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はじめに

船舶には一般に多数の原動機ないし動力装置が装備されている。それらの内，推進力の発生，

即ちpropulsionloadを受持つものを主機と称する。これは所謂，舶用機関そのものであるか

ら判り易い。

一方，舶用補機ないし補助機械（auxiliarymachinery）と総称される機械には主機ないし主ボ

イラに直接関連する機能を担う機器，即ち燃料ポンプや冷却水循環ポンプ，潤滑油冷却器用冷

却水ポンプ，蒸気船ならボイラ通風装置，復水器冷却用ポンプ，同抽気ポンプ，同抽水ポンプ

等がある。また，内燃機関であれ外燃機関であれ，主機には点検整備に際してその主軸を寸動
インチング

させるための電動機が付属している。因みに，日本海軍においてはタービン主機の車軸を寸動

させるためだけに用いられる15馬力の直流直巻電動機が制式化されていた1）。

更に，舶用補機としては舵取装置，揚錨装置（windlass），揚貨装置（winch），通信装置，排

水装置等，直接間接に航行上，必要とされる機器，更には照明設備，上下水道設備，換気・空

調・冷凍設備，消火装置等，所謂hotelloadに係わる機能を受持つものまで含まれる2）。

1

1） 海軍機關學會『軍艦機關計畫一班』改訂増補三版，1920年，巻ノ四（図表），附第壱圖，参照。

2） 舶用補機に関する最も古く，かつ，体系的な市販教科書としては恐らく，上田篤次郎『舶用補機』

（海文堂，1927年）を挙げ得ようが，同書には補機駆動原動機についての章は無い。戦後初の文献とし →
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これらの補機はそれぞれに駆動用動力を消費する。補機の中にはこれを独立した原動機から

調達するモノもあれば，電動機に依存するモノもあるが，当今は後者が幅を利かせている。主

機によって発電機を駆動し，電力を得る電化方式を・dependentdrive・，独立の動力源を持つ

場合を・independentdrive・と称し，独立した補機駆動用の発電原動機自体を主機に対して補

機と呼ぶこともあるからヤヤコシイ。

因みに，1997年度，“内航船近代化のための実証試験”に供された鋼材運搬船，翔洋丸は阪神

内燃機製主機，LH30L型4サイクル低速ディーゼル1800PS/300rpm.の他に218PS/1200rpm.

の発電用高速ディーゼルを搭載する・independentdrive・式の補機システムを備えており，構

造単純な内航貨物船ながら，その補機出力は主機出力の12.1％にも達していた3）。

商船の補機駆動は内外何れにおいても1920年代以降の主機ディーゼル化の進展と歩調を合

わせてレシプロ蒸気機関から直流電化方式へと移行し始め，第二次大戦後，補機は順次，交流

電化されるに至った。従って，本稿の主人公である補機駆動用蒸気タービンなどというモノの

出番が本格化することはなく，ディーゼル機関に依る発電が主流を占めた4）。

やがて，幾らコンパクト化のためとは言え，発電機関を中・高速ディーゼル化してA重油

や軽油を喰らわせるなど勿体無いとC重油で我慢するディーゼルあるいは蒸気タービン主機

に発電機を駆動させ，その高い信頼性に任せて補機を追放してしまう・dependentdrive・船の

比率が増すと共に，大型ディーゼル船においては排ガス・エコノマイザ（主機排気を熱源とする

ボイラ）と蒸気タービンとのシステムによって電力需要を賄う方式が一般化した。何れは発電

機関としての補機なる言葉も死語となって行くのであろう5）。

他方，軍用洋上艦艇ともなればその補機としては舶用補機一般に加え，戦闘用設備に係わる

特殊かつ多用な面々が居並んでいたから，補機駆動用原動機の種類も数も出力も同時代におけ

る同一船体サイズの商船の比ではなかった。即ち，艦艇用補機として固有のモノに砲塔関係動

力装置（砲塔の旋回，砲身の上げ下げ，砲弾装填）や探照灯，魚雷充填用空気圧縮装置や応急注排

2

→ ては小谷信市『舶用補機』（天然社，1949年）が挙げられる。「序」の最後に「深江の焼痕に復興の意氣

に燃えて」とある。但し，その対象は専ら作業機である。これは上田の書以上に補機電化の反映であっ

たかと想われるが，それでも補機駆動用蒸気原動機については単式レシプロ補機駆動機関の排汽をサー

マル・レシーバーと唱えるドレイン・オイル・セパレータを通過させた後，給水加熱器と補助復水器

に送る旧弊なシステムの説明との関連において末尾第7章で軽く言及されている。但し，補機駆動原

動機そのものについての言及は無い。

3） �シップ・アンド・オーシャン財団『平成 9年度 内航船近代化のための実証実験 事業報告書』1998

年，15頁，表 2 1 1（1），16頁，表 2 1 2，参照。なお，同船にはこれ以外に高速ディーゼル駆動

のバウ・スラスタが装備されていた。そのためか，主機自体はC重油対応であったにも拘わらず，燃

料としてはA重油が使用された。

4） 日本造船学会『日本造船技術百年史』1997年，66，189頁，参照。

5） 同上書，203，287頁，参照。
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水ポンプがあり，商船とも共通ながら軍用艦艇には特に大容量のものが必須であるアイテムと

して造水装置や食糧貯蔵用冷蔵装置（寄港時期を選べぬため），その他の冷却装置（火薬庫を常時，

低温に保つため）があった。軍艦には高性能なレーダー等も必要とされた。艦内の工作科には応

急修理のために木工機械，工作機械，数種の炉と電動送風機等が備えられていたから，それら

を駆動する電力も必要であった。

そして，商船一般ともアメリカの直接的対応物とも異なり，日本海軍洋上艦艇における機関

室補機は停泊（主機停止）中も電力により連続運転されるボイラ通風装置や消防ポンプ等，一部

のもの，及び直動ポンプとして唯一残った補助給水ポンプを除き，直接それに結合された小形

蒸気タービンによって駆動されることが一般的となっていた。結果的に，日本海軍洋上艦艇に

は発電用以外にも多数の小形蒸気タービンや若干の小形レシプロ蒸気機関，内燃機関等の補機

駆動用原動機が載せられていた6）。

最後の海軍艦政本部長・元技術中将，渋谷隆太郎は日本海軍洋上艦艇における蒸気タービン

駆動による旋転式補機の導入について：

蒸気タービンを動力とする旋転補機は古くは軍艦生駒，伊吹にも一部使用されたことが

あり，其の後吹雪型駆逐艦にB.B.C式の給水ポンプが使用され昭和4年度計画の航空母

艦龍驤には技術導入の為外国から輸入した旋転補機も採用し，不完全ながらも補機旋転化

の魁として実験をやることに計画された。

旧艦本第五部に於ては前期主力艦の近代化及昭和6年度よりに新計画艦船には全面的に

完全な補機の旋転化を断行せんとして着々準備が進められた。

と述べている7）。

然るに，これら日本海軍洋上艦艇用補機に関する記述や補機駆動タービンについての技術情

報は極端に乏しく，補機駆動用蒸気タービンの導入に関する説明や艦本式小型タービンの構造

についてさえ半面真理や基本的な点の認識に係わる誤りが横行している。

本稿は蒸気原動機における潤滑問題の諸側面を直接間接に扱って来た一連の考察の一環をな

すと共に，日本海軍の洋上艦艇用補機駆動タービンについて筆者として可能な限り体系的で正

確な情報を提供し，この日本的補機技術体系についての歴史的評価を下そうとする試みである8）。

3

6） 例外としての補助給水ポンプについては生産技術協会『旧海軍技術資料 第1編』（2），1970年，

170頁，参照。勿論，数だけからすれば最も多いのは電気機器であり，大和型戦艦において電動機が

約 800基，装備されていた。因みに，電球は約 4500個あった。戦艦武蔵建造記録刊行委員会『戦艦

武蔵建造記録』アテネ書房，1994年，100頁，参照。

7） 生産技術協会『旧海軍技術資料 第1編』（2），169～170，170頁，より。

8） 一連の論稿として，「作業物質中の混入異物対策に見る熱機関技術史の基本問題（�） Ⅱ：内燃機

関と蒸気機関における潤滑問題 」，「浦賀舶用聯動汽機2DC型について ターボ・コンパウンド・ディー

ゼル幻想に対する技術史的批のために 」，「蒸気機関車における絶気・惰行運転補助装置について

・driftingvalve・と内部潤滑 」，参照。何れ，本学リポジトリより閲覧可能となるであろう。
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1.補機旋転化と補機駆動タービン化に係わる「近代化」論の陥穽

