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  凧の世界史５：凧から始まった飛行機の開発 
        ライト兄弟による有人動力初飛行 

 

前回（会報第 83 号）でポール・ガーバーが太平洋戦争（第２次世界大戦）のとき

に開発したターゲット・カイトについて紹介しました。ガーバーは、ワシントンの

国立航空宇宙博物館の学芸員として飛行機開発の歴史に残る多くの飛行機のコレ

クションに尽力したことにもふれました。今回は、そのコレクションの一つである

ライト兄弟による世界初の動力付き有人飛行機（ライト・フライヤー号）について、

紹介します。凧は人間の生活や文化の向上にいろいろ関わっていますが、その中で

も飛行機の開発に結び付いたことは最も大きな出来事でしょう。 

 

●飛行機の開発を始めるまで 

兄ウィルバー・ライト（Wilber Wright – 1867～1912）と弟オーヴィル・ライト

（Orville Wright ‐1871～1948）の２人が飛行機の開発に取り組むきっかけにな

ったのは、1896 年 8 月にドイツのオットー･リリエンタール（Otto Lilienthal‐

1848～1896）がグライダーで滑空中に突風にあおられて墜落死した事故だったとい

われています。リリエンタールはそれまでに 2,000 回以上の滑空に成功しており、

兄弟が畏敬していた人でした。兄弟は子供のころ、凧やヘリコプターのおもちゃで

遊んでいました。父親が旅行のお土産として兄弟に与えたゴムバンドを動力とする

フランス製のおもちゃのヘリコプターでは壊れるまで遊び、壊れると自分たちで作

ったりもしました。後年、この遊びの経験が飛行への関心の端緒になったと兄弟は

述べています。リリエンタールの事故死のころ、兄弟は自転車販売店を開いていま

した。開店当初はそれ以前から経営していた週刊新聞の印刷発行などの印刷業と平

行して中古自転車の販売や修理をしていましたが、その後、部品を取り寄せての新

しいオリジナルブランドの自転車の組み立ても行うようになり、その盛況で、印刷

業は共同経営者だった友人に譲って、自転車販売に専念していました。自転車の修

理や組み立ての仕事での経験は、飛行機の製作に役立ちました。リリエンタールの

事故死と同年の５月には、スミソニアン協会（Smithsonian Institution）の会長

でもあったサミュエル・ラングレー（Samuel P. Langley‐1834～1906）が無人の

蒸気動力飛行に成功し、夏には、オクターヴ・シャヌート（Octave Shanute‐1832

～1910）等がミシガン湖畔の砂丘で各種 

のグライダーの飛行実験を行ない、 

いよいよ有人での動力飛行が期待される 

時期でもありました。 

 

●凧による実験 

ライト兄弟は 1899年 6月には翼長が 

1.5メートルの複葉の飛行機凧 

（1899カイトと呼ばれる。図１参照） 

を製作し、凧に結ばれた４本の紐で翼を 

図１：1899カイト 
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ねじって、左右の翼の揚力に差を与えると、揚力の小さい方に回転することを発 

見しました。２本の棒の両端にそれぞれ２本の紐を結びつけて翼のねじれを制御 

するようにしたのです。この結果は、1990 年以後のグライダーによる実験での操

縦技術開発に生かされることになりました。 

 

●グライダーによる実験 

1900 年からの３年間は、兄弟はノース・カロライナ州の大西洋岸にあるキティ・

ホークに行き、次のような年度で表される３機のグライダーで実験をしています。 

  1900グライダー  翼長 5.3メートル 重量 24キログラム（写真１） 

  1901グライダー  翼長 7メートル  重量 44キログラム（写真２） 

  1902グライダー  翼長 7.8メートル 重量 51キログラム（写真３） 

キティ・ホークは安定した風が吹き、 

足元は柔らかな砂浜になったところです。 

２人はアメリカ気象協会（U.S. Weather  

Bureau）にキティ・ホークの気象データを 

もらい、精査した結果、家のあるデイトン 

からは遠いもののそこで実験をすることに 

決めました。1900グライダーはほとんどの 

時間、凧と同じように砂浜に紐で係留され 

た状態で実験に供されています。複葉の 

グライダーは先人であるシャヌートが 

1896年に実施した実験で使用されたもの 

を参考にしています。1901グライダーは、 

写真の上が機首になります。この機を使用 

して 7月～8月に行われた 50～100回の飛 

行試験では、6メートルから 122メートル 

の飛行距離を得られましたが、予期してい 

た揚力は得られませんでした。この試験結 

果から兄弟はリリエンタールの実験データ 

の正確性を疑い、100年以上にわたって、 

揚力算出に使用されていた公式の係数が実 

際よりも 60パーセントも異なっていたこと 

を見つけ、シャヌートの依頼で並みいる専門 

家の前で講演もしています。さらに風洞実験 

装置を作製して翼の模型が受ける風の抵抗を 

観測し、次のグライダーの揚力の改善につな 

げました。1902グライダーは 1902年の 9月 

から 10月にかけて、700回を超える滑空を 

行ない、最長で 26秒、約 190メートルの滑 

空に成功しています。可動式の操縦桿で 

写真１： 1900グライダー 

写真 3： 1902グライダー 

写真２： 1901グライダー 
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ローリング（横揺れ）、ピッチング（縦揺れ）、ヨーイング（偏揺れ）の３軸の制御

