限り軸は撓み続けているワケであり，重力に因

る曲げモーメントそのものが横圧が作用する間，軽減され続けることはない。横圧が加算され

ないというだけのことであり，これもまたルーローの線図に示されていた通りである。

それ故，次図の応力頻度曲線（a）に示されるように最大応力の点では重力と横圧力とが積

算される輪座の方が大きくなる。これまたルーローの線図（図7）に示されていたことであるが，

それでも中村らの脳裏には累積応力頻度曲線（a）は疲労曲線ABCに対して十分，余裕を持っ

ていたという計算があった82）。

また，（b）に関して走行中，チリヨケ座付近に作用する動的最大応力は中村らの計算から

「精々4kg/mm2を超えない程度と推定され」ていた。中村らは事故後，ナハ10型客車に中空

車軸を履かせ，改めて東海道・山陽本線（東京～岡山），伯備線（岡山～大山），山陰本線（大山～

下関），山陽本線（下関～岡山）にて応力測定を行い，当該部分に作用する動的応力の最大値が
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80） 引用は中村『新幹線車軸の安全の研究』13頁，より。

81） 中村・小西・甘粕前掲「車軸の強さに関する研究」，参照。なお，中村・小西・甘粕・湯田前掲

「（6）台車の強度及び輪軸負荷に関する研究（その3）」160頁，第2表には“さくら”車軸の「塵除坐

近傍」における静的応力として“こだま”付随車のボス付近の2.45kg/cm2よりやや大きい2.66kg/

cm2なる値が掲げられている。

82） 中村『物と事と生の研究史』21～22頁，参照。



「精々……3.7kg/mm2程度」であったことを再確認した83）。

それにも拘わらず亀裂が多発し，折損事故が惹起されたことは当該部にヨリ大きな引張り応

力が作用していたという事実を示唆している。その原因として中村は，①：車輪圧入組立時，
・・・・・・・

この段付き部に生じていた引張り残留応力，②：この部位に繰返し荷重によって累積した引張

り残留応力，③：車輪圧入時，ボス端部に生ずる引張り残留応力，の3つを考えた。つまり，
・・・・・

それらの全てないし何れかが重力に起因する応力への追加分として定常的に作用していた……

つまり実際の（b）は予想よりも右方にシフトしていたという推論である84）。

この事態はチリヨケ座付近に作用する応力の最頻値に反映される。中村は推定応力頻度曲線

（b）に示されるように応力の最頻値に関してはチリヨケ座の方が高くなっていたと推察した。

そして，ランダム荷重下における疲労曲線がABCではなくABDであるなら，これとの近接

度という点からして曲線（b）＝チリヨケ座の方が高い危険度を有していたということになる85）。

なお，中実軸を用いてではあるが，東海道新幹線開業に向けた基礎研究の中で中村らは段付

部近傍へのチリヨケ座の「圧入」に起因する疲労強度低下をシミュレートする実験を行ってい
・・・・・・ ・・

る。次図においてA（6本）は圧入無しの場合と大差無い106を超える繰返し度数の下で発生し

た亀裂を示すが，B（2本）は105を遥かに下回る非常に早い時期，將にチリヨケ座に相当する

部位に生じた亀裂である。この早期損傷の原因はフィレット部のバイト目等，工作精度のバラ

ツキから説明可能ではあったが，これでは実車，つまり20系ブルートレイン客車において亀

裂が多発している事態の説明にはなり得ず，真の原因はなお解らぬままであった。
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83）『東海道新幹線に関する研究（第2冊）』159頁，参照。