補機の旋転
ロータリ

化と軌を一にする補機駆動用原動機のタービン化の動機について戦後の文献を繙

けば，元・海軍技術少将にして東京帝国大学教授でもあった朝永研一郎（1892～1954）は「船舶

蒸気動力」と題する文章において旋転化は「著しく重量体積を減少する……」云々と述べてい

る（日本機械学会『日本機械工業五十年』1949年，253頁）。彼はその著書，『舶用機関』においても

これとほぼ同様の表現を用いている（日本機械学会，1950年，134，137頁）。

朝永の記述の中でややマシなのは商船の補機電化の過程に触れた下りであるが，そこで彼は

その発電用原動機について，「タービン客船において特に高圧高温蒸気採用の場合タービンが

普通となり，100kW以上の発電機はほとんど皆ターボ式となつた」などとごく粗略かつ因果
・・

連関抜きで恰も成り行き任せの如くに語っている（『日本機械工業五十年』242頁）。

日本造船学会編『昭和造船史』第1巻（原書房，1977年）は445～446頁に機械室送風機，ボ

イラ給水ポンプ等についての記述を含むが，補機のタービン駆動化の動機については給水ポン

プに関してボイラ蒸発量の増大によって必要となったとするのみである。また，同書682～

683頁に補機駆動タービンについてのかなり詳しい叙述が見られるものの，その動機に関して

触れるところは無い。また，その690～691頁においてはただ漫然と「近代化」，「近代的」と

述べるのみである。

他方，日本造船学会『日本造船技術百年史』（1997年）における記述は補機電化と発電機駆

動方式に係わる趨勢を当然のこととして概括的に語るのみで，補機駆動々力のタービン化など

という過去の辛気臭い階梯に関する記述は端から見られない。

ここではこの“有ればまだマシ”的「近代化」説の半面真理性について確認しておくことに

しよう。直動補機（Weirポンプ）と旋転補機とを対照した次図，右下がタービン駆動の補機で

ある。何れも注油ポンプで，ボイラの重油バーナへの噴燃ポンプや機関，減速歯車等への圧力

注油用ポンプとして用いられたものである。

重油バーナへの噴燃ポンプとして用いられたこの直動補機についてやや古い資料には：

現在吾海軍デ使用シ居ルモノハ「ウエヤー」式複動喞筒デアル。壓力式噴燃器デハ重油

ヲ所要ノ壓力迄高メテ噴燃器ニ送ラネバナラヌ。現在吾海軍ニ用ヒラレテイル各種噴燃器

ハ壓力11瓩デ所定ノ噴射量ヲ得ル樣ニ出來テイル。噴燃スベキ重油ノ量ハ噴燃器ノ數及

給油壓力ニヨツテ調節スルモノデアル。重油喞筒ノ出口側ニハ壓力調整用ノ調整弁及空氣

室ガアル，之ハ給油壓力ヲ成ルベク均等ニ保タンガ爲デアル，故ニ空氣室内ニハ適量ノ空

氣ヲ入レテ給油壓力ガ動揺セヌ樣ニセネバナラヌ，而シテ空氣室内ノ空氣ハ喞筒ノ使用ニ

伴ツテ漸次ニ減少スル許デナク給油壓力ニ依ツテ昇降ガアルカラ喞筒使用中ハ油面計ト給

油壓力トニ注意シ適宜「ペツト」上ヲ開イテ補給スルヲ要スル9）

4
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とあり，間欠作動のポンプであるが故の制御上の留意点を指摘している。

他方，連続作動を特徴とする蒸気タービンと旋転補機との組合せにおいて，最も注意される

べきはその過回転であった。しかし，これについては後程，取り上げられるから，ここではそ

のメリットについて注目しておこう。蒸気タービンの翼車はバルブの下に小さく描かれている

“エ”状の物体である。タービンは後述する艦本式180型と称する機種で，そのピッチ円直径

（PCD）はたったの180mmしかなく，御覧の通り減速歯車の方が遥かに嵩張っており，蒸気ター

ビンのコンパクトさが際立っている。

また，装置全体として見ても旋転式補機のコンパクトさが印象的である。このため，その実

用化当初，現場は旋転式補機の小ささ故にその信頼性にまで不安感を募らせ，その挙句，一時

はこれを直結式のゴツい機械にして躯体を水増しせよとの議まで持上ったという10）。

なお，渋谷は：

補機は小型でも力量が大であるからこれに附着される弁や管が大きくなるから，それか

ら来るストレスの緩和法に就ては十分に考えておかねばならぬ。この事は軽構高速の蒸気

タービンを装備した場合常に留意しなければならぬ要点である11）。

とも警告している。

右図一番下にあるのがポンプで，その様式はごく普通の歯車ポンプである。一頃，重油で潤

滑される噴燃ポンプの歯車軸軸受に焼損が発生した。しかし，無事，解決されたとのことであ

る。また，高圧重油噴燃ポンプにはスクリュー・ポンプが採用されたと伝えられているものの，

日本海軍の主要な洋上艦艇において注油ポンプとして実用されたのはこの歯車ポンプである12）。

確かに，歴史的に見れば，日本海軍の洋上艦艇における作業機としての舶用補機はロータリ

化し，その駆動もレシプロ蒸気機関から蒸気タービンへと進化ないし「近代化」した。更に，

技術は究極的には効率にも艤装性にも制御性にも優れた内燃機関発電＋電動機を以てする補機

電化へと進化を遂げて行った。

しかし，前段の進化，即ち補機駆動用原動機の蒸気タービン化は単なる補機としての性能上

の問題にとどまらなかった。実際，そこには主ボイラの蒸気条件向上に補機駆動用レシプロ蒸

気機関では潤滑面で対応し辛くなったという極めて重い背景が存在した。この枢要なる一点を

閑却するようなことがあっては技術史にも何にもならない。

前掲，海軍工機學校『機關術教科書（蒸氣機械）』には旋転補機の得失について：

艦船装備ノ補助機械ハ殆ンド旋転化スルニ至レリ，今旋転式ト直動式ノ利害得失ヲ比較

5

9） 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，33

頁。

10） 生産技術協会『旧海軍技術資料 第1編』（2），171頁，参照。

11） 同上書，171頁，より。

12） 同上書，170，173頁，参照。
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スルニ次ノ如シ。

（一）旋転補機ノ利点，

1.重量容積ヲ著シク減少ス，同一力量ノモノニツキ比較スルニ重量容積共�

以下ニ減少ス。

2.直動機械ノ「シリンダ」内ニ使用スル内部潤滑油ハ排出蒸気ニ混入シ「ター

ビン」翼及復水器管ヲ汚損シ各其ノ効率ヲ減少セシメ更ニ給水ニ混入シテ罐

ニ入リ湯垢ヲ作ルモノナリ，殊ニ最近ニ於ケル高温，高圧，高燃焼度ノ罐ニ

於テ罐水ノ不純ハ最モ嫌ムベキ所ニシテ旋転補機ノ如ク内部潤滑ノ必要ナキ

モノノ最モ利点トスル所ナリ，又内部潤滑油ハ高温度ニ於テハ蒸発スル為直

動機械ニハ高温蒸気ノ使用不可能ナリ。

3.整理法ニ於テハ旋転式ハ回転数大ニシテ諸遊隙モ小ナル為最新ノ注意ヲ要ス

ト雖モ直動式ノ如ク滑動部多ク摩耗大ニシテ屡々調整手入ヲ要スルモノニ比

シ其ノ煩ヲ避ケ得タリ，操縦モ整備完全ニシテ取扱上ノ錯誤ナケレバ自動調

6

図1 直動補機（レシプロ式注油ポンプ）と旋転式補機（蒸気タービン＋歯車式注油ポンプ）

海軍工機學校高等科機關術練習生（掌機術專修）教程『機關術教科書

（蒸氣機械）附圖』1942年2月，第91図。直動式の重量が1170kgで

重量比5.2ならタービン補機の重量は225kgでなければならない。
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整装置，自動注油装置等ノ為極メテ簡単トナレリ。

