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飛行機の部 その①

当時の陣容

私が航空部に入ったのは昭和15年。このとき同

時に入部 した仲間は、門田、友広、中野、清水そ

れに牧野の 5人 でその後同じ学年が 9人 にふえて、

我がもの顔に飛行場をノシ歩いた話は50年誌に詳

しく書かれている。当時の学連には操縦部 (飛行

機の操縦訓練)グ ライダー部 (グ ライダーの操縦訓

練)機 関部 (発動機の取扱、整備等の訓練)の 3部

があって、学生の中には操縦部 とグライダー部の

両方の訓練を うけた人も大勢いた。

その頃の航空部には、倉1部当時の功労者の一人

であった尾田先輩はすでに卒業されていたが、須

川、牧野 (伊 )、 竹内、橋本氏等の大先輩は学連の

助教 として活躍 しておられ、押 しも押されもせぬ

学生航空界の重鎮 として鎮座ましました。

さらにこれに続 く第二陣として石田、西田、村

上、白地、丸川、大西、岡山(巌 )、 ほかにグライ

ダー関係では中村、市川氏等のサムライが、綺麗

星の如 く居並んでいたのだから大 したものであっ

た。

昭和11年 12月 4口 が航空部創部の日であるから、

僅か 4年間でこんな豪華な陣容を整えたことにな

り、この素晴らしいエネルギーには、我々は無条

件で脱帽せざるをえない。

練 習 機

記録写真によると、昭和 11、 2年頃は、アンリ

オ HD 28型や、サルムソン2A2型 、それにア

ヴロ 504K型 などとい う練習機が飛んでいたらし

いが、なかでもアンリオのローン80馬力 とい うエ

ンデンは、プロペラとエンデンが固定式、つまり

プロペラとエンデンが一緒に廻転するとい うしろ

もので、潤滑油をやたらと喰ったと聞いている。

アンリオは自転車の車輪程度の車が 2ケ づつ左
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右に 4ケ ついていたが、 2ツ の車輪の間にはスキ

ーの権のようなものが装備されていて、前方に転

倒 しないようにしてあったらしい。ことはどさよ

うに当時の飛行場は凸凹であったのだろ うか。 し

か し2ケ づつついた車輪は、一寸今のジャンボ機

の車輪を発発させるものがある。 (勿論比べもの

にはならないけどネ……)

