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はじめに

舶用ディーゼル機関が今日ほど発展も大出力化もしていなかった当時，舶用蒸気タービンの

メリットはその単位出力の大きさに見出された。これに対して，レシプロ蒸気機関の長所は操

船性において発揮された。入出港の頻度が高く機敏な 挙 動
マヌーヴァリング

を求められる内航船においては今

日でも主機の機敏な発停・逆転ないし逆転機に依存する高い操船性が重視される。また，20世

紀初頭においては大形航洋客船でもオール直結タービンでは採算が合わぬという状況もあった。

そこで登場したのがレシプロの長所を活かしつつ排汽タービンの併設によって総合熱効率

（燃費）を改善する舶用排汽タービン・コンパウンド方式である。1894年，このターボ・コン

パウンドに関する最初の特許（PatNo.367）を取得したのは本格的な産業動力用蒸気タービン

の開拓者，C.A.Parsons（英：1854～1931）その人であった。その後，舶用排汽ターボ・コンパ

ウンド方式としてはドイツのBauerWach方式やParsons方式をはじめ，内外において種々

の方式が提案，実用化された1）。
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1） 排汽タービンに関するパーソンズの特許についてはcf.,AlexRichardson,TheEvolutionofthe

ParsonsSteamTurbine.London,1911,p.45.舶用ターボ・コンパウンド・システムについての概括的

技術史としては朝永研一郎「船舶蒸気動力」（日本機械学会『日本機械工業五十年』1949年，所収），234～

235頁，日本造船学会編『昭和造船史』第1巻（原書房，1977年），93～96頁，拙著『舶用蒸気タービ

ン百年の航跡』ユニオンプレス，2002年，第2章，参照。



浦賀船渠㈱（1969年，住友機械工業と合併し住友重機械工業浦賀造船所となるも浦賀の製造拠点は

2003年，閉鎖）において開発された新旧のシステムもその一つである。これらのプラントにつ

いては従前，開発者自身の筆になる工学論文や著書等において紹介されては来たものの，その

詳細な実像，とりわけ排汽タービン部のそれについては技術秘匿の意図が働いたものと見え，

ほぼ100％，闇に包まれて来た2）。

本稿は舶用ターボ・コンパウンド・システムに係わる全般的状況を瞥見した後，浦賀船渠に

おいて開発・実用化された旧方式に触れつつ，新方式の主要型式であった2DC型舶用聯動汽

機についての技術的詳細とその盛衰にかかわる事蹟紹介を果たそうとする試みであると同時に，

開発者自身によって下されたその歴史的評価に係わる誤りについても然るべき訂正が為される

ことになる3）。

一連の考証はまた，蒸気機関においてかなりの程度成功したターボ・コンパウンド方式が内

燃機関において何故，掛け声倒れに終わらねばならぬかについての教訓を与えてくれるであろ

う。

1.舶用ターボ・コンパウンド・システムのメリットと創生

ターボ・コンパウンドによる利益をチャートとして視覚化したが次図である。B～Cはレシ

プロ気筒での膨張，C～C′は排気タービン内における膨張である。黒く塗られたC～C′D部

分が排気タービンによって回収される熱エネルギーを表す。また，レシプロ気筒の排気ポート

有効断面積は気筒断面積に比して遥かに狭いため，復水器内圧力がEであってもポート内に

おける絞り損失のため排気は実際にはE′に相当する圧力までしか膨張出来ない。これは即ち，

給気におけるワイヤー・ドローイングの逆現象である。斜線部，即ちEとE′との差に起因す
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2） 開発者が残した文献として，小野暢三「浦賀式聯動汽機と其の実績」『造船協会会報』第 59号，

1937年，小野暢三『貨物船の設計』天然社，1948年，127～157頁，『舶用聯動汽機』天然社，1951

年，124～147頁，を参照することが出来る。学会紀要論文はネット上でフルテキスト閲覧可能である

から，本稿でも浦賀の新旧ターボ・コンパウンド主機の外観写真や図面等についてはなるべくこれを

ご参照頂くこととし，重複は控えさせて頂いた。しかし，遺憾ながら何れの著作物においても新型に

係わる機構的詳細や排汽タービンに関する情報はかなり制限されており，画像情報に至っては皆無で

ある。この欠落を補完することに本稿の意義の一半はある。この際，画像データの主たるソースとな

るのは同社によって作成された同時代の写真帖，『2DC ENGINE』である。

他方，実務技術書の中では葛西松四郎『詳説 舶用蒸汽機関』海文堂，1952年，47～59頁に浦賀新

方式の概要，126～134頁に新旧方式の要部に運転中，生ずる熱膨張の実測値等が具体的に紹介されて

いる。これらの他，浦賀式聯動汽機に係わる資料としては『浦賀船渠六十年史』1957年，6頁，を挙

げ得るに過ぎない。

3） この点を含め，蒸気原動機技術史の概要については拙稿「蒸気動力技術略史」（大阪市立大学学術機関

リポジトリ登載）をご参照頂きたい。



る損失仕事をレシプロ機関のみで膨張させ終わった場合に生じた筈の排気の絞り損失と呼び，

この部分もまたターボ・コンパウンドのゲインになる。

イギリス海軍では1902年建造の4機4軸直結タービン駆逐艦Veloxに低速巡航時専用の

3段膨張150IHPレシプロ機関2基を与え，その軸出力を同軸上に位置する低圧タービンの出

力軸に合流させ，その排気は低圧タービンに落すという方式が試みられた。しかし，結局，こ

こには小形高圧巡航タービンを設ける方が効率的で巡航速力も引上げるべきであるとの試験検

討結果が得られたため，低速巡航用レシプロ機関は1906年，高速巡航用タービンに代替され，

ターボ・コンパウンド方式は棄却された4）。

今一つ，大形ヨットの主機改造という先行例があった。話題の主は1903年にイギリスで建

造された3機3軸直結タービン・ヨット，Emeraldである。パーソンズの知己であり支援者

でもあった LordFurnessをオーナーとするエメラルドは世界初の洋航タービン・ヨットで

全長198ft.,積載状態での排水量900tにおいて14.5kt.の速力を有した。直結タービンはパー

ソンズで，中央が高圧，両舷が低圧という当時の軍艦などにも見られる一般的な構成であり，

通例に倣って両舷推進器軸には前後串刺し2連の推進器が備えられていた。

しかし，前後推進器の干渉とキャビテーションに因る推進効率の低さ，両舷前方推進器付近

での振動が観察されたため，両舷前方推進器の撤去が試みられ，ほぼ同一出力で0.25mile/h

の速度向上が得られた。更に，両舷推進器を大径化したところ，0.5mile/hの速度向上効果が

認められた。

その後，残念ながら時期は不明であるが，エメラルドの中央主機はタービンから高速レシプ

浦賀舶用聯動汽機2DC型について 151

4） cf.,Richardson,ibid.,pp.81～83.E.,C.,Smith,AShortHistoryofNavalandMarineEngineer-