（二）旋転補機ノ欠点

1.旋転補機ノ蒸気消費量ハ直動式ニ比シ高力度ニ於テハ小トナルモ低力度ニ於

テハ却ツテ大トナリ使用台数ノ減少或ハ使用「ノズル」数ノ変更等ノ手段ヲ

講ジツツアルモ尚直動式ニ及バズ。

2.回転数大ナル為整備ノ不備取扱上ノ錯誤アル時ハ大ナル故障ヲ越シ易シ13）。

と記述されている。

主機の力量を高めるためには主ボイラの蒸気条件を高度化させざるを得なかった。そして，

レシプロ蒸気補機における内部潤滑とこの主ボイラの蒸気条件高度化とは非常に困難な，とい

うより補機の旋転化と駆動機関のタービン化という技術シフトによってしか乗り越え得ないほ

どの矛盾を為していた，というワケである。

なお，実際に過熱器付き艦本式ボイラから補機駆動原動機に送気する際，蒸気ドラムに補助

塞止弁を設けて飽和蒸気を供給する，あるいは蒸気ドラムと過熱器出口とを管で連絡しておき，

飽和蒸気を過熱蒸気に混入させるような小細工が施されることもあった14）。

同じ頃，ヨリ一般向けの文章において朝永研一郎その人は次のように語っていた。

補助機械の効率如何は舶用推進機関の一要素として馬鹿にならぬ問題である。高圧高温

蒸気に対し従来の「ピストン」式補機は不適であつて強ひてこれを用ゐやうとすれば，折

角罐で出来た過熱蒸気を緩熱器に依りて飽和蒸気に戻す等の無駄を忍ばねばならぬ。従つ

て高速「タービン」を原動機とする旋転式補機が発達し，これに依り又重量容積を著しく

節約し得てゐる15）。

この記述と戦後のそれとの断絶は主客転倒を通り越して雲泥の差との感を打消し難いのであ

るが，主機たる蒸気タービンに蒸気を送るべき主ボイラにおける蒸気条件の向上と補機駆動蒸

気原動機の内部潤滑問題との係わりは技術的に極めて重要な一局面であり，現役時代にはまさ

しくそのようなモノとして扱われていた。それにも拘わらず，戦後，この点に関して記述が為

される場合においてすら，喉元過ぎて熱さを忘れたものと見え，大方，その論旨は占有スペー

ス・重量当り能力の向上という一面に限局されてしまっていたワケである。

補機駆動用蒸気原動機と蒸気条件との係わりについて，戦後の関連文献，即ち問題を技術史

として正しく客観的に記述しなければならなくなってからの文脈の中では唯一，アッサリとで

はあれ，渋谷隆太郎が「高圧ボイラは内部油の侵入を嫌うから，補助機械をロータリー型にし

7

13） 海軍工機學校高等科機關術練習生（掌機術專修）教程『機關術教科書（蒸氣機械）』1942年，147～148

頁。

14） 本件については艦本式ボイラについて論ずる別稿にてやや詳しく取上げられるであろう。

15） 朝永研一郎『舶用機関の特質とその趨勢』山海堂理工学論叢（12），1943年，9～10頁，より。この

部分を含む第1章は元々，雑誌『科學知識』1941年7月号に掲載された文章である。
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なければならなくなった」，「高温高圧蒸気の採用に伴いどうしてもやらねばならぬ問題は，各

種補助機械の旋転化であった」と述べた事蹟が稀有の例外である。その他はと尋ねれば，上の

如き漫然かつ迂闊な「近代化」論に終始している程度なら未だしも上出来と言えるほどの惨状

が呈されたまま今日に及んでいる16）。

2.艦隊勤務の実態とこれを支えた補機

日本海軍洋上艦艇における補機駆動々力のタービン化の技術的諸相について具体的に観るの

に先立ち，今一つ，確認しておかれるべきは洋上艦艇とは如何なるモノか，そしてそれを戦闘

マシンとして機能させ，かつ，長途に亘る航海の間，乗組員の起居の場となり，その活力を保

つに当り，補機が主機と変らぬ位の重要性を有していたという事実を具体的に確認しておくこ

とである。言い換えれば“月月火水木金金”などと歌われた艦隊勤務あるいは艦隊生活の実情

を知っておくことである。

このために，「軍艦妙髙案内」なる建造当時の謄写印刷文書に語って貰おう。大和でないの

は残念な気もするが，妙高はメートリックの寸法で設計された艦本式タービンを装備する最初

の重巡洋艦であり，辛うじて第二次世界大戦を生き抜いた艦でもあっただけに，日本海軍洋上

艦艇の代表選手としてあたら役不足とは言えまい17）。

軍艦妙髙案内

往年ノ「ワシントン」軍縮會議ニ於キマシテ帝國海軍ハ英米ノ六割（主力艦）ニ制限サ

レマシタ結果，此ノ数量ノ不足ハ実質ヲ以テ補ハネバナラヌ様ニナリマシタ。其處デ我海

軍ハ爾来益〃教育訓練ヲ重ネ鋭意精神ノ修養術力ノ向上ヲ計
［ママ］

ルト共ニ極力優秀ナル軍艦ノ

建造ニ努メ，且，欧洲大戦ノ実験ト教訓ニ鑑ミ，華府條約ニ準據シテ苦心研究ヲ重ネタ計

画ト血ト涙ノ卓絶セル造舩技術トニ依ッテ建造サレタノガ本艦型一万噸ノ巡洋艦デアリマ

シテ，実ニ列強海軍ノ注目ノ焦点トナリ脅威ノ的トナッテヰル最新最鋭ヲ誇ルモノデアリ

マス。主力艦ヲ除イテハ恰モ海上ノ勇者タルノ観アル一万噸級巡洋艦！

「ロンドン」會議ニ於ケル重点問題ノ第一ガ此ノ種ノ巡洋艦デアッタ事ハ以テ如何ニ此

8

16） 引用は生産技術協会『旧海軍技術資料 第1編』（2），13，169頁，より。145，159頁にも同様の記

述が見受けられる。

17） 妙高型の一番艦は妙高ではなく1928年11月26日竣工の那智であった。なお，句読点は引用者に

依る。

なお，この文書は間違い無く海軍によるモノであるが，艦の内情に詳しく満更，ズブの部外者向け

資料ではなく，妙高の新規軍艦搭乗員に向けて作成された一連の文書の一つであるように想われるが，

その素性については委細不明である。
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ノ種艦型ガ将来海戦戰ニ於テ重大ナル役目ヲナスカヲ裏書スルモノデアリマス。艦型ハ我