84） 同上書，160頁，参照。中村が焼嵌めされたスリーブの緊締力について何も語ってないのは，それ

が著しく小さかったためであろう。

85） 中村『物と事と生の研究史』22頁，参照。

図34 応力頻度曲線と疲労曲線との関係

『物と事と生の研究史』22頁，図Ⅱ 41。

若干，表記を改めた。



そこで中村らとしては取り敢えず：

（ⅰ）段付による応力集中と圧入による影響をきりはなすよう形状を考えること，（ⅱ）

焼食や腐蝕がおこり難いように圧入滑剤の工夫を行うこと，（ⅲ）高周波焼入や表面圧延

を行つてあらかじめ残留圧縮応力を軸表面にあたえておくことが必要と思われる。

との対症療法を勧告せざるを得なかった86）。

中村の真意は計りかねるが，また，図21に見た溶接組立構造からすれば上記（ⅰ）～（ⅲ）を

承けて圧入部と段付き部とを適当に引離したり段付き部の断面形状を変更する程度の設変やそ

れに準拠した工作を行うことは容易であったにも拘わらず，事態の重大性を前にして彼らが中

空車軸の設計をヨリ正しい方向に徹底的に改めようとしていないことだけはほぼ確実である。
・・

つまり，彼らは“臭いものに蓋をした”，あるいは“させられた”ワケである。

ただ，中村らが中空車軸の材料を低炭素鋼に改め，これに高周波焼入れを施してその疲労強

度を高めようとしていたことだけは確かである。元々の材料の靭性をヨリ高くしておいた上で

その表面硬度，表面圧縮残留応力確保を狙ったのであろう。その状況は次図に示される通りで

あるが，強化型ということなのか，軸径は先に見た20系客車の図面のそれより若干，アップ

されている。

然しながら，上図に示されている通り，中村・三木式中空車軸の疲労強度について語る場合，

ポイントであった筈の，中村その人にとっては謂わば痛恨の失態とも言えるかのチリヨケ座に
・・

高周波焼入は施されてなかった。この点ひとつを取ってみても，本実験が速やかな実用化＝中

空車軸の復活を狙っての試行であったとは到底，考えられないのである。
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86） 引用は中村・小西・甘粕・初野「（7）車軸の強度について」『東海道新幹線に関する研究（第3冊）』

