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気球に関する知識や情報が，幕末の日本に

伝来した経過については，かつて升本清氏が

“関学資料研究会研究報告”のなかで，詳細

に展開されるところがあった。では明治に入

って以後の気球，あるいは19世紀の発明家た

ちが注目した飛行機に関する情報は，どのよ

うなひろがり をみせたのか。

升木氏はふれていないが， 戚~： 5 (1855) 

年に刊行された合信〈ホプソン〉の “博物新

編”は，気球について詳しい。同書は日本に

入ったのち元治元（1864）年に， 日本で覆刻

されたが，慶応4 (1868）年には大森惟中秀

ーの“博物新編訳解”が出版されてさらに普

及した。本書はいうまでもなく ，自然科学一

般にわたる啓蒙書である。

軽気球のこ とは巻1で説かれる。軽気とは

水母気すなわち水素のことで，これを利用す

るから軽気球の名がある。その原理，構造，

用法などが解説される。また気球の下端に大

形の傘を吊りその下に藤床，すなわちゴンド

ラを吊すタイプも図示されている。これは一

種の落下傘の役割をもたせようとする試みで

あった。

明治10(1877）年の西南の役に， 陸軍が気

球を製作したことは有名である。その最初の

試みは失敗したが，ついで上原六四郎が担当

* 1988年9月10日受理，気球，海外情報，大衆化
料 本会会長
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して9月に完成した。 “球皮はゴム塗りの甲

斐絹にて，其口を網にて包み，其下に畳みた

る風傘を付け，万一危険の際には上部の球を

切り離し 之を広げて安全に下降せん備へな

り”（“明治事物起原っとあるから “博物新編”

のタ イプである。 しかしこれが実際に飛揚し

たのは翌年6月である。

これとならんで明治10年の12月に，京都で

は仙洞御所において軽気球があけやられた。製

作は島津源蔵，乗り こんだのは中村寅吉，球

皮は羽二重にダンマーゴムを荏油でといて塗

ってつくられた。 12月13日付の朝野新聞によ

れば，見物人は5万と伝えている。

このように気球は軍事的な要求の上で製作

されたけれども，その製作や利用法は当時の

科学者，技術者の間ではさほどの問題とはな

らなかった。 “学芸志林” 第5巻〈明12.11)

に “軽気球学術上の応用”の一文がある。筆

者はハイヒギュ イエー，訳は理学士難波正と

ある。この文では気球によって高空での気

温，気圧の変化，また地磁気，摩擦電気，電

池の性能変化等の実験 ・観測がヨーロッパ諸

国で‘行われたことを紹介する。 すなわち気球

は単なる玩具ではなく ，多様な実験観測に有

用であることを主張するものであった。

これにならんで“工学会誌”34巻 〈明17.
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10）には， 長野県人岩田平四郎の発表“空中