海軍独特ノモノデアリ，又，艦ノ各部分トモ殆ンド国産品バカリデ有ルノモ，帝國ノ誇ト

スル處デ同型艦ニハ足柄，羽黒，那智，建造中ノモノニ髙雄，愛宕，鳥海，麻耶ノ四艦ガ

アリマス。

（一）要目

一，艦種 一等巡洋艦

二，建造所 横須賀海軍工廠 起工 大正十三年 十月二十五日

進水 昭和二年 四月十五日

竣工 昭和四年 七月三十一日

三，全 長 一九二米（約一町五十間）

四，最大幅 十八・七米（約十間半）

五，排水量 一〇〇〇〇屯

六，速 力 三三節

七，兵 装 二十糎砲（八吋砲） 十門（射程約五里）

十二糎髙角砲（四・七吋砲） 六門

魚形水雷發射管 十二門

探照灯 百十糎（直径約三尺七寸） 五大

五万燭光デ暗夜ニ二里ノ遠方ヲ見ルコトガ出來ル

飛行機 一機

八，防禦 敵ノ彈丸魚雷爆弾ニ對シ各々防御ガシテアリ，尚，艦内ニハ夛数ノ防水区劃

ガアッテ一部，浸水スルモ之ヲ局部ニ喰ヒ止メル様ニナッテ居マス

九，機関 主機械ハ「タルビン」機械八基を装備シ，四本ノ推進器ヲ廻シテ三十三節

（一時間約十五里）ノ速力ヲ出シマス。罐ハ十二個デ燃料ハ重油ヲ使用シ，普

通ノ速力デ航海シテ一晝夜ノ消費額約四千円，全速力デハ約五万円ヲ要シマ

ス。發電機ハ四台アッテ，七三五「キロワット」ノ電力ヲ発生シマス。此ノ

電力ハ人口四万ノ都市ノ電灯ヲ点ズルコトガ出来マス。其他，冷却機械，製

氷機，鍛冶工場等ガアリマシテ，舩体兵器ノ部分品ハ工廠の手ヲ借リズ自分

ノ艦デ修理製作ガ出来マス。

一〇，錨 主錨二，各々五・五屯（約千五百貫）。此ノ外，小サナ錨ガ二ツアリマス。

一一，乗員 准士官以上約五十人，下士官兵，約七百人。

一日ノ食糧 牛肉 三十三貫 魚肉 三十二貫 野菜 九十一貫 漬物 三十二

貫，白米 九十四貫（四斗俵六俵）割麦 三十二貫（三俵）生麺麭七十七貫，醤油

二斗一升 味噌 十三貫。何分，大世帯デアル丈ニ主計科員ハ骨ガ折レマス。

総員一食分ヲ煮ルノニ一時間半カカリ，朝ハ三時半頃カラ仕事ニ掛カリマス。

9
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（二）日常乗務員ハ一体何ヲシテ居ルノデセウ？

何分ニモ軍艦ハ鐡ノ舩デス。艦内ニハ夛数ノ金具ガ使ッテアッテ，放ッテオクト直グニ

銹ビ付イテ，ヤガテ動ク所モ動カナクナリ，兵器ハ其ノ全能ヲ発揮スルヲ得ズ，舩体ハ腐ッ

テ大切ナ艦ノ壽命ハ短クナッテ失
［ママ］

ヒマス。数ニ限リアル軍艦ニ於テ少シデモ永ク其ノ戰斗

力ヲ維持スル爲ニハ訓練ハ固ヨリ，舩体兵器ノ手入レハ缺ク可ラザル日常ノ作業ニナッテ

居マス。又，各人ニハ夫々戰斗配置ガアリマシテ連綿不断ノ訓練ニ依ッテ所謂「砲後ノ人」

ヲ作ルニ懸命デアリマス。其ノ他，直接戰斗ニ関スル訓練デハアリマセンガ，艦ノ保安上

又，缺クベカラザル防水教練ヤ防火教練等ガ行ハレマス。「訓練ニ明ケテ訓練ニ暮レル」

忙シイ艦内生活！

然シ其ノ反面ニハ武技体技，時ニハ陸上デ行軍等ヲヤッテ健康ヲ維持スルコトも図リマ

ス。港ニ停泊中ハ夕方カラ上陸シマス。毎週一二回宛ハ講話モアッテ精神ノ修養統一等ニ

モ當テラレマス。機関科デモ又，機械ノ整理手入ニ余念ガアリマセン。ソレデ精神教育ヤ

配置教育，舩体兵器手入等ヲ適当ニ按配シテ毎日ノ作業ガ定メラレル訳デス。

然シ日曜祭日ニハ皆様ト同様ニ仕事ヲ休ンデユックリ休養シ英気ヲ養ッテ又翌日カラノ

作業ニ當ル訳デス。

艦内娯楽機関トシテハ碁将棋，蓄音機「ラジヲ」等ガアッテ毎公休日，時限ヲ定メテ許

サレテヰマス。「最モ完備セル文化住宅」，夫ガ又，最新艦ノ一面デモアリマス。尚，艦内

ニハ酒保ノ設備ガアッテ日用品菓子等，時間ヲ限ッテ販売シ，其ノ賣上髙一ケ月三千円ニ

モ達シマス。

海上デ一番苦心スル清水，飲料水モ港デ搭載スル外，艦内デ造り，一斗ニ付キ約十六銭

デ出来マス。五合ノ水デ毎朝顔ヲ洗ヒ，五升ノ水デ洗濯モシマス。実ニ軍艦生活ハ陸上ノ

人ニトリ未知ノ世界デモアリ愉快ナ生活デモアリマス。ソシテ我々海軍々人ニ取ッテハ存

亡ヲ同ウスル干城タルト同時ニ，喜樂ヲ倶ニスル家庭デモアッテ，上下融合，全艦ヲ挙ゲ

テ一心同体トナリ護国ノ大任ヲ負ッテ而モ喜々其ノ職務ニ勉勵シテ居ルノデアリマス。

（終）

10

表1 妙高における装備短艇
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文中に見える高雄以降の4艦は妙高型の改良型で高雄型として分類されるが，確かに大同小

異ではあった。但し，「機関長」のスタンプを押されたもう一つの「軍艦妙髙案内」には，「同

型艦ニハ足柄，那智，羽黒ノ三艦アリマス」と記されている他，装備短艇についても上のよう

な表が掲げられている。

また，錨についても，「主錨 五噸半（約千四百貫）二，副錨 一噸半（約四百貫）一，小錨 〇．

五噸（約百三十貫）一，錨鎖ノ長サ 約二千五百尺（約百尋餘二條）」とやや詳しく記載されている。

内容的に注目に値するのは食料消費量の多さではなかろうか。乗組員数が多ければ甚大な食

料消費量になるのは当然であるとは言え，改めて数字を突き付けられればやはり相当な量とい

う印象であり，巡洋艦乗組員という最前線の戦闘要員には，少なくとも国家，海軍が傾く以前

には，かなり良い糧秣が支給されていた様子も窺えるワケである。

なお，「機関長」スタンプ付の「軍艦妙髙案内」には，「烹炊設備ニハ電氣割烹台（三台）ト

鈴木式炊飯釜四個（四斗炊三個三斗炊一個），粥食釜二個（五斗炊）電氣フライ鍋一個アリ総員一

食分烹炊スルニ一時間半ヲ要シマス」とある。また，「艦内ニハ各所ニ送風機ガアッテ艦内全

部ニ亙
【ワタ】

リ夏ハ冷風冬ハ温暖ナル空氣ヲ送リマス」，「酒保」において「日用品，食料品（菓子，

煙草，酒）」が時限販売されている他，娯楽用に「活動冩眞機」の設備があったとも記されてい

る。

もっとも，空調の件についてはそうでもせぬ限り艦内は到底，耐えられない作業ならびに居

住環境であったということである。人間軽視に淵源を有する日本海軍艦艇の米英の対応物に比

して極度に劣悪な居住性は夙に知られている点である。

さて，上の文章においては余りにも当り前であるためか，主砲を駆動し通信機器や艦内照明

機器を生かすための補機や主ボイラ・主機関連の補機類については全く触れられていない反面，

艦内生活を持続させるために大容量の冷凍・冷蔵設備が必要であった状況や主砲を補佐する探

照灯から電蓄，ラジオ，映画映写機に至るまでの電気機器のために電力が需要されたことにつ

いてはかなり丁寧な言及がなされている。

最後に出て来た造水装置とは要するに蒸化器と蒸留器とから成る蒸留水製造装置であり，熱

エネルギを食う反面，高圧ないし大流量のポンプ等は必要としないからそれほど大きな回転動

力は求めない。しかし，この装置は主・補助ボイラにも乗組員の生活にも直接係わる重要な設

備である18）。

なお，「機関長」スタンプ付「軍艦妙髙案内」には「平常一日ノ清水使用量ハ九十石デアリ

11

18） 海軍では洋上艦艇における造水装置の要領 Q（ton/day）について：Q＝aE＋bNとしていた。Eは

ボイラ計画全力時の蒸発量，Nは定員数aは艦種ならびに主機別の係数でタービンを主機とする場合，

戦艦0.02，巡洋艦・駆逐艦0.01，水雷艇0.015，その他0.02とされた。bは主機別乗員の消費水量で

蒸気推進船の場合，0.12と定められていた。内燃船においては0.15とされたが，潜水艦の場合には

その3倍が計上された。生産技術協会『機関計画内規』34～35頁，参照。
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マス」と記されている。九十石は約16,200・（16.2m3）に相当する。舶用蒸気動力プラントは凝

