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50周年を視 して

三津雄

50周 年おめでとうごさいます。

日本学生航空連盟の発足が55年前の昭和 5年ですから、貴校

航空部の歴史は学連の歴史とほぼ同じといえるで しょう。戦中、

戦後の苦難の時代に頑張られた先輩の方々のご苫労は並大低の

ことではなかったと思います。この場をお借 りして、感謝の言

葉を述べさせていただきます。

大空を飛ぶということは、貴校航空部が発足した当時は、大

きなロマンであると同時に生命を賄けた冒険だったと思います。

航空の歴史は、また悲 しい事故の歴史でもありました。にもか

かわらず、空を飛ばうと挑戦する若者が絶えなかったのは、そ

れほど大空に魅力があったからにはかありません。

朝日新聞社が昭和12年 に行った「神風号Jに よる東京―ロン

ドン間の亜欧大飛行が、最近、「美貌なれ昭和Jの タイ トルで

テレビドラマ化され、大きな反響を引き起こしました。私たち

の航空部にも全国から手紙が寄せられ、当時の記念品が続々と

届けられました。

卒直にいって、飛行機が大勢の人を乗せ世界中を飛び回るの

が当り前の時代に生きている私には、この大騒ぎがピンとこな

いところがありました。当時のフィルムをみますと、大飛行に

成功した飯沼飛行士、塚越機関士を銀座に迎えた大観衆の狂乱

ぶりは、阪神タイガース優勝の甲子園球場を想起させるものが

あります。

国産機による初の亜欧飛行。飛行時間の LI界記録樹立。新聞

の大報道。色々の要素が重なったとは思いますが、基本的には

命知 らずの「 冒険野郎」への拍手だったと思います。どんな壮

挙・冒険よりも大きな拍手を呼ぶ試み―― 当時において空を飛

ぶことの重さがあったのです。それほど危険な挑戦だったのです。

現在、空を飛ぶのは地上を車で走るよりも安全という時代を



迎えています。だからこそ、日航機墜落事故の衝撃が大きかっ

たともいえます。「安全なはずの空が、どうしてか ?Jと いう

気持がみんなにあったからで しょう。

グライダーの世界には、今日のように空を飛ぶのが当り前に

なっている時代の中にあって、どこか「 冒険野郎Jの要素をと

どめいているところがあり、それが大きな魅力になっています。

もちろん、教官の指示を確実に守 っていれば事故は起きません

し、最近は大きな事故はありません。飛行機が科学の力で自然を

征服 しスピードを手に入れるという面が強いのに対し(そ のおご

りに対 して事故という罰が下されるのです)、 グライダーは自然

の力を利用 し、その偉大さに従うという面が強いように思えます。

まず自然をよく観察 し、その力を借りる術を学ばなければな

りません。と同時に、多 くの人たちの協力なしには飛ぶことが

できません。空から地上を見ると、日常生活では見えなかった、

全 く別の世界が見えてきます。空を飛ぶと、誰 しもが自然主義

者、哲学者になります。ここが、ほかのスポーツとの決定的な

違いと思います。青年教育の場としてグライダーが有効である

のも、このためです。

グライダーは気流という目に見えないものを見つけなければ、

高 く遠 く飛ぶ ことはできません。目に見えないものの力 (例 え

ば政治の世界では世論、民意のようなもの)に 感謝 し、その存

在を見抜 く力を養うところに、グライダーの神髄があるように

思われます。

グライダーを学んだ青年は、自然にそのことを体得 している

はずです。貴校航空部からす ぐれた先輩が続出しているのも、

こうした精神と眼力をもって巣立っていったからだと思います。

現在の部員の諸君たちも、きっとすばらしい社会人になると

思います。新部員をも、やし、一層発展されることを期待 します。
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学連の推進力

