
    凧の世界史 18 凧揚げの世界記録 

                           

今回は凧の歴史を記録の面からみてみようと思います。アメリカ凧の会（American Kitefliers 

Association  ＡＫＡ）はそのホームページ（参照資料１）に雑誌カイト・ラインの記事（参照資料

２）を参照して凧に関わる記録について書いています。 

・連凧での高度記録 

・単独の凧での高度記録 

 ・最大の凧 

 ・一本の揚げ糸で揚げられた連凧の数 

 これらの４種類はギネスが凧に関して記録を認定している４種類と同じです。ＡＫＡのホームペ

ージには、他にも最小面積の凧や凧揚げ大会で揚げられた凧の数、連続して凧揚げをしていた時間

など各種の記録が挙げられています。ただし、ＡＫＡのホームページでは、記録の種類の定義だけ

で、その時点で誰がどのような記録を出しているかを示していませんが、参照しているカイト・ラ

インの記事には、その発行時点（1980 年秋）でのカイト・ラインが認知している世界記録が書か

れています。先ずその世界記録を書きます。 

◎1980 年秋現在の世界記録 

●連凧での高度記録 

ドイツのリンデンブルグの人（氏名不明）が 1919 年 8 月 1 日に８個の連凧で揚げた 9,740 メート

ル（31,955 フィート） 

●単独の凧での高度記録 

ワイオミング大のフィリップ・クンツ（Philip R Kunz）教授らが 1967 年 11 月 21 日に揚げた高

度、最低 6,858 メートル（22,500 フィート）、最高 8,534 メートル（28,000 フィート）とカイト・

ラインが書いていますが、その後にもこの高度よりも低い高度でギネス記録が更新され続けてお

り、この記録は現在、インターネットで検索しても見つからないのでこの記録は何か問題があった

のかもしれません。 

●最大の凧 

カイト・ラインは最大の凧の定義を飛揚面積と重量の二つの区分で管理していて、同じ凧が両方の

区分で記録を達成することもあると考えていますが、ギネスやＡＫＡは飛揚面積だけで最大の凧を

決めているようです。そして、1980 年秋現在の最大の凧としてカイト・ラインが認定しているの

は、1936 年に鳴門市で揚げられた 3,100 枚の紙で作られえた 9.5 トンの重量のわんわん凧です。 

そして、ごく最近の事として、1980 年 3 月 20 日に縦 19.3 メートル、横 14.2 メートル、重量 

359 キログラムの白根大凧が高度 76 メートルまで 15 分の間揚げられたことをカイト・ラインが

確認しており、ギネスの次の版で認定されると期待している旨が書かれていました。しろね大凧と

歴史の館に問い合わせた結果、その凧は 160 畳の凧を 200 人で 20 分間揚げてギネス記録を得たと

のことでした。 

なお、日本の記録に挑戦する人達にカイト・ラインも今後は飛揚面積のみで凧の大きさを決める

ことになったことを知って欲しいと書いています。飛揚面積の算出に際して、立体凧の場合は、側

面を除き、投影面積で飛揚面積を計算することになっていると書いています。 

●一本の揚げ糸で揚げられた連凧の数 

浅羽和彦さんが 1978 年 9 月 21 日に鎌倉で揚げた 4,128 枚 

まとまって記述されているのはカイト・ラインの以上の記録が最後のように思われるので、イン

ターネットで検索して、現在世界記録になっていると思われる凧について、その概要を以下に紹介



します。ここに書いた記録は筆者が個人的に調べた結果をまとめたものであり、日本の凧の会が認

知したものではないことを明記しておきます。 

◎現在の世界記録 

●凧の高度記録 

カイト・ラインが書いているドイツで 1919 年 8 月 1 日に八つの立体凧からなる連凧で揚げられた

高度記録が 100 年経過した今でも、破られていない記録のようです。この記録は 1919 年 8 月 1 日

にドイツの気象局が、次に示すように大きさの異なる（したがって飛揚面積の異なる）3 種類の八

つの立体凧からなる連凧で 9,740 メートルの高度の世界記録を達成しました。最初の凧は 10 平方

メートル、二番目の凧は 5 平方メートル、残りの六つは 8 平方メートルで長さ 15 キロメートルの

ピアノ線を揚げ糸に使用して達成しました（参照資料３）。このように早くからその後も破られな

い高度記録を果たしているのは、以下に示すような時代の要請があったものと思われます。 

会報第 91 号「凧の世界史 12  気象観測に使用された凧」で、1749 年にスコットランドのアレ

キサンダー・ウィルソン（Alexander Wilson 1714～86 年）が温度計を付けた凧を揚げて高層の気

温測定をしたことを書きました。この時に使用されたのは連凧だったといわれており、最高 915 メ