ができるようになり、この制御方式については 1903 年 3 月に特許も申請していま

す。制御可能な滑空を手にすることができ、エンジンを開発すれば、いよいよ動力

付きの飛行ができるところまで準備がととのいました。 

 

●初飛行へ 

1903年に兄弟は動力付きの飛行機 

（1903フライヤー号、フライヤー1号、 

またはライト・フライヤー号と呼ばれ 

ている）を製作しました。骨格は 

トウヒの木材、翼面は布（モスリン）、 

プロペラは木製で自作したものです。 

当初、船のスクリューを応用しようと 

考えましたが、適当なものがなかった 

ので風洞を作り、試験を繰り返し、 

新しいプロペラの設計をしました。 

長さ約 2.4メートルの３層のトウヒの 

合板で製作された２本のプロペラは、 

発生する回転力を互いに打ち消すように、逆方向に回転するようになっていました。 

プロペラを回すチェーンは自動車メーカーの製品で、自転車に使用する強度のある

ものを転用したものです。エンジンは、いくつかのエンジンメーカーに問い合わせ

たものの、軽量で強力なエンジンが手に入らず、結局、ライト兄弟の自転車販売店

のメカニック担当者と兄弟が打ち合わせながら６週間で作り上げました。本体は当

時はまだ珍しかったアルミの鋳物で作られ、翼の支柱に取り付けられた燃料タンク

からゴム管を介して、重力で自動的にシリンダーに供給されるようになっていまし

た。重量は 82キログラムで出力は 12馬力だったそうです。 

このような装置を積んだ 1903フライヤー号は翼の全長は 12.3メートル、重量は

274 キログラムでした。初飛行はキティ・ホークで 1903 年 12 月 17 日に成功し、

その日のうちに４回飛行しています。 

  1回目 12秒 36メートル 

  2回目 12秒 53メートル 

  3回目 15秒 60メートル 

  4回目 59秒 256メートル 

この４回目の飛行で着陸に失敗し、前部を破損しました。最初の飛行は弟オーヴィ

ルが操縦し、この飛行に立ち合っていた５人の中の１人が撮影しました（写真４）。 

兄弟は有人による動力飛行実験の成功について新聞社に知らせるように父親に電

信を送ったのですが、新聞社は飛行時間が短すぎるとして記事にしませんでした。

兄弟は翌年１月にふたたび、新聞社に記事を送ったのですが、それは褪せた情報に

なってしまいました。 

 

写真４： 1903フライヤー号 
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●初飛行成功の理由 

ライト兄弟が世界初の有人動力の初飛行にわずか７年で成功したのは、兄弟が先人

の知識や試験結果をうまく取り入れ、自分たちの技術的な位置を冷静に確認し、安

全で科学的に開発作業を進めた結果といえます。前述のように、この分野の先駆者

であったラングレーはすでに 1896 年には無人の蒸気動力の飛行に成功し、有人の

動力飛行も目指していました。兄弟の初飛行成功の直前の 10月 7日と 12月 8日の

2回、ポトマック川の水上でラングレーの設計した飛行機（エアロドロームＡ）が

飛行に挑戦しましたが 2回とも失敗しています。ライト兄弟はエンジンよりも先に、

操縦性についてよく研究し、ローリング（横揺れ）、ピッチング（縦揺れ）、ヨーイ

ング（偏揺れ）の３軸の制御ができるようになってから、12 馬力のエンジンを搭

載したのに対し、エアロドロームＡは、大きな機体に 52 馬力もあるエンジンを搭

載していたのですが、ローリングの制御に欠点があったといわれています。ラング

レーは軍から 5 万ドルの資金援助を得て開発したのにかかわらず失敗してしまい

ましたが、ライト兄弟は 1,000ドルに満たない自分たちの費用で開発に成功しまし

た。これは、先人の経験や実験結果を有効に利用し、風洞実験なども行い、安全か

つ、科学的な方法で着実に開発を進めた結果でしょう。 

  