198頁，より。焼食はフレッチング・コロージョンのこと。

図35 段付部近傍への圧入に因る疲労強度低下試験概要

中村・小西・甘粕・初野「（7）車軸の強度について」『東

海道新幹線に関する研究（第3冊）』197頁，第13図。



車軸材として低炭素鋼を利用すること一般に関して，中村らは次のように述べている。

従来の車軸はC＝0.4％位の中炭素鋼を使っており，又高周波焼入も中炭素鋼に多く施

こされている。

しかし摩耗を考慮しなくてよい場合（ⅰ）焼入した材料の靭性の点，（ⅱ）焼きわれのお

こり難い点，（ⅲ）修理の時の機械加工の難易（一体車輪であるから車輪を車軸から抜く機会が

多い）を考えると低炭素鋼も捨て難い。

焼入能についても懸念したが，……中略……C＝0.23％鋼でも硬化深度として8mmはあ

るので，充分実用に供しうると思われる。

もっとも，これはあくまでも新幹線電車用中実車軸開発の流れの一コマであって，件の低炭

素鋼中空高周波焼入れ車軸はせいぜいテストピースとして登用された程度に過ぎず，例えば交

換用部品として大々的に用いられるような状況になど至ってはいまい87）。

前掲『車両用輪軸図面�』の諸図（本稿図27～30）に注記されていた通り，中村の研究が単著

の形で実を結ぶ9箇月前の1962年4月2日，151系旧“こだま”型電車の電動車用中空車軸

ED4847（214kg）の中実車軸ED4889電動車用（306kg）への，また同付随車用中空車軸ED4849

（198kg）の中実車軸ED4849付随車用（309kg）への置き換えが決定された。中空車軸の重量は

両軸端の“栓”込みのそれであるが，電車用中空車軸は中実の対応物より100kg近く軽かっ

たということになる。勿論，軽かろうが頻繁に折れたり疵入りしていたのでは最重要保安部品

である車軸としての価値は無きに等しい。

引き続き，同年9月28日には20系ブルートレイン客車用の中空車軸VC4483のVC4501中

1930～・60年代前半における本邦鉄道車軸とその折損事故について（�） 65

87） 引用は中村 宏・小西正一・甘粕達雄・初野耕三「（7）車軸の強度について」日本国有鉄道鉄道技

術研究所『東海道新幹線に関する研究（第3冊）』1962年4月，192頁，より。『東海道新幹線に関する

研究（第4冊）』の続報（168頁）に拠れば，高周波焼入れによる疲労強度向上効果としてC＝0.35％，

9.5秒，1000℃が最適との結論が掲げられている。

・61年に為された高周波焼入れ低炭素鋼中空車軸の現車試験については中村『物と事と生の研究史』

167，420頁，を見よ（後掲表23，参照）。

図36 低炭素鋼製中空車軸への高周波焼入れ

中村 宏『高周波焼入と疲労強度』234頁，図14・15。



実車軸（215kg）への置き換えが決定された。こちらについてはオリジナルである中空車軸の重

量不明ながら，電車用車軸のそれからすれば，やはり1本当り100kg近い重量上のペナルティー

はあったものと考えられる。これらの決定は同時に，この種の中空車軸が二度と再び製造され

ないという宣告でもあった。それは電車や客車ばかりではなく，件の大物車についても変りは

なかった。

300系以降の新幹線電車に採用されている中ぐり車軸に関連して，中村がその意義は超音波

探傷検査精度の向上にあり，「軽量化が目的であるならば……中略……圧延パイプでつくった方

がよい」と述べている下りには順調に育てられなかった中空車軸への彼の思いが滲み出ている

かのようである88）。

突き放した評価を下すなら，「内腔表面仕上げの決定的重要性」が云々されるような中空車

軸における表面硬化・疲労強度向上策としては内外面を同時かつ均等に処理可能な窒化のよう

な工法が最適であったワケである。しかし，これは自動車機関部品の如き大量生産品か航空発

動機部品の如き高級品においてのみ成立し得べき技術である。このことは窒化という処理法全

般の制約であるが，翻って言えば，それは鉄道車両部品としての中村・三木式中空車軸が背負

わされた本質的ハンディキャップを示唆する論点ともなっている。

但し，上に紹介した中実軸への転換とて万全の結果をもたらさなかったという事実だけは指

摘しておくに足る。即ち，20系電源車においては中実化後の・65年5月，車軸折損事故を記

録している。無論，これはジャーナル径110φの中実車軸に係わる折損事故例である89）。

また，電車車軸の使用限度に係わる解説として次のような事蹟も紹介されている。

昭和38年に151，157形特急電車に使用されていたジャーナル直径110mmの【車軸の】

円筒コロ軸受の内輪ハメアイ部にきずの発生するものがあった。このため，該部を非破壊
・・

検査するとともに，481形交直流特急以後の新製車については，強度増強をはかりジャー

ナル直径を120mmとし，在来車についても積極的に120mmの車軸を使用することとさ

れている90）。

151系は無論，“こだま”型，157系は所謂“日光型”特急電車である。ここで疵入り頻発で