翻朔機械”とそれに対する質疑がのってい

る。岩田は明治 7年のころから飛行機の発明

を志し，鳥をモデルとして飛行機を設計し

た。布製の羽翼を人力で動かして飛ぼうとす

るものである。会長の渡辺洪基は“明治七年

以来辛苦アリ、ンハ頗ノレ感スヘシ，然、レドモ出

来ザル事ヲ辛苦シテモ無益ナリ ー諸君ハ懇

口ニ理窟上，又ノ、算手！tr上ヨリ考説ヲ付、ン，機

械製造者ヲシテ充分悟ル所アラシメン事ヲ望

ム”と述べ，つづいて中野初子・的場中たち

がそれぞれこの種の試みの不可能なことを説

いている。そして以後の工学会誌には，気球

あるいは飛行機に関する論説はみられない。

これに対して研究や実用化を進めたのは民

間人と陸軍である。和歌山の人，山田猪三郎

は独力で気球の研究を開始したが，これには

陸軍の工兵会議の援助があった。その結果，

山田は明治33年 2月に第4164号を以て特許を

得た。凧式と称した形式で“気球の長さにお

ける中部の柏や前方に偏する箇所より前頭上

部に向ひ，漸次狭小になして，其先端；を統一に

恰も刃物における両刃の如く，又円形の偉狭

小にして成る”という形で“強風に際するも

依然沖天に安定を保つのみならず，風力を利

用して益々昇騰力を増進せしむる”〈特許公

示〉機能をもつものであった。 これは明治36

年，大阪に聞かれた第5回内国勧業博に出版

されている。

この山図式の気球はさらに改良されて3 明

治37年，旅II債の攻囲寧に 2個が参加したこと

は有名である。この製作と使用に関して田ヰ：

館愛備が協力したことは，中村清二“田中館

愛橘先生”（昭18）に詳しい。 山田はこの形

式の気球について，明治39年1月に特許を取

得した。その特徴は“気球の大体を顛倒した

る2等辺3角形の如き形状を有し 其最も長

き個所を上背となし，球体の中央町lにおいて

は断面を尖円若くは尖楕円形となし， 其尖端

より前頭及び後頭上部に向ひ漸次狭小ならし
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5巻 1号仰

め，其l折面を円形若くは楕円形ならしめた”

ものであった。その効果は“長時間空中にあ

るも球の上背は水平の平衡を保ち，受風の作

用をして常に正しからしむるを以て，強風に

際するも，依然、沖天に安定を保ち，且つ風力

を利用して益々昇騰力を増進せしむる”もの

とさhている。

日露戦役以後，軍部もまた気球の重要性に

注目した。その結果，｜臨時軍用気球研究会が

陸軍の主導のもとに設置されるが， その間の

いきさつは，日本航空協会“日本航空史”な

どの成書に詳しいのでこ こで、はふれない。

明治41(1908）年， アメリカのハミルトン

が，小型の飛行船をもって来日した。石油発

動機推進のものである。これに刺激された山

田は直ちに飛行船の設計と製作に着手した。

42年の特許安全空中飛行機がそれで“凧式気

球の凧面に繋留せる繋留索に，進行機を連結

したる空中飛行機”とある。 Jll回はこれを日

本式空中船と呼んだ。

この詳しい構造は，山田猪三郎自身によっ

て“科学世界”（4巻3号，明34.10）に“日本

式空中船の構造”と題して解説されている。

推進にはガス機関 14h.pを利用した。 しか

し同誌にはツェペリン飛行船第 7号の遭厄が

報道されている。 これは乗客24人を乗せ300

マイルを飛行するという巨船であった。彼我

の差は大きかった。

明治42年すなわち1909年の欧米はすでに飛

行機の時代に入っている。 7月25日にはブレ

リオによる英仏海峡横断飛行の成功があっ

た。さ らに8月には航空史上に有名な レーム

の国際航空会議と大会が聞かれた。38機が参

加して飛距隊，高度などを競った。また会議

では技術や社会，経済などに関する討議が行

われた。これに参加した英国の ロイド ・ジョ

ージは，深刻な印象を受けて語った。 “飛行

機はもはや夢でも玩具でもない。それは新し

し、運輸システムとして無限の可能性をもっ”

と。そして 5万フランのグラ ンプリは，ア ン
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リ・ファルマンが獲得した。彼の飛行機は

180kmを3時間4分余りで飛んだのである。

これらのニュ ースは明治25年創刊の “工業

雑誌” 356号（明40.1）によって“飛空器の

競走”として予報されている。英仏海峡横断

に対する10万円の賞金，ロンドン ・マンチェ

スタ ー聞にも賞金10万円との話がみえる。そ

して飛空器は遠からぬ将来に実用化されよう

との予測を立てた。

問中館愛橘は43(1910）年， ふたたび．ヨ ー

ロッパに赴いた。その経過はさきにヨ｜いた田

中館の伝に記されている。また 自身は帰国

後，これもさきにあげた“科学世界”同号に

“欧州、｜の飛行界”と題してヨ ーロッパの事情

を報告している。それによると，第2回の大

会はランスで開かれ，参加機数は76機に及ん

だという。彼はまたヨーロッパの飛行熱，構

造などの学理的研究が予想外に進んでいるこ

とに鳴いたのである。

さて “工業雑誌”はこのころから，しばし

ば飛行機に関する海外情報を多くのせるよう

になる。 361号（明40.4）には“旅客用空中

飛行器”“海軍用空中飛行総”の 2文がある。

illJ者はアメリカでの旅客運送会社設定の計画

を紹介し，後者はヨ ーロッパでの軍事用研究

の踏んなことを伝える。 “空中船により空中

の靭権の掌握”が熱心な研究テーマとなって

いるとある。

365号 〈明40.6）には“平用軽気球に就て”