同志社大学航空部の栄光に輝 く創立50周年記念を衷心よりお

慶び申し上げます。

戦前、戦中を通 じて培ってきた多くの秀れた航空部 OBを擁

した貴大学は、戦後の空の自由の回復と共に、その幅広い活力

を生かして、学生航空連盟の復活と発展のための中核的推進力

となったのであります。

昭和27年、日本学生航空連盟再発足に向けて多数の OBが大

きく動き始めたとき、関西学連 OBの会・鵬翼会の幹事長とし

て、空の男の標本のように情熱を傾け、温容な人柄をもって、

よく多数の意思をまとめて積極的運動の先頭に立たれた牧野伊

兵衛氏は、更にその後、学連の訓練部長として飛行技術の教育

体制を確立 して くれました。一方、この学連復活運動に呼応 し

て、戦前の学連を援助 し、その強力な組織の上にのせて学連を

育てて くれた朝日新聞社の内部にあって、航空部員として、直

接その再出発にご尽力賜った石田文雄氏は、その後、学連事務

局長となり、緻密な思考力と優れた渉外能力をもって、学連の

組織化や機材の整備まで、万般にわたり、今日の強固な基礎を

築いて下さった御功績は大きいものがあります。そして、戦後、

航空部監督として活躍された牧野鐵五郎氏、北尾直敬氏、喜田

益生氏、三浦智介氏及び窪田昌三氏の学連への貢献は舌」目すべ

きものがあります。これらの方々はまた、専門技術協議会の面

でも御協力を賜っておりました。その他にも感謝すべき多数の

OBの方々がおられますが、私の印象に深 く刻まれている方に

尾田 OB会々長、佐々木哲氏、吉川禎一氏、向井清人氏などが

おられます。

さて、私は小野哲航空部長に敬意と感謝の意を捧げなければ

なりません。それは戦前の OBの活躍もさることながら、永久

的実在としての学連をしっかりとリー ドして貰わなければなら
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ない教官を養成 して、その指導体制に断層の生 じないように配