なにしろ時速80粁で精一杯飛んでいるのだから、

強い向い風などは、地上を走っている電車の方が

早かったにちがいない。

当時は名機 といわれていたこれらの飛行機も、

昭和13年頃には廃棄され、無惨な姿を格納庫の裏

にさらしていたとい うが、できることなら当時の

姿そのままに復元 してほしいと願っておられる先

輩達も数多 くおられるのではなかろ うか。

そのあとは、いわゆる赤 トンボの九五式三型、

アンリオHD-28型 酎燈社刊

「日本の航空50年」より転載

一型の全盛時代で、多 くの空を愛 した飛行機野郎

達を育て上げた功労者で、いづれも石川島飛行機

製作所の作品である。

三型はまさに初歩練習機の見本みたいな飛行機

で、 エンデンは単発150馬 力、 プロペラは木製で

佐貫亦男先生の設計 と聞いている。複葉、複座の

羽布張 りの機体は時速 120kmで ノンビリ飛んで



いたがその素直な操縦性は初心者にはもってこい

の機体であった。それでも空中操作 といわれた急

旋回、失速、キリモミ、累線降下など色々の科目

がやれて、我々を大いに楽 しませてくれた。

それになにより忘れてならないことは、この機

体で単独飛行をさせてもらったことである。大体

10時間前後練習するとボチボチ単独飛行が許され

るわけだが、尾権に lm程 の赤い布をつけて夕景

迫る飛行場を 1人で飛び立ったあの単独飛行の感

激は50年以上たった今でもハッキリと覚えている。

九五式一型練習機は、三型に比べるとエンデン

も350馬力 と大きく、カウリングもついていて、

集合排気管から吹き出される ドッドツドッとい う

力強い爆発音には思わず胸が躍った。

単発、複葉、複座は三型 と同じだが、三型に比

べて胴体も太 く、座ると肩までスッポリ入る座席

まわ りで、主翼も下の方が一寸短か く、張線も太

くたくましく本当にカッコ良い機体であった。そ

れもそのはずで、この一型は日本複葉機最後の傑

作 といわれ、戦時中に2618機製造されたといわれ

ている。

勿論これなら特殊飛行も殆んどの科目ができた。

宙返 り、宙返 り緩反転、キリモ ミ、急旋回、上昇

反転、急横転、緩横転、急反転、緩反転、背面キ

リモミ等、等。一緒に入部 した門田と私は、岡部、

永島両教官にこれらの特殊飛行を ミッチリと仕込

まれた。お陰で昭和18年 の 6月 には、多 くの先輩

達を追い越 して 2人 だけが特殊飛行の拡張試験に

合格 した。

緩横転などやっていると、日の前の地平線が、

カウリングを中心にグルリ、グルリと廻 リウット

リして自分が廻っているのを忘れることもあった。

はじめの頃は、宙返 りの頂点 とか、緩横転などで

裏向くと、自分の体が機体からブラ下がって、足

が腹のところへ下がってきて自分の体をコントロ

ールできなくなり悲鳴を上げたものだが、慣れて

くると不思議なもので、地面の方に頭が向いてい

ても体は機体にビッタリくっついているようにな

るから面白い。

お陰でこの頃に習得 した特殊飛行の経験は、そ

の後10年以上たった航空再開後も各地でタカ七型

ソアラーに乗って連続宙返 りや、上昇反転などの
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九五式三型 (写真提供 橋本元雄氏)



曲芸を自信をもって披露することができた。

練習場所

昭和15年 頃の練習は今の合宿オンリーの形態 と

はちがって、毎週金曜、土曜の午後 と日曜口に、

大阪の伊丹飛行場 (現大阪国際空港)で行われてい

た。予科時代、我々は学校の授業を 2時間日まで

受けると、あとは「公務欠席J扱いを うけて、練

習に行 くため一目散に学校から飛行場に駆けつけ

′こ。

飛行場では、時折 日本航空のフォッカー「中島

ユニバーサルJ機が、お客をのせてノンビリ出発、

着陸をする程度で、殆んど我々が我がもの顔に練

習をしていた。 しか し昭和 15、 6年頃から段々と

戦時色が強まってきて、学連も朝日の手をはなれ、

大 日本飛行協会の傘 下にはい り「日本学生航空

隊」 と改称され、練習生の数も増えてきたので伊

丹 と盾津の両飛行場で練習することになった。こ

の時の盾津飛行場の教官は島教官で助教は一山

(関大)門 田、牧野 (同大)の 3人 であった。

盾津飛行場は国鉄片町線 (今 の JR学研都市線)

の鴻池新田で降 り、田んぼ道を25分程南へ歩いた

ところにあった。同志社の航空部も創部当時は、

ここが本拠地であったのだから古巣に戻ったよう

なもので、生駒山の裾にあるためグライダー部の

上級生が飛行機曳航で盾津を出発 し、生駒山山頂

付近で曳航機から離脱 し、ソアリングを楽 しみな

がら帰ってくる練習をしていたが、いつだったか

山頂に教官が残 られたのを迎えに行 く役が廻って

きた。毎日後輩を後席に乗せて場周飛行に明け暮

れていた私は、ニツ返事で山頂の滑空場に向った

ことを覚えている。

盾津は今は トラックターミナルとか工業団地 と

かになって、昔の面影は全 く無 くなったと聞いて
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いるが、我々の昔の教官の吉田サンが今も元気に