がある。 これは日本の軍部の研究の一端の紹

介で，日本の新式気球は越前絹を用いるため

軽ill，風圧面積はドイツ式に比べて 2/3であ

るとする。 山田式のことである。

386号〈明41.4）には“環状飛行の成功者

へンリイ ・ファ ーマン”の記事がある。1908

五下1月13日， アンリ ・ファノレマンは，500m 

をへだてた標柱を周回することに成功し， 5 

万フランの賞金を得た。その経過と使用機の

構造，性能が説明されている。

395号 （明41.9）では“飛行機熱”の小文
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がある。ファルマンはその講演の一節で，英

国の最新飛行船は， 7人をのせて300回も航

行し， 最長飛距離は170マイノレに達した。 と

する と百隻の空中飛行機は， 一隻の戦艦より

も安価でしかも大きな威力をもっと述べたと

伝えてしら。飛行機は軍事用として重要視

れはじめた。しかし“我国今や自動車熱旺盛

ならんとす，空中旅行は未だしと云ふべき

か”であった。

404号（明42.1）には“飛行総時代” の文

がみえる。飛行機の進歩が新しい国際関係の

問題を生むことが指摘され，空中戦争は夢物

語ではないとする。それは各国陸軍がそれぞ

れ，専門的に研究を開始していることからも

明らかである。

406号 .407号 （明42.2' 3）には “米国品近

の飛行総”があり，ライト兄弟の事績が紹

介される。ライト機の構造についても詳細に

述べ， ライト兄弟の談話をもアメリカの鮒誌

からヲIJ＇目している。ラ イト機の特徴は，iii＼＇造

の簡単なこと，速力の早いこ との 2点であ

る。

このライト機はアメリカ陸軍の要求試験に

応じたものであった。その条件は， 1）飛行

時間は 1時間以上，2）速度は毎時40マイ

ル， 3) 125マイル飛行可能の燃料を積載，

4）出発点に帰着し降下すること， 5) 1時

間以内に運航が開始されること， 6）全装Ill:

は容易に分解して車で運搬し，所要のJ也で組

立可能のこと，であった。ライトのモデルA

はこの要件をみたし 2万5000ドルの賞金を得

た。 4気筒 30h.pの機関を用い， プロペラ

は毎分420回転，重量1000ポンドで毎時35～

40マイルの速度で、ある。

408号（明42.3）には“欧州におけ る最近

の気球と飛行器”の紹介がある。ツェッペ リ

ン式気球第5号の試験飛行がその前年1908年

の10月に行ーわれた。その最初は同月の23日で

飛行距離は4時間であった。ツェッペ リンに

は製作費として民聞から寄付金137万8000ド
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ル余が集まったと伝えている。 またクレメン

ト式気球は，フランスの自動車メ ーカー，

M ・クレメントの製作である。これは自家用

で 120h.pの機関を具える。ファ ーマン式

（ファノレマソ〉飛行器は最近改良され， 11月

には三重翼の新型で環状飛行に成功した。ま

たブラジルの人， サント ・ジュモンの最新型

も紹介される。ついで410号にもその続きが

あり，ブレ リオ式飛行器，メルヴィン ・ヴァ

ニマン式飛行器， コージィ式飛行穏， ウィチ

ッヒ ・ズチルーノレ式飛行器についてそれぞれ

の記述がある。

サント ・ジュモンは1906年，箱型翼の大型

機を製作し，1905年10月に 60m の飛行に成

功し飛距離 25mの成功者に贈られる こと

になっていた銀杯を獲得した。ついで1906年

には改造機で高度 Gm,220 m を21.5秒で飛

び，同じ く飛距離 lOOmの最初の成功者にか

けられていた1500フランの賞金を得て，たち

まち有名となった。彼はその後，小型の軽飛

行機の製作に転向した。ここ で紹介されてい

るのはこの種のもので，自動車にのせて運搬

できた。

フランスの人， ヴァニマンの飛行機は三重

翼で骨格に銅を用いた特色があった。しかし

実際には飛ばなかった。本誌には飛行中の写

真があるが，これは偽造であることが今では

知られている。

コージィはイギリスではじめて，動力付飛

行機に成功した人物で， 1908年の 10月に約

450mを27秒で飛んだ。本誌の紹介する新型

機はアノレミ ニュ ウム製のプロペラ 2個を具え

たものである。

413号（明42.6）には“世界の飛行器熱”