結サイクルであるから普通の蒸気機関車のようには水を使い捨てないため，飲料水等を含めて

もこの程度で済んでいたというワケである。

造水装置との絡みではもう一つ，海軍機関学校におけるエピソードが紹介されねばなるまい。

即ち，上に洗顔について毎朝1・弱の水を用いて云々とあったが，海軍機関学校においては洗

面器を用いて溜め洗いするより蛇口を開放して洗顔する場合の方が衛生的であるばかりか水消

費量そのものも半分程度で済ませられることが実験的に見出されて以来，洗面器は追放され

たそうである。使用後における蛇口からの漏水に関して厳しく取締られていたことは勿論であ

る19）。

3.海上艦艇用補機体系の1艦全体像

続いて，いよいよ補機の体系に論を進めよう。総合的な容量を掴み易いのは勿論，発電能力

である。日本海軍艦艇におけるの補機電化は鉄道車輌の場合と同じく電動機の速度制御が容易

な直流方式を以て始められた。具体例を挙げれば，蒸気タービン推進による本格的な軍艦の嚆

矢，1909年竣工の巡洋艦 伊吹15000t，1911年の戦艦 安藝20000tにはSiemensBrothers社

製のレシプロ蒸気機関直結式直流88kW（110V・800A）発電機1基というごく小規模な発電能

力しか与えられていなかった20）。

1914年の金剛型巡洋戦艦の2番艦 比叡27,500tには何れもイギリス，シーメンス社製のレ

シプロ蒸気機関直結式直流200kW発電機（225V・900A）1基，パーソンズ・タービン直結式直

流200kW発電機，レシプロ直結式直流100W発電機（225V・450A）の総計500kWという艦容

と比べても伊吹・安藝より格段に大きな発電能力が与えられていた。レシプロ機関の回転数は

400～500rpm.程度，タービンは3000rpm.であった21）。

扶桑型戦艦30,000tはやや異例であったのか，1915年竣工の戦艦 扶桑には芝浦製作所製レ

シプロ直結岸式直流100kW（225V・450A），同200kW（225V・900A），三菱長崎造船所製パー
・

ソンズ直結200kW（225V・900A）の総計500kW，・17年に竣工した2番艦 山城にはシーメン

ス製レシプロ直結式直流150kW発電機（210V・715Aまたは240V・625A）と三菱長崎製パーソン

12

19） 山崎実徳『海軍機関学校』私家版，1982年，150頁，参照。

20） 以下，1910年代の海軍艦艇における発電能力とその設備仕様については海軍機關學會『軍艦機關計

畫一班』改訂増補三版，巻ノ四（図表），第二十表（イ），（ロ），（ハ），（ニ），（ホ）参照。

21） 前注に掲げた一連の表により原動機＋発電機セットの総重量を同じ200kW同士で比べてみると，

興味深いことに，あるいは予期に反して，レシプロ式の16.72t，16.05tに対し，パーソンズ・タービ

ン式においては16.43tとレシプロとほとんど変るところがないモノと11.733tに軽量化されたモノと

が併記されている。後者は未だ発展途上にあったというコトなのであろう。
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ズ直結式直流250kW発電機（210V・1190Aまたは240V・1040A）の総計400kWというなぜか姉

妹艦より20％も小さな発電能力が与えられていた。他方，同時代の駆逐艦の発電設備は1000t

ほどの艦容も手伝って池貝鉄工所製19HP/550rpm.焼玉発動機直結の三菱造船所製12kW発

電機（110V・110A）ないし650rpm.のレシプロ直結国産25kW（110V・227A）といった低水準に

あった。

潜水艦においては蓄電池への充電の便を考慮し，一貫して当初からの直流方式が踏襲された。

しかし，洋上艦艇においては交流電化への取り組みが為されていた。渋谷は：

軍艦の発電機及び電動機には，それが用いられた初期から直流機械が使用され，これら

の機械は，統一された規格と設計の下に生産されていた。直流機の用いられた理由は，

元来直流機は速度管制が容易であるほか，いろいろ複雑な使用に便利な特徴があるかあで

ある。しかし，製造が面倒であり，送電の際自由に変圧器が使えないという不便がある。

従って海軍においても，陸上では主として交流機が使われていた。交流の誘導電動機は製

造も簡単で，故障も少なかったので，これを軍艦に採用し，軍艦の交流化を図ろうという

計画が昭和の初期に行われ，昭和10年ころ先ず実験的に朝潮級の駆逐艦が交流化され，

ついで利根級の甲級巡洋艦，さらに進んでそして大和・武蔵の戦艦が，いずれも交流化さ

れた22）。

と述べている。

記録を見ても，1935年からの朝潮型駆逐艦は180kVAの蒸気タービン発電機1基と55kVA

のディーゼル発電機2基を備えて総計290kVAの発電能力を有し，・39年からの後継，陽炎型

駆逐艦もこれと同じであった。また，・43年の駆逐艦 島風には135kVAの蒸気タービン発電

機2基と80kVAのディーゼル発電機2基の総計430kVA，・44年の空母 大鳳には800kVAの

タービン発電機3基と600kVAのディーゼル発電機2基の総計3600kVAの交流発電能力が付

与されていた。従って，交流電化の流れは確かに伏在していた23）。

然しながら，1938,・39年の利根型巡洋艦11,000t，1941,・42年の大和型戦艦70,000tは何れ

も直流発電装置を有していたから，この点において渋谷の記述は正しくない。利根は300kW

のタービン発電機3基と200kWのディーゼル発電機2基の1300kW直流発電能力を備えてい

た。排水量約7万tの大和型戦艦には600kWの蒸気タービン発電機とディーゼル発電機が各

4基，合計4,800kWの直流200V発電能力が付与されていた24）。

13

22） 生産技術協会『旧海軍技術資料 第1編』（5），1970年，71頁。

23） 交流電力は三相であったと想われるから，これらのkVA値に力率0.8を掛けたモノがkW 表示の

実効的な発電能力ということになろう。

24） 数字は元・海軍技術中将，艦本第四部の主任から第四部長。東京帝大教授を兼任し，第四部主任時

代に大和型の設計を行った福田啓二の編になる『軍艦基本計画資料』（今日の話題社，1989年）161頁，

より。大和型についてはまた，戦艦武蔵建造記録刊行委員会『戦艦武蔵建造記録』265頁，表 5， →
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ヨリ重視されるべきは，大和のみならず，日本海軍の各洋上艦艇には電化された補機以外に

