
凧の世界史６：独力で有人動力初飛行に挑戦した 

先進の日本人発明家二宮忠八  
 

前号（日本の凧の会会報第 84 号）ではライト兄弟による凧での実験

から始まった有人の動力飛行の初めての成功について書きました。今回

はライト兄弟が飛行機を開発していたほぼ同時期に、日本で独自に飛行

機を発想していた二宮忠八について書きます。二宮忠八については、広

井力さんが監修された天満堂書店刊の「二宮忠八―凧と飛行機にかけた

生涯」全３巻（ 1978 年）や吉村昭の小説「虹の翼」（文春文庫－ 1983

年）などの書籍、さらにＮＨＫで放映された「その時歴史が動いた」で

も取り上げられていますので、すでにご存知の方が多いかと思います。

今回は、京都の八幡市にある飛行神社をたずねての知見とあわせて紹介

してみます。 

[生い立ち] 

二宮忠八（1866 年（慶応２年）～1936 年（昭和 11 年））は、愛媛県

八幡浜の商家の四男として生まれ、幼いころから好奇心が強く、手作り

の凧で遊んでいました。忠八が 12 歳の時に父がなくなり、家は困窮し

ました。忠八は印刷所や薬屋に奉公に出て働きながら物理や化学の本を

読んで勉強していました。また、凧作りの経験を生かして自分で考案し

た「忠八凧」（写真１）と総称されるさまざまな凧を作って周囲の人た

ちを驚かせ、また収入の足しにもしていました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１  

忠八凧のいろいろ  



写真２：飛行の原理発見  

錦絵に描かれた気球からも、空へのあこがれはかき立てられて、細い

竹で卵型の籠を作り、紙を貼った立体的な凧を作り、風船凧としたこと

もありました。また、「凧の凧」という凧では、「子凧」と呼ばれた糸昇

り（猿・フータン）が揚げ糸を上昇し、揚がっている凧（親凧）に達す

ると子凧に挟んでいたビラが散布されて手元に戻るような仕掛けを考

えたりしています。これらの経験が後に飛行機作りを目指すのに役立っ

ているようです。 

 

[飛行原理の発見] 

1887 年（明治 20 年）に入隊した忠八は 1889 年に樅の木峠（現在の香

川県仲多度郡まんのう町にある）野外演習の帰路で昼食を摂っていまし

た。そのとき、上昇気流に乗って翼を固定したまま、舞いあがっていく

カラスを見て、忠八は向かって吹いてくる風を翼で受け止め、その空気

抵抗を利用すれば翼を羽ばたかせなくても空を飛べるのではないかと

考え、その飛行の原理を理解し、「飛行の原理発見」というメモを残し

ています（写真２）。 

すなわち、「翼を上下

に煽いで進行せしむ

る力に依り、仰角度

ある翌面に大気を圧

して向上線とする線

（ａ）と鴉（カラス）

自体の重量は絶えず

降下せんとする垂下

線（ｂ）との和、即

ち、両線の並行方形

の対角線（ｃ）に向

かって水平に 進む

（後略）」と記してい

ます。これはレオナ

ルド・ダヴィンチ以

来の何百年もの間、

定説になっていた翼

を羽ばたかせて飛行

するという考え方に

代わって、仰角を持った固定翼が

推進力によって発生する揚力で

飛揚できるという飛行原理を  

独自に見つけたことになります。 

 



写真３  カラス型飛行器  

[カラス型飛行器と玉虫型飛行器 ] 

樅の木峠でカラスの滑空を観察した日から忠八は空を飛ぶ研究に没

頭し、1891 年 4 月にはカラス型飛行器（写真３）を完成させています。  

 

（「飛行器）は 

忠八が使用 

した用語です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その主翼は単葉で上反角を持ち、翼幅は 45 センチ、全長は 35 センチ

で機首には垂直安定版、機尾には水平尾翼があり、３つの車輪を備えて

いました。陸軍病院勤務であった忠八は聴診器のゴム管を流用したゴム

ひもで４枚羽のプロペラを回転させる方法をとりました。 1891 年 4 月

29 日には約３メートルの自力滑走の後、離陸して 10 メートルを飛行さ

せて日本初のプロペラ動力による飛行実験の成功となり、その翌日には、

手投げで発進させて約 36 メートルを飛行させています。  

カラス型飛行器での飛行成功の 2年後の 1893年 10月には有人飛行を

前提にした「玉虫型飛行器」の縮小模型（翼幅 2 メートル）を作成して

います。これは尾翼のない複葉機で、上の主翼に比べると小さな可動式

の下の翼が操縦翼面となる設計でした。      

 

 

 

 

         

写真 4 は後に、実物大

の模型として航空科学

博物館に展示されたと

きの玉虫型飛行器です。 

 

 

写真４  

玉虫型飛行器  



 

これもカラス型飛行器と同様に４枚羽のプロペラを機尾に備えてお

りましたが、動力源については未解決でした。車輪はライト兄弟が初飛

行に成功したときの飛行機にはまだ取り付けられていなかった先進の

ものです。 

 

[軍への上申] 

日清戦争時に大島旅団の野戦病院の衛生兵だった忠八は飛行機の有

効性について考え、有人の玉虫型飛行器の開発を上官の寺田軍医を介し

て参謀の長岡外史大佐と大島義昌旅団長に上申しました。しかし、その

上申は「軍務多忙の折、検討する暇がない」という理由で却下されてし

まいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５はライト兄弟の動力付き有人飛行より九年余り前の１８９４