481系以降設変という事態を背景としつつなお「積極的に」なる言い草は笑止の極みである。
・・

110φ車軸の使用限度は－ゼロ，即ち110mmそのものとされていた。ころがり軸受を用いる

からジャーナル自体はさほど摩耗しないので，これは半ば当然の基準ではあったが，何れの場

合においても“あと10mm太くすれば”，という命題が貫徹していたことだけは火を見るより

も明らかである91）。
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88） 引用は中村『物と事と生の研究史』123頁，注2，より。同書本文，89頁も参照せよ。

89） 中村光司「20系電源車の生涯」（http://pcdc.cho88.com/20PC-PW.pdf），28頁，参照。

90） 廣重『輪軸』261頁，参照。

91） 同じ命題の別の貫徹態様については次節にて取上げられる。



6.東海道新幹線へ

1）高周波焼入れ

新幹線車軸に関する技術的要点は高周波焼入れと中ぐり車軸である。後者の採用は300系以

降であるから，時系列的画期としては高周波焼入れが先である。高周波焼入れとは高周波によ

る電磁誘導作用でワーク表面に渦電流を，従ってジュール熱を急激に発生させた後，急冷して

組織を変態させる手口で，マルテンサイト変態による硬化と熱及び変態による体積膨張とを被っ

た表層部と相対的に低温のまま推移した深部との間に生ずる緊張状態に由来する圧縮残留応力

とを表層内部に発生させる表面硬化技術である92）。

高周波焼入れは疲労亀裂の起点となり得べき表面の微少亀裂を圧縮残留応力によって閉口圧

着せしめることを通じてワークの疲労強度（亀裂伝播に対する疲労限）を著しく高める効能を持

つ表面硬化法となっている。従って，車軸のように表面硬度よりも疲労強度の向上を狙いとす

る場合，表層部にマルテンサイトを出し過ぎると却ってその脆性を増して疲労限を低下させ，

甚だしい場合には焼割れさえ惹起されかねぬため，加熱を早期に切り上げるのが得策となる。

但し，こうして獲得された表面圧縮残留応力は引張応力の繰返しによって徐々にではあるが食

い潰されて行く93）。

高周波焼入れの鉄道車両部品絡みの導入経過については次表の通りである。無論，主電動機

電機子軸やピニオンならば折損しても車両の脱線転覆には至り難く，路面電車であれば車軸折

損を生じても車両が座り込む程度の事故で済む。鉄道車両部品における高周波焼入れの導入は

仮令，そこに損傷が発生しても，事故の規模が相対的に大きくないような領域から始められ，
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92） 但し，中村は高周波加熱が急速加熱であるため，表面焼入れのみならずズブ焼入れにおいても電気

炉焼入れより高い疲労限が得られるという事実を見出している。その理由について中村は幾つかの推

定を掲げているが，必ずしも明快な答えは与えられていない。中村『高周波焼入と疲労強度』212～

217頁，その要約として廣重『輪軸』106～107頁，参照。

93） 高周波焼入れに関する中村自身による著述として同上書に加え，「高周波焼入れ」（日本機械学会『金

属材料 疲れ強さの設計資料 Ⅱ 表面硬化』第 7章），中村他『機械の疲労寿命設計』18，174頁，『物と事と

生の研究史』（13～17，52～53，130，166～175，187，229～230，420頁），『新幹線車軸の安全の研究』（18～

19，57～63頁），がある他，このテーマに係わる書物としては廣重『輪軸』（106～111，473，474，476頁），

菅原「輪軸の設計」，平川「高速鉄道用車軸」，高速車両用輪軸研究委員会編『鉄道輪軸』（108～111頁）

があり，研究ないし展望論文に至っては枚挙に暇ないほどである。

高周波焼入れや磁粉探傷に基づく車軸交換については石塚弘道「鉄道技術 来し方行く末 発展の系

譜と今後の展望 第 2回 材料強度からみた車軸と車輪」『RRR』Vol.69No.5,2012年，高周波焼入

れ等については牧野泰三・酒井宏樹「新幹線車両用車軸の疲労特性」『新日鐵住金技報』第 395号，

2013年，を挙げておく。



順次，その適用範囲が拡大せしめられて行った展開が理解されよう94）。

新幹線車軸の高周波焼入れは現在においても左右軸端部と中央部とに3分され，左右輪座中

央に焼入れされない部分を残しているが，当初，軸端部については次図BCDに示すチリヨケ

座からジャーナル部のみが焼入れされていた。これは輪座外側AB部まで焼入れする装置が

開発されていなかったこと，計算上，輪座外側に働く応力は低く，疵入りの心配が無いとの理

由に拠る判断であった。しかし，在来線における疵入り統計より外ボス側にも疵入り発生例が
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94） 但し，高周波焼入れが戦時中，航空発動機クランク軸の表面硬化を目的として開発・使用されてい