蒸気動力に依る補機が多数，整備されていたという点である。因みに，その電化率については
・・・・・・・・

不詳ながら，少なくとも日英より電化が進められていたアメリカ海軍の排水量43,000t級戦艦
・・・・・

SouthDakotaにはタービン発電機1000kW×7基＝7000kW（＋非常用ディーゼル発電機400kW）

の，姉妹艦NorthCarolinaにはタービン1250kW×4＋ディーゼル850kW×4＝88,00kW の

発電能力が備えられていた。これが56,000tのIowa級戦艦ともなればタービン1250kW×8＝

10000kW（＋非常用ディーゼル200kW×2）の発電能力が付与されており，1940年に計画された

が建造に至らなかった7万㌧級戦艦Montanaにはタービン1250kW×10＝12500kW（＋非常用

ディーゼル200kW×2）もの発電能力が与えられる予定となっていた。因みに，これらのデータ

はkW表示であるが，全て交流440Vの実効的な発電能力である25）。

排水量からして仮に大和型をオール電化に近いところまで持って行こうとしておれば，

Montanaのそれに近い発電能力が要請されていたであろうことが理解されよう。つまり，ご
・

く大雑把に言えば12500kWと4,800kWとの差7700kW即ち10300馬力ほどが大和型戦艦に
・・・・・・・・

おける補機駆動用蒸気動力の規模であったかということになる。もっとも，この数値は全くの

目の子勘定である。さりとて，積み上げによってその正確な実態に迫る手立てが見出されてい

るワケでもない。補機駆動用レシプロ蒸気機関や蒸気タービンについては個別断片的技術資料

こそ散見されるものの，1艦にどのような補機や工作機械・工作設備がどれほど装備されてい

たかについて具体的に教えてくれる資料は稀有なのである。

それでも，辛うじてかの妙高型重巡洋艦の建造当時の姿についてはこの種の資料を見出すこ

とが出来た。妙高型は上述の理由以外にも，後の最上型（1935年）とサイズ的に近く，後者に

ついて判明している発電能力のデータとも比較し易いから標本として何かと好都合という面も

併せ持っている。以下では極秘印を押された2つの資料，「軍艦妙髙機関科工作科参考表」と

「運轉實施参考表」に沿って建造当時の妙高における補機体系の全体像を可能な限り再構成し
・・・・・

てみよう。

先ず，機関室区数図。これは補機そのものではなく，補機体系の前提となる主ボイラと主機

の配置に係わるデータである。

次に脈管系。重油タンクは多数に区分されており，直接使用し得る常用タンク群の容量は

522t，これに送油可能な別置き予備タンク群の総容量が1,850tあった。艦外からタンクに重

油を積込む場合の最大能力は180t/hであり，これには重油タンク・ポンプ前後各1基が用い

14

→ 参照。但し，同書 100頁にはその電圧について225Vとある。また，同書に拠れば，大和型には交流

50V 80kVAの電動発電機が備えられていた。これは直流電動機で交流発電機を駆動し交流発電させ

るシカケである。これが装備されたのは艦艇には通信用等に変圧容易な交流電源に対する切実な需要

が存在したからである。

25）『戦艦武蔵建造記録』265頁，表5，参照。
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られた。その仕様は不明である26）。

また，前後部予備タンク群から常用タンクへと移動させることが可能な重油の量は50t/h

であった。この他，舷側の予備タンクからは常用タンクに重力供給することが出来た。妙高か

ら他の艦へと供給し得る重油の最大量は170t/hであり，この作業には重油タンク・ポンプと

噴燃用重油ポンプとが併用された。後者についてはボイラの処で取上げられる。

15

26） 重油タンクポンプについては「毎時間ノ力量ハ重油ヲ吸出スヘキ『タンク』ノ合計量ノ十分ノ一以

内トス又喞筒ノ送油壓力ハ艦ノ大小�ニ送管ノ位置ニヨリ差アルヘキモ約毎平方吋三十听トス」と定

められていた。海軍機關學会『軍艦機關計畫一班』巻ノ二，改訂増補三版，1919年，307～308頁。

30lbs/in2は2.1kg/cm2に当る。ポンプとしては渦巻ポンプであろうが，詳細は不明である。

図2 妙高の機関室区画

「軍艦妙髙機関科工作科参考表」より。

図3 妙高の重油，水タンク群艤装状況

同上。

下図，舷側タンクの上にある切れたキャプションは原資料由来のもの。
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ボイラ給水タンクの容量は主給水タンクが44t，予備給水タンクが156tあった。艦内装備

装置に依るボイラ水搭載量は50t/hであった。この他に，99tの飲料水タンク，45tの雑用水

タンクが備えられていた。艦内装備装置に依る飲料水，雑用水の搭載量については何か書かれ

てはいるが判読不能であった。

潤滑油タンクとしては外部油タンクが二号外部砿油用として62,700・（油溜タンク，予備油

タンク，重力タンク，油澄タンクの合計），それ以外用に12,768・分備えられ，内部油タンク

容量は843・であった。潤滑油ポンプについては機関の処で取上げられる。

補機体系が非常に複雑な様相を呈していたことは次の図からも印象付けられる。軍艦は一つ

の複雑高度なプラントそのものであった。

ボイラ回りから点検を始めよう。ボイラ自体はロ号艦本式重油専焼罐で12基，小形の補助

罐が1基であった。蒸気条件は主ボイラが20kg/cm2・211.4℃（飽和），補助ボイラが17kg/

cm2・203.4℃（飽和）であった。給水ポンプとしては制式第七号型が総計12基，装備され，発

生力度に応じてオンオフされた27）。

16

27）「運轉實施参考表」のデータと突合すに，「軍艦妙髙機関科工作科参考表」においては縦書き漢数字

の12，即ち“一二”が“二一”と誤記されていることが明らかなので訂正した。

図4 妙高の主・補機配置

同上。

一部に修復不能な欠損が見られる。最下段右から2群に変圧設備が見られる。その主役は今日の所謂「変圧

器」ではなく，探照灯用及び通信機用に高圧電流を発生させる電動発電機で，直流→交流，直流→高圧直流の

変換に与っていたことが判る。
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噴燃用重油ポンプとしては制式第四号型が12基，人力三聯喞子式が2基，装備されていた。

最大給油圧力11.0とあるが，これは11kg/cm2の謂いである。幾ら何でも人力というのは訝

しい印象を与えようが，これは無火状態からの汽醸開始時に用いられた装備である。何れかの

ボイラが汽醸してしまえばその蒸気に依り動力式の噴燃ポンプを稼働させることが出来るから，

人力噴燃ポンプの使用時間は限られていた。

なお，この資料より古い海軍機關學会『軍艦機關計畫一班』には噴燃用重油ポンプについて

「重油ノ使用壓力ハ毎平方吋百五十听以下ニシテ蒸気�ノ直徑ハ喞筒ノ直徑ノ1.3乃至1.4倍

ニ等シカラシム又毎分複行程數ハ二十以内トシ驅逐艦ニアリテハ三十以内トス」とあり，重油

タンクポンプが明確に直動式蒸気ポンプであったことを窺わせている28）。

ボイラ送風機としては制式艦本式第三号送風機が24基，設備された。最大送風圧力10.5と

あるのは105mmHgの謂いであろう。日本海軍において実用化されたボイラ通風装置は大別

して自然通風，誘引通風，密閉式強圧通風，開放式強圧通風の4種あっが，前二者は古い技術

や陸用ボイラの技術であった。密閉式強圧通風はボイラ室全体を密閉し送風機で圧をかける方

式である。元々，ボイラでは焚口戸を開閉して石炭を焚いていたから，これは採用し易い方法

であった。しかし，かくすれば高燃焼時の焚火は暴風下の作業となり，低燃焼時には送風が弱

められるため只でさえ髙いボイラ室の温度が過昇するため，何れにおいても当直員の疲労は激

しくボイラ室内外間の連絡も困難となる。このため，1923年の追風型駆逐艦より重油専焼ボ

イラ通風の主流はボイラ室自体は開放しておき送風専用の風路
ダ ク ト

を設けるヨリ進化した開放式強

圧通風方式へと切替えられて行く。この場合，ボイラ室には上部に吸出し式の送風機が設けら

れると共に，上甲板より当直員の頭上に自己通風筒を開口させ，換気が図られるとになる。勿

論，妙高のそれはこの開放式強圧通風であった29）。

造水装置としてはウェヤー高圧式蒸化器と同蒸溜器とのペアが2セット設備され，その1セッ

ト当り造水能力は133t/dayであった。

次に，主機たる艦本式タービン回りでは真空度695～720mmHgの制式ウェヤー・ユニフラッ

クス型復水器 8基に対して復水器抽気ポンプが制式2筒ピストン式（複動25strokes/m）8基，

復水器送水ポンプが制式第四号型（最大回転数350rpm.）8基という構成であった30）。

機関室にも通風装置として給気・排気各4基ずつ備えられていた。他方，油冷却器にゲージ

圧0.7kg/cm2の海水を送る油冷却ポンプとしては制式ターボ扇車式ポンプが4基，用いられ

17

28） 海軍機關學会『軍艦機關計畫一班』巻ノ二，改訂増補三版，307頁，参照。150lbs/in2は10.5kg/cm2

に当る。

29） なお，機関室の換気は給気送風から給排気併用方式に進化した。ボイラ通風方式と共に『旧海軍技

術資料第1編』（2），333～334頁，参照。

30）「運轉實施参考表」のデータと突合すに，「軍艦妙髙機関科工作科参考表」においては復水器抽気ポ

ンプと復水器送水ポンプとの説明が入れ替わっていると考えられるので，訂正した。
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た。タービンの軸受や減速歯車装置に給油するための強圧注油ポンプには制式第四号型（複動

