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本論文は、大日本帝国陸軍（以下、「帝国陸軍」という。）が２０世紀初頭に
登場した新兵器である飛行機を戦力化していく過程についての研究である。特
に、急速に技術進歩する航空戦力を建設していくにあたって必要不可欠であっ
た、航空要員の養成・補充と航空器材の補給・整備を一元的に管理するための
体制づくりに際しての課題に焦点を当てることで、新たな戦力を建設するにあ
たり、どのような制約が発生し、それに対し帝国陸軍がどのように対応したの
かについて分析を試みた。
１９０３年のライト兄弟による有人動力初飛行の成功以降、第一次世界大戦
を経て飛行機は世界列強の間で有力な兵器としてみなされるようになった。そ
して帝国陸軍も世界の軍事動向に鑑み、組織的に飛行機の調査研究を開始、そ
の軍事利用のため航空要員の養成を開始するとともに、輸入に頼っていた航空
器材の自主製作の努力を行った。しかし当初は航空要員の補充に苦しみ、また
航空器材を扱う兵卒の技量も日本の工業基盤の脆弱さを反映して低いものであ
り、更に陸軍内で航空に関し責任を持って担当する組織がなく、責任の所在が
分散した状態となっていた。
このような状況の中で発生した第一次世界大戦において、帝国陸軍は青島戦
役での飛行機による実戦経験を積むとともに、欧米諸国における航空戦力の調
査を行うことにより、大戦後を見据えた航空戦力の整備に必要な知見を蓄積す
ることとなった。その際、大戦により航空器材の輸入が途絶したことは、帝国
陸軍にそれまで輸入に大きく依存していた航空器材を国産化する方向へ大きく
舵をきらせることとなった。またその後発生したシベリア出兵においては、想
定されていたドイツ勢力との戦闘に備えるため、帝国陸軍は航空戦力の大拡張
を企図し、欧米各国及び国内からの飛行機の大量購入を行なった。
この間、それまで青島戦役や演習への参加により高い評価を得ていた飛行機
は、１９１７年に発生した多数の事故により、帝国陸軍にその戦力化のための
根本的対策の必要性を痛感させ、本格的な改善策が立案されることとなった。
また帝国陸軍は第一次世界大戦を契機としてイタリアに航空団を派遣するとと
もに、シベリア出兵を契機としてフランスから航空教育団を招