ing.Cambridge,1937,p.279の記述は低速巡航用レシプロ機関の末路に触れてない点で不十分である。

図1 ターボ・コンパウンドに因る利益の概念

小野暢三『舶用聯動汽機』天然社，1951年，62頁，Fig.11.A，より。



ロ蒸気機関（350rpm.）に置換えられ，両舷のタービンはその排気蒸気を受取る排汽タービンと

なった。このシステムの機能は良好であったと伝えられている5）。

2.各個運転式舶用ターボ・コンパウンド・システム

エメラルドのように，排汽タービンの軸出力で直接それに結合された推進器を駆動するもの

を各個運転式排汽タービン，ヴェロックスのように排汽タービンの軸出力を主機のそれに投入

するものを共軸運転式排汽タービンと称する。先ずは時期的に先行する各個運転式から一瞥し

ておこう。

この方式を採った最も著名な船は悲劇の主人公，Titanicであるが，同船はOlympic級豪華

客船の2番船であった。オリンピック級汽船は3基3軸という機関・推進器配置を有し，左右

両舷主機は3枚ブレードの推進器に直結されるレシプロ蒸気機関（4気筒3段膨張式，公試出力

18800IHP/78.65rpm.）であり，これらと組合されたのが排汽タービン，即ち中央主機（16000SHP/

165rpm.）である。これは左右両舷主機から排出される絶対圧0.6㎏/cm2の排気蒸気を絶対圧

0.07㎏/cm2まで再膨張させ，エネルギーの回収を行うパーソンズ社製の巨大な低圧タービン

であった。勿論，これは非効率な推進器直結タービンであったが，当時，実用的な舶用蒸気ター

ビンと言えばこの直結式が唯一のものであった。

1908年にパーソンズが提示した「各個運転式」排汽タービンによる排汽エネルギーの回収

というアイデアを体現した目ぼしい貨客船は本場では1隻のみに終わったようであり，この連
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5） cf.,Richardson,ibid.,pp.104～105,173.

図2 動翼植込み作業中のOlympicの排汽タービン・ローター

Engineering,October21,1910,PlateLVIII.Fig.11.

ドラム径3658mm。小さく写っている作業者に注目。



成動力システムを備えた本格的な大西洋航路客船の方もオリンピック級汽船を除けばほんの数

隻に終った。その燃費節減効果については6.2％から18％以上といった大小マチマチな測定な

いし推定値が記録されている。所詮，排汽ービンと推進器との折合いの巧拙が肝心となるから

一般的な結論付けは困難であるが，恐らく，せいぜい10％程度といったところが実力であっ

たろう。

3.共軸運転式舶用ターボ・コンパウンド・システムの代表，BauerWach方式

排汽タービンの出力を主機の推進器軸に合流させるこの方式は後年，主として中小形商船用

の低燃費動力プラントとして，多くは比較的高回転の2重複式機関をベース機関に成立した。

内燃機関に排気タービンを取り付ける際，圧縮比を控えめに設定する状況と一脈通ずるところ

であるが，建造時からレシプロ主機に排汽タービンを組み合わせる場合，主機における膨張比

（段数）を減らして複式とするやり方が本流であった。ベース機関としてはレンツ（三菱神戸造船

所が1936年に製造権を購入），ChristiansenundMeyer（低圧を単流化）等が著名である。

さて，レシプロ主機と排汽タービンとをこのような形で組合わせようとする場合，相対的に
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図3 Olympicの主機配置

Richardson,TheEvolutionoftheParsonsSteamTurbine.PlateCXXI（Fig.278）.



低い速度域でかなりラフに回転し，なおかつ運用上，急激な速度変動や逆転を伴うレシプロ主

機のクランク軸とタービン軸とを如何にして折り合わせるかが難題となる。この排汽タービン

連動上の難題を最初に解決したのがフルカン・ギヤである。

その原型は元々舶用蒸気タービン主機の減速用としてドイツ，Vulkan造船所のDr.H.,

F�ttingerによって1909～・10年に開発されたフェッチンガー・トランスフォーマにある。こ

れはポンプ羽根車，タービン羽根車及び案内羽根より成り，今日のLysholm Smith型ハイ

ドロリック・トルク・コンバータの原型をなすモノであるが，舶用減速機としての機能性を高

めるため，逆転用のユニットを従えていた点だけはこれと大いに異なっていた6）。

前進ユニットの減速比（ストール・トルク比）は約5：1，伝達効率は約92％であったというか

ら，最初期の作品としては非常に立派な成績である。ところが，パーソンズによって開発され

た歯車減速装置の方が効率的には遥かに優れていたため，舶用減速装置としてのフェッチンガー・

トランスフォーマは廃れてしまう。

しかし，後年，船舶推進用に中・高速ディーゼル機関が使用されるに及び，クランク軸の捩

り振動を逃がしてやる継手が希求されるようになった。こうして一種の“たわみ継手”が同じ

フルカン造船所のDr.G.,Bauer及び協力者Dr.H.,Wachによって開発された。これはフェッ

チンガー継手からトルク変換に必要とされる案内羽根等を全て撤去し，ポンプ羽根とタービン
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6） フェッチンガー・トランスフォーマについては拙稿「反復流入型蒸気タービンについて その生

成から蒸気機関車用ターボ・ジェネレータまで 」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載）にてやや詳しく

紹介しておいた。

図4 フェッチンガー・トランスフォーマの装備状況

勿論，実際の運用状態においては満載喫水線（L.W.L.）が水平になる。タービンは純カー

チス4段。

内丸最一郎『改訂 蒸汽タービン』丸善，1915年，362頁次，第二百四十四圖。



羽根とから成る単純な液体継手としたもので，フルカン・カップリング（継手）と称する。そ

して，このフルカン・カップリングに減速歯車を組み合わせたものが所謂フルカン・ギヤであ

る7）。

フルカン・カップリングは捩り振動あるいは回転角速度の変動を良く吸収する。旧世代の技

術であるレシプロ蒸気機関の排気エネルギー回収にディーゼル機関向けに開発された技術を借

用するのは如何にも間の抜けた話であるが，この特性がレシプロ蒸気機関の不均一な回転から

排気タービンを緩衝するためのキー・テクノロジーとして需要されたのは技術的にはごく自然

な成り行きであった。

かくて舶用レシプロ蒸気機関における共軸運転式排汽エネルギー回収システムの担い手の一

番鎗は充・排油式フルカン・カップリングに2段減速歯車を組み合わせたフルカン・ギヤを介

して前進航行時のみ主機クランク軸と連動させられる小形反動タービン方式という結果となっ

た。同方式は発明者の名に因んでバウエル・バッハ方式と呼ばれている。

ここで用いられる小形排汽タービンは概ね6～8段程度のもので回転数は当然高く，一例を

挙げれば3065rpm.であった。しかし，小なりといえどもレシプロ主機の故障時にはこの排気
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7） 序でながら，フルカン継手と1段トルクコンバータとをあたかもフェッチンガー・トランスフォー