たという中村の弁（『新幹線車軸の安全の研究』166頁）はアメリカの水冷発動機用クランク軸辺りではそ

うであったかも知れぬが，当時の我国におけるその適用はプロペラ軸（減速装置出力軸）止まりであっ

た。この点については拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」にて論じておいた。因みに，当時，国

内で航空発動機クランク軸の表面効果に供されていた技術は窒化である。中村も『高周波焼入と疲労

強度』の「緒言」ではヨリ控えめな記述を残している。

95） 表中のM 5軸について，『車両用輪軸図面�』に拠れば，鉄道省～国鉄の電車用動軸にはED4623

（・31）にM 3，ED4625（・31）にM 4，ED4641（・33）にM 5，ED4640（・33）にM 6，……といった呼

称が割り振られていた。廣重『輪軸』473頁にも同じ表。

M 5軸については中村『物と事と生の研究史』167頁にも言及がある。中村・田中・初野前掲「実

働荷重と疲労強度からみた車両用車軸」にはM 3が電車車軸であるとの，中村・田中『機械の疲れ

寿命算出法』176～177頁にはM 3が古い電車動軸でよく折れたとの記述と疲労強度計算が掲げられ

ている。

表23 高周波焼入れの現車試験実績（電機子軸，車軸，ピニオン関係）

中村『物と事と生の研究史』420頁，表Ⅷ・1，より95）。



見出され，かつ，高周波焼入れ装置も改良されたため，AB部まで処理範囲を追加する提案が

なされ，程無く軸端部への高周波焼入れ部位はABCD部へと改められた96）。

なお，この図の車輪圧入方式は最初期のモノで輪座両側を若干余したスタンダード・フィレッ

ト方式となっている。しかし，新幹線開業と時を同じくして導入決定され1965年8月から鉄

道技術研究所において稼働を開始した実物車軸疲労試験機による実験や大型試験片を用いた実

験により応力繰返し度数が高くなる場合，軸に対する把握力に劣るボス内端部を輪座から敢え

て若干オーバーハングさせることにより輪座内側での相対辷りを起り難くさせるオーバーハン

グ・フィレット方式の方が耐フレッチング性に優れ，従って長い疲労寿命を有することが解明

された。

このため，圧入方式をこれに変更した所謂「E仕様」が導入され（・67年終り～・70年初め），

F仕様，スタンダードG仕様としてのスタンダード復活を挟んで最終的にG仕様のオーバー

ハング化（・74年）が断行された。その結果，磁粉探傷によって廃却処分される車軸本数比率の

激減が達成されるに至っている97）。

2）中ぐり車軸

本稿の対象外となるが，1992年から量産車の投入が始まった300系以降の新幹線電車に用

いられている中ぐり車軸について，これを軽量化を主眼とするかのような説明は中村自身の指

摘にもあった通り不適当である。300系の車軸で60φ×全長2,362mmの中空部により削減さ

1930～・60年代前半における本邦鉄道車軸とその折損事故について（�） 69

96） 中村 宏・林 成行・初野耕三・矢口信治「（7）車軸の強度」『東海道新幹線に関する研究（第6冊）』

1965年，168頁，参照。

97） 中村 宏・田中真一・矢口信治・初野耕三「実働応力と疲れ強さ（その15，はめあい部における車輪と

車軸のみかけの相対すべりについて）」『日本機械学会論文集（第1部）』第25巻第277号，1969年，廣重

『輪軸』353～360頁，中村『物と事と生の研究史』55～56頁，同『新幹線車軸の安全性の研究』47～

50頁，高速車両用輪軸研究委員会編『鉄道輪軸』119～125頁（特に111頁，表 6.3.1，121頁，図6.4.20），

参照。実物車軸疲れ試験機については男沢 伸「鉄道車両用実物車軸疲れ試験機について」『日本機械

学会誌』第69巻 第575号，1966年12月，参照。

図37 新幹線車軸軸端部における高周波焼入れの推移

中村 宏・林 成行・初野耕三・矢口信治「（7）車軸の強度」『東海道新

幹線に関する研究（第6冊）』168頁，第12図。



れる重量は約52kgとなる。次図に拠り300系中ぐり車軸の重量は367kgであり，同じサイズ

の中実車軸の重量は約419kg程度となるから，中ぐりは12.4％程の軽量化効果しか与えてい

ないことになる。この中ぐりはBTA加工によっている。その前駆形態についてもアメリカ輪

軸技術史との絡みで紹介した通りである98）。

これに対して，繰返しになるが，復興期の試作12t長軸においては中空構造の採用によって

47％の軽量化が達成されていた。長軸とは言い条，その全長は2,180mmに過ぎなかった。全

長2,300mm前後でヨリ長い平行部を有する標準軌間の車軸なら軽量化効果は更に大きくなる。

それにも拘らず，ストレート中ぐり一本でというのは最も重要なポイントが際どい健全性評価

手段たる車軸の在姿超音波探傷検査に置かれているからに他ならない99）。

経済学雑誌 第117巻 第2号70

98） 中村『物と事と生の研究史』123頁，菅原「輪軸の設計」165頁，高速車両用輪軸研究委員会編

『鉄道輪軸』97～98頁，拙稿「20世紀前半アメリカの鉄道輪軸について」，参照。

99） 中村『物と事と生の研究史』89頁，平川「高速鉄道用車軸」，高速車両用輪軸研究委員会編『鉄道

輪軸』22～23，153～161頁，参照。こちらも研究論文の類は数多，公刊されているが，その紹介まで

は無用であろう。

図38 高速鉄道用車軸の進化

平川賢爾「高速鉄道用車軸」『日本機械学会誌』Vol.101No.952,1998年，

図4。



7.戦後国鉄の機械式ディーゼル動車における車軸折損事故について

起動時，車輪踏面と軌条面との間に粘着と辷りが短い周期で繰り返されることに因り機械式

ディーゼル動車の動軸に捩り振動が発生し，かつ，それが自励振動の形を採ることで軸の亀裂・

折損に及んだ一連の気動車動軸折損事故は捩り振動に起因する疲労破壊現象であったが故に，

これまで見て来た一連の車軸折損とはその趣を全く異にする現象である。

中村 宏らによって解明された本件については既に真空式
ニューマチック

ガバナの効用という側面から拙稿

「戦前・戦時期の国産中・大型自動車用機関について」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載）の

中で簡単に触れておいたが，以下では資料に拠って車軸そのものの漸進的にして歯痒くも中途

半端な仕様変更履歴について補足しておきたい100）。

1952年度，特別費工事としてキハ41500型（DA55），総計63両の動軸がVC4394からVC4383

へと取替えられた。前者には何を思ってか車輪内ボス側に126φのくびれた部分がしつらえら

れており，当然の報いとしてここに亀裂を生じ易かった。この愚を改善するための強化策が後

者への誠に中途半端な置換であった。なお，次図以下，車軸中央部は減速大歯車座，両脇の低

いフランジ各2本は逆転機箱のオイルシール，ダストシールを構成する部位である。
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100） 車軸そのものについては「気動車動軸の補強改造工事について」『車軸折損について』282～283頁，

