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蒸気機関用ボイラの発達と材料

技術との関係に関する研究＊

小林

1．はじめに

今日，数多くの工業用新材料が開発され，その進歩は

著しい．例えば，耐熱材料の発達は高温化を求める熱機

関の発達に欠くことができないものである．

個々の技術発展を全体的に把握するためには，それと

密接に絡み合っている材料技術も併せて考える必要があ

る．他方，材料技術の進展が，新しい技術を生み出しう

るとの見解さえある門しかし，材料技術の意義を全技

術史の中に位置づけることは，まだ満足になされている

とはいい難い．本論では個々の個別的な技術に及ぼす材

料技術の意義を検討したい．研究対象としては，発展過

程が比較的明解になっている蒸気機関を例に検証する．

その中で材料の影響が特に顕著であると考えられる蒸気

機関のボイラを中心に分析する．なぜなら 19世紀，ボ

イラに求められる材料の水準は，他のどんな用途よりも

厳しいものになっていたからである．果たして高温・高

圧に耐えうる材料の開発が高圧蒸気機関の開発に及ぼし

た影響とはいかなるものであったのであろうか．

ボイラに関する先行研究については，石谷清幹の研究

が最も代表的である (2)(3). 一連の著作の中で石谷は，圧

力温度効率といった様々な要因を切り捨てて，単位出力

のみを取り上げて動力の発達史を時代区分した(4).

筆者は新工業材料や工作手段の発明だけによって，ボ

イラが発達したとは考えていない．石谷が言う「技術

（ボイラ）の発達については需要（動力需要すなわち単位

出力）の方が主要な側面である」という主張は，筆者も

認めるところである．その一方，ボイラが求める量的

（蒸発量もしくは出力）と質的（熱効率もしくは温度・圧
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カ）な発展を実現するためには，材料技術の発展が必須

条件であるとも考えられる．なぜなら，大型化，高温・

高圧化が進むボイラの発達において，安全上最も意味が

あるのは，材料の問題だと考えられるからである． とこ

ろが従来のボイラ発達の研究において，特に材料の変遷

に着目した研究事例は少ない．蒸気機関用ボイラの研究

という点からみれば，本論稿ではこれまでのボイラ形式

の変化の研究に加えて，新たに材料という視点を導入す

るものとなろう．すなわち高温高圧に耐えうるボイラ用

材料を製造可能にした製鉄技術およびその加工技術の発

達とボイラ発達の関係について石谷よりも詳しく検討し

たい．取り扱う時代は 17世紀末から 1860年代までであ

る．取り扱ったボイラは主に陸用機関である．本来であ

れば，舶用，汽車用も扱うべきであり，実際今回扱った

時代の後半では，陸用機関以上に舶用機関が発展の前線

にあり，耐圧性についても過酷な条件にあったことを考

慮に入れれば，当然採り上げなければならないが，問題

を簡単にするために，今回は陸用機関に絞らせていただ

いた．しかし限られた範囲でも，蒸気ボイラに及ぼした

材料の影響を十分に説明しうるものである．

2.低圧機関用ポイラの発達と材料技術の発達

2.1 セイヴァリのボイラと使用材料

世界で最初に火を用いて動力を得る試みに成功したの

はトーマス・セイヴァリ (ThomasSavery, 1650?-1715) 

である (1699年7月25日特許取得）（5)．彼が後のトーマ

ス・ニューコメン(ThomasNewcomen, 1663-1729), 

ジェームズ・ワット (JamesWatt, 1736-1819)と異なっ

ていた点は，高圧蒸気を用いたことであった． 1710年

頃，彼は西ロンドンで水道用揚水機関を建造した．蒸気

ボイラと導管は銅で，圧力容器と活栓は真鍮でつくられ，

継ぎ目はハンダ(softsolder)で接合されていた．ボイラ

形状は，圧力容器としては理想的な球状であった．彼は
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蒸気圧を 8~10気圧にまで上げたためボイラが耐えきれ

なかった．銅は圧力容器の材料としては不十分であるが，

実際はボイラが破裂する前にハンダが溶けだしたと考え

られる．なぜなら 10気圧に相当する蒸気温度は 180℃

にあたり，ハンダの融点はこれよりも低いためである (6).

破裂箇所としては蒸気管等も考えられるが，ボイラ付近

が最も蒸気温度が高く，機関の中でボイラが一番破裂の

可能性が高かったであろう．セイヴァリの失敗の原因は

機関としての構造が不適切であったわけではなく，高圧

に耐える材料がなかった事である (7).

2. 2 ヘイスタックボイラと使用材料の変遷

セイヴァリーの失敗に対しニューコメンは，シリンダ

ー内で蒸気を凝縮させ，その負圧で動作する機関を開発

した．当時の使用可能な材料および加工時術の水準を考

えれば，ニューコメンの成功にとって高圧蒸気を用いな

いで済むというのは決定的であった（8)．ニューコメンの

ボイラは銅製であり，頂部は鉛の蓋で密閉していた．

1725年頃から木炭で精錬した錬鉄をチルトハンマーで

鍛造した鉄板が，わずか 30lb. (13. 6 kgf), 2 ft(O. 610 

m)の長さしかなかったにも関わらず銅板に取って代わ

った（9). ボイラ用鉄板はシュロップシャーのコールブル

ックデールから供給された(10)．鉄板の接合はハンマー

で鍛接して製造されていた． しかしその時に板を傷めた

り，板厚も変わりがちであった(11).