と題する文がある。欧米の飛行訴に対する関

心は“最強度に達し各国競うて完全なる飛

行器を得んと して苦心しをれ る” f青況であ

る。イ ギリスは飛行務局を設置し， ドイツで

はツェ ッベン会社は定期旅行を開始した。ベ

ルリンではラ イト の特許を買いあげて会社創

5巻 l号00
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立の企てがあるなどのニュ ースもある。 とれ

に対し陸軍の工兵少佐徳永熊雄 〈気球研究会

の一員〉 の談話がみえるが，各国の気球の批

評にとどまり飛行機には及んで・いない。尤も

研究会の事業には“軍事ノ要求ニ適スル遊動

気球及ピ飛行機ヲ設計試験”すると定められ

ていた。そこで気球研究会は徳川｜好敏， 日

野熊蔵両大尉をフランスに派遣，操縦法を学

ぶとともに，モデル機を購入することとなっ

た。ファルマン式複葉機，グラ ーデ式単葉機

の2機である。 田中館によるとほかにライト

式，アントワネット式も予定されていたと い

う。

“工業雑誌”と同じように“二十世紀は科

学万能の時代なり”を標語として， 明治40

(1907）年11月にスター卜した雑誌 “科学世

界”はその最初から航空情報に熱心であっ

た。

創刊号には陸軍工兵少佐河野長敏の“軽気

球の構造及び形状に就て井に其飛揚法”があ

り，自由気球 ・繋留気球 ・誘導気球の 3種に

ついて説く。彼はほかに空中飛行機を区別す

る。このように当時は飛行機についても，文

字や表現は一定していなかった。この解説文

は次号にもつづき，容積の計算法， ドイツの

ベルゾンの発表した気球上昇高度の計算法，

水素の製法などきわめて詳しい。なお創刊号

にはイギリスで2.5トンの重量を運ぶ巨大気

球が作られたと報じている。また第 2号では

“英国の空中箪鑑”として大型飛行船の完成

を報じ， “未来の空中戦”としてドイツの空

中制覇をテーマとする未来物語をかかげる。

以後も同誌は毎号のように航空関係の記事

をのせている。たとえば I～， 7号（明41.3) 

には “空中船の世界に及した影響”がある。

イギリス， またフランスの空中船の事故はあ

って もその将来性を疑うことはできない。そ

れは軍事上も有効である。そのため時には完

成後の状態を想像するあまり，国民に不安や

流言を生むこと もある。



初期航空の関係資料（吉田）

同誌はやがて空中界と題する特別欄を設け

るに至った。 1 11号（明41.6）の欄には，

海外の論調が紹介されている。ここではその

将来性を否定する言説もあげられる。 アメリ

カの著名な科学者ニ ューカムは， 空中旅行は

夢物語であるとする。そのほか“空中飛朔

機”の価格があげてある。車輪付機体が200

ポンド，20h.pの石油機関360ポンド， プ戸

ベラと設置費20ポント＼機関の設置費12ポン

ドの計592ポンドである。

I -13号〈明41.8）の空中界では海外情

報が数項みられるが，ここでも飛朔機の名を

用いてライトの改良型を述べる。ファルマン

の成功，フェ ッペリンの事故もある。第4回

国際聯合空中倶楽部がロンドンで開かれたと

の記事もある。 ーそのほかアメリカの大空中船

の事故として，カリフォルニヤでのモレルの

大飛行船の墜落事故の詳細が報じられてい

る。

つづいて I-15号（明41.9）の空中界を

みよう。 “現今の空中船”と題する翻訳，飛

掬機の進歩の記事がある。 ジャイロスコ ープ

の応用， ランゲレーの法則，マキシムの実験

などにはじまる飛行機史が略述され，ブレリ

オの成功をもって終っている。ついでアメリ

カのワーノレ ド・ワーク誌の記事，列強の軍用

気球， ドイツの気球熱などの記事がみられ

る。さらに飛行船の事故のニュース，気球を

地上から射撃するの問題などが論じられる。

すこし とんで JTI-1号（明42.9）の空中

界の欄には“飛行機の発達”がある。 これは

JTI-3号にも分載されるが，簡単な飛行機史

である。しかし鳥形飛行後一飛朔機，螺旋飛

行機螺進機，凧形飛行機 浮空機の分類を

試み，今日の飛行機は第3の浮空機であると

する。歴史はレオナルド ・ダ・ピンチの考案

よりはじまり ライ ト式， ヴォアサン式で終

る。これらは邦価で約 1万円の価格とし、う。

気球研究会が購入した 2機は計l万8000円で

あった。またJTI-1号では人物月旦と してラ
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イト兄弟について論ずる。