参照。

図39 VC4394からVC4383への変更

『車軸折損について』282頁，より。

誤植を訂正。



それにも拘わらず，否，その程度であったからこそ，1954年3月15日には工作局長・運転

局長は各総支配人，釧路・旭川・青函・福知山・大分を除く各鉄道管理局長，苗穂，盛岡，新

津，新小岩，大宮，長野，名古屋，高砂，多度津，幡生，小倉，西鹿児島の各工場長，関東・

近畿地方自動車事務所長宛に工修第187号「気動車の故障について」を発しなければならなかっ

た。そこでは：

気動車の故障中，最近クランク軸の折損及び動輪軸のきず入り折損が目立って多く発生

しており，このまゝ放置すれば更に同一故障の断
ママ

発も予想されるので本庁において原因の

究明と部品の改善を計
ママ

っているが，工場及び区における検査修繕並びに取扱方にも特に注

意を要する点もあるので，次にこれらの故障状況と検修並びに取扱上の注意を掲げるから，

早急に実施されたい。

記

1.クランク軸の折損

省 略

2.動輪軸の疵入

（1）故障の状況

イ）車輪，車軸ともに41500形式（特に41600台の車両）に多く，車軸はボス座から内側

直径128mmの部分に，車両
ママ

はスポーク両端附近に発生している。

ロ）破断面は軸のトルクによる捩り破断で，走行キロ10～15KMで発生しており，相

当大きな捩り振動による疲労破損と推定される。

（2）保修上の注意

イ）キハ42300及び41500形式車は甲修繕の際，超音波探傷機，磁気探傷機，いぶし検

査又はこれらを併用する等綿密な検査を行うこと。

ロ）甲修善
ママ

以外の検修においても上記部分に対しては特に入急
ママ

な検査を行うこと。

ハ）歯車式の重連運転に対しては発車時の取扱をつとめて両車均等に行うこと。

と指示されている101）。

ハードウェアの至らぬ点の尻拭いを検修ならびに運用現場の努力と注意力に只管委ねるシワ

寄せ御免の精神はここでも見事に発動されていた。

一方，1955年11月1日には工作局長より工修第1355号「歯車式気動車の動輪の検査につ

経済学雑誌 第117巻 第2号72

101）『車軸折損について』279～289頁。いぶし（燻）検査とはトーチランプで被検査物の表面を加熱し，

内部に浸潤する油を浸出させて疵を摘発する検査法。往時はこれが見えない亀裂を発見する主力検査

法であった。使用時，潤滑されていない部位の検査に先立っては分解後，部品を油中に充分浸漬して

おく必要があった。勿論，高周波焼入れが施されている部位には適用し得ない検査法である。機關車

工學會『最新 機關車檢修工學』交友社，1940年，32頁，拙稿「C53型蒸気機関車試論［訂正版］」，

参照。



いて」が旭川，苗穂，盛岡，新津，新小岩，大宮，長野，名古屋，高砂，多度津，小倉，西鹿

児島の各工場長宛に発せられている。曰く：

歯車式気動車（キハ41300，41500，42500形式）の動輪の車軸及び輪心スポークの疵入又は

折損故障は，しばしば発生しているので，昭和29年3月工修第187号で特に入念検査を

行うよう注意を喚起したが，今回大宮工場で甲修繕を施行し9月9日出場したキハ41314

号（茅ヶ崎機関区受持）が9月14日相模線において動輪スポツ
ママ

クが折損したため脱線転覆し，

多数の負傷者を出すに至ったことは誠に残念であつた。歯車式気動車の動輪は発車時に空

転しその際相当大きな自励振動によるトルクが作用し車軸及び輪心スポークがきず入り又

は折損に至るもので，昭和29年度には一部の車両に対し動輪及び車輪の改造取替えを実

施したが，基本的対策としては発車時の動輪の空転を防止しなければならないので，近く

ニューマチック ガバナー使用による現車実験を行い方針を決定する予定である。

当面の対策として入場車に対して厳重なきず検査を行い，甲修繕の際は次によることと

されたい。

（1）車軸検査

形式の如何を問わず動軸はすべて超音波探傷機又は電磁探傷機によるきず検査を行

い，その結果を記録保存すること。

上記探傷機の設備がない場合及び上記探傷機が故障の場合はいぶし検査又はカラー

チエツク等により綿密な検査を行うこと。

（2）車輪検査

動軸用でスポーク輪心を使用しているものはソーダバス洗浄を行い音響検査及び目

視検査による外，電磁探傷機，いぶし検査又はカラーチエツク等による検査を行うこ

と。圧延輪心又は圧延車輪に対しては音響検査及び目視検査を行うこと102）。
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102）『車軸折損について』277～278頁。

図40 気動車動軸とスポーク輪心の電磁探傷検査要領

『車軸折損について』278頁，より。



以上を見ると，一体圧延車輪への置き換えがいきなり行われたワケではなく，ニューマチッ

ク・ガバナの採用も実際には・56年にズレ込んだようである。車軸自体の変更についての言及

が一切見られないのも不可解である。それ以上に，車両の欠陥に起因する人身事故を起こして

おいて「誠に残念であつた」との言い草も他人事のようである。

但し，そこで言及が為されていなかったにせよ，VC4383においてもなお亀裂発生が抑えられ

なかったため，1955年度特別費工事として更に軸径を増したものとして・54年作図のVC4446

への取り替えがキハ41300（国鉄DMF13），キハ41400（日野DA58），キハ41500，総計135両に

対して施工された事実は「気動車動軸の補強改造工事について」により明らかである。

この時には図にも付記されている通り（?），車輪もスッキリと一体圧延車輪に置換された他，

メカニカル・ガバナのニューマチック・ガバナへの置換による機関過回転防止策が講じられて

いる。

1959年5月発行の『車軸折損について』に所収の該当参考資料は年次的制約故にこれだけ

である。しかし，中村は1955年3月，彼と同僚によって起草された報告書に依拠したキハ

42518（国鉄DMH17）における車軸折損事例をも紹介している。折損原因は同じく捩り振動で，

次図と『車両用輪軸図面�』の図とを見比べれば，問題の軸がVC4374であったことは明ら

かである103）。

これは元々，1937年にVC4357の設変型として作図されていた車軸である。また，その作

図年代と相貌から上のVC4446がこのVC4374をスリム化した派生型であったという事情も了

解されよう。ここに見られるのは漸進的弥縫策の性懲りもない反復と蹉跌以外の何ものでもな

い。この間，かような車軸に身を委ねさせられていたモルモットたちこそいい面の皮である。
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103） 中村『高周波焼入と疲労強度』235～237，271頁，参照。『物と事と生の研究史』12，75頁で中村

は出典となった報告書について「中村，小西外2名“キハ42500車軸折損の原因並びに対策について”