マのように直列に結合したのがVoith継手で，ドイツ国鉄では広く用いられた。朝倉希一『鉄道車輌』

（下），春秋社，1936年，297頁，島 秀雄『最近の鉄道』岩波講座 機械工学［X別項］，1944年，91，

92頁，参照。

図5 3段膨張機関と組合わされたバウエル・バッハ式排汽タービンの平面図

上野喜一郎・矢崎信之『最近の船舶』岩波講座機械工学［X別項］1942年，31頁，第4図。



タービンに直接ボイラからの生蒸気を導いて正常時の約40％の出力が確保されるようになっ

ていたからその実力は侮り難い。その小さな欠点は後進出力に排汽タービンが加勢し得ないこ

と，とりわけレシプロ主機の故障時には後進出力が完全に失われてしまうことであった。

フルカン・カップリングは小刻みな回転角速度の変動を吸収するだけでなく，その滑りによっ

て主機回転速度急変時，排気タービンがその回転慣性力によってオーバーランし，歯車減速装

置に過大なトルクがかかる事態を回避させる。この点は今日のディーゼル機関に取り付けられ

る機械式パワー・タービンに使用されるフルカン・カップリングの効能と同様である。その上

に敢えて充・排油式となっているのは主機逆転の際，油を急速排出して排汽タービンと主機と

の連動を瞬時に断つためである。

「各個運転式」直結排汽タービンの欠点を克服したバウエル・バッハ方式における燃費節減

効果は実に20％にも及んだと記されている。但し，これを最初に搭載した船が現れたのは1926

年であった。もし，それが15年早かったとすれば，同方式は｢各個運転式｣排気タービンを駆

逐していたであろう。

とは言え，バウエル・バッハ方式は決してマイナーな存在に終わったのではない。事実は全

く逆である。バウエル・バッハ方式は実質的に「共軸運転式」と総称される動力回収システム
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図6 バウエル・バッハ方式の排汽タービンとフルカンギヤ

山田嘉久『蒸汽機關』290～291頁，第188図，（A）,（B）。



の決定版となった。同システムは操船性との絡みで発停・逆転性能が重視される小形内航船舶

等において多用され，1937年頃には500隻ばかりの，それも多くは後付けの搭載例が確認さ

れている。その中には20,914㌧，17500馬力といったかなり大きな船舶への搭載例も含まれて

いた。同方式は1930年，三菱神戸造船所にも移転されており，我が国でも若干の使用例を見

た。

4.その他の共軸運転式舶用ターボ・コンパウンド・システム

バウエル・バッハ方式については「決定版」という表現を用いた。実際，「共軸運転式」排

汽タービンにはこの他にも様々な追随者が散見される。航行速度が低く輸送単価の低い荷を扱

う貨物船等において燃料経済性の追求は至上の命題である。従ってそうした諸方式は個別的に

見ればマイナーな存在であったが，共に20世紀前半における舶用蒸気動力システム進化にお

いて一つの正道を行く仲間たちであった。その主だった顔触れは：

先ず，反動タービン（パーソンズ）を用いたグループ。パーソンズ社からはフルカン・ギヤの

代わりにバネと摩擦板によって構成される“たわみ継手”を用いる提案がなされている。バネ

入り“たわみ継手”を用いる例が Brown Boveri（瑞：現・ABB）方式，減速親歯車自身に

“たわみ継手”の機構を組み込むやり方がWestinghouse方式である。この2社は蒸気ター

ビンに関しては元々パーソンズ系の有力会社であり，ブラウン・ボベリの排汽タービンにはボ

イラからの生蒸気で運転する後進タービンが併設されていた。バウエル・バッハ方式への謂わ

ばアンチテーゼである。

排汽タービンとして衝動タービンを使用し，発電機を回して電動機を駆動する電気式パワー・

タービン案がMetropolitanVickersElectricalCompany（英）によって提案された。インド

洋航路の客船（18,480総㌧，4段膨張3190SHP）にこのパワー・タービンを取り付け，蒸気圧を

少し高めたところ，総出力は4880SHPへと向上し，併せて速度の向上と燃料消費の低減が

得られたという。衝動タービンを用いるが，これにフルカン・ギヤの代りをなす摩擦式ダンパー

及びクラッチを組み合わせる例は浦賀船渠で試みられた他，多くの類似品があったようである。

なお，排汽エネルギーの回収＝ターボ・コンパウンドの一種に中間再加熱方式と称するシス

テムがある。それはスウェーデンで発達したが，本家の「中間再加熱式」には二通りの流派が

あった。一つは現在でも舶用等のディーゼル・メーカーとして知られるG�taverkenA.B.の

それで，カーチス・タービンによってターボ圧縮機を直結駆動し，これにより主機高圧シリン

ダーを出た排汽を＋2㎏/cm2加圧，＋70℃昇温させて中圧シリンダーに送る，という仕掛けで

ある。日本では三井造船がこの方式を導入し，若干の建造実績をあげている。

今一つはゲタフェルケンに隣接するスウェーデン最古の造船所，LindholmenA.B.の方式

である。これは排汽タービンで発電機を駆動し，その電力を蒸気の中間再加熱に用いるという
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ものであった。リンドホルメン方式の日本への波及は模倣を含めてもなかったようである。

5.浦賀船渠の舶用ターボ・コンパウンド・システム

浦賀船渠は1918年より海軍の駆逐艦のボイラ送風機用小形タービン製造に参入していた。

・23～24年頃，イギリスのMetropolitanVickersタービンを駆逐艦主機として採用し，その

一隻を浦賀で建造するという案は立ち消えとなったが，同社の小形タービン・メーカーとして

の実績はその後も積み重ねられ，・35年には艦政本部の内示により艦艇用ターボ送風機メーカー
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図7 G�taverken方式