“科学世界”はこうした航空界のトピック

の紹介についていくつかの標語をかかげる。

それは， 0空中飛行術は近き将来に於て完成

せられんとす，0空中飛行術の完成は地球上

各種の方面に革命を来さんとす，0吾人は日

本i臨海戦に捷利を獲たる如く，第一回の空中

戦にも勝たざる可からず，であった。そこに

は強烈なナシ ョナ リズムの反映がみられる。

こうした立場に立って “科学世界”は， 4 

回にわたって“空中飛行号”として臨時増刊

を出した。その第ーは町一3号（明43.lの
である。 東大教授横山又次郎は“空中船にて

北極の探検”を書き，同じく田中館愛橘は

“欧州の飛行界”を書いた。法科大学の教授

寺尾亨は，法律問題を論じ，ほかに丘浅次郎

の鳥の飛行， 山田猪三郎の山田空中船の解説

など多彩である。もちろん有坂成章，井上仁

郎など軍部関係者も，それぞれ軍事面の課題

について述べている。

第二空中飛行号は44年4月の発行である。

これには欧米の飛行機の一覧表があり，総計

80種，発動機やプロペラについても詳しいデ

ータがある。さらに各国の飛行船の現況につ

いても，同じように詳しいデ ータをかかげ

る。そのほか万国航空地図用符号，飛行機用

材料の強度，支持力などの表もみられる。

この号は飛行と数理，各種発動機の比較，

構造材料など，きわめて具体的な記事が多

い。発動機は21種もあり，欧米の諸企業が盛

んに発動機を開発しつつあったことがよくう

かがわれる。

第三空中飛行号は45年 1月号である。この

号は飛行原理，男爵伊賀氏広の機体の製作

法，磯辺鉄吉海軍機関少佐の発動機製作法，

発動機一覧表などがのっている。伊賀は42年

10月に伊賀式双葉空中飛行機の特許を得たほ

どの研究家であった。彼は竹や木によって機

体を作り， 25h. pの機関を装着した舞鶴号

を作ったがついに飛ぶことはできなかった。
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図－1 fjf:f'i氏広の広告（部分）

伊賀の記事はアントアネット式，ブレ リオ

式などの各部分のデータ，梢造上の特性を解

説して， 模作をうながすものとなっている。

当時の機体は多く木材で骨格を作り，ピアノ

掠などで緊張させ，面は絹 ・麻などの布張り

であった。そのためアマチュアでも容易に製

作できた。それに発動機を購入してとり つけ

ればよい。発動機の一覧表は99種をあげ，ポ

ンドによる価格も付してある。この号では伊

賀氏広は模型飛行機の製作法を述べ，徳永熊

雄は気球研究会の事業について記した。

第四空中飛行号は大正 2 (1913) 4月の刊

行である。この号では飛行の原理のほか，プ

ロペラの原理と構造が詳しい。数式を用いて

のこまかな原理の解説がなされている。この

号にも各種の発動機の紹介がある。

航空と災害の問題もとりあげられた。この

年の 3月，ブレリオ式に乗った木村，徳田の

2中尉が所沢で墜落死亡する事故があった。

これは日本最初の犠牲者として大きな衝動を

与えた。本誌も このことを口絵や記事で報じ

ている。

そのほか軍事面での航空界もく りかえし論

じられ，将来の有効性が強調されるようにな

った。また本誌の末尾には，山田猪三郎が50

歳をも って逝去した記事もある。

この号の巻頭で主幹の織戸正満は，過去l

年を回顧して，欧米の飛行界は創成時代を終
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えて，着実に内容充実主義に入った。しかし