鉄研，完了報告5 172（昭 39.3）」としているが，未見。もっとも，その正しい発行年は・64年ではあ

り得ず，・63年に発行された『高周波焼入と疲労強度』271頁に記載の・55年のようである。

図41 VC4446への変更

同上書，283頁，より。



理屈からすれば，新幹線とは対照的な低速走行をコトとするローカル線用車両であるが故に

車軸の累積回転数など高が知れたものであったろうが，発停回数は俄然，多くならねばならな

かった。なればこそ出来したのがかようなテイタラクである。他方，低速なればこそ大参事が

惹起されることなく済んだという理屈にもなる。

VC4374に対する強化策如何について両書に尋ねることは出来ないが，1957年の車両称号改

正によりキハ07となるこの車両自体，型式としてのライフサイクル末期段階に達していたか

ら，新たな抜本的強化策＝増径型車軸への一斉取り換えといった手立ては講じられなかったで

あろう。弥縫策として高周波焼入れが施されたのか否かについても不明である。少なくとも，

1957年，北陸本線用に開発されたED70型交流電気機関車において，新製時，機械式ディー

ゼル動車のそれと同様の動軸捩り振動が発見されたため，ここに高周波焼入れが施されている

ことは確かである104）。

むすびにかえて

中村 宏はその使用者，走行経路ならびに耐用年数が不特定であり，概して早期代替の対象

とされ，かつ何よりも量産品である自動車の信頼性確保技術面における特質について次のよう

に語っている。

……自動車の場合“多方面の不特定要因のもとで非常に多種類の，しかも大量に生産さ

れる構成部品の信頼性を確保しなければならない”という特徴がある。従って，自動車の

開発時に行われる，使用条件をシミュレートした“試作信頼性試験”もテストコースでの

耐久走行試験を中心にして，実車，アセンブリ，単品，素材といった構成の各単位で入念

1930～・60年代前半における本邦鉄道車軸とその折損事故について（�） 75

104） 中村『高周波焼入と疲労強度』236～237頁，参照。

図42 キハ42518の動軸VC4374に生じた亀裂

中村『高周波焼入と疲労強度』236頁，図14・20,14・21。

中村『物と事と生の研究史』12頁，図Ⅱ・15，写真Ⅱ・6も質は劣るが同じモノ。



に行なわれている。一方では“自動車は大量生産品なので，生産車輛全体に対する試作車

一台のコスト比率は，他の少量生産品に比べると小さく，試作試験に十分力を入れられる。”

という利点もある。この信頼性試験のステップは負荷，応力の把握（Stress），強度の把

握（Strength）信頼性の把握（Reliability）といった目的別に比較的はっきり分類できる。

また，それらは平均ではなく，大量生産の限界のところで何が起きるかを把握する事が必

要である105）。

それが必ずしも十全に行われていないということは措くとしても，自動車に対して鉄道車両

は少量生産される純生産財であり，一般に使用強度が自動車などより格段に高い。かようなア

イテムに関してはその疲労寿命を試作段階での実験によって把握することは困難ないし不可能

である。中村はこれを原理的次元の問題として次のように語っている。

……金属疲労の研究について述べると，試験片をつかって3日～1月間位でできる実験

は再現性がある。処が，……中略……30年かかって，速度200km/h以上で何万本の実物

実験と同じくりかえし数の実験は，今から（40～50）年前であれば，数百年かかるのであ

る。この様に長い年月【の】かかる実験は初めとおわりで世の中，環境は非常にことなり，

再現性はなく，非線形で，時の流れと同様に一方通行であることから，科学の対称
ママ

とはな

りにくい106）。

これを平易に言い換えれば，新幹線開業前に新幹線車軸に生起するであろう疲労現象を予め

十全にシミュレートしておこうとすれば，そのための疲労試験は戦国時代かそれ以前辺りから

始められていなければならなかったという理屈である。

その論理的帰結として技術進歩の過程で嫌も応も無く採られざるを得なくなる手口，それが

“実物試験”ないし“乍
なが

ら試験”という次第である。曰く：

動くものに物理的に100％安全はないんです。人間の知恵にも限りがある。むしろ，事

故はいつか必ず起こると考えておいたほうがよい。それは開業3日目かもしてない。3年

後かもしれないし，300年後かもしれない。自動車と違って，鉄道は前もって過酷な試験

をしにくいという欠点を持っている。だからこそ専門家が乗務して保守して，二重三重の

安全対策を講じているのです107）。

実際，新幹線電車の車軸は在姿の全数超音波探傷に加え，概ね1年毎の台車定期点検におい

て全数，車輪を抜いた状態での磁粉探傷検査にかけられている。その数が年間2万本以上に達

しているという事実は余りにも重い108）。

中村自身もまた直截に：
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105） 中村『物と事と生の研究史』98頁。