上野・矢崎『最近の船舶』32頁，第7図。

図8 Lindholmen方式

同上書，33頁，第8図。



に推転した8）。

この小形タービンの技術の応用形態が浦賀式舶用聯動汽機であった。またこれ以外にも浦賀

は小形の舶用主機タービンとして・39年以降，青函連絡船主機8セット9），戦時標準船主機20

基を建造している10）。

独自性の強い開発部面に目を転ずれば，浦賀船渠は3段膨張機関＋排汽タービンの共軸運転

式ターボ・コンパウンド900HP主機を1933年の朝鮮郵船㈱の貨客船“新京丸”，・34年の同

“盛京丸”用に2セット建造している。これはしかし，単なる習作であった。

続いて浦賀は複筒＝高・低圧2段構成の蒸気タービンプラントにおける高圧タービンを2段

膨張機関に代替した舶用ターボ・コンパウンド・システム＝「複二聯成・低圧タービン聯動汽

機」，2DC型，1 DC型を総計46セット建造した。これは我国のメーカーとしてはかなりの

建造実績と評価されて良い。

この間，浦賀における各方面における技術開発のリーダーを務めたのが1926年に嘱託の形

で招聘された小野暢三
ちょうぞう

（1885～1984）である。小野は1908年東京帝国大学造船学科卒，三菱長

崎造船所を振り出しに・15年・浅野造船所創立［→日本鋼管鶴見造船所→ユニバーサル造船京浜事業

所］，浦賀船渠の技術的テコ入れ，・41年・名古屋造船創立［→石川島播磨重工業株式会社名古屋工

場→知多工場と統合により廃止，愛知工場発足→㈱IHI愛知工場］，戦後その再建等，造船業界で広

く活躍した技術者である11）。

試作品的色彩の強い浦賀の旧方式＝「3段膨張機関＋排汽タービン聯動汽機」は常用14.8kg/

cm2，過熱度10℃で高圧気筒入口温度264℃の過熱蒸気を用いるポペット弁付きの3気筒3段

膨張機関であったが，レシプロ機関はイギリス辺りの製品を模倣したものらしく，高圧気筒径

432mm,中圧気筒径 685mm,低圧気筒径 1117mm,行程 990mmはそれぞれ 17in.,27in.,

44in.,39in.に相当する。恐らく，下位の端数は丸められていたのであろう。締切は高圧が

50％，中圧が60％，低圧は50％であった。常用出力は700BHP/70rpm.にレートされ，排汽

タービンは衝動で前進3段落，通常出力は300BHP/3500rpm.であった。

浦賀の新方式＝「複二聯成機関＋低圧タービン聯動汽機」の内，揚子江等の浅喫水船用に

開発された1DC型のレシプロ主機は小径の推進器に直結され，一般用途向け2DC型（600～
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8） 浦賀船渠㈱『浦賀船渠六十年史』7頁，参照。

9） 第三，第四，第六～第十一青函丸主機8セット（2機2軸，2段減速，総出力 4000～5445SHP）。�日本

舶用機関学会舶用機関調査研究委員会編『本邦建造船要目表（1868～1945）』海文堂，1976年，256～

257頁，参照。

10） BT型戦時標準貨物船主機（複筒2段減速装置付衝動タービン，定格 2400SHP×1），2TMT型戦時標準油槽

船主機（甲 12型主タービン及び 2段減速装置，定格 1100SHP×1）。その詳細諸元については同上書，275～

278，299～300頁，参照。

11）『浦賀船渠六十年史』242～243頁，小野暢三『ふねと私』舟艇協会出版部，1958年，参照。



2300SHP）のレシプロ主機は1段減速方式であり，排気タービンの方は何れにおいても2段減

速であった。
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図9 2DCプラント，2DC 2000の排汽タービン側サイドビュー

浦賀船渠㈱『2DC ENGINE』より。

図10 2DCプラントの全体配置

同上より。



2DC型主機は非常に制御性が高く，実地経験に拠れば，2DC3000型においては最高95rpm.

から最低8rpm.までの推進器回転数が十分，実用範囲に収まっていた。また，表示の通り，

2DC型における常用出力はレシプロ，排気タービンとに均等配分されていた。巡航時の締切

としては高圧・低圧共に45％ないし50％辺りが用いられたようである。

レシプロ機関は常用圧力15kg/cm2，過熱度80℃，268℃ないし常用圧力16kg/cm2（過熱度，

温度不明）の蒸気を用いる2気筒2段膨張機関を抱合せて4気筒にしたもので，大小5系列に

展開し，排汽タービンは何れも衝動，前進4段落・後進1段落であった。それらに組合された

ボイラの過熱温度は初期には低く設定されていたが，・37年以降，ボイラはスコッチからこれ

に水管を採り入れた乾燃室式に置き換えられ，300℃程度の高過熱＋再熱器付に改良され，戦

後は16kg/cm2，345℃が標準として設定されていた。

以下，2DC型についてその構造的特徴を紹介して行こう。2段膨張2組結合のレシプロ主機

の気筒は高圧2気筒，低圧2気筒が夫々ペアで一体鋳造されていた。架構・台板は潜水艦用ディー

ゼルのそれに倣った鋼板溶接組立・密閉構造とされた12）。

ピストンは高低圧とも鋳鋼製。材料の硬度や表面処理によって力づくの強化策を練り上げて
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表1 2DC型のラインナップ

同上より。

12） 潜水艦用ディーゼルについては拙稿「戦時日本の中速・大形高速ディーゼル」（大阪市立大学学術機関

リポジトリ登載），参照。
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図11 浦賀2DC型ターボ・コンパウンド主機2面図

上野・矢崎『最近の船舶』32頁，第6図。

図12 浦賀2DCレシプロ機関の縦断面

『2DC ENGINE』より。
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図13 2DCレシプロ機関の気筒（反排汽タービン側）

同上。

左が高圧，右が低圧。丸いフランジには当初，高低圧気筒を繋ぐ管が，

後に再熱器が取付けられた。

図14 2DCレシプロ機関における溶接構造の架構と台板

同上。



来た内燃機関用の気筒，ピストンリングとは異なり，蒸気機関は気筒もピストンリングも安価

な出来合いの材料を工夫によって使いこなして来た。即ち，蒸気圧向上という趨勢に中でかよ

うな材料を遣い切るため，リングに作用する背圧をシーリングのために積極的に活用する内燃

機関の如き荒業には訴えず，如何にして背圧を逃し，気筒内面に対してリングが過大な圧力を

及ぼさないようにするかに係わる様々な工夫が積み重ねられて来た。2DCの外周溝入りリン

グもその一例で，1本が4個のピースから成り，その張出しは接合部4箇所に仕組まれたバネ

入りの部材に依っていたが，“スチーム・バランス型”と称し，蒸気圧はリング外周面の一部

と溝底に半径方向明けられた小孔を通じてリング背面とに作用して内外均衡し，バネ圧のみが

リングの張力源となるよう配慮されていた13）。

下部気筒蓋及びピストン棒，弁棒が架構を貫く箇所にはスタッフィング・ボックスが仕組ま
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13） 葛西『詳説 舶用蒸汽機関』50頁，参照。一般論としては小谷信市『舶用蒸汽ピストン機械』海文

堂，1950年，43～47頁，参照。

図15 2DCレシプロ機関のピストン，ピストン棒，連桿

同上。

連桿が二又になっているのは勿論，クロスヘッド

を抱えるためである。



れていた。高圧ピストン棒のそれはコープランド式のグランド・パッキンが，低圧ピストン棒

及び弁棒にはピラー・パッキン，スター・パッキンが用いられていた14）。

前掲縦断面図からも読み取れるように，クランクピン位相は同圧間180°，高低圧間90°と

し，動弁機構を2セットで済ませている。また，高回転を意識して全てのウェブに釣合錘を設

け，部分釣合が図られていた。
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14） 以上の内，Copeland式グランド・パッキンについては小谷『舶用蒸汽ピストン機械』53～54頁に