材料が変わってもボイラ形状はほとんど変わっていな

い．名称は様々だったが，本論では「ヘイスタックボイ

ラ(HaystackBoiler) I と呼ぶことにする．このボイラ

は燃焼室がボイラ外部にあり，熱損失は膨大な量になっ

たと考えられる．ただニューコメン機関が燃費が悪かっ

た原因はボイラ効率が悪かったのみではなく，サイクル

の熱効率が悪かったためである．ジョン・スミートン

(John Smeaton, 1724-1797)の改良によって蒸気機関の

効率は 2倍になったとされるが，その熱効率でさえおよ

そ1％ほどであったと推定されている (121_ そのため二

ューコメン機関は燃料が大量にある炭坑以外では使用で

きない機械であった．それはワットの分離凝縮器によっ

て解決されたのである．

2.3 ワゴンボイラとパドル鉄の使用

ワットは分離凝縮器を始め多くの改良を行ったが，ニ

ューコメン機関と同様ほぼ latmで動作した．そのため

ボイラの破裂事故は絶無であった．ワット時代の標準型

のボイラはワゴンボイラ (WagonBoiler)と呼ばれてい

るもので，水量当たりの加熱面積を増加させるために，

断面積を変えずにボイラの長さを長くし，平板あるいは

丸みをつけた端面を取り付けたものである．ワゴンボイ

ラに使用された材料は棒鉄（木炭によって精錬）を鍛造し

た鉄板が使用されていた． 1783年ヘンリー・コート

(Henry Cort, 17 40-1800)が開発したパドル・圧延法に

よって 1795年以降，圧延鉄板（厚さ 5/16~3/Sinch，およ

そ0.794,..____;o. 953 cm)が使用される (13)．パドル鉄はリベ

ットによって接合された． この材料の変化でもボイラは

高圧蒸気を発生する事はなかった．

2.4 低圧蒸気機関における材料技術の影響

ニューコメンからワットにいたるまでボイラはほとん

ど変化しなかった．醸造用・家庭用で銅釜が使用されて

いた事を考慮すると，銅をボイラに使用した事はごく自

然の事であると考えられる．ボイラ材料は銅から木炭で

精錬した棒鉄を鍛造した鉄板，さらに圧延されたパドル

鉄板へ移行していく．銅から鉄板への移行は，銅が高圧

蒸気を使用する材料として相応しくなく，十分な強度を

持つように製造できなかったためだと考える人もいるが

それは誤りである(14)．その理由としては，第一に当時

の蒸気機関は「大気圧方式」を採用していたため，ボイ

ラには耐圧性を求められていなかったからである．また

後に二段膨張機関に高圧蒸気を用いようとした者も現れ

たが，ワットとボールトンは決して分離凝縮器の使用を

認めず，最後は訴訟によって高圧機関製造の試みを排除

することに成功したのであり，ボイラの耐圧性能の問題

はひとまず先送りされたのであった．第二に，当時イギ

リスで製造された鉄製品全般において言えることなのだ

が，実際はそれほど品質が高いものではなかった(15).

この事実は少なくともコートがパドル・圧延法を開発す

るまで解決しなかったのであるが，パドル法の意義は，

引張強度の高い練鉄を生産できるようになったというよ

りも，イギリスに無尽蔵に埋蔵されている石炭を鉄の精

錬に使用できるようなったことであり，木炭錬鉄よりも

安価に錬鉄生産を可能にした点にある．したがってこの

銅から木炭錬鉄さらにパドル鉄への移行はポイラの性能

（蒸気圧カ・耐久性）を高めるために起こったものではな

く，入手の容易さ，価格の安さによって起こったのであ

る．

3. 高圧機関用ボイラの発達と材料技術の発達

3.1 初期の高圧蒸気機関用ボイラと鋳鉄の使用

3. 1. 1 イギリスにおける高圧蒸気機関の開発

イングランドで扁圧機関の開発に取り組んだリチャー

ド・トレヴィッシク (RichardTrevithick, 1771-1833)は，

1803年に実験用ではあったが高圧機関用のボイラ材料

としては初めて外殻に鋳鉄を用いた．蒸気圧力は 145
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psi (10. 2 kgf I cmり(16)であったとされている． 1812年頃 は，結局ウルフの機械製作の技能をもってしても解決で

には円筒形一炉塔ボイラ（コーニッシュボイラ）を設計し きないものであったのである．そのためウルフはこの機

た．彼のボイラの多くは Brigdenorth鋳造所で製造さ 関をあきらめざるえなかった．結局 1818年にはトレヴ

れたものである．しかし鋳鉄をフランジとボルトで接合 ィシックの設計による巨大な錬鉄製ボイラを製造するに

したこうしたボイラが危険であったことは疑う余地はな 至ったのである．

い． 1803年 9月8日グリニッジで彼の鋳鉄製ボイラが しかしながら，このボイラの改良したものが大陸にお

爆発する事故が起きた．記録によると，厚さ 1inch(2. いて「フレンチボイラ」または「エレファントボイラ」

54 cm), 500 pound (227 kg)のボイラの破片が， 125 として広く使用されている．その改良はハンス・エドワ

yard(ll4m)先まで飛んでいったとある (17)．ボイラ材料 ーズ(HumphreyEdwards)によってなされた．彼の改

については，記録でも鋳鉄製とあるし，当時 1inchの厚 良は構造を簡単にすることと強い材料の使用であった．

さで製造可能であった鉄鋼材料のことを考えると，鋳鉄 すなわち 1815年に素材は鋳鉄のままだが，加熱部分は

以外にはない． 2本の小径のドラムとし，その上に大きな結合ドラムと

ボイラに鋳鉄を使うことについて安全性の上で疑問を 蒸気溜めをのせた構造とする修正を行っている．さらに

感じたトレヴィシックは， 1811年以降鋳鉄に代わって 1825年には構造は変えず，鋳鉄に代わって錬鉄を使用

錬鉄を使用した．鉄板の厚さは鋳鉄の 1.5 inch (3. 81 し強度上の弱点を克服したのであった(22).

cm)から錬鉄製鉄板の 3/8inch(O.953cm)に減った．し 3. 1. 2 アメリカにおける高圧蒸気機関の開発

かし蒸気圧は変えず，ボイラの大きさも同じか，さらに アメリカでは，高圧機関を製造するのはイギリスより

直径を大きくしたものもあった．そのため鉄板内の応力 も困難であった．それは大陸封鎖の影響とアメリカにお

は以前より増加していたのである．結局錬鉄製ボイラの ける製鉄技術の未熟を原因とするボイラに使用する材料

試みもうまくいかず，ボイラの爆発事故は無くならなか の不足から引き起こされていた．

った．当時のコーンウォール機関の蒸気圧力は、 1830 オリヴァー・エヴァンス (OliverEvans, 1755-1819)が

年頃の平均で 50~70psi (3. 51 ~4. 92 kgf I cm2)であった 製作したボイラは形式的にはイングランドで製作された

とされている (18し ものと同じである．決定的に異なったのは，ボイラに使

同時期にアーサー・ウルフ（ArthurWoolf, 1766 — 用された材料で， 1803年頃木製の外殻をもったボイラ

1837)は優れた機械工作の技能を持つ技術者として知ら が製作されている(23).