ここに住んでおられる。

普段の訂1練はそんな訳であったが、春、夏など

の休みのときは矢張 り合宿訓練があった。兵庫県

加古川陸軍飛行場、明石川崎飛行場、名古屋の本

地ケ原飛行場、その後伊丹にも我々の合宿所が建

ったので伊丹でも合宿訓練を行 うようになった。

もっと以前には滋賀県八日市陸軍飛行場でも合宿

訓練があったと聞いている。

訓練余話

飛行訓練の中でも野外航法は楽 しいものの一ツ

であった。最初の野外航法は、関大の一山助教に

乗ってもらって伊丹一生駒山一石清水八幡一伊丹

の三角コースであったが、伊丹から生駒に向 うと

きに殆んど無風で真直 ぐ直進 していたら、助教が、

「牧野 !偏流は ?Jと 聞かれ、航法がはじめての

私は、偏流 とい うものはとらないといけないもの

か と思い「偏流 1度 右Jと 答えた ら、助教か ら

「そんな 1度の偏流ってどうしてとるヤー」 と笑

われたことがある。

そのほか、伊丹―加古川、伊丹一本地ケ原間の

空輸をかねた航法に参加 したが、本地ケ原に行 く

とき同僚の一人が、一度飛行中にタバコを吸って

みたいナーといいだし、虫日鏡の凸レンズを利用

してタバコに火をつけたが、吹きっさらしの座席

では煙が一瞬にして飛散 し全然 うまくなかったと

嘆いていた。この話、ことがことだけに真偽の程

は分からないが今ならコックピットでゅっくりと

タバコ用ライターで火をつけ、あた りの景色でも

眺めながら紫煙をくゆらす ところだが、その頃の

飛行機でタバコを吸 うなんて トンデモナイ話であ

った。

航法の中でも二等操縦士試験のときの伊丹―八



日市間の往復航法は特に思い出が深い。50年以上

前のこの航法の計画書が今も私の手元に残ってい

る。

航法出発前に、誰だったか先輩にそそのかされ

て、八日市からの帰 り京都の同志社を空から訪間、

急降下を数回繰返 して溜飲をさげて帰ってきた。

教官にはバレてないと思っていたが、教官は先刻

ご承知で、翌年の受験生には堅 く京都ピッケ飛行

は禁止すると宣言されたと聞いている。

おわ りに

昭和18年 、学徒出陣をまえに伊丹で九五式三型

5機 による卒業編隊飛行が行なわれた。

純情一途の学生が、操縦拝を通 じて大空にえが

き続けた青春の夢は、戦争 とい う避けて通れない

大きな波に思いと違った方向に押 し流されてしま

ったけれど、青空の色は常に青春の色であり、突

き進む彼方の自雲の輝きは若き学生の思いのたけ

であった。

伊丹を飛び立ち六甲の山々を背景に飛ぶ編隊の

写真を見ていると今も胸が熱 くなり視線がボヤけ

てくるのは、今も持ち続けている大空への情熱が

そ うさせるのであろ うか。

(昭和 19年卒)