かなり詳しい解説が見られる。また，拙稿「ピストン棒用スタッフィング・ボックスの技術史」（近

刊），参照。

図16 2DCレシプロ機関のスタッフィング・ボックス

葛西『詳説 舶用蒸汽機関』51頁，第10図，第11図。

白�とはホワイトメタルの謂いであろう。

図17 2DCレシプロ機関のクランク軸

『2DC ENGINE』より。



スタッフィング・ボックスの状況からも明らかであるように，弁としてはポペット弁ではな

くピストン弁が用いられていた。その方が高回転における追随性に優れるというのが採用理由

である。動弁機構はスチブンソン，締切は高圧36％，低圧45％。ピストン弁は高圧側に1個，

低圧側には同一部品で流量を確保するため2個設置され，その構造及び寸法は同一であった。

このピストン弁に関しては浦賀の資料と後に葛西によって公開された図とに齟齬がある。葛

西の図には外側に気筒軸方向のシーリングに与る半丸断面を持つ環状溝付きのリング2本，そ

れらを軸方向に締付けるボルトとその熱膨張による弛緩を防ぐための銅ワッシャ，内側に半径

方向のシーリングに与る“L”断面のリング2本，それらに軸方向に張出させるコイル・スプ

リング，内外リング間のシーリングに与る通常のピストン・リング（ラムスボトム・リング）か

ら成る非常に込み入った構造が示されている。写真に見る外側リング外周面のノッペラボウは

技術的詳細秘匿の一環として修正された結果だったのではなかろうか？
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図18 2DCレシプロ機関のピストン弁

写真は『2DC－ENGINE』より。図は葛西『詳説 舶用蒸汽機関』50頁，第8

図，第9図。

リング径に差が設けられているのは摩耗時，④だけを廃却し，①～③を1段

ずつ降し，最上段にのみ新品を充当すれば良いようにするための工夫。



図18下左において①，④が一つの気筒，②，③が今一つの気筒に関係する。また，図18下

右においては隙間の大きい上が給気側，小さい下が排気側である。

なお，このレシプロ主機にはボイラからの蒸気が高圧気筒に導かれる途中で高圧気筒から低

圧気筒に向う蒸気と熱交換させられる再熱器が付設されていた。再熱により低圧気筒入口の蒸

気温度は20℃程度，高められた。つまり，浦賀の新方式には「中間再加熱式」と称する一種

の再熱システムの要素が含まれていた。もっとも，この方式の本家がスウェーデンにあること

は上に見た通りであるが，浦賀の狙いは過熱蒸気に叩かれて高圧気筒の潤滑に潤滑不良を防止

するため高圧気筒入口蒸気温度をある程度，引き下げておくことにもあった。勿論，低圧気筒

は内部潤滑無しである。

レシプロ主機の出力は撓み軸から“浦賀レジリェント・カプリング”と命名されたバネ式撓

み継手，中空軸を経てそれに担持された減速児歯車に伝えられ，親歯車を駆動した（図19）。

図21,22に示される排汽ービンは上述の通り，衝動型の前進4段，後進1段，2段減速で

あった。小野はこの排汽タービンについて：
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図19 2DCレシプロ機関側の撓み継手付き減速ピニオン軸

『2DC ENGINE』より。

図20 2DC型ターボ・コンパウンド主機の減速親歯車

同上。



……巧妙な弁機構があるため後進タービンに生蒸気を使う装置は全然必要が無い。前進及

び後進タービンが同様に排汽で動かされるということはこの型式以外他に類例がない15）。

と語っている。「巧妙な弁機構」がフェッチンガー・トランスフォーマーにおける充・排水切

換え弁に似ている点はともかく，船舶の場合，長時間に亘って後進運転するといった事態は考

え難いが故に後進時の熱効率を云々してもそれ程大きな意味は無いが，舶用聯動汽機の諸様式

数ある中でも一際，屹立していたバウエル・バッハと名門ブラウンボベリとの対立を彼が“止

揚”した，とでも言いたかったのであろう16）。

確かに，排汽タービンをも逆転させるというのは上記2方式の欠点を巧く突いアイデアであ

ると共に，舶用ではこの浦賀新方式が世界唯一であった。『昭和造船史』第1巻は何故かこの
・・・・

点には言明を避け，「タービンとレシプロ機関を同時に反転させうる特別の装置を持っている」

（95頁）としているが，不正確極まる記述である。2DCに「同時に反転させうる」との表現に

付帯するような随意性は無く，「反転」は同時にしか起こせない。
・・

また，浦賀の聯動汽機においてはレシプロ主機の逆転機構と後進タービンへの切替えに与る

「巧妙な弁機構」とは特許の逆転機構によって連動せしめられており，簡単な操作で逆転が行

えるように配慮されていた。
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15） 小野『舶用聯動汽機』129頁。

16） なお，日本造船学会『日本造船技術百年史』1997年，は116頁にターボ・コンパウンド主機を持つ

新造船70隻の概略を3連成＋排汽タービン7隻，2連成＋排汽タービン35隻，レンツ＋排汽タービ

ン7隻11隻，高性能のバウエルバッハ4隻，ゲタフェルケン13隻，その他に主機改造によるコンパ

ウンド化もあり，と紹介するのみで，夫々の技術には言及していない。

図21 2DC型ターボ・コンパウンド主機の排気タービン系統

同上。



但し，ターボ・コンパウンド・システム全体を見渡せば，後進タービンへの主機排汽供用方

式は過去において蒸気機関車に先例が認められる。従って，小野による自己評価は無限定に正

しくはなかった。この点については後程，確認して行くことになる。

なお，排汽タービンである関係上，タービン入口の蒸気状態は0.8kg/cm2，115℃程度であ

り，大気圧より低い圧であるため，タービン・グランドから内部への空気漏入を防ぐ目的で主

軸受には停止中，蒸気を通ずるラビリンス・パッキンと共に，運転時，これを止めて切替える

水でシールするタイプのグランド・パッキンが装備されていた。図23中央部には軸の回転に

伴い遠心力によってグランド・ホイール外周部に追われた水がシール材となっている状況が示

されている。
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図22 2DC型排汽タービンの車室上半部と軸車