106） 同上書，71頁。

107） 国鉄の石澤應彦の弁。中村『新幹線車軸の安全の研究』111頁，より。

108） 平川前掲「高速鉄道用車軸」より。これは1998年時点における数字である。



新幹線車軸は東海道新幹線が1964年に開業以来約30年ほぼ同一条件の線路上をほぼ同

じ型式の車両が走るという意味で，壮大な車軸の実物疲労試験の好例と言いうる。

と述べている109）。

他方，列車運行速度の向上に当って中村は，

……最初は最高速度は1分でもよいのである。実績をつんでこの時間を徐々に長くする。

2～3年，実物の疲労試験をし乍ら（こういういい方は不遜であるが）又多くの計測をし

乍ら……中略……でるべきトラブルは全部出して前進したらよいと思う。

……中略……長い年月をかけて実物実験をし乍ら，knowhowをたくわえ，理論も発展

させてやれば，安全で経済的な方策が見つかると思う110）。

との見識を吐露している。

固より，中村の云う「実物実験」とは営業運転を通じたデータの採取・蓄積の謂いであり，
・・・・・・・・

単なる現車による試験を指す言葉ではない。乗客と載荷を伴う，換言すればそれらを有償治験

モルモットにした「実験」である。ただ，中村自身が無謬でこそないにせよ極めて有能な技術

者であったことは本稿の記述に縷々示されて来た通りであり，彼の人格が「不遜」などという

形容と凡そ対極に位置したことは彼自身の著述の到るところから滲み出ている事実でもある。

つまり，戦後復興期から東海道新幹線新幹線開業期にかけて，国民は幸運にも極めて重要な仕

事を偶々，それに最も相応しい人格に付託出来ていたということになる。

東海をはじめとするJR各社の危機管理思想ないし技術論に露見するモラル低下に鋭い警鐘

を発し続けるシステム安全論の刺客，桜井 淳は「試運転しながら製造」，「長期耐久試験と車

両製造が並列に進行」，「見切り発車」，「乗客はモルモットなのか」といった警句を巧みに用い

ながら新幹線事故の分析を行ったものである111）。

しかし，結局のところ，鉄道技術に着目する限り，乗客たるもの，ある程度はモルモットど

ころかモルモット兼資金提供者の役割を担わされざるを得ないこと必定というのが斯界の本質

的シガラミであり，その状況たるや情報通信機器のハードウェアやOS,アプリケーション・

ソフトにおけるバグ対策のケースと同断である。違い……時として乗客の生死の分岐点……は辛

うじて経済性優先や見栄張り根性が露骨か否か，その企図が冒険的に過ぎるか否か，技術を担

当する責任者の意識のありよう，最悪の事態を回避する予防措置が講じられているか否か，と

いった点に求められるに過ぎない。

無論，「頻々として……折損し或は缺裂を發生」させた満鉄のアメリカ製B車軸の如きは言

語道断であるが，わが国鉄においても溶接盛金車軸が罷
まか

り通ったり，損耗が進んだ車軸におい

1930～・60年代前半における本邦鉄道車軸とその折損事故について（�） 77

109） 中村『物と事と生の研究史』53頁。

110） 同上書，410頁。

111） 桜井 淳『新幹線「安全神話」が壊れる日』講談社，1993年，参照。各フレーズは106，122，146，

187頁，より。



てはブシュの焼嵌め（ニセコ車軸）といった際どい加修が行われるような時期が確かにあった。

剰
あまつさ

え，東海道新幹線開業直前までの気動車動軸に見た如く，拙い原設計と頂けない設変の繰

返しそのものと形容されるべき経過も現に観察されていた。乗客は畢竟，自ら金を払って目隠

しされた上，ギリギリの世界を運ばれるモルモットであるに過ぎず，只管，当事者の能力と良

心に信頼を寄せ得るだけの存在であった。そして，このキャスティングは今日に至るも，ある

いは将来に亘ってもなお不変である。

然るに，一般ジャーナリズムは事故を嗅ぎ付ければ即時的な欠陥暴きに奔走するのみであり，

体制翼賛的鉄道ジャーナリズムは欠陥や事故から愛好家の耳目を逸らすことに只管，力点を置

くばかりであり，材料力学研究者も一般向けには外国の事故例ばかりを論じている。その背後

においては，実態として，今日この国においても本質的に危険なモノが致命的な破綻を生じさ

せない範囲で際どく運用されているのであり，事故の一歩手前といった事態は日常的に発生し

ている。事故として表面化する例は「氷山の一角」であるが，致命的な事故の発生だけは辛う

じて抑え込まれているのである。遺憾なのは，かような実態がそれらの情報源の何れからも十

分には伝わって来ないことである。

現代のインフラ技術に対する正しい理解，健全な警戒心の涵養はシステム安全論に固有の守

備範囲ではあろうが，筆者はそこにこそ技術史なりの役割の一つもあると考える。残念ながら，

アメリカ輪軸技術史に関する予備的論考を先行させたにも拘らず，日本の，とりわけ復興～成

長期の輪軸技術史については車輪側の事故に係わる体系的なデータに出遭えていないため，本

稿においては日本の鉄道車両技術における構造技術サブシステムの歴史を尋ねる試みとしては

些か中途半端に過ぎると自覚しつつも，対象を専ら高度成長入口までの車軸に限定せざるを得

なかった。

果して工作局により『車輪割損について』などといった資料が作成されていたのか否か，高

度成長期以降の輪軸事故に係わる資料は存在するのか否か，あるいは今後，筆者がその種の資

料に遭遇出来るのかどうかに関して現時点では何とも言い難い。他日その機会に恵まれた時に

は微力を以て本稿の補足編に取りかかることにしたいと思っている。
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