れ2段膨張機関の開発に取り組んでいる．彼が製造した 当時はまだアメリカ大陸にはパドル鉄は入っていなか

組み合わせボイラは水管型と呼ばれるものの原型であり， ったため(24），パドル鉄は使用できなかった． このよう

本来ならば水管ボイラの発展と材料技術との関係につい な外殻を木材でつくったボイラはイギリスでは全く見ら

て論ずる必要があるが，これは今後の課題としたい．こ れない．イギリスにおいては蒸気機関は全鉄製であり，

こではボイラと材料技術との関係の典型的な例として， 製鉄業の落とし子とさえ考えられていたのである．

ウルフと彼のボイラを採り上げることとする． 3. 1. 3 初期の高圧蒸気機関が鋳鉄製であった理由

彼は 1803年にロンドンで， 1811年以降コーンウォー 1800年以降，高圧機関用ボイラに鋳鉄が採用された．

ルで鋳鉄製組み合わせボイラを製作した． 1814年には だが鋳鉄は引張荷重に弱い．ワゴンボイラにパドル鉄が

蒸気圧 40psi (2. 81 kg I cmり， 8から 9倍の膨張で動作す 使用されていた事を考えると，鋳鉄の使用は後退とも思

る機関を製作している(19)．彼は膨張を考えて装置を作 われる．この原因は当時の鉄板の加工技術が関係してい

ったが，それでも加熱と冷却を繰り返しているうちにき たと考えられる．

裂が進展し水が漏れた．これらの水管型の抱える製造上 パドル鉄は手作業で製造するので，その鉄塊の大きさ

問題についてディキンソンは次のようなものを挙げいて は人間がパドリングできるサイズに限定される．パドル

る．すなわち，「多数の継ぎ目を気密にする問題，鎌づ ボールはおよそ 15~25kgほどの塊(25)であった．した

け，溶接の適，不適の問題，不均ーな熱膨張の問題」(20) がってパドル鉄から製造される圧延鉄板の大きさには限

といった構造上，もしくは素材および加工上の問題であ 界があったのである．

る．ウルフは様々な改良を試みるが，強度上の問題を解 ボイラの製造にはこの小さい鉄板をリベットで接合し

決することが出来なかった．彼の間違いのひとつは錬鉄 ていたが，手動の打ち抜き機を使ってリベット穴を空け

より鋳鉄の方が強く，信頼性が高いと考えていたことで たため鉄板内にひずみが残った．また鉄板を重ねたとき

ある (21). その複雑な構造と当時の使用可能な材料およ に穴が合わず，試行錯誤によって穴を空けたのである．

び加工技術の水準から来る組み合わせボイラ製造の困難 ボイラにおいてはこの継ぎ目が一番の弱点になる．これ
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図1 トレヴィシックのポイラ，左：鋳鉄製(1806年），右：錬鉄製(1811年）

は鉄板の大きさが限定されるパドル鉄を使用する上で必 見つける方法などなかった(29)．そのため鋳鉄からパド

ずつきまとっていた事である．それに対し鋳鉄は鋳造す ル鉄へ移行するようになる．しかし，継ぎ目の問題が解

る事で継ぎ目のない円筒形容器をつくる事が可能なので 決されていなかったため，パドル鉄製コーニッシュボイ

ある．鋳鉄製ボイラと錬鉄性ボイラは図 1に示すような ラもよく事故を起こしたのであった．

ものであった(26). この図からも分かるとおり，鋳鉄製

ボイラの円筒部分には継ぎ目がない．それに対し，錬鉄

製ボイラは無数のリベットで接合されているのが分かる．

またボイラの強度を上げる方法として考えられていた

事はボイラの肉厚を上げる方法であったが，当時圧延鉄

板の厚さは 5/16~3/8inch (0. 794~0. 953 cm)ほどであ

った．圧延して厚い鉄板を製造するには，大きいスラブ

を圧延する必要があるが，パドル法では巨大な鉄塊を製

造できなかったし，仮に大きな鉄塊をつくれたとしても

それを圧延できる強靱な圧延機など存在しなかった．例

えば， 1790年にコールブルックデール製鉄所は 4ftX8

inchX 0. 5 inch(l. 22mX 0. 203 mX 1. 27 cm)の鉄板を製

造できた(27)．鉄の密度を 7.86g/cm'とすると，この鉄

板の質量は 24.7kgに相当する．しかしこの大きさの鉄

板でさえ，その他の工場では圧延できなかったのである．

ウルフを始め多くの技術者がリベット止めされたパドル

鉄製ボイラが鋳鉄製ボイラよりも強度があるとは考えら

れず，実際鋳鉄ほどの厚さにパドル鉄を成形する事など

不可能であった(28).

しかし鋳鉄はボイラ用材料としては不適切なものであ

ったし，当時は致命的な破損をもたらす鋳鉄中の欠陥を

3.2 円筒形2炉塔ボイラヘのパドル鉄の使用

円筒形2炉塔ボイラ（ランカシャーボイラ）は 1844年

ウィリアム・フェアベーン(WilliamFairbairn, 1789-

1874)とジョン・ヘザリトン(JohnHetherinton)によっ

て特許が取得された．ランカシャーボイラは，初めは錬

鉄板を巻いてリベットで接合してつくられていた(30).

3.2. 1 巨大なスラプの製造による厚板の製造

1838年コールブルックデール製鉄所に導入された板

圧延機によって製造された蒸気ボイラの底板用鉄板は，

10 ft 7 inch X 5 ft 1 inch X 7 /16 inch (3. 23 m X 1. 55 m X 1. 