年８月に提出された上申書に添えられた設計概要図です。日清戦争に勝

って大島旅団が凱旋帰国後にも、忠八は旅団長の大島義昌に上申書を提

出しましたが、夢物語として受け取られませんでした。  

 

[自力開発を目指して］ 

軍に頼って開発を進めることができないことがわかった忠八は、自力

で開発するための資金集めのために、製薬会社に入社し、業績を挙げて

1906 年に支社長にまで昇進しました。この時期は資金をまかなえず、

ほかにスポンサーも現れなかったため飛行器の開発は停滞していまし

た。 

写真５  

上申書に添えら

れた設計概要図  



この間、1903 年 12 月 17 日、ついにライト兄弟が有人飛行に成功し

ていましたが、このニュースはすぐには日本には伝わらず、なおも忠八

は飛行器への情熱を持ち続けていました。同じ 1903 年の秋には、翼幅

5.4 メートルの玉虫型飛行器の実験機の製作をほぼ完了し、動力には、

精米機のエンジンを購入して搭載する予定でした。しかし、ライト兄弟

の有人飛行成功を知った忠八は、動力源以外は完成していた飛行器の開

発を取りやめてしまいました。ライト兄弟の初飛行のニュースを忠八が

知った時期については、ライト兄弟の初飛行成功直後に知っていたとい

う説から 1909 年 10 月 3 日付の新聞で知ったという説（参考資料６）ま

でいろいろあります。ライト兄弟がアイディアの盗用を恐れてなかなか

公開飛行を行わなかったため、アメリカでも情報の遅れがあり、広く知

られるようになるには時間がかかったようです。  

 

[飛行神社] 

世界はいよいよ飛行機の時代へと動き、飛行機による犠牲者が多くみら

れるようになり、それを知った忠八は、同じ飛行機を志した人間として

これを見すごすことはできないと、その霊を慰めるために 1915 年に現

在の京都府八幡市の自邸内に私財を投じて飛行神社を創建し、航空安全

と航空事業の発展を祈願しました。現在の社殿、拝殿、資料館は平成元

年飛行原理発見百周年を記念して、二宮忠八の次男二宮顕次郎によって

建てかえられたものです。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６ 飛行神社  



 

[その後のテスト] 

忠八の製作していた機体は重量が重過ぎるため、完成しても飛べたかは

長らく疑問視されていたものの、理論的には正しい事は現在では認めら

れています。 

 平成３年 10 月の飛行実験では、玉虫型飛行器の実物大の復元模型が

作製され、愛媛県八幡浜市保存されていたものを使用して、エンジンを

取り付け、実際に人を乗せて飛べるかのテストが行われ、この時、１メ

ートル浮き上がり、200 メートル飛び、忠八の飛行器は動力さえあれば

人を乗せて飛ぶことができたことが証明されました。その様子は「夢の

翼・世界航空史のパイオニア二宮忠八」というタイトルで平成４年１月

13 日にＮＨＫスペシャルとして放映されました。 

 

[表彰と謝罪] 

忠八は 1919 年に、同じ愛媛県出身の白川義則陸軍中将と懇談した際に、

以前飛行器開発の上申をしたが却下されたことを告げました。白川は男

爵であり、陸軍大将、陸軍大臣にもなった人物であり、その白川が専門

家に聞いてみるとその内容は技術的に正しいことがわかり、ようやく軍

部は忠八の研究を評価するようになりました。忠八が飛行器開発を上申

したときに却下した長岡外史は陸軍中将まで昇進した後、すでに陸軍を

退役していましたが自らの先見のなさを嘆き、二宮に直接面会して謝罪

したそうで、その後も、二宮の研究と功績を後世に伝えることに尽力す

るとともに、飛行機の普及を計るため、 1915 年に国民飛行協会（1918

年には帝国飛行協会に改組）を創設し、人材の顕彰や育成にあたったと

いうことです。1921 年 11 月には、長岡外史が「二宮忠八氏の偉業」と

いう記事を帝国飛行協会の航空雑誌「飛行」に書いています。1922 年、

陸軍により表彰された後も、次のような数々の表彰を受けました。  

◎1925 年９月、逓信大臣から銀瓶 1 対を授与される 

◎1926 年 5 月、帝国飛行協会から有功章を受章 

◎1927 年、勲六等に叙せられる 

1938 年には国定教科書（小学国語読本巻９尋常科用）にも掲載されま

した。忠八の死から 18 年後の 1954 年、英国王立航空協会は自国の展示

場へ忠八の「玉虫型飛行器」の模型を展示し、彼のことを「ライト兄弟

よりも先に飛行機の原理を発見した人物」と紹介しています。  

[余話 ] 

「飛行器」とは忠八本人の命名ということですが、「飛行機」という用

語は森鴎外が 1901 年の日記に使用したのが最初の用例とされています。 

忠八は生涯に一度、八日市の陸軍飛行場で飛行体験をしており、その

時の感慨を晩年、家人に次のように話したとされています。「若い頃、

毎晩飛行機に乗った夢を見た。初めて空を飛んだ気持ちは、夢で見たの

と少しも違わなかった。」            以上 

http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E5%8D%94%E4%BC%9A&action=edit&redlink=1
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