●初飛行以降 

初飛行以後、兄弟は実用的な飛行機を作り、販売するために自転車販売店を閉じま

した。しかし、兄弟は裕福でもなく、政府の支援もなかったので財政的に厳しい決

断でした。弁理士は特許の戦略のため、飛行機の詳細を明かさないよう進言してい

ました。1904 年、兄弟はフライヤー二号を作りましたが、旅行費用を削減するた

めにデイトンの近くにある牛の牧草地を飛行場として無償で借りていました。1904

年 11 月 9 日には、その牧草地をほぼ４周する約 4.4キロを 5 分 4 秒で飛行してい

ます。さらに次に開発したフライヤー３号は、３軸の操縦を独立して制御できるよ

うになり、1905年 10月 4日には報道陣に公開して、約 33キロを約 33分で周回飛

行しました。ライト兄弟もこの成功によって製造・販売できる実用的な飛行機製作

の目標に達したと確信するようになりました。 

 

●スミソニアン協会との確執 

スミソニアン協会会長のラングレーはエアロドロームＡでの飛行に失敗し、以後の

飛行機開発を断念し、失意のうちに 1906 年に亡くなりました。ラングレーの後を

継いでスミソニアン協会会長に就任したチャールズ・ウォルコット（Charles D. 

Walcott‐1850～1927）はライト兄弟に敵意を示し、２人の偉業を認めず、スミソ

ニアン協会の資料にもライト・フライヤー号の記述を一切せずに黙殺しました。ラ

ングレーの名誉回復を図るウォルコットは、特許でライト兄弟と係争していたグレ

ン・カーチス（Glenn H. Curtiss‐1878～1930）に資金援助をして、エアロドロー

ムＡにエンジンを含めて 35か所もの改造を加えて 1914年に再度飛行実験を試みま

した。わずかな直線を浮いた程度の飛行機でしたが、改造を伏せて、「初めて飛行

できる飛行機を製作したのはラングレー」という報告をスミソニアン協会の年次報



5 

 

告に掲載し、1903 年当時に戻したエアロドロームＡを「有人で飛行できる世界初

の動力飛行機」としてワシントン国立博物館に展示もしました。すでに兄ウィルバ

ーは亡くなっており、オーヴィルが協会に抗議したのですが無視されてしまいまし

た。そしてオーヴィルはロンドンの科学博物館から展示したいと申し出があったラ

イト・フライヤー号を 1928年に貸し出してしまいました。 

 

●特許問題 

ライト兄弟は初飛行前に、飛行制御法に関して 1903年 5月 23日に特許を申請して

いました。その後、1903 年 12 月 17 日に初飛行に成功し、特許は 1906 年 5 月 22

日に認められました。しかし、グレン・カーティスとライト兄弟はいずれも飛行機

製造の会社を作っており、特許紛争は継続しました。1914 年、ヨーロッパで始ま

った第１次世界大戦で飛行機が使用されだしましたが、両者の特許紛争のために、

アメリカ政府は自国製の飛行機が使えず、フランス製の飛行機を使うような状況で

した。このためアメリカ政府は、1917 年に両社に圧力を加えて合併させ、カーテ

ィス・ライト社ができました。 

 

●ライト・フライヤーの帰還 

イギリス旅行に来たアメリカ人は「何故ロンドンの博物館にライト・フライヤー号

があるのかと驚きました。それはやがて世論となり、スミソニアン協会もいつまで

も無視するわけにはいかなくなってきました。ウォルコットの死後、1928年にスミ

ソニアン協会の会長職を継いでいたチャールズ・アボット（Charles G. Abbot‐1872

～1973）は、オーヴィルと面談し、ライト・フライヤー号をアメリカに戻すよう要

請しました。それに対するオーヴィルの条件はただひとつ、「歴史を正しく修正す

る」事だけでした。 

1942年、ついにスミソニアン協会は声明を発表し、1914年の実験に際してエアロ

ドロームＡ にされた改造のリストを公表し、ライト兄弟の偉業を認め、兄弟に陳謝

しました。オーヴィルはライト・フライヤー号をアメリカに戻すために英国の科学

博物館に返還を要請しました。しかし、科学博物館は正確な模型を作製するために

直ちに返還せず、ライト・フライヤー号がアメリカに戻ったのは、第２次世界大戦

も終わり、オーヴィルが1948年1月30日に亡くなった後のことになりました。 

1948年11月23日にオーヴィルの遺言執行人が 

スミソニアンとの間でわずか１ドルで販売す 

契約を締結し、1948年12月17日にワシントン 

国立博物館で盛大な展示除幕式が行われました。初飛行 

成功からちょうど45年目になる日でした。 

英国から船で返還されたライト・フライヤーを 

カナダ東海岸で出迎え、ワシントンにトラック 

で輸送し、ワシントン国立博物館まで誘導した 

のは、当時、スミソニアンの学芸員だったあの 

ポール・ガーバーでした。 写真５：除幕式の 
ポール・ガーバー(右) 
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