11cm)であり，重量は 7~8cwt. (356~406 kgf) c31)であ

った． 20kgほどのパドルボールからどのようにしてこ

のような大きな鉄板を製造したかの詳細は不明である．

ただパドル鉄の加工法に関する報告はいくつか残ってい

る．例えばフェアベーンはパドル鉄の加工法を次のよう

に述べている．

「棒もしくは鉄板の製造には，パドルボールを鍛造

ハンマーで強い衝撃を与え，長方形のスラブもしく

はブルームを製造する．その間にパドルボールに付

着した’'かなくぞ',不純物はブルームから絞り出さ
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れる．ブルームは孔型ロールを通して，細長い棒鉄

に圧延する． これをパドル棒鉄と呼ぶ．このパドル

棒鉄を切断し，それらを規則正しく積み重ねて束鉄

(fagot)とし，それらを溶着炉(ballingfurnace)で

溶着熱まで加熱し，孔型圧延機(groovedrollers)を

通して溶着させてから，剪断して棒，板などの形に

していた(32)_

この方法は 18世紀末のコートによる発明の時からパ

ドル法の根幹の 1つをなしていた(33). この方法は作業

機械が改良されたぐらいで， 19世紀の初期から本質的

には変わっていなかったようである．

この報告から推し量って，筆者は次のようにして大き

い鉄塊を製造していたのだろうと考えている．すなわち

鉄を溶着させる方法で，ルッペを棒鉄か幅の広い厚い棒

にし，これをいくつかの片に分断し，何個か重ねて束ね

鉄にする． この束ね鉄を再び溶着反射炉で溶着熱まで加

熱し，仕上げ圧延機にかけて溶着させるのだが，厚板を

製造する場合は，さらに多くの鉄片を重ねたのではない

だろうか． これが最も現実的な厚板の製造方法であると

考えられる．

しかしこの方法では，製造過程で酸化スケール等の欠

陥が材料中に混入する可能性が高い．したがってこの巨

大な鉄板の製造には非常に熟練した技能が必要であった

はずで，当時これをやり遂げる事ができたのはコールブ

ルックデール製鉄所だけであった．故にこのような大き

な鉄板は例外的であり，接合もリベットではなく鍛接さ

れるのが普通であった． 0.5inch (1. 27 cm)の板が手作業

でリベット止めするには限界であったからである (34)． 図2 フェアペーンのRevetingMachine 

3. 2. 2 鋲接法の改良 (1851年特許取得）．これは煙道にフランジを付けてそ

継ぎ目について様々な改良がなされたが，最も重要な れをリベットで接合するもので，火焔が直接リベットに

のは 1837年にフェアベーンが改良したリベット打ち機 当たらないため，煙道の耐久性の向上に貢献したと考え

である．当時，ボイラ用鉄板に大抵 3/8inch (0. 953 cm) られる．アダムソン・ジョイントを備えた煙道について

の錬鉄製鉄板を使用していたが，これまでの 2倍の 3/4 の破壊強度の調査は，フェアベーンによって最初になさ

inch (1. 91 cm)より厚い鉄板を鋲止めできるようになっ れた．フェアベーンはすでに 180基のボイラの煙管で試

た．つまりボイラ内圧による応力は単純に 1/2に減ぜら 験していたが，アダムソン・ジョイントを備えたボイラ

れたといえ(35)，耐圧性能は約 2倍になったといえる． はこれまでのどのボイラよりも高い蒸気圧に耐えたので

しかしボイラには数多くの継ぎ目が存在し，また材料内 ある (37).

にも欠陥が含まれている可能性があるため，この改良に こうした圧延技術と工作機械の発達がランカシャーボ

よって，いかほど蒸気圧力が増加したかは明らかでない． イラの耐圧性能を高めたのである．

しかしボイラの肉厚を増したえたことによって，安全性

が高まったことは確かであろう． この機械は工業の様々 3.3 ランカシャーボイラヘの鋼の使用(1856-1865)

なところに応用できるものであったが，フェアベーンは フェアベーンはさらにボイラ圧力を上げるために引張

最初からこれをボイラの製造に用いようとしていた．図 強度に優る材料を必要としていた．当時蒸気圧力は 50

2でリベットを打ち付けている “A’'はボイラである (361_ psiほどで，中には 150psi (10. 5 kg I cmりを越えるよう

さらにダニエル・アダムソン(DanielAdamson, 1820 なものもあったらしい(38しまた当時ボイラ外殻の耐圧

-1890)によってアダムソン・ジョイントが開発された 性と同時に直接火焔に接する煙道の腐食劣化が問題とな
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ってきていた．『エンジニアリング』誌 1866年2月16

日の論説によると， 1859年に 322のボイラが爆発し，

554名が死亡した．ボイラの保険会社は 13,000のボイ

ラを検査し，うち 3,424基のボイラに欠陥が見つかり，

そのうち腐食によるものが 1,031基で最も多かったので

ある (39).

錬鉄製鉄板に腐食が多く見られた理由は次のように説

明できる．すなわちパドル鉄は半溶状の鉄を機械的にか

き混ぜるという製造方法ため，不可避的に酸化物と不純

物が混入していた．それが層状になって鉄板内に存在し

ていたのである (40)．そしてその層状の境界に沿って腐

食が始まったことは容易に推測される． したがって引張

強度を上げる事と共に腐食を防止するには，不純物を無

くし，均質な金属を作ることが必要なのである．当時そ

れは金属を溶融状態にすることで解決されると考えられ

ていた． ところが当時鉄鋼材料の中で溶融状態に出来る

のは固くて脆い鋳鉄のみで，鋼および錬鉄は，融点が高

くボイラに使用できるほどの大量の鋼を溶融状態にする

ことはできなかった．これを可能にしたのは 1850年代

にアルフレート・クルップ(AlfredKrupp, 1812-1887) 

が大量生産した鋳鋼と 1856年にヘンリー・ベッセマー

(Henry Bessemer, 1813-1898)によって発表された転炉

法（ベッセマー法）である． このうち最も技術的・社会的

インパクトがあったベッセマー鋼のランカシャーボイラ

への使用について検証してみたい．

ベッセマー鋼のボイラヘの使用についての最も重要な

資料は， 1861年の Instituteof Mechanical Engineers 

の年会での会議録である．ベッセマーも「鋳鋼の製造と

その構造用用途への使用」と題して発表している (41).