日本はまだ幼稚ではるかに遅れている。国民

もまたほとんど無関心である。それは日本が

極東に孤立して刺激のないことによる。ヨ ー

ロッパでは， ドイ ツのツ ェッペ リン飛行船

が，ロンドンの夜空を飛ぶとか，フランスと

の国境を犯したといったニュ ースが，つねに

国民の関心を高めるのに作用する。また日本

の一般富豪はこうした重要問題に全く興味を

しめさない。織戸はそこで飛行問題に関する

民間組織の必要性を説いた。

なおこのl時期までの特許ーには，すでに記し

たもののほか， 42年7月に大分県速見郡立石

川Iの内田稲作のものがある。 “内田式重性空

中飛行機” とある。 43年10月には長崎県長浦

村の沢富喜ーの多葉式飛行機がある。同11月

には静岡県入江IIIJ，牛奥劫三の “婿蛤形牛奥

飛行機”， 金沢の磯部佐外による“磯部式飛

行機”がみられる。 44年 3月には山田猪三郎

の空中飛行船，東京日暮里の伊藤勇次郎の気

Jijf:}, 5月に金沢の清水信春，清水式空中飛行

機， 6月には東京小石川の柴藤安太郎の飛行

用自在金， 8月に東京畳多摩の酒井巌による

重単葉飛行機がある。ついて、9月には東京四

谷の井崎福太郎の航空艇，11月に金沢の磯部

鉄吉が磯部水上飛揚器，同じく 11月には大阪

市市岡町の野口愛吉が野口式飛行機， 12月に

東京駒込の都筑和永の都築式飛行機，また東
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京水道端の佐藤初太郎の佐藤式単葉飛行機が

特許を得た。 45年に至ると 1月には山形県鶴

岡の斎藤外市による斎外式飛行機， 5月に東

京芝区の梅田勇蔵が飛行機，6月に東京赤坂

新町の渡辺長一郎の空中飛行船がある。8月

には前記の梅田勇蔵が飛行機機体＇ 10月に神

戸中山手通の俣野悦蔵の俣野式単葉飛行機，

12月に東京一番H汀の佐藤文吉による佐藤式空

中飛行機が記録される。 しかしこれらの考案

や発明は，そのほとんどが机上のものまたは

実大模型レベルにと どまり， 実現したものは

僅少である。

その現実を諮るのは博覧、会の展示である。

大正 5(1916）年， 東京で閲かれた東京大正

博は， 174類3に軽気球 ・空中飛行機の分類

を設けた。しかし審査報告によると出品され

たのは“単ニ貧弱ナル模型四個ノミ”という

有様であった。報告はこの僅少の出品は“我

国民の航空思想カ未タ極メテ幼稚ナノレ事ヲ表

明スノレモノ ”と きめつけた。審査部長は近藤

虎五郎である。尤も陸海軍は別に出品し，士

官によって操縦を見せていた。

出品物には小林久太郎の小林式単葉飛行機

がある。 しかし機の重量ハ不明，発動機 ・プ

ロペラの寸法， また重心の位置などもはっき

りせず，審査の方法なしとされた。また広島

友三郎のパーセバル飛行船の模型は， 漠然と

外形を模倣したもので玩具にちかい。しかし

広島は使用球皮の気密度の審査を希望したの

で，審査員は｜臨時軍用気球研究会所沢試験所

に依頼して， パーセパノレ飛行自白用のドイツ ・

メツ ラ一社製の球皮と，その性能の比較検査

を行っている。

広島の出品物は細川紙の両面に美濃紙を貼

り， さらにコンニャク糊を塗り， これをグリ

セリンにひたして柔軟性を与えたもの であ

る。防水性， 気密性はかなりあるが， 軍用気

球に使えるようなものではない。

審査報告は破断抗力・耐折力 ・漏水試験な

どについての試験結果を詳 しくしめしてい
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る。 L、ずれもメツラー製品に比して大きく劣