昭文社発行「関西道路地図J(1990年 )よ り



飛行機の部 その②

同志社大学航空部が誕生 して60年 にな り人間で

云へば還暦、御道慶の至 りです。

私は比島から復員後、関西から離れた土地に住

んで居 り、航空部の事は戦前の事 しか知 らず、部

員の諸君の活動は会誌等で知るだけです。グライ

ダーの事は、一度プライマリーに乗って少々浮き

上った経験があるだけです。

飛行機の経験は盾津の飛行場に通ったのが最初

で当時は旧陸軍の練習機で九五式一型 (300馬 力)、

三型 (150馬 力)等があ り、教官や先輩が親切に指

導 して下さり、楽 しく練習する事が出来ました。

最初に盾津の飛行場に行った時、始動中の機の

後部を通って帽子が吹き飛ばされ、風圧に驚いた

事をよく覚えています。

後で伊丹の飛行場を使 う事にな り、阪急宝塚線

の蛍池の電停から畦道を徒歩で飛行場に通った。

学連関西支部の友人達 と四方山の話をしながら歩

いた事も、今昔の感があり楽 しい思い出の一つで

す。飛行場 と云っても小さい建物 と格納庫がある

だけで淋 しいものでした。

吹流 しの角度で風速を判断 した事、風の強い日

には着陸の際の機体の沈み具合がわからず度々注

意を受けた事等思い出しています。

合宿は名古屋、大阪、八日市の飛行聯隊等で実

施された。

八日市で一番印象に残っているのは練習機の不

時着です。最初の旋回を終ったばか りの機が突然

バリバリと音を立て、音の方向を見ると地面に向

け滑空 している機体が見え、やがて姿が見えなく

なった。

地上にいた我々は大急ぎで現場に急行 したが、

搭乗 していた二人は怪我もなく、ケロリとして地

上に立っていたので一安心。
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村 上 清

但 し機体は完全に裏返 しになっていて、木製の

プロペラは中心部を残 して折れていた。

畑の中に不時着する時は、下界は平坦に見えて

も溝その他で凸凹があり機体に或る程度の損傷は

免れない。着陸の前には電源を切って操縦席の前

縁を左手で支え衝撃に備え、接地の瞬間には操縦

禅を右横に引きつけ腹部を保護する事、等を学ん

′
=。

現場の直 ぐ近 くに寺院があり、住職が真先に現

れ「お怪我はありませんかJと ′とヽ配 して戴いたそ

うだが、そのままあの世に行っていれば手間が省

けたのに等 と、のんきな事を云って搭乗の二人は

我々の心配を吹飛ばしてくれた。

次に人間の運に就て一言。昨年 6月 21日 の全日

空機ハイジャック事件の話です。

私は札幌に、家内は函館に所用があり、先ず羽

田から函館へ飛ぶ予定にしていた処、家内が風邪

の為旅行出来なくなり、私一人が札幌に行 く事に

なり、広島から札幌行の直行便に乗る事になった。

6月 21日 午前11時 25分、私の乗った全日空機は

離陸した。

丁度その頃、問題の羽田発の全日空機が同じ空

域を同じく機首を北に向けて飛んでいた事になる。

時刻も同時刻である。

知 らぬが仏の飛行であったが、札幌で出迎の者

に事情を聞き驚いた次第です。

戦中戦後、色々な事件に遭遇 したが、日頃の心

掛けが良い為か今も尚生存 している。今回もその

一例です。

とりとめのない事を書いたが、航空部 OBの皆

様、現役の皆様、どうか何時までも御元気で空に

親 しんで下さる様、御願い申し上げます。

(昭和16年卒)



機関部のこと

ほとんど忘れていた言葉です、「機関部Jと は。

この言葉のかわ りに、私はもっばら「整備班」 と

いっていました。いやどうも。

滑空班 とか飛行班 とか水上機班 とか、があって

の整備班 と思い込んだようで……先輩のどなたも、

佐々木さんも、わた しの思い込みを聞きのが して

いたのだろ うか、いや重ねてどうもどうも。

その機関部、言 うことをキカンブは海軍系列で

艦内のジーゼルエンジン部分に取 り組む部員の呼

名 と勘違いした様ですが、陸軍系でもエンジンに

取 りついているのは、「油虫Jの別名を頂戴する

飛行機整備かか りの機関士、塚越さんは「神風」

のパイロット、飯沼操縦士の相棒で無線係も。

全 く古い話になってしまいました。ついでにと

いってはナンですがサッタ先輩は話にはしばしば

でてお名前はサッタ峠でいっぺんに覚えてもさて

道ですれちがって、それに気付 く自信は皆目ない

のですが毎週のように新幹線でア ヽここが薩理峠

の下 とは思 うのです。それはさておき

陸軍の星型エンジンを初めて分解組み立てした

のはタデツ(盾津)の飛行場の格納庫の片隅でした。

教官はその道のベテランらしい下士官 と思われ

ますがお名前は失念 しました。

習ったけれど名前がもう出て来ない教官が多い

中で、のちに鈴鹿の整備学校の第 6中隊第二寝室

の教官は同志社中学出身の ドイツ人寺野中尉。

さらにはベテラン鈴木軍曹 と熊本の今井少尉 と

は記憶に新 しい発動機整備術の教官達でした。

同志社出身には心理学の中根さんがいて、戦友

会でよくあいます、閑話休題コレモフルイネ

戦時中でしたがなぜか私もエンジン部分をほぼ

カタカナで教わ りました。

キャブレター、デス トリビュウター、シリンダ

戦前の同志社鳥人たち

―、転把はハンドル、点火栓はプラグ、天蓋はキ

ャノピー、シャフト、タペット、ガスケット、ケ

イブル、スパナ、ナットレンチなどなど

操縦班別名飛行班の割1練 でも、実は横文字横行

とい うことがあったと思います、どなたかそのこ

とをおしえてください。

60年後のいま航空部は実のところグライダー部

それもソアリングクラブです。ただその中でも整

備班は操縦班の裏返 しでパイロットは整備技量 と

能力を要求されるようです。三整などといってだ

れも反対 しない技量を磨いているようです。

磨 くといえばむか しシリンダーの内側をサンド

ペーパーで磨き上げて教官を泣か したことをフト

思い出しました。

いまでも新米は、キャノピーを一度はゴシゴシ

やった り連結棒をこじた りするのか しら。

※編集部注:三整…滑空機・二等整備士のこと

(昭和22年卒)
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