その会議録によるとすでにウィリアム・リチャードソン

によって 1859年頃からボイラ用鉄板としてベッセマー

鋼が使用され， 85psi (5. 97 kg/ I cmりの蒸気圧力を発生

させており，またアダムソン(42) もベッセマー鋼を採用

し， 100psi (7. 02 kg/ I cmり以上の蒸気圧力を発生させて

いたことが分かる．これは大変興味深い事である． とい

うのもベッセマー法は 1856年の発表当初から失敗続き

で，大砲の製造業者・技術者であるウィリアム・アーム

ストロングを始め，多くの製鋼業者によって攻撃されて

いたからである．彼らのベッセマー鋼に対する評価は，

信頼性が低い， というものであり，またベッセマー鋼が

大砲用であったにも関わらず，アームストロングはコイ

ル鉄で砲身を造るという彼自身が考案した方式に固執し，

決してベッセマー鋼を使用しなかった．その理由は，彼

が大砲製造における独占的な立場を守ろうとしたためで

あろう．すなわち彼はウーリッチ王立砲兵工廠の長官で

あり政府調達の大砲を選定する立場にあった．そして彼

のアームストロング砲をイギリス政府に優先的に購入さ

せていたのである．

それに対し，ボイラ製造業者達は積極的にベッセマー

鋼を採用したのである．ベッセマー法による最初の成功

は1858年 7月18日スウェーデンにおいてゲラルソン

(Goran Frederic Goranson, 1819-1900)によってなされ

た(43)が，これを当時ボイラ製造において最も権威があ

ったフェアベーンが同年9月英国科学振興協会で行った

「機械技術に関する進歩」に関する報告で採り上げ，激

賞している (44). さらに同年9月8日ベッセマーの会社は

最初のボイラ鋼の注文をフェアベーンから受け，ボイラ

用鉄板のサンプルを供給している (45). フェアベーンは

さらに 1861年に出版した本(46)の中で，ベッセマー法を

採り上げその重要性を指摘している． これは学問的な教

科書でベッセマー法が価値を評価された最初である (47).

またアダムソンやリチャードソンはこの新しい鋼をボイ

ラに積極的に採用した．このようにボイラ製造業者・技

術者達が積極的にベッセマー鋼を採用した理由は，ボイ

ラがさらに大型化，高温・高圧化が求められていたから

であり，ボイラに使用される材料は他のどんな用途より

も，材料の水準（引張強度，耐腐食性）は高いものになっ

ていて，すでにパドル鉄ではボイラが要求するこの条件

に応えることができなくなっていたからである．

蒸気ボイラにベッセマー鋼を使用した実績は次第に多

くの技術者が認めるところとなり，その結果 1865年鉄

道関係当局によってボイラ用鉄板に錬鉄に代わって引張

強度に優る軟鋼の使用が許可されたのである (48).

3.4 高圧蒸気機関用ボイラにおける材料技術の影響

1800年，ワットの特許失効以降高圧機関の開発が始

まる．この機関の導入は技術的なメリットによって起こ

ったのではなかった．それは利子率が上昇しつつあった

18世紀末において，一部の発明家は資本の節約を目的

にしていたのである (49)．ワット機関は非常に巨大で，

機構も複雑であったため製造にも運転にも経費がかかっ

た．それに対し高圧機関は，小さくても高圧で動作する

ため出力を稼ぐ事ができたのである．

19世紀初頭，高圧機関は効率の悪いものと考えられ

ていた． というのも当初は分離凝縮器を使用せず，真空

を犠牲にしていたからである．しかし技術者たちの経験

によって，高圧機関が熱効率の改善に大きな影響を及ぼ

すと考えられるようになっていった．さらにサディ・カ

ルノー(NicolasLeonard Sadi Carnot, 1796-1832)が

1824年に『火の動力についての考察』を著し，初めて

高温化による熱効率の向上が熱力学的に明らかにされた

が， これはあまりに先駆的でありすぎたことは周知の通
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りである．発表当初はほとんど目もくれられず，実践に 蒸気圧は，実用に耐えなかったので除いた．ヘイスタッ

走るイギリスの技術者たちはカルノーの仕事を目にする ク・ワゴンボイラとも蒸気供給圧力は 1気圧以下である．

事はなかったであろう．しかしカルノーの定理が示す熱 1800年以降，高圧機関の開発が始まり，円筒形ボイラ

機関の本質的性格は極めて重要で，高圧化というのは， が使用された．ここで第一の飛躍がある．記録によると

単にピストンを押す力の増加にあるわけではなく，高温 様々な蒸気圧力が使用されており，どの辺を当時の平均

化による熱効率の向上に本質的意義があるのである．こ とするかは大変難しい．だがアルバンが使用した蒸気圧

うして高圧蒸気の利点が明らかになり，また動力需要の 45kgf I cm'などは，石谷によると，当時の工学水準を

増大もあって高圧機関の要求は次第に高まっていった． 考慮すると到底満足に使えたはずはないとのことであ

しかしワゴンボイラでは内部に平板部があったため，ど る(SO). 1830年頃の平均の蒸気圧力は 50~70psi (3. 51 

んな材料を用いようとも内圧に耐えられない．また高圧 ～4. 92kgf /cmりであったと推定されている (5l)．ランカ

機関の利点を活かすため，機関を小さくする必要があり， シャー型は，通常運転で50psi, 最大 70psiであったと

ボイラが小さくても，大きな加熱面積を確保する必要が されている (52)_ アダムソン，フェアベーンらの改良お

あった．したがって高圧機関の開発は，何よりも高圧に よび鋼製ボイラの登場で， 1860年ごろには 100psi (7. 02 

耐え，小さいながら大きな加熱面積を確保しうるボイラ kgf /cmりの蒸気圧力が可能になった．第二の飛躍は，

形状を考案するところから始まったのである．ボイラは 19世紀末頃になって水管型が使用されてからであり，

銅鍋から圧力容器へと変化を余儀なくされ，それに相応 160 psi (11. 1 kfg I cmりの蒸気圧力が使用できるようにな

しい形状は，球形もしくは円筒形が最も強い事は明らか るのである (53).