同上。

図23 2DC型排汽タービンのグランド・パッキン

葛西『詳説 舶用蒸汽機関』53頁，第14図。



排汽タービンの出力はタービン車軸から撓み継手を介して第1減速児歯車，第1親歯車を駆

動し，第2段児歯車を経て親歯車へと伝えられた。

図25においては手前がレシプロ主機の減速ピニオン。中空軸の端面が見えている。軸の左

端に見えるのはバネ式撓み継手の片方のハブ。反対側のハブの後方からは外部潤滑用の歯車ポ

ンプが駆動される。大歯車の左には推進器軸との結合用フランジ。その上に排汽タービンの第

1段減速歯車装置。これをタービン軸と結合するためのフランジが垣間見えている。その奥の

経済学雑誌 第117巻 第3号170

図24 2DC型排汽タービンの第1段減速歯車と第2段児歯車

『2DC ENGINE』より。

図25 2DC型ターボ・コンパウンド主機の減速歯車

同上。



軸は汚水排出用のビルジ＆サニタリー・ポンプ駆動軸の自由端のようである。図26に減速装

置の全体配置を示す。減速歯車への潤滑はノズルから歯車の�込み側にオイルジェットを噴射

するこの種の機械としては普通の方法に依っていた17）。

2DC型の潤滑システムはレシプロの外部潤滑・タービン軸受の潤滑・減速歯車の潤滑を同

一系統とし，レシプロ気筒潤滑のみボッシュ型注油ポンプによる別系統とする設計が採用され

た。主機排汽への油分混入はタービン羽根の汚損・効率低下やボイラの焼損の原因となる。ま

た，水滴もタービンの効率を低下させ，動翼の損傷を招く大敵である。このため，低圧気筒を

出た排汽はオイル・セパレータ（図27）を経て高圧気筒から排出されたシリンダ油とドレイン

を分離除去された後，排汽タービンに侵入するよう仕組まれていた。

また，必要に応じて通常は給水加熱器の第1段を経て復水器に送られる補機の排汽をもセパ

レータに合流させ，タービン出力を増強することも出来た。これは軍用艦艇が最大出力を必要

とする際に採られる密閉排気法と同じ遣り方であるが，2DCにおいてはやがてこれが常態と

なった18）。
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17） 戦後，いすゞでルーツブロアの開発が進められていた際，ウッカリこの方法を高速で噛合う噛合い

面に適用し，歯面のピッチング苦慮したという挿話が伝えられている。拙著『伊藤正男 トップエ

ンジニアと仲間たち 』日本経済評論社，1998年，160～162頁，参照。

18） 密閉排気法については拙著『舶用蒸気タービン百年の航跡』149～150頁，参照。

図26 2DC型ターボ・コンパウンド主機における減速歯車の全体配置

葛西『詳説 舶用蒸汽機関』54頁，第15図。



なお，タイ国海軍向け海防艦2隻には国内向けでは計画のみに終わった水管ボイラとの組合

せの形で2DC機関が採用された。レシプロ主機の内部潤滑油はオイル・セパレータで大部分

除去されたが，若干は給水中に混入する。これに因るボイラの被害を防ぐため，同艦において

は給水槽中にタオルの厚い層を設置し，これを通過させることによって油分を吸着し去る処方

が開発された。如何にも弥縫策臭いが，閉鎖サイクルの蒸気動力プラントにおいては作業物質

への潤滑油混入はそれ程までしてでも避けられるべき事態であった19）。

2DC型ターボ・コンパウンド主機の主復水器（図28）は海水温度にも依るが，タービン排汽

を凝結させ，その真空度を715～730mmHgに，つまり，その圧力を大気圧760nnHgマイナ

ス715～730mmHg＝94～96％真空にまで低下させる能力を有していた。この性能は当時の舶

用復水器としてごく一般的なレベルを体現したモノであった。因みに，海水を冷却材とする限

り，現在の事業発電用の復水器でもこの程度である。
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19） このタイ国海軍向け海防艦兼練習艦については『昭和造船史』第1巻，502～503頁，参照。なお，

日本海軍でも主給水タンクの一角に糸瓜
へ ち ま

を詰込んで給水中に含まれる油分を吸着させていた位であっ

たから，ゆめタオル如きと嗤うこと勿れ。横須賀海軍工廠工員養成所『造機學教科書 巻之一，第一

編 罐及罐部關聯諸装置』（1941年），20，30頁，参照。

図27 2DC型ターボ・コンパウンド主機のドレイン・オイル・セパレータ

同上書，52頁，第12図。



6.後進タービン付き排汽タービンの嚆矢としてのターボ・コンパウンド機関車

さて，小野による言明にも拘らず，1920年代末期にはドイツのHenschelundSohnによっ

て750PSの小形蒸気機関車の炭水車に後進タービン付き排汽タービンとコンデンサ，その他

補機類を装備して動力炭水車とし，1020PSの総出力を得るターボ・コンパウンド蒸気機関車
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図28 2DC型ターボ・コンパウンド主機の主復水器

