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蒸気機関とともに水力も使用されていた.当初，それ

は水車であったが，後に水柱機関と呼ばれる水圧を用い

た機関が使用されている.水柱機関はフランスで主に開

発・使用され，英国ではあまり使われなかったが，コー

ンウオール地方ではリチヤード・トレビシック�  

(Richard Trevithick. 1771-1833)によって使用されたり

蒸気機関が発明されても，英国では水車がありとあらゆ

るところで利用されていたが，石炭価格が高くつくコー

ンウオール地方では蒸気機関や水車以外の排水方法にも

相当に興味が払われていたことは， トレピシックの水柱

機関の製造・使用からも明らかだろう.彼は後に高圧蒸

気機関の開発にも取り組んで、いる

以上のように.コーンウオール地方では，水力と熱と

水蒸気に関する研究成果を動力機関に応用したり，また

コーウオール蒸気機関が科学者に研究の主題を与えたり

していた.その点，コーンウオール地方には，科学と技

術の共進化を促す地理的経済的な背景があった

一方で，そういった背景だけでは，科学と技術との展

開関係を論じるには不十分であると考える 実際，科学

と技術を具体的に橋渡しする人物または人的関係が存在

していたのである コーンウオール地方におけるその中

心的人物がデーピス・ギディ� (DaviesGiddy)のちにデー

ビス・ギルパート� (DaviesGilbert.1767-1839)2)として

知られた人物であった.

デーピス・ギルパートは.ベンザンスに生まれ，オッ

クスフォード大学を卒業後，コーンウオールの州長官に

なり.� 1804年より下院議員になった.� 1792年には� 

Fellow of the Royal Societyになり.� 1827~1830年には

ロンドン王立協会会長を務めた

これまでデービス・ギルパートに関する技術史的研究

に関しては.� Francis Trevithick3)や� Dickinsonらのに

よる記述などがあり，またA.C.Toddによるギルパー

トの伝記もある5) これら著作の技術に関わる点で共通

するギルパート{象は，ホーンブロワーやトレビシックら

技術者に科学的知識を伝えたり.ハンフリー・デービー� 

(Humphry Davy. 1778-1829)といった科学者に支援を与

えたりした人物として.つまり科学・技術のパトロンと

して描かれているのである，

以上のような一方的に技術者や科学者を支援する人物

としてのギルパート像に対し ギルパートとコーンウオ

ール地方出身の技術者は相互に情報共有し，協業してい

たこと. さらに熱力学成立前史における蒸気機関の理論

の伝達経路を明らかにすることを本報告の目的とした.� 

19世紀中庸以降水蒸気の断熱膨張は，熱素説と熱力

学で全くことなる結果を生んでいたので6) ギルパート

の断熱膨張に関する知識とその技術者との伝達経路を中

心に報告を行った.� 

2. ギルバー卜とトレビシックの出会い一水柱機関

まず，報告では，デーピス・ギルパートとリチヤー

ド・トレビシックの出会いを.� 1799年トレピシックに

よる水柱機関の実験7)や.� 1801年の蒸気機関車の開発に

あたってギルパートがデービーを通じてランフォード伯

にトレビシックに会わせたことなどを述べた8)9) 

3. 断熱膨張をめぐる科学者と技術者との交流

次に，ワットからホーンブロワー，ジョン・ロビソン� 

(] ohn Robison. 1739-1805). ウルフによる水蒸気の断熱

膨張に関する見解を報告した まず.� 1782年に取得さ

れたワットの特許(特許番号� 1321)に描かれた膨張作動

原理の図について言及し.ワットによる水蒸気が発揮す

る出力の和[sumof all these power]の計算方法について

言及した.ワットは，ストロークを� 20等分しそのと

き水蒸気圧の値をボイルの法則に従って計算しそれら

の和を� 20で割ることで平均の出力を求めた

次に� RoyalInstitution of Cornwallが保管するホーン

ブローワーに関する書簡類(HornblowerPapers)に含ま

れている� 1791年� 6月5日付けのギデイからホーンブロ

ワーに宛てた手紙について説明した10) この中で� 1786

年に，ランフォード伯� (CountRumford. Benjamin 

Thompson. 1753-1814)のPhilosoρhicalTransactions に

掲載された論文の� p.173について言及があった書誌

情報から判断して.おそらく.ここで言及している論文� 

I;t. “New Experiments upon Heat."Philosoρhical 

Transactions. 76(1786)・273-304だと思われる.さらに

この手紙の下書きと思われるメモに蒸気の弾性力に関す

るギルパートの計算があった.残念ながら日付は確認で

きず.� watermarkからも年代は確認出来なかった.