である．さらに放射熱を減らすためにも球形もしくは円

筒形が相応しい． また加熱面積を確保するために内部煙

道が据え付けられ， この煙道を長くするために，球形で

はなく円筒形が採用されたのである．こういったボイラ

形状の劇的な変化は高圧蒸気を用いるという目的によっ

て起こったものであった．しかし度重なるボイラ事故な

ど，高圧蒸気ボイラの開発は困難を極めた．その原因は

信頼性の高い材料がなかった事と加工技術の未熟による

ものであった． 19世紀，ボイラ技術者たちはボイラの

耐圧性能を増すため，引張強度と耐腐食性に優る材料を

要求したのである．

表］に蒸気供給圧力の変遷を示す．図 3はこれをグラ

フ化したものである．セイヴァリ機関の 10気圧という
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図3 蒸気供給圧力の変遷

4.結論

ボイラ形式の発明年と主要部分に使用された材料の変

遷をまとめると表 2のようになる．予め断っておくが，

ボイラの使用材料および形式は，それぞれに好適出力範

囲があり，目的に応じて使い分けられる． 1844年にラ

ンカシャー型が発明されたからといって，＇コーニッシュ

型が使われなくなったことを意味してはいない．ただ材

料技術の意義を示すために，発明年と最初の使用材料を

示すことが必要なのである．なおワゴンボイラの発明年

は不明だが，ワットがコーンウォール地方においてよく

使用したらしい(54)．コーニッシュ型もイングランドに

おける発明年は不明だが， 1812年頃には使われていた

ようである (55)．ボイラと材料との関係は前章までで述

べた通りであるが，一般的に検討してみると次のように

なる．

第1に強度上優れた新材料がすぐに古い材料に取って

代わるわけではない．その理由は，新材料は加工技術が

未熟である場合が多く，その機能を十分に発揮できるよ

うな形に加工でぎないためである．次に材料のコストと

入手のしやすさの問題がある． しかし，蒸気ボイラは技

術全体の中で発展する方向が規定されるのであり，ボイ

ラは大出力化，高温・高圧力化，高効率化が進むのであ

って，それに伴って材料技術は新素材の開発と素材の加

工技術が相互に関連しながら発展するのである．

第2に，蒸気ボイラの性能（圧カ・温度・蒸発量）の発

展にとっては，形式の変化（例えばワゴン型から円筒形，

さらに円筒形から水管塑）が主導的であり，材料の変化

は副次的である．あるボイラ形式はその初期（本論でい
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表 1 蒸気供給圧力の変遷

製作者 年 I 蒸気供 蒸気供給I特徴 文献

ニューコメン 11712 

ヘンリー・ベイト 1717
ン

当時の平均 11769 

ワット 1788 

トレヴィシック 11801 

トレヴィシック I 1802 

エヴァンス 11805 

トレヴィシック 1811 

トレヴィシック 11812 

トレヴィシック I 1813 

アーサー・ウル I 1814 

トレヴィシック |1815 

エヴァシス 1817 

アルバン 11828 

コーンウォー）レ機 1830
関

フェアベーン I 1844 

マクノート 11845 

アダムソン 11857 

リチャードソン I 1858 

アダムソン 1861 

アレン 11862 
ベンジャミン・ル 1870

ロ
ート

1908 

給圧力 圧力
kgf/ cm'I pound per 

square 
inch 

0. 660 

0. 562 

0. 472 

0. 737 

3.51 

10. 2 

8. 43 

7. 02 

2. 11 

7. 02 

2.81 

8.43 

14. 0 

45. 6 

3.51 

3.51 

10. 5 

7. 02 

5. 97 

7. 02 

5.27 

4. 92 

9. 83 

35. 1 

12. 6 

12. 3 

／ご：算表 li~i合二三言言；

1 ;  
二三:,ノャロロニ〗□二三：l1`
401二段膨張機関 Iチャールズ・シンガー『技術の歴史』筑摩書房

第 7巻産業革命／上第 2部エネルギの形
態第 6章蒸気機関ー1830年まで一 H.W.
ディキンソン（石谷清幹，坂本賢三訳） 156頁
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表 2 ポイラ形式の変化と材料技術との関係

材料 銅 錬鉄 鋳鉄 錬鉄（パドル鉄） 鋼

鍛鉄（木炭で精錬） 1パドル鉄 鋳鋼 ベッセマー鋼

年代 1705 1712 1725 I 1795 1802- 1811 1812頃 1857頃 1858~1859頃

ボイラ セイヴァ ヘイスタックボイ！ワゴンボイラ
初期の（oヘr高円イ圧筒ス蒸形タ気）機ック関型用ボ 1円8筒12形年ボ頃イコラーニッシュ型→ 1844年型式 リの球形 フー 球イ形ラ → 