るが，ただ水素漏洩についてはメツラー 7に

対し 3と好成績であった。従ってこの材料

は，飛行船には用いえないが， 信号気球材料

としては使用できると判定された。

また広島はモーリ ス ・ファルマン型，ニュ

ーポール型飛行機の模型を出品したが，単な

る模写で “何等ノ特長ヲ有セズ” と批評され

たのである。

けれども民間での飛行機研究は，この審査

報告のいうように，それほど幼稚なものでは

なかった。大正 2(1913）年には， 日本航空

協会が改組されて，帝国飛行協会となり，朝

野の有力者を結集することになった。協会は

その翌年，第一回民間懸賞飛行競技大会を聞

き5機の参加をみた。 ついで“発動機製作懸

賞競技”を発表，大正5年 3月を／切りとし

た。発動機の能力は 50～160h.p, 重量は 1

h.p当り 4kg以内など， その他回転数など

も規定されている。しかし点火装置，球入軸

;ifc，揮発器，パーキングリング，スプリング

には，外国既製品を使用してよいとの規定が

あるのは，当時の日木の技術レベルをみるこ

とができる。

この発動機製作競技は大きな反響を呼び，

18fll二22種の応募があった。 しかし現実に完成

したのはわずか 6基， それもルノ ー， ロー

ン， ダイムラーなどをモデノレとするものであ

った。田中館愛橘を長とする検定審査委員会

によってこの 6基が検定されたが， 募集要項

の条例二をみたしたのは，大阪の島津樋蔵製作

の一基のみであった。これら民間での苦心談

は“日本民間航空史話”〈昭41）に島津樋蔵ら

の思い出が集められている。

最後に大正11(1922）年，東京で開かれた，

平和記念東京i専の審査報告を一見しておこ

う。東京大正博からわずか6年後の航空機類

及其部分品の部門は，活況をみせていた。藤

倉工業k.kは気球関係を出品している。批評

では明治34年来ゴム引防水布の経験をもち，
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現主主では陸海軍の気球及び飛行船球皮の唯一

の：供給者で、ある。塗料も大正2年来，製造研

究を進めてきた。大正10年の気球と材料の生

産は28万円余，塗料は約24万円である。

航空機用合板メ ーカーとしては大阪の新田

ベニヤ製造所がある。その製品は優良とさ

れ， 日本最大のメーカ ーである。大正10年の

寧用飛行機用は20万平方尺。

東京有楽町の高田商会は， 日本高級塗料

k.kの飛行機塗料を出品した。同社は大正8

年から酷酸性繊維素を原料とする，飛行機用

羽布塗料の生産と研究に従事している。群馬

県太田の中島知久平は，中島B6型飛行機を

出品した。フランスのプレゲー型をモデノレと

いロールスロイス 360h.p発動機を装備 し

た。、住友伸銅所製軽銀により主要構造を金属

製と したのが特徴である。中島飛行機製作所

は年産180台の能力をもっ。すでに陸軍用190

台，海'.iJI用106台， その他11台を生産してき

た。，

、二f葉県津田沼の伊藤飛行機研究所は，競技

用小型複業機を出品した。ルノ ー式をモデル

として 40h.p の発動機を装備する。 小型無

蓋貨車に積載できる特徴がある。同所は今日

まで陸上機28台，水上機 3台を製作した。年

産~00台の能力をもち，飛行士養成も年に30

人が可能である。

神戸のJI/西機械製作所は2台を出品した。

ひとつはトイツのユンカース単葉機をモデノレ

とし， すべて合板製，ホールスコット lOOh.p 

発動機をもっ。いまひとつはソッピース型複

葉機でマイバッハ 260h.pの発動機を具え

る。神奈川県川口の東京螺子製作所は航空機

用螺子のメ ーカー。原料は欧米などから輸入

して加工する。明治31年の創設以来，兵器用
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部分品のメ ーカーとして活動し，大正10年の

生産は約56万5000円， 現在陸海軍納入規格に

合致する唯一のメーカ ーである。

東京本所の三田土ゴム製造合名会社はゴム

引飛行服，タイヤ，その中袋等を出品した。

タイヤは成績良好， ドイツ製品に劣らずと批

評される。

なお批評は三菱内燃機製造会社，川崎造船

所のごとき “本邦第一流ノ製作業者”の出品

のなかったことを惜しんだ。また価格や産額

も外国にくらべるとまだおくれている。機

体，機関も外国の模倣を脱していない。そこ

で“基礎的研究ヲ励し以テ独創的改良進歩

ヲ案ズルニ至ランコトヲ”と要望した。

近代日本の航空技術の歴史は，今日まだほ

とんど未開拓の分野である。気球にはじまる

航空技術は，日本の他の技術分野と同じよう

に，導入と改良，そして定着というコ ースを

とった。特に航空技術はそれが軍事技術と認

められてからは，一般の運輸技術とは異なっ

た性格をもって展開されている。

けれども海外でのその発達史をみると，そ

こには多くのアマチュア的発明家の活動があ

った。その情報が日本に伝わったとき，日本

でもアマチュア的発明家があいついで、現われ

た。山田猪三郎や伊賀氏広のごとき人びとで

ある。また斎藤外市は織機の発明者と して知

られた人物である。 これらのアマチュ アたち

は，軍事とは別の立場で飛行機研究に没頭し

ていた。こうしたアマチュアたちと，輸入技

術の応用によっていちはやく海外のレベルに

達しようと した軍事系の技術者たちとの交錯

によって，日本の初期航空技術は成立してい

た。その一端をうかがうものと して，いくつ

かの文献の紹介を試みたのである。