さらに.� 1827年� PhilosothicalTransactionsに掲載さ

れたギルパートの論文ll)およびワットの友人であった

ロピソンによる蒸気の弾性力に関する記載について述べ

た12) これら両方の論文とも蒸気の弾性力については

ボイルの法則に従うとして計算している.ただし両者と

もワットとは違い，積分を用いて双曲線の面積を計算し

ている.� 

4 ウルフによる蒸気の膨張力に関する見解と

ギルパートへの報告

ギルパートは，アーサー・ウルフとも技術的内容につ

いて手紙を交わしている.ウルフの弾性力の計算および� 

2段膨張機関開発の評価についてディキンソンは「ウル

フは考えられるあらゆる手だてを試みたが，ただ一つ正
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図l ウルフによって描かれた蒸気の膨張力に関する報告� 7.5psiの蒸気は元の体積

から� 5.72倍まで膨張する.� Courtesy of Royal Institution of Cornwall: Courtney 

.No. 108) 1.l.Library(Trevithick Collection Vo
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図2 ウルフによって描かれた蒸気の膨張力に関する報告� 50psiの蒸気は元の体積

の6倍弱しか膨張しておらず，� rウルフの法則」に反している� Courtesy ofRoyal 

). No.108 1.l.[nstitution of Cornwall: Courtney Library(Trevithick Collection Vo

しい対応だけは行っていない13).Jと酷評している.� 

1827年� 12月29日付けでウルフからギルパートへ宛

てた手紙では，次のような二つのインジケーター線図を

添付している.この手紙は� RoyalInstitution of Corn-

wallに保管されている.� Rhys Jenkinsは，� H.W.デイキ

ンソンによって複写されたこの手紙と� 2つインジケータ

一線図に言及しているが.Jenkinsはウルフが水蒸気の

膨張について誤った考えを持っていたとしか述べていな

い. またこれらインジケータ一線図はまだ複製されてい

ないと述べていて， もちろん論文中に掲載もされていな

し、14) Todd，Beyond the Blaze，p.101とT.R.Harris. 

Arthur Wooif.'The Cornish Engineer(Truro: D.Brad-

ford Barton，1966). p.92にも同手紙について言及がある

が.詳細は述べられておらず，これらインジケーター線

図も掲載されていない. しかしながら.発表者は，これ

らの図にウルフの蒸気の性質におよび当時の蒸気機関の

理論が込められていると見た.

コーンウオール機関の性能への疑義が掛けられていた

おか �  1827年� 12月� 17日CaptainWilliam Francisとウ

ルフの監視のもとコーンウオール機関の公開試験が行わ

れたこの図は�  WhealAlfredとWhealFortuneの蒸気

機関の性能についてウルフがギルパートへ報告したもの

である.

この二つの図は， シリンダー内で膨張する水蒸気の圧

力と体積を示したもので，横軸にストローク� [inchJを.

縦軸に圧力� [psiJをとってあり.今日よく使われている� 

pv線図とは縦軸横軸が逆になっている.この線図は，

あまりにきれいに描かれているので，実測をそのまま記

録したものではなく，実測を元に後から書き直されたも

と判断できる.

図� 1は，ウルフが発見したと信じた法則，すなわちデ

イキンソンの言葉を借りれば，� I一平方インチ当り� 20，� 

30ポンド等々の蒸気はそれぞれその体積の� 20倍，� 30倍

等々の体積まで膨張したあとも大気圧と同じ圧力をも

っ15)Jの証拠になっているとウルフは考えた.

図2は.Iウルフの法則」より小さい膨張力しか示し

E 
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ていない つまり.圧力が彼の想定より早く低下してい

るのである ウルフは手紙の中で，この原因は蒸気が凝

縮したためだと述べている.

ウルフは手紙の中で自分が述べたことの重要性に気づ

いていたかどうかは分からない. しかし，これは，筆者

が知る限り，技術者がシリンダー内での水蒸気の断熱膨

張について言及した最初の事例である.ワット，ロビソ

ン，ギルパートとも蒸気の膨張にボイルの法則�  

(pv=const.)を適用していたことを思い出していただき

たい そしてまたこの線図は，クラペイロンによる断熱

線� (1834年)より� 7年近くも早いーギルパートはウルフ

を通じて水蒸気の断熱膨張時の圧力と体積の関係および

そのために起こる復水を� 1827年に知っていたことにな

る.� 

5.結 論

結論では.第一に� 19世紀初頭，コーンウオール地方

における最新蒸気機関の開発を促した要因には，地理的

要因の他に.コーンウオール出身同士(デーピー，ホー

ンブロワー， トレビシック，ウルフ)のコネクションつ

まり技術者と科学者の交流と協業があったことを指摘し

その科学者と技術者との交流や協業を促進する仲介者が

デーピス・ギルパートであったことを指摘した.第二に，

これまでギルパートはデービーや技術者のパトロンとし

て描かれてきたが，ウルフがギルパートに宛てた手紙に

は.断熱膨張に関する実地のデータがあったこと，つま

り知識の伝達方向として「科学者→技術者」ではなく.

「技術者→科学者Jがあったことを，ウルフからギルパ

ートに送った書簡に基づいて指摘した.第三に，� 18世

紀末から� 19世紀初頭のコーンウオールの機関の発達お

よび熱力学成立前の熱学(蒸気機関の理論)を説明するた

めには.科学者と技術者との知的交流とそのルートを検

討する必要があることを指摘した.

※本研究は科研費(21700840)の助成を受けたものであ

る.
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