ボイラ にランカシャー型が発明される

製鉄技 1703ク年デ石ー炭ルにによおるけ高る炉製操鉄業業． コールプ 1783年パドル法
鋳産18鋼5（0クの年ル大以ッ量降プ生， ） 

彰1最（ン8ス炉5初：8ウ法ゲ年のェにラ成頃ールよ， 功デるソ
術 ルツ の発展 （ヘンリー・コート）

ン）

加工技 パドル法と圧延法の結合
継1ちン83（ぎ・7フ手ジ年ェのョ，アイ改機ベン良械ー(トに1）8ンよ5）1 るリベッ ト打術

えば円筒形ボイラの場合）には，材料と加工技術の未熟

からその機能を十分に果たす事ができないが，次第に材

料的改良がなされ性能が向上する．しかし，その漸次的

変化では需要に応えきれなくなったとき，全く異なった

形式への変化が起こるのである．

第 3に材料技術の変化はその形式（例えば円筒形とか

水管型など）の中における性能（蒸気ポイラの場合，蒸発

量・圧カ・温度）の発展にとって非常に重要であり，そ

の形式が本来持っている性能を十分に発揮するために必

要なものなのである．しかし，材料に関することは，開

発の当初においては十分に考慮されない， もしくは配慮

が十分であるとは言い難い．その理由は，最初に特定の

作業のために（例えば，耐圧性能を高めるために，また

コンパクトなボイラでも蒸発量を保持するために）機械

や装置が限定され，それを実現するような個々の具体的

な技術（本論で言えば，外殻が円筒形で内部煙道を持つ

ボイラ）が決定されるためである．その際，材料は実は

非常に重要なファクターであるにも関わらず，個々の具

体的な機械・装置の機能やメカニズムの設計と比べて，

遅れて問題となるからである．

以上の蒸気ボイラのケーススタディがどれだけ一般化

できるかについての検討は，今後の課題としておきたい．

謝辞

本論は筆者が東京工業大学在籍中に取り組んだ修士論

文をもとに執筆したものであり，指導教官であった木本

忠昭教授には，論文の枠組み，細部にわたって多大なる

ご指導を頂いたことに厚く感謝いたします．また筆者が

大学を離れた後も，貴重な御意見・御指導を頂いた東京

工業大学高塚秀治氏に厚く感謝いたします．

年，アダムソ

.. 
EE 

(1) 材料の発展によって新しい技術が生み出される

という立場は，金属材料学の立場から田中良平ら

によって，さらに技術史・技術論の立場からは黒

岩俊郎によって主張されている．

田中良平編著「極限に挑む金属材料』工業調査

会， 1979年．

黒岩俊郎『日本技術論』東洋経済新報社， 1976

年， 341頁．

(2) ボイラ発達の研究で最も有名なものの一つとし

て，石谷清幹による研究が挙げられる．石谷が

『科学史研究』誌上に発表した一連の論文は「次

のボイラはどんなボイラか」という極めて実践的

な要求にもとづいて始めたボイラ発達史の研究か

ら，動力の，さらには「生産技術は動力と制御と

いう対立する二要因によって発達する」という技

術発達の一般的な内的法則の抽出に到達したとの

レポートである．

石谷清幹「動力史の時代区分と動力時代変遷の

法則」『科学史研究』第 28号(1954年）， 12-17頁．

石谷清幹「蒸気動力史論第一報：陸用蒸気原

動機単位出力発達史論」『科学史研究』第 32号

(1955年）， 19-27頁．

石谷清幹 I技術発達の根本要因と技術史の時代

区分」『科学史研究』第 35号(1955年）， 28-32頁．

石谷清幹「蒸気動力史論第二報：船用蒸気原

動機単位出力発達史論」『科学史研究』第40号

(1956年）， 14-21頁．

石谷清幹「技術における内的発達法則につい

て」『科学史研究』第52号(1959年）， 16-23頁．

(3) 石谷の主要著書としては，『ボイラ要論』が挙

げられる．

石谷清幹『ボイラ要論』山海堂， 1961年．

(4) こういった見方については当然批判があったが，



蒸気機関用ボイラの発達と材料技術との関係に関する研究（小林） 23 

石谷は次のように反論している．

「ボイラでは発生蒸気量以外のみでなく，その

質（つまり圧力と温度）も極めて大切で，さらにボ

イラ装置全体の熱効率ももちろん大切であるが，

実は蒸発量，圧力，温度，効率は均等に主要なの

ではなく，蒸発量に応じて好適圧力範囲が定まり

効率も定まる関係にある．だから表面上は蒸発量

だけを取り上げてこれで好適基本形式が定まると

いっても，圧力温度効率を無視したのではなく，

圧力温度は捨象されて蒸発量中に含まれているの

である．J
石谷清幹「技術における内的発達法則につい

て」『科学史研究』第52号(1959年）16-23頁．

(5) Thomas Savery, "An Account of Mr. Tho. 

Savery's Engine for raising Water by the help of 

Fire," Philosophical Transactions, 21 (July 

1699) : 228. 

(6) H.W．ディキンソン（磯田浩訳）「蒸気動力の歴

史』平凡社， 1994年， 39頁．

H. W. Dickison, A Short History of the Steam 

Engine, 1938, Cambridge Univ. Press. 

(7) ディキンソン『前掲書』， 39頁．

(8) ディキンソン『前掲書』， 42頁．

(9) ディキンソン『前掲書』， 142-143頁．

(10) D.S. L. Cardwell, the fontana history of Tech-

no logy (London : Fontana Press, 1994), 162. 

(11) Richard L. Hills, Power From Steam : a his-

tory of the stationary steam engine, (Cambridge 

University Press, 1989), 127. 

(12) チャールズ・シンガー『技術の歴史』筑摩書房

第 7巻産業革命／上第 2部エネルギの形態

第 6章蒸気機関ー1830年まで H.W．ディキ

ンソン（石谷清幹，坂本賢三訳）， 150頁．

(13) ディキンソン『前掲書」， 143頁．

(14) Raistrickは銅から鉄材料への移行を，価格の

問題と共に，高圧に耐えうるボイラ材料が必要に

なったためであると述べている． ArthurRais-

trick, Dynasty of Ironfounders, The Darbys and 

Coalbrookdale (London & NewYork: Long-

mans Green, 1953), 128. 

(15) ルードウィヒ・ベック（中沢護人訳）『鉄の歴

史』 III-2, たたら書房， 1975年， 457頁．

(16) シンガー『前掲書』第 7巻第2部第6章，

156頁．

(17) H. W. Diciknson and Arthur Titley, Richard 

Trevithick, The Engineer and The Man (Cam-

bridge, 1933), 60. 

(18) シンガー『前掲書』第 9巻鋼鉄の時代／上

第2部原動機第6章定置蒸気機関ー1830

~1900- A・ストワーズ（石谷清幹，坂本賢三

訳）， 98頁

(19) シンガー『前掲書』第 7巻第2部第6章，

158頁．

(20) ディキンソン『前掲書』， 149-151頁．

(21) HillsはPartinton,Historical Account, 112か

ら引用しこのことを述べている． Hills,ibid, 130. 

(22) ディキンソン『前掲書J,151-153頁

(23) Allan Stirling, "Shell and Water -Tubu 

Boiler," Transactions of the American Society 

of Mechanical Engineers, 6 (1883) : 589-590. 

(24) Goran Reden, "Skill and Technical Change in 

the Swedish Iron Industry, 1750-1860," Technol-

ogy and Culture, 39 (1998) : 392. 

(25) ベック（中沢護人訳）『前掲書」 III-2, 457頁．

(26) Dickinson, Short Histo四 ofSteam Engine, 

121. 

(27) Raistrick, ibid, 160. 

(28) Hills, ibid, 127. 

(29) Hills, ibid, 131. 

(30) シンガー『前掲書』第 9巻第2部第6章，

107頁．

(31) RaistrickはRhysJenkins, Boiler Making, in 

his Collected Papers (1936)から引用してこのご

とを述べている． Raistrick,ibid, 259. 

(32) William Fairbairn, Iron Its History, Properties, 

& Processes of Manufacture (Edinburgh : Adam 

and Charles Black, 1861), 116. 