『2DC ENGINE』より。

図29 ヘンシェル製ターボ・コンパウンド蒸気機関車の排汽タービン

大賀悳二『蒸汽及瓦斯タービン』岩波書店，1937年，342頁，
第318図。
後進タービン排気出口には前進空転時の損失発生を防ぐため

のシャッターが附設されている。



が製作されていた。アルゼンチンの冷却ファン駆動用排汽タービンを持つ凝結式機関車の位置

付けがその出力増強効果との関連において曖昧なままに保留せざるを得なかったのと対照的に，

本件は舶用で言えばれっきとした各個運転式排汽タービンであり，恐らくこれは同類型として

は固より共軸運転式を含めても世界唯一の存在であったと想われる。

肝心の排汽タービンはEscherWyss（Zoelly）の歯車減速式であった。しかし，試用の結果，

機関車本体の気筒排汽からの油分除去や排汽タービンに到る蒸気管の関節部分からの空気漏入

防止が面倒であることに加え，50％負荷を下回る運転状況における熱効率は却って純レシプロ

機に劣るという実力が判明した。蒸気機関車はほぼ常時85％以上の負荷率で運転される舶用

機関とは運用状況もサイズ自体も異なるから，そうなるのは当然の結果であり，この事実を前

に，ターボ・コンパウンド機関車の開発は沙汰止みとなるしかなかった。

それでも，本機が排汽タービンをも逆転させる陸舶用ターボ・コンパウンド・システムの世

界的嚆矢であったことはほぼ確実であり，少なくとも浦賀2DC型がそれであったという命題

が誤りであったことだけは確言出来るワケである。

7.戦後における浦賀舶用動力プラント技術の動向と聯動汽機

戦後復興期，浦賀船渠本体からは舶用主機として暫時，レシプロ蒸気動力プラントが提供さ

れていた。その要素としては平時標準船や戦時標準船用の系列と思しき乾燃室式丸ボイラ及び

2胴水管ボイラと並んで懐かしきロ号艦本式ばりの，但しごく小さな3胴水管ボイラ（18kg/cm2,

285℃,最大蒸発量8t/h）や捕 鯨 船
キャッチャー・ボート

用3段膨張1000IHPレシプロ蒸気機関などといったアイ

テムまでが並べられていた。

従来より制御性に優れ騒音の低い蒸気機関の特性を活かし，獲物を発見すれば極低速で秘か

に忍び寄り銛を撃込むというのが蒸気捕鯨船
スチーム・キャッチャー

の運用法であった。図30の1000IHPレシプロ蒸

気機関はこの伝統に棹差す540総㌧型捕鯨船の主機であった。これと組み合わされるボイラは

艦本式に似た3胴式ではなく石炭焚きのスコッチ・ボイラ（16kg/cm2,温度不明,最大蒸発量：

4.4t/h［重油焚きにすれば7.3t/h］）であった。千馬力レシプロ機関の方は戦時標準貨物船2DRS

型の主機の流れを汲む製品かと想われるが，湿燃室式であるスコッチ・ボイラなどというシロ

モノは1939年時点における平時標準船にも採用されていなかった，つまり，余程古い起源を

有する機械である20）。

また，戦後暫くは舶用動力プラントの主役は蒸気タービンであったから，浦賀船渠において

経済学雑誌 第117巻 第3号174

20） TheUragaDockCompny,Limited,MarineSteam Engine&Boiler.c.a.,1953,参照。ロ号を含

む艦本式ボイラとその周辺については拙稿「艦本式ボイラについて」（大阪市立大学学術機関リポジトリ

登載）を御覧頂きたい。平時標準船，戦時標準船のスペックについては日本舶用機関学会舶用機関調

査研究委員会『本邦建造船要目表（1868～1945）』海文堂，1976年，260～311頁，参照。
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図30 浦賀船渠が戦後，リリースした舶用蒸気動力プラントの一端

TheUragaDockCompny,Limited,MarineSteamEngine&Boilerより。

図31 浦賀の9000SHP舶用蒸気タービン

ditto.（諧調反転）



も定格出力1100SHPという矮小なモノ（戦時標準貨物船2DT型用甲12型？）からほぼ千馬力刻

みのラインナップが用意され，その頂点には1953年に投入された9000SHPモデル（図31）が

位置していた。中堅の浦賀ならずとも，当時はこの程度の出力帯以上は蒸気タービン・プラン

トに委ねるという棲み分けが当然視されていた。

そうした中，浦賀得意の聯動汽機については機種整理とトップモデルのボア・アップ＆スト

ローク・ダウンこそ観られるものの，表2に示される通り2DCの3機種がラインナップされ

ていた。それらの基本的機構は勿論，戦前のそれと同工であった。この他，資料には排汽ター

ビン付き3段膨張1200SHP主機（510,855,1440×990mmらしい）といったモノまで掲げられて

いるが，これは2DC系に対する単なる比較対象のようである。

浦賀舶用聯動汽機2DCは戦後も1949年1月に竣工した日本海汽船の貨物船 浦賀丸や・50

年9月に竣工した日之出汽船の重量貨物船 日
ひ

枝
え

丸（3716総㌧）に装備されている。しかし，そ

れ以外の戦後建造実績については残念ながら管見の限りでない21）。

その傍ら，浦賀船渠は・48年8月，古くからSulzer機関の国産化拠点の一つとして知られ，

経済学雑誌 第117巻 第3号176

表2 戦後復興期における浦賀舶用聯動汽機のラインナップ

ditto.

21） 上野喜一郎編『船舶百年史』後篇，船舶百年史刊行会，1958年にも戦後の浦賀舶用聯動汽機につい

てこの2隻以外に係わる記載を見出し得ない。



敗戦後，閉鎖機関に指定されていた旧神戸製鋼所玉島工場をその技術者共々引継ぎ，浦賀玉島

ディゼル工業㈱を設立した。この新会社は・50年3月，浦賀船渠と共同でズルツァ社との技

術提携契約を締結し，・51年8月には浦賀玉島－ズルツァ1番機（5000BHP）の竣工に漕ぎ着け

るに至っている22）。

舶用聯動汽機を含む舶用蒸気動力プラントに対する需要は最早，先細りとなっていた。モー

ター船（ディーゼル船）の進出は著しく，捕鯨船においてさえ既に1937～・38年にはディーゼル

機関の高出力を活かして鯨に気付かれながらも優速を以て強襲する些か暴力的なディーゼル・

キャッチャーが提案・実用化されていた。この年，世界初のディーゼル捕鯨船を誕生させたの

は実に日本であった。その後，この国では少数のディーゼル・キャッチャーが建造されたもの

の，かような流れは戦時体制下，商用モーター船一般の普及共々，抑圧されてしまった23）。

しかし，戦後，時代の針路は改めて低い排気温度T2の活用にではなく，最高温度T1の引上

げ，即ちディーゼル化への回帰へと取られる。敗戦国日本においてさえ石油製品に係わる統制

は1952年7月に廃止された。重油とディーゼルさえあればレシプロや聯動汽機など要らぬが

道理であり，やがては過給ディーゼルに追われ，舶用蒸気タービンですらその居場所を奪われ

る結果となる24）。

むすびにかえて

低速で航行する船舶用動力という分野においては聯動汽機を含む雑多な技術的提案を引き出

すに足る省燃費圧力が伏在した。言い換えれば，直結式であるとギヤードであるとを問わず，

蒸気タービン船というモノの燃費には好ましからざるところがあった。

然しながら，有り体に言えば聯動汽機ないし「共軸運転式」排汽タービンが普及したセグメ

ントはより早い時点でディーゼル機関の独壇場となっているべき領域であった。モーター船の
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22） 中谷勝紀『舶用ヂーゼル機関の解説』天然社，1953年，86頁及び巻末広告，日本舶用発動機会