慮する必要があるのですが、そのような重要な役割をはたして

下さったことであります。初代訓練部長として飛行訓練の基本

体制を確立 し、発展させた牧野伊兵衛元教官の足跡は偉大であ

ります。関西学連の学生の信望を集めていた牧野鐵五郎元教官、

現在の学連の訓練部長としてよくその重責をはたし、学生や関

係者から信頼の念をもって敬愛されている北尾直敬教官、そし

て若 くて優秀な田口昇教官へと継続的に各世代毎に配置された

同志社出身の教官の存在は、まさに学連の支柱というべきであ

ります。

同志社大学航空部の、この素晴 しい伝統と活力によってもた

らされた、多くのご功績に対 して、私たちは限りない讃辞を送

るものであります。

学連は、大空にあこがれる多数の若人の集いの場であります

から、これからも色々な問題が生起するでありましょう。その

ような時に、各大学問にあって秀れた航空部が基準的在 り方を

示 していただけるならば、良識ある多 くの航空部もまた、良き

パー トナーとして学連を盛り立てて くれるで しょう。私は同志

社大学航空部 こそ、そのケルンとなってもらえるものと信 じ、

期待 しているのであります。

今後、ますますのご活躍とご発展を祈念 して、お祝いのこと

ばといたします。
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お視いの言葉

同志社大学 学長 枝

同志社大学航空部が牧野伊兵衛氏 らによって創設 されてか ら

半世紀を迎え られます ことを心か らお慶びいた します。大空を

翔 ることに青春の情熱を燃や してスポーツマ ンシップを鍛える

航空部の皆 さんは、数多い体育会各部の中で もユニークな存在

です。戦前 は飛行機並びにグライダーによる飛行訓練 と発動機

の整備実習が主であったようですが、グライダーこそは人間が

空を飛ぶ ことの原点です。

航空は前世紀の末年、オ ッ トー・ リリエンタールの滑空実験

に端を発 し、 ライ ト兄弟 もまた新聞記事によってその事を知 り、

1900年か らノース・ カロライナの砂丘を利用 して滑空実験を始

めま した。 日本では1909年上野不忍池のほとりでフランス大使

館付武官ルプ リウールと海軍の相原四郎が 自動車曳航による滑

空を行 ったのが最初であります。その後の航空に関す る科学 と

技術の進歩は皆 さんのご存 じの通 りです。その辿 った道は自然

を人間の能力によって征服 し、より速 くより高 くより遠 く飛ぶ

ということでありま した。

しか し一方では自然に融けこみ、それ と共存 し、自然の力を

最大限に利用 して空を翔ることに楽 しみを見出そうとするスポー

ツがありま した。爆音に妨げ られることな く、機体を撫でる風

の音 と緩やかにめ ぐる地上の風景だけを友 として、上昇気流を

求めて自由に空を滑 ることのできる皆 さんはまことに羨ま しい

限 りです。

ソアラーの性能向上は航空流体力学にとって 1つの目標であ

りますが、滑空比が40を 超えた現在、空力的設計はほとんど窮

極に達 した感があります。 しか しなお主翼面 Lの流れをいたる

所層流に保つ ことは不可能で、かなりの部分が乱流への遷移領

域にあるか、舌L流領域にあります。乱流の本質の解明が多 くの

未解決の問題を含んでいる現在、乱流の制御にも進歩が期待 さ

燦本
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れます。さらに各種のセンサーと電子技術によって、最適飛行

状態を自動的に実現できるようなソアラーも現われて くるで しょ

う。いつの日にか昼夜にわたり海や大陸を横断する長距離滑空

が可能になるに違いありません。技術と工学のもう 1つ の挑戦

として、太陽電池航空機の将来も楽 しみですが、これもまた渡

洋滑空と同じく多くの人々がその醍醐味を自分のものとするこ

とはできそうにありません。

一方ハング・ グライダーにエンジンをつけたような超軽量飛

行機 (ultralight airplane)は キットを買えば自分の手で組み立

てられ、万一の場合にはパラシュー トで機体全体を吊り下げる

ことができ、モーター・ グライダーよりも手軽ですから、米国

ではすでに 2万人の愛好者がおります。

大学の航空部がどのような方向に発展 していくにせよ、やは

リソアリングが本流であることに変わりはありません。皆さん

が十分に基礎訓練を積んで空を翔る喜びを満喫され、いつの日

か諸外国の航空青年と技を競い、共に交歓される機会の来るこ

とを心から念願いたします。
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創立50周年を迎えて

同志社大学航空部OB会 会長 田

今年は同志社航空部創立50周 年に当るお目出たい年であります。50周 年と

申しますと半世紀、長いようでもあり、また短かくもありました。創立当時

を振り返ってみますと、親 しい仲間と航空部発足のために走り回っていたの

もつい昨日のことのように思えますが、反面スポーツ航空として出発 しなが

ら諸般の事情で軍の払い下げ機材を使っての訓練という矛盾の時代、総ての

者が避けて通れなかった激動の昭和史の時代、一切の航空活動が禁止された

暗黒の時代を経て、晴れの航空再開の声を聞いた歓喜の時代と、まさに気の

遠 くなるような長い50年でもありました。

発足当時のスポーツ航空の原点に立ち戻っての再出発、躍進、そして発展。今や大学は独自の機材を

揃え、世界一流の機体を持って行なう独自の訓練体系が定着 してまいりました。この最近の姿と私達が

昭和11年 に日本学生航空連盟に加盟 し、我々より数年早 く学連に参加 していた先進校の後塵を拝 しなが

ら、いつの日にか必ず隆格な航空部を実現 しようと日常の訓練に励んでいた時代とを比べますと、まさ

に隔世の感があります。

簡単に50年 と申しますが、これは一つの歴史の節日であり、区切りであります。伝統に輝 く航空部の

歴史を具体的な形にあらわして次の世代に申し送ることは、現在航空部にかかわりのある我々の義務で

あり、責務であると考えます。

昭和58年 10月 に開かれた部長・学生・OB等の会合の席 L、 期せず して数項目の記念事業案が話 しあ

われ、それを実現させようという声が大きなうねりとなって高まって参りました。そこで昭和59年 2月

の OB総会でこれら計画案を検討 した結果、11)新格納庫の建設 (2)新機体の購入 13)50年誌の出版 14)