(33) コートのパドル法に関する特許は 2つの特許か

らなる． 1つは「鉄の製造，鍛造および加工，機

械によって鉄を使用形態に加_[すること，ならび

にそのための炉と装置」 (1783年 1月17日，特

許番号 1357)であり，もう 1つは「鉄および鋼の

棒，板，ナットその他を炉と機械を使用して滓絞

りし，溶着し展延する事について」 (1784年2月

13日，特許番号 1420)である．前者は溶着加熱炉

についてであり，後者はパドル法に関するもので

ある．ベック『前掲書』 III-2,437-442頁．

(34) HillsはR.Armstrong, A Rudimenta勾 Trea-

tise on Steam Boilers; their Construction and 

Practical Management (London, 3rd edn, 1857), 

97から引用してこのことを述べている．

Hills, ibid, 139-140. 

(35) 薄肉円筒容器内に静的圧力が生じた場合（ここ

では平面応力状態と仮定できる），円周方向に生

じる応力は軸方向に生じる応力の 2倍になり，円

周方向に生じる応力が支配的である．円周方向の



24 科学史研究， 41(2002) 

応力 Goは次式のように表現できる．（p:内圧，

D：円筒の直径， t:円筒容器の肉厚）

び8=
pD 
2t 

例えばボイラ直径 7ft(84 inch)，肉厚 3/Sinch,

蒸気圧力 70psiとすると，びe=7840Psiとなる．

(36) William Fairbairn, Esq. Communicated by the 

Rev. Henry Moseley, F. R. S., "An Experimen-

tal Inquiry into the Strength of Wrought-Iron 

Plates and Their Riveted Joints as applied to 

Ship-building and Vessels exposed to severe 

strains," Phil. Trans. (1850) : 688. 

(37) The Institute of Mechanical Engineers, 

"Memoirs," Proc. Inst. Mech. Eng., (Jan 1890) : 

167-171. 

(38) Willaim Fairbairn, "On the Resistance of 

Tubes to collapse," Phil. Trans. (1858) : 389. 

(39) Boiler Explosions, Engineering 1 (Feb. 16th, 

1866), 97-98. 

(40) Henry Bessemer, Sir Henry Bessemer, F R. 

S. An Autobiography (London : 1905), 223. 

(41) Bessemer, "On the Cast Steel and Its Applica-

tion to Constructive Purposes," Proc. Inst. 

Mech. Eng., (July 1861) : 143-149. 

(42) アダムソンは 1857~58年にかけてボイラに鋼

（おそらく“るつぼ鋳鋼”のこと）を使用した．お

そらく彼は比較的高価であったるつぼ鋳鋼よりも

安価を鋼を求めて，ベッセマー鋼を使用するに至

ったのであろう．さらに 1861~62年にかけてリ

ベット穴を空ける際，鉄板内の残留ひずみを防ぐ

ため，パンチに代わってドリルを用いた． The

Institute of Mechanical Engineers, "Memoirs," 

Resume 

Proc. Inst. Mech. Eng., (Jan 1890) : 167-171. 

(43) Per Carlberg, "Early Industry Production of 

Bessemer Steel at Edsken," Journal of the Iron 

and Steel Institute, (July, 1958) : 201-204. 

(44) ベック（中沢護人訳）「前掲書』 IV-3, 180頁．

(45) Bessemer, An Autobiography, 221. and R. A. 

Hayward, Fairbairn's of Manchester. The His-

tory of a Nineteenth Century Engineering 

Works (University of Manchester, 1971), 2. 49. 

(46) Fairbairn, Iron Its History, Properties, & 

Processes of Manufacture (1861) 

(47) ベック（中沢護人訳）『前掲書』 V-1, 180頁．

(48) ディキンソンは『前掲書』 188頁においてボイ

ラ用鉄板に錬鉄から軟鋼の使用が許可されたごと

を述べており，さらに HillsもR.J. Law, The 

Steam Engine (London : 1965), 31．から引用して

これを指摘している．

(49) T. S．アシュトン（中川敬一郎訳）「産業革命』

岩波文庫， 1973年， 106頁．

(50) 石谷『ボイラ要論』， 59頁．

(51) シンガー「前掲書』第9巻第2部第6章，

98頁．

(52) Zerth Colburn, "Description of Harrison's 

Cast Iron Boiler," Proc. Inst. Mech. Eng., 

(1864) : 63. 

(53) シンガー『前掲書』第 9巻第二部第6章，

108頁．

(54) ディッキンソン（原光雄訳）『ジェームズ・ワッ

ト』創元科学叢書，創元社， 1941年， 200頁．

(55) ディキンソン「蒸気動力の歴史』， 145頁．

A Study on the Relationship Between 

Material Technology and Steam Boiler 

Development. 

KOBA Y ASH! Mana bu 

The author discusses the relation between material technology and technology development. As a case study, 

The author selects steam boiler because the influence of material is especially remarkable and the development 

process has been clear. 

The low-pressure steam engine's boiler Materials had changed from copper to Wrought iron. This change 

hadn't necessarily taken place technological merits. This had taken place cost and ease of acquisition. When 

development of High-pressure steam engine began in 1800, Cylindrical Boiler was developed so that the boiler 

⑳ uld deal with High-pressure steam safety and could have more heating surface. However, it was difficult for 

steam boilers to resist high-pressure steam at 19th century. Many Engineers required the material to have high 



tensile strength and corrosion resistance so that they might prevent steam-boiler explosions. Thus, Material 

Technology is important for development of steam boiler. Nevertheless, few studied how about material 

developments influenced developments of steam boiler. William Fairbairn, Daniel Adamson, and Henry Bes

semer made a great contribution to the improvement of Steam Pressure-resistant in boilers. 

The author shows as follow, Firstly new material didn't have to substitute old one because it's impossible to 

make new materials into the form to work very well. Secondary the changing of boiler type is major; the change 

of materials is secondary. One boiler types gradually was improved the material technology. However, the 

change of types of boilers occurred when one type couldn't satisfy the demand in power and thermal efficiency. 

Thirdly, it's important for the development of one steam boiler, that it changed the material technology. But at 

all, we also found another tending, it was neglected till now. Because one specific works restricted machines and 

mechanism early in steam boiler development. For this reason, the factor of materials is most important, but 

materials problem was solved lately. 
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