ートル（3,000 フィート）まで揚げられました（参照資料４）。その後、高層の気象観測に凧が常用

されるようになり、凧の高度記録や簡便な飛揚に急速な進歩がありました。凧の高度記録は、凧が

気象観測に使用されるようになり、高層の気温、風速、風向などの情報をタイムリーに得る必要が

あることから、必要に迫られて更新されていったようです。 

1896 年には、手動式のリールの付いたウィンチの利用で揚げ糸にピアノ線を使用し、その高度

記録は 2,651 メートルに達しました。さらに翌年の 1897 年には高度は 3,571 メートルに更新され

ています（参照資料５）。 

ウィリアム・エディ（William A Eddy 1850～1909 年）が、1898 年にシカゴで開催された世界

博覧会に展示されたマレーシアの凧をヒントにしたダイヤ型の凧はエディ・カイトと呼ばれ、気象

観測にも利用されました。エディは連凧の接続方法を 

伝統的な背面から次の凧へ接続する方法でなく、図１の 

ような分岐型（凧ごとに別々の糸を使用し、それらを 

一本の揚げ糸に取り付ける）にすることにより揚力を 

得ながら安定性も向上することを確認しました。 

エディの死後の 1910 年 5 月 5 日には、アメリカの 

気象局がバーモント州でエディ・カイトの 10 枚の連凧 

で 7,128 メートルの高度記録を達成しています（参照資料６）。 

そして、1918 年のドイツの気象局の記録に繋がります。 

●単独の凧での高度記録 

凧が気象観測に利用されなくなってからも 

高度記録への挑戦がなされています。2000 年 

8 月 12 日にリチャード・シナージー（Richard P 

 Synergy）が、カナダのオンタリオ州 

キンカーディン近郊で高度約 4,422 メートルまで 

揚げて、単独の凧でのギネス世界記録となりました 

（参照資料７）。しかし、このシナージーの記録は 

2014 年 9 月 23 日にオーストラリアのロバート・ 

ムア（Robert Moore）がオーストラリア 

図１：連凧の分岐型接続 

図２：単独の凧での高度記録を持つデルタ・カイト 



のニュー・サウス・ウェールズ州で立体三角胴を持ったデルタ・カイト（図２参照）で揚げた 

高度記録 4,879 メートルによって破られ、現在の単独の凧でのギネス最高高度記録はこの値に 

なっています（参照資料８）。 

前述のようにこの高度記録は 1967 年の高度よりも低いのにギネス記録に認定されているのは、

1967 年の記録の方に問題があったのかもしれません。 

●最大の凧 

カイト・ラインの記事に書かれているわんわん凧や白根大凧の後の世界記録の大凧はソフト・タイ

トと呼ばれる骨のない凧によってなされています。ニュージーランドのピーター・リン（Peter Lynn）

が作成したリップ・ストップ・ナイロンを使用し、ラム・エアー（空気圧）で膨らました 635 平方

メートルの面積のメガ・レイとメガ・バイトと呼ばれるソフト・カイトで 1997 年にギネスの世界

記録と認定されました（参照資料９）。 

その後、2005 年 2 月 15 日にクエイト市で 

開催された凧揚げ大会でクエイトのアル・ 

ファージ（Al Farsi）カイト・チームが揚げた 

1,019 平方メートルのクエイトの旗のソフト・ 

カイト（メガ・フラッグ）がギネスに最大の凧 

として世界記録と認定されました（図３参照）。 

 

 

 

アル・ファージのカイト・チームが揚げた凧はピーター・リンに依頼して作製されたものだった

のですが、そのことには触れず、あたかもアル・ファージのカイト・チームが作製した凧が認定さ

れたように報道されたようですが、この凧はピーター・リンがアル・ファージの依頼で製作したこ

となどの申立書がギネスに提出されたが、凧がブルトーザーで固定されていたという別の理由でギ

ネスは認可を保留しました。ギネスの担当者の凧の知識の不足で、大きな凧には、地面に固定する

ことが必要なことだと理解されていなかったのですが、9 月になって、ギネスがガイド・ラインを

変更し、ブルドーザーでの固定を認め、ピーター・リンが製作者であることも付記した上でアル・

ファージが揚げたものと認定しました。 

2005 年 9 月には、ＡＫＡはピーター・リンのメガ・フラッグの設計を最大の凧として公式に認定

しました(参照資料 10)。 

ピーター・リンはクエート国旗と同じ大きさ 

の凧を他にも二つ（アメリカのメガ・フラッグ 

と日本のメガ・ムーン）作製しており、世界最大 

の凧のギネス世界記録と同じ大きさの凧は、三つ 

あるということになります。茂出木雅章会長が 

購入したメガ・ムーンは晴海で揚げられた他、 

内灘、石垣島などでも揚げられました（図４参照）。 

 