記念式典・祝賀会の開催の 4つ の計画を 4本柱とし、これに付随した諸事業の実現のため準備委員会を

編成いたしました。

これらの経過は別段の「記念事業の概要Jで詳 しくご報告いたしますが、これらの計画は昭和61年 に

はいづれもほば完全に実現できるものと自負 しております。中でも新格納庫に永久保存の形で保管され

ることになった同志社大学航空部の所有機第 1号アロウヘッド及び第 2号機の初代イオラスの 2機 は、

今後学生の部活動を暖かい日でいつまでも見守って くれることと思います。

最後に今日の航空部の発展は各々の時代を背負った若者達が最大限の努力を積み重ねた結果得られた

ものであることは申すまでもありませんが、FEl時 に常々航空部をご支援、ご声援下さった関係各方面の

方々のご厚情のお陰であることも忘れてはなりません。

今、50年のよき年を迎えるにあたり心から厚 く皆様にお礼を申し上げると共に、今後も変らぬご指導

を賜わりますよう改めてお願い申し上げる次第であります。
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ごあいさつ

同志社大学航空部 主将 新 博

Fol志社大学体育会航空部は、創立50周 年という記念すべき年を、今年迎え

ました。ここに、OB諸兄の御尽力により、このような立派な50年誌「翔友J

が発刊されますことを、誠に嬉 しく存 じます。さらに、本年はかねてからの

念願であった、高性能プラスチック製単座滑空機、ASK-23の導入、加え

て田辺校地に新格納庫及び部室の併設までが実現 し、秋には50周 年記念式典

が催 されるなど、OB諸兄の各世代からの、世話役委員の方々の、熱意ある

御支援を賜 りました結実を、この誌面をお借りいたしまして、心から御礼を

申しあげます。

本誌の随所に記されているように、わが航空部の創設は昭和11年で、それは ドイツの リリエンタール

が、グライダーを飛ばした半世紀後の頃。日本の航空界の夜明けの時代に、我々の先駆者が、大空を我

がものとされた話を幾度 も拝聴 しております。当初の訓練は複葉の飛行機であって、つづいて滑空機班

も加わり、整備班も編成されて、多方面に御活躍されていたそうですが、その後、戦中 。戦後の激変の

後に、今日のグライダースポーツとしての航空部が再開されましたことも、現部員は全員承知 しており

ます。この間、実に50年 という月日があり、我々20才前後の現役部員にしてみれば、各自の父や母の年

齢にも相当する年数であります。この長 く輝かしい伝統は、将来も伸 し続け保持 して行きたいと思って

おります。

さて、今年は50年 目の節目の年であるとFEl時 に、また大きな過渡期であると思われます。それは、現

在、スポーツの多種多様化や、サークル、クラブの乱立などに見られるように、多様化の時代と言われ、

大学生活の 4年間にただ 1つ のものだけに熱中し集中することを、今日の学生に求めることは、かなり

困難なことになりました。しかし、航空部の運営には「ONLY FOR OUR CLUBJの人物が必要であ

ります.こ の相反 した関係、つまり多様化の時代に対応する航空部の課題が、当面の問題となって くる

と思います。この課題は、わが航空部が、日本学生航空連盟に加盟している同志社大学の航空部である

がゆえに、そして体育会傘下の航空部であるがゆえの、 二重の、かなりの負担であることは確かであり

ます。

今回50年誌「翔友Jの発刊を機に、その歴史と伝統を特に戦後再開30余年に及ぶグライダースポーツ

を受け継いできた、名門「同志社大学体育会航空部Jの課題と受けとめ、喜びと誇りをもって、現役部

員一同、協カー致 して活動いたしたいと思います。OB諸兄には、今後とも一層の御支援、御指導をお

願いし、現役代表のあいさつとさせていただきます。
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