25strokes/m）が12基，用いられた。これは上に見た噴燃用重油ポンプと同一物であろう。配

油主管圧力は1.8とあるから単位はkg/cm2なのであろう。

ポンプとしてはこれ以外にボイラ室と機関室に消防用兼ビルジ・ポンプが2基ずつ備えられ

ていた。

また，冷却機は制式Lebranc式2基。能力は1号機が120,000BTU（30,240kcal），2号機は

60,000BTU（15,120kcal）であった。ルブラン式真空式冷凍機は2段階に亘るエジェクタからの

蒸気噴射と抽気ポンプを備えた復水器により高真空を作り出し，低温沸騰により冷媒である塩

水の温度を下げ，冷熱源を得る設備で，火薬庫の冷却に多用され，川崎造船所が得意としてい

た。製氷機は制式Seager式複効炭酸瓦斯式1基，能力60,000BTU。この圧縮冷凍機は神戸製

鋼所がシーガー社（英）より技術導入を行っていた31）。

空気圧縮機は制式武式W8型（250kg/cm2・850・/h）2基，KSK12型（250kg/cm2・700・/h）1基。

かように高圧なのは魚雷への充填用だからである。武式W8型は神戸製鋼所の開発になる蒸

気機関直結竪型の5段圧縮機で戦艦，巡洋艦用。KSK型も同社の開発になり，電動機直結竪

型の3段圧縮機で駆逐艦，巡洋艦用 32）。

発電設備は制式タービン発電機200kWが3基，制式ディーゼル発電機135kWが1基の合

計735kW，これは勿論，直流システムであった。

舵取り機械は制式ヘルショー式油圧装置で2基は電動機直結，1基はレシプロ蒸気機関直結

式であった。舵取り機械というのは自動車のパワー・ステアリングのアシスト比を100％に引

上げた全油圧式機構のことで，機構も似たようなモノであるが，油圧ポンプの構造に最大の個

性がある。

HeleShaw電動油圧式は回りスライダクランク機構を用いる回転シリンダ星型の可変・可

逆行程ポンプを特徴とする。これを電動機で定速回転させつつ，ポンプからの吐出し量ならび

に流れの方向をプランジャ付根部の左右偏心量ならびにその方向を無段階に変化させて油圧シ

リンダを可変・可逆行程に作動させる。このヘルショー式舵取り装置は川崎造船所が技術を導

入した。

なお，原理的にはこれと同工であるが，回転斜板式筒型ポンプを逆にしたような機構を用い

るものにWilliamsJanney式がある。ジャンネー・ポンプにおいて奇数個のシリンダを持つ

18

31） これらの冷却機・冷凍機については小谷『舶用補機』156～158，165～170頁，195～200頁，参照。

32） 海軍水雷史刊行会『海軍水雷史』1979年，参照。W8型は武式と冠しないのが普通のようであるが，

その技術的淵源たるBrotherhood社（英）を意識して武式W8型と表記されたのであろう。KSKにつ

いては『海軍水雷史』本文，377頁と381～382頁，H 1表との間に齟齬が見られる。ここではH 1

表に従った。1934年以降，魚雷用高圧空気圧縮機は艦本式各型式ならびに由（Junkers）式に切替えら

れて行った。
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ポンプ側回転ブロックは原動軸により直接回され，中のポンプ・ピストンは可変角度の自由回

転斜板との相対距離変化に伴い公転しつつ往復運動させられ，吸排油する。吸排油は自由回転

斜板を包蔵するカップの傾斜によって増減あるいは逆転せしめられる。この舵取り装置は三菱

重工業が扱った33）。
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33） 小谷『舶用補機』22～23，127～131頁，参照。小谷『舶用補機』88～91，131～133頁，『日本機械

工業五十年』92頁，参照。川崎造船所で製品化されたヘルショー・ポンプについては機械學會『國産

機械圖集』1932年，図912，日本機械学會『改訂国産機械図集』1937年，180頁，参照。

図5 HeleShawポンプとWilliamsJanneyポンプ

HeleShaw：生産技術協会『舶用機関取扱法』1954年，308～309頁，第1～第5図。

WilliamsJanney：同313頁，第5図。本図のモノはダブルカルダン・接手とミチェル・推力軸受，

釣合シリンダを用いる新しい作品である。本図は英國マシナリー出版會社編・柴田荘次訳『工作機械の

油壓機構』科學主義工業社，1944年，109頁，第61図を180°ひっくり返したモノに等しく，そこでは

「WilliamsJanney型の發達したもので」，「VariableSpeedGear會社製V.S.G.高壓可變繰出ポムプ」

の名で紹介されている。1934年に三菱造船が導入したのはこれである。
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この種の可変・可逆ポンプの先に従動側，即ちモータとして作用する同工の定行程ポンプを

設けて油圧回路を構成してやれば，十分実用的な無段変速の動力伝達・逆転機構が出来上がる。

逆転時にも無段変速なのであるから，それはかなり高度な機能を持つ伝動装置＝Hydrostatic

Transmissionとなる。

開発時期は不明ながら，第一次世界大戦前，恐らく1900年代一桁からイギリスにおいては

この種の機構を自動車に応用しようとする例が見られた。これについてはポンプと斜板を収容

するカップの傾斜機構および油圧回路の全体図を掲げておく。但し，そこにおける差動機構の

有り様については残念ながら不明である。

アメリカで出版されたこの文献は同装置について「暫時，他の分野において成功裏に使用さ

れて来た」と形容している。他の分野と聞かされて想い浮ぶのは工作機械や戦車である。もっ

とも，後者についてはその初陣が第一次世界大戦であること以上に，ウィリアムズ－ジャンネー

式油圧伝動装置の採用は試作の一環であったようであり，「成功裏」云々からすれば的外れで

20

図6 1909年以前のイギリスにおける自動用・Janney Williams・式油圧伝動装置

AmericanTechnicalSociety,CyclopediaofAutomobileEngineering.Chicago,1913,Vol.I,p.298Fig.

239,240,p.299Fig.241.

この書物は1909年に初版が出版されているが，・13年版との異同は不明。恐らく改訂版ではなく重版であっ

たと推定されるため，このキャプションとした。モータ側はポンプ側から回転斜板の可変機構を撤去しただけ

のモノである。
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あるかも知れぬが，兎にも角にもソヴィエト連邦で1937年に出版された別の文献はこの当時，

イギリスの戦車においてこれの使用が試みられた事実を示している。次図にこれを示す34）。

また，同書には「シュレフケ技師の設計製作したこの種の傳動装置を持つた自動車」の図が

掲げられている。設計者については不詳ながら，図から判断するに，これにはポンプ側とモー

タ側とを恰もフェッチンガー・トランスフォーマのポンプ羽根とタービン羽根のように正対し

て組合せ一体ユニット化したウィリアムズ‐ジャンネー式伝動装置が差動機構に従属しつつ左

右振分けの格好で装備されていたようである。

同書はヘルショー式に類する「靜水力學的流体接手」について：

この式の小容量の接手を試験した結果，次の樣な事がわかった。

1.囘轉數の範囲が260～1500rev/mnに對して効率は73～87％程度である。

2.油壓は60～80氣壓で短時間過負荷の場合には100～120氣壓迄にはなる。

3.構造上の弱點は軸及び「ころ」にかゝる應力が極めて大きい35）。

と評し，ウィリアムズ‐ジャンネー式を含む「靜水力學的流体接手」については：

21

図7 イギリスの戦車におけるウィリアムズ－ジャンネー式油圧伝動装置

大井上 博他翻訳編纂『戦車工学』山海堂，1943年，161頁，図3.53。

34） なお，1926年に登場したVickers重戦車Mk.Ⅱの変速機は「液壓式」と伝えられている。この時期

はLysholm Smith式トルクコンバータ実用化以前のことであるから，これは「靜水力學的傳動装置」

であったと目され，それが満更，試作だけに終ったのではない経緯が窺い知れる。内燃機關編集部

『圖解 内燃兵器大觀』山海堂，1942年，95～96頁，参照（編集が無茶苦茶で，三番目の95～96頁である）。

35） 大井上 博他翻訳編纂『戦車工学』100頁。
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上述の種類の傳動装置に於ける構造上の主な困難は，球状軸受及び揺動圓板の蝶番部の