●一本の揚げ糸で揚げられた連凧の数 

1978 年に浅羽和彦さんが 4,128 枚の連凧を揚げたことはカイト・ラインの記事の他にも凧に関連

する歴史的な約 20 の出来事内の一つとして、アメリカのインターネットでに取り上げられていま

す（参照資料 11）。それだけ驚異的な数字と考えられたのでしょう。浅羽和彦さんは鎌倉の鶴岡八

図３：最大の凧のメガ・フラッグ 

図４．メガ・ムーン 



幡宮近くのうなぎ料理店の店主でしたが、凧揚げ名人としても知られていました。鎌倉の海岸で揚

げられた連凧はギネス記録としても認められました。さらに 1983 年 11 月 8 日には 5,581 枚を揚

げ自己記録を更新したとの情報もあります（参照資料 12） 

1987 年 4 月には鹿児島の原田貞雄さんが桜島で 7,150 枚の連凧を揚げており、さらに 1990 年

10 月 18 日には 11,284 枚とギネス記録を伸ばしたと報じられています（参照資料 13）。 

1997 年 11 月 19 日には愛知県豊橋市五並中学校が 12,677 枚のダイヤ凧を揚げギネス記録と認

定されており、その翌年の 1998 年 11 月 14 日にはギネス記録の認定は得なかったのですが自己記

録を超える 15,585 枚の世界記録を達成しているとのことです。さらに、その 6 年後の 2004 年 11

月 13 日には 19,789 枚を揚げており、これを校内記録としてインターネット上で五並中学活動記

録に残しています。しかし、この活動も第 24 回目の 2008 年 11 月 29 日の活動で連凧を揚げてい

たロープが切れ、駿河湾を超えて伊豆半島の森林に引っ掛かってその回収に大変な手間がかかりま

した。記録への挑戦ということが連凧の切断、社会への迷惑という形であらわれてしまい、これを

反省し、以後、連凧揚げは中止されています。（図５と表１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５．五並中の連凧揚げ 



◎連凧の数の増加の流れ 

日本において連凧の数が更新されていきましたが、浅羽さんのギネス記録が出る前の記録の変化を

追ってみると、かなり短期間に増加していることが分かります。高桑さんが会報第 84 号インター

ネット炉辺談話 18「凧列車と自転車凧」で 1974 年 6 月 4 日の朝日新聞に掲載された「日本の凧

の会会員の工藤五六さんが揚げた 204 枚の連凧がそれまでのニューヨークの 178 枚の記録を超え

る世界記録と思われる」という記事を報告しています。そして、「1976 年 4 月 5 日に浅羽和彦さん

が 1,000 枚揚げて先月北海道で揚げられた記録を抜く世界一の記録ではないか」という朝日新聞の

記事と「1976 年 12 月 19 日に先月末に鎌倉のうなぎ屋さんが作った 1,435 枚の記録を抜く 1,585

枚の連凧を多摩川の河原で鳥羽新之助さんのグループが揚げ世界記録を達成した」という朝日新聞

の記事も紹介しています。このように連凧の数は、200 枚を超えた 1974 年からの約 30 年間にギ

ネス記録には認定されていないとはいえ、2 万枚近くに達するまで、めまぐるしく更新され続けて

きました。 

 1980 年のカイト・ラインには連凧について次のような要件を示しています。 

 ・すべての凧は独立して揚がらなければならない。どの凧も他の凧を引き揚げるものであっては

ならない。 

 ・すべての凧はほぼ同じ大きさでなければならない。すなわち、大きな凧を先に揚げてそれが 

続いて揚がる凧を引き揚げるようなことは認められない。  

 ・すべての凧は回収されなければならない。飛揚中に失われたり、壊れたりした凧は数に 

含めない。 

 揚げ糸にかかる引張力はそれぞれの凧にかかる風圧を加算するように増していくので、連凧の数

を増すとその数に比例するように増加します。そして、それぞれの凧にかかる風圧は凧の面積に比

例し、風速の２乗に比例して大きくなります。それぞれの凧にかかる風圧を少なくするには、凧の

面積を小さくすることが必要ですが、独立して揚がるという要件を満たすにはある程度の大きさが

必要です。風速は２乗で風圧に影響する上、地表と上空でも異なり、人間が制御できないことであ

り、揚げ糸の引張力への影響も大きくなります。30 年間に連凧の数が 100 倍も増加したのに対応

できる程に揚げ糸の強度が増していなければ、揚げ糸が切断する危険性も当然増加します。 

 連凧の危険性については、会報第 84 号で「連凧の危険性」として真砂敏夫会員がテレビ制作会

社からの相談に応じて協力し、16,000 枚の連凧世界記録挑戦を目標にした連凧揚げの準備状況と

実施結果を報告しています。7,200 枚揚がったところで強まってきた風で吹き下ろされて松の枝に

揚げ糸が絡んでしまい、それを外して挑戦をやめることにし、回収作業中に揚げ糸が切れて凧の先

端の方が飛んで行ってしまい、ヘリコプターで追いかけて、5 キロ先で絡んでいるのを見つけて最

後まで回収できたことを報告しています。そして、企画される側は凧に素人であることをまず念頭

に置き、凧揚げ実施までに充分な時間と安全が確認できるまで、安易に相談にのることはやめるべ

きかと思うと忠告しています。 

以上凧の世界記録について今回は報告していますが、いずれの記録もすでに容易には更新できな

い領域に達しております。唯一、最大の凧については現在の世界記録保持の凧の製作者であるピー

ター・リンが幅 45 メートル、飛揚面積 1,250 平方メートルの凧のソフト・カイトを準備している

と自身のホームページに書いているので更新が期待されます（参照資料 14）。 

以上 
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