『日本漁船発動機史』1959年，366～367頁，参照。なお，この神戸製鋼所→浦賀船渠→住友重機械工

業の大型ディーゼル製造事業は後に石川島播磨重工業の同部門と合体しディーゼル・ユナイテッドと

なった。浦賀玉島ディゼルは現在の住友重機械工業岡山製造所に微かな名残を留めている。

23） ディーゼル・キャッチャーの創製については『日本漁船発動機史』94，101～104頁，仲谷新治『ディー

ゼル機関講義』上巻，漁船機関士協会，1960年，329～335頁，上野喜一郎『船の世界史・中巻』舵

社，1980年，265頁，参照。1937年，林兼造船建造の大洋捕鯨，関丸 297総㌧，新潟－Nobel 2サ

イクル900BHP，14�，・38年，函館船渠建造の同，文丸359総㌧，新潟－Nobel 1200BHP，15�。

24） 世界全体で観た場合，聯動汽機装備船保有総㌧数のピークは1939年の2,890,376総㌧であった。戦

時の4割を超える喪失を経てその値は微増減を重ね，・61年に2,148,625㌧という第 2次戦後ピークを

迎えたが，その後は減少の一途を辿っている。勿論，この間，ディーゼル化を前にして汽船（蒸気船）

全体の凋落ぶりも著しかった。上野『船の世界史・下巻』306～309頁，拙著，『舶用蒸気タービン百

年の航跡』参照。



進出は既に20世紀の始まりと共に繰り広げられつつあったが，第一次世界大戦はこの大きな

流れをも遅らせ，動力技術サブシステム内部の歪みを温存，助長させる役割を演じた。

それでも微視的に見れば1921年ヴィッカース（英），・25年ズルツアのライセンシーとなっ

た三菱神戸造船所におけるバウエル・バッハ方式の，そして・26年B&W（丁）のライセンシー

となった三井造船におけるゲタフェルケン方式の建造実績が控えめであったという事実からは

技術進歩の大きな流れを読み取ることが出来る。その点は戦後，ズルツァに走り2DCを捨て

た浦賀の例も同断である。かなり独創的な技術を押し立てた浦賀の健闘はその聯動汽機の開発

者小野が思っていた程ではなかったにせよ，確かに国内レベルでは光っていたが，やはりその

程度のモノとして終った。

しかし，そもそもこの種の舶用ターボ・コンパウンド・システムは機構的にレシプロないし

タービン単体方式と比べればヨリ高度なシステムであった。それを大量に整備する工業力はこ

の国には欠けていた。とりわけ日本において舶用聯動汽機が“その程度のモノ”に終った理由

はシステム自体の外部にも在ったワケであり，さればこそ正しくそれが打って付けであるよう

な領域に戦時標準船用タービンなどというごく安物の技術が投入されざるを得なかったのであ

る。タービンだからレシプロより高度であるなどというのは単なる幻想に過ぎない。

翻って，数十年を経た今日，四囲を見渡せば，自動車用内燃機関における排熱回収技術の可

能性が取沙汰され，一部にターボ・コンパウンド・システムをその有力な候補と見做す考え方

さえ提起されている。Scania,Volvo（共にSwed.）といったメーカーは既にトラック・トラク

タ用ディーゼル機関におけるターボ・コンパウンド・システムに一定の実績を重ねている。然

らば，往時，舶用機関界に一定の地歩を占めたレシプロとタービンとの結合は自動車用内燃機

関界において復興を遂げるのであろうか？

残念ながらコトはそう都合良くは運ぶまい。ガソリン機関はT2が高い分，排熱回収に有利

ではあるものの，実態としてガソリン航空発動機の掉尾を飾ったターボ・コンパウンド式ピス

トン航空発動機，特に民間航空用筒内直噴機関R 3350Turbo Cycloneなどは何れかと言え

ば持て余され気味の存在に終っている。

本格的な舶用機関とは異なり，大きな負荷変動と排気温度変化の下で運用される航空発動機

においてターボ・コンパウンド・システムが有するメリットはコンパクトに収まるという一点

に限られ，肝心の熱効率面におけるゲインがさして大きな値を取り得ないことは事実が証明し

ている25）。

他方，ディーゼル機関は元々圧縮比＝膨張比が大きいだけに排気温度T2が低く，排熱回収

に対しては制約が大きい。連続高負荷運転に供されるため，排気温度が安定しているという点

においては航空発動機以上の存在である舶用中・低速ディーゼル機関の排熱回収という分野に
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25） 拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅱ部」（大阪市立大学学術機関リポジトリ登載），参照。



おいてさえ，実勢としてはターボ・コンパウンド・システムよりもランキン・サイクルに類す

る排熱回収システムの方が圧倒的に優勢である26）。

もっとも，近年，主機の負荷率45％を境として蒸気タービンの7割弱の出力を有するパワー

タービンを主機排ガスにより直接駆動し，エコノマイザにより主として過給機排熱を回収する

ことによって駆動される蒸気タービンと自動嵌脱して最適制御するコンバインド・システムが

実用化されるに至っている。但し，かように複雑怪奇なシステムが今後，普遍化して行くのか

否かはシステム自体に係わるコストとエネルギーコストとの間の算盤勘定次第であろう27）。

現時点までの内燃機関界におけるターボ・コンパウンド方式の，言い換えれば排気パワー・

タービンの劣勢は偶然や怠惰の累積結果などではない。それは究極的には内燃機関が，蒸気機

関とは異なり，復水器によって高度な真空まで簡単に断熱膨張させられることによりT2の大

幅な引下げが可能となる水蒸気ではなく，実用範囲では状態変化を示さない空気を作業物質と

して用いる熱機関であること，つまり，T2の人為的引下げが難しい熱機関であることから論

理的に演繹される事態である。内燃機関は多くの場合，高いT1を使いこなせていることに満

足しているべきだという結論である。とりわけ，負荷変動が極めて大きく排気温度が大幅に変

化する自動車用ディーゼル如きのターボ・コンパウンド化は困難であるという以上に益が少な

く，その利得がターボ・コンパウンド蒸気機関車にさえ劣ることは蓋し必定である。

ターボ・コンパウンド化が威力を発揮するためにはトラック用機関の極端な小排気量・小出

力化を断行し，機関負荷率の高位平準化を図るしかない。上述のトラクタの例はこれに近い。

しかし，左様に厄介な工夫を凝らすよりはボトミングを諦め，排気量を増大し，燃料噴射量と

出力を抑え，圧縮比を高め，機関の単体効率を引上げてやる方が余程，合理的であり，排出ガ

ス対策上も有利であろう。

併せて，NOx規制に関しては自動車機関の使用実態に全くそぐわぬ発生仕事ベース，即ち

g/kW h等による馬鹿な規制方式は撤廃し，走行距離ベース，即ちg/km等のそれへの転換

がなされるべきである。そして，自動車用内燃機関について言えば，真に求められているのは

その過剰利用を補償するため何処かに青い鳥を求めることなどではなく，それへの依存度を逓

減させて行くという強固な社会的バイアスである。

自動車用内燃機関技術史はTEXACO燃焼法，CVCC28），セラミック・エンジン，HCCI，

ターボ・コンパウンド等々，世間を多かれ少なかれ騒がせては後退して行った新機軸の提案に
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26） 大形ディーゼル船においては所謂，排ガスエコノマイザ（排熱回収ボイラ）＋蒸気タービンの組合せが

汎用されている。日本造船学会『日本造船技術百年史』1997年，287頁，参照。

27） 市来芳弘・白石啓一・金星隆之・小野嘉久「舶用ディーゼル主機関の超省エネ排熱回収装置の実用

化」『三菱重工技報』Vol.49,No.1,2012年，参照。

28） CVCC方式の技術史的意義については拙稿「技術解説『機械遺産』エンジンへの旅2 CVCCエン

ジンと技術史の周転円」『LEMA』No.524，2016年，参照。



事欠かない。しかし，やや大袈裟に表現すれば，この先，我が国が自動車技術先進国の一角に

留まるためにも斯界がこの種の袋小路に迷い込み限られた時間と資源を浪費することだけは避

けられねばならぬ。我々としては諸提案が持つ価値の評価，真贋の判定に対して動力技術の歴

史が貴重な基準ないし反省材料を提供してくれていることを力説したいものである。
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