機構が合理的に行かない點にある。實用例に於ける効率は78～81％の範囲内にある36）。

と述べた上，「靜水力學的流体接手」全般について次のように総括している。

靜水力學的傳動装置に對しては次の様な結論が下される。靜水力學的傳動装置は工作機

械製作界に於ては確固不動の基礎を克ち得た。いづれの企ても機械力により動く自動車類

に於ける力の傳達に應用されたが，未だ尚試験の域を脱してゐない37）。

ウィリアムズ－ジャンネー式油圧ポンプにおけるその後の改良事蹟を想えばこのコメントに

も納得がゆく。陸上を這い回る機械の事蹟という脇道に敢えて踏み込んだのもかように未熟な

「靜水力學的流体接手」が多方面に応用分野を見出そうとしていた20世紀初頭の状況を確認す

る責務を履行しておきたかったからに他ならない。しかし，最低限の義理は果たせたであろう

から，この辺りで妙高の補機に立ち返ることとしよう。
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図8 ウィリアムズ－ジャンネー式伝動装置を有する“シュレフケ技師”の自動車

同上書，100頁，圖3.52。

36） 同上書，101頁。

37） 同上。ベーン・ポンプ/モータから成るそれについての記述は割愛した。なお，工作機械に関して

は先に挙げた英國マシナリー出版會社編・柴田荘次訳『工作機械の油壓機構』に体系的記述が観られ

る。HeleShawBeachamポンプ/モータについては89～94頁，V.S.G.ポンプ/モータについては

109～116頁，参照。
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揚錨機械は制式直立2気筒蒸気機関1基とヘルショー電動油圧式1基であった。後者は可変

式のヘルショー・ポンプと非・可変式のヘルショー油圧モータとを一体ユニット化し，ヘルショー

式変速逆転伝動装置とした件の「静水力學的流体接手」である38）。

補機駆動用蒸気ならびに補機排気の配管，主ボイラ給水管系統は次の通りであった。

23

38） 制御性の良さで聞こえたヘルショー式およびウィリアムズ・ジャンネー式油圧伝動装置について簡

単には沖 巖『ポンプ及び水壓機』岩波全書，1950年，220～226頁，参照。後者については砲塔旋回

装置との絡みで後程，やや詳しく取上げる

図9 妙高における補機駆動用蒸気ならびに補機排気の配管

「軍艦妙髙機関科工作科参考表」より。

図10 妙高における主ボイラ給水管系統

同上。
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普通には舶用補機に含まれないが，軍艦ならではの存在である艦内工作設備については次図

に示されている。鋳鍛造，機械加工，木工に係わる設備の状況が観て取れる。

以上が同時代の資料から知り得た竣工当時の重巡 妙高の補機体系である。電動機出力と蒸

気タービン・レシプロ蒸気機関出力の比については不明ながら，発電用原動機の主役はその

81.6％を占める蒸気タービンであったから，補機駆動用原動機としての蒸気動力の優越性は明

らかであった。妙高型重巡洋艦はその後，2次に亘って「近代化」改造を施されたから，上に

見た補機群の内，古色蒼然たる設備は順次，艦本式その他の機器へと更新されて行ったものと

考えられる。

その一環としてであろう，妙高型の最終的な発電能力は，300kW，250kWの蒸気タービン

発電装置各2基と135kWのディーゼル発電装置1基の1235kW（蒸気比率89.1％）へと強化され

ていたようである。しかし，それでもなお不足気味であったと見え，後年の最上型においては

300kW蒸気タービン発電装置4基，250kWのディーゼル発電装置1基の計1450kW（同，82.8％）

へと発電能力は更に若干ではあるが増強されている。勿論，これらは直流方式のままでの変更

である。

なお，照明器具等を含め，最上型巡洋艦に装備されていた総電力負荷は2720kWであった。

しかし，その全てが同時に使用されることはなく，戦時最大負荷は1220kWに制限されてい

24

図11 妙高における艦内工作設備の配置状況

同上。
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た。それ故，1450kW程度の発電能力で充分なのであった39）。

4.補機駆動用ラトー・タービン

艦本式補機駆動タービンやその前身に当る国産技術について紹介するに先立ち，前者に直接

の影響を与えたと思われるタービン補機セットに係わる事蹟を取上げておこう。本機は圧力複

式蒸気タービンや内燃機関における静圧式排気ガスタービン過給システムのパイオニアである

フランスのタービンメーカー，Rateauの作品，ギヤード・タービン駆動ロータリ・ポンプで

ある40）。

本機は空母 龍驤に装備するため，復水器抽気用のSeam社製蒸気放射器
エ ジ ェ ク タ

と共に輸入された

ものであった。龍驤の起工は1929年11月26日であったから，常識的に考えればその手配は

計画段階においてなされていたのであろう。紹介者は「将来此ノ種喞筒取扱上ノ參考トナルモ

ノト思考シ，會社發行ノ構造竝ニ取扱説明書ヲ譯出セリ」と述べている。本機の諸元は次表の

通りであった。

減速比は4.361（1：0.229）となる。また，そのケーシングを含む外観は次図に示されてい

る。
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39） 福田編『軍艦基本計画資料』161，162頁，参照。

40） 本節は海軍機關少佐 藤井芳郎「『ラトー』式主復水器用減速装置附復水喞筒」『会誌』第百六十一

號，海軍機關學會，1931年7月，に拠る。

表2 ラトー式ギヤード・タービン駆動ロータリ・ポンプの諸元

藤井芳郎「『ラトー』式主復水器用減速装置附復水喞筒」，より。
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また，その断面図は次図に示される通りであった。
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図12 ラトー式ギヤード・タービン駆動ロータリ・ポンプの外観

同上，より。

図13 ラトー式ギヤード・タービン駆動ロータリ・ポンプ縦断面

同上，より。
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タービンは不銹鋼製の2動翼列を有するCurtisである。何故，圧力複式のパイオニアにし

てカーチスを選んだのか？ それは最適速度比を下げ，低回転のタービンを得ることで減速装

置をコンパクトにまとめたかったからである。これを3動翼列のカーチスにすれば更に低回転

化させることが出来る。但し，かくすれば効率そのものは低下を来し，かつ，このラトー式ギ

ヤード・タービン駆動ロータリーポンプに即して言えば，減速装置を省略してしまう程の低回

転にまでは成し難い。

但し，この速度複式タービンにおける動翼植込み法は図と「翼ノ根部ヲ鋲ニテソノ縁ニ植付

ク」との記述からしてカーチス式ではなくMetropolitanVickers式であった。ノズルにつて

の詳細は記述されていない。車軸軸受は翼車の下に配置され，翼車は片持ち式となっている。

軸受の内，上端はラジアル，下端はスラスト軸受であった。車軸がタービン車室を貫通する個

所には軸の腐蝕防止のため，不銹鋼製のカラーが嵌められていた。ケーシング自体は上下2分

割構造，グランドパッキンはカーボン，ケースは青銅製であった。車軸の最下端には危急調速

装置�が設けられ，10％過回転を遠心力で検出し，⑭に作用して蒸気供給弁を閉塞し，タービ

ンの損傷を予防していた。

蒸気タービンならびに旋転補機はレシプロ機関・補機とは異なり，過回転に陥ると四囲に激

甚な被害を及ぼす損壊事故を惹起するため，危急調速装置の正しい整備に基づく確実な作動は

旋転補機の実用化にとってある意味においてキー・テクノロジーをなす要素であった。メイン
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図14 速度比（横軸）と効率（縦軸）

菅原菅雄『改著 蒸気タービン』第3版，養賢堂，1955年，

71頁，第2.42図 41）。角度はノズル角。

41） 元図はA.,Stodola,Dampf undGas Turbinen.6.Aufl,Berlin,1924,S.194,Abb.218である

が，菅原の見易い図を採った。
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の調速機はごく普通の遠心式であった。

ポンプは青銅製の両側吸込み式インペラを有するロータリー・ポンプであった。ポンプ軸の

水に接する部分には青銅製のカラーが嵌められていた。

やがて我々はこの装置が艦本式小型タービンと呼ばれるターボ補機の原点となった状況を窺

い知ることになるであろう。
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図15 ラトー式ギヤード・タービン駆動ロータリ・ポンプの危急調速装置と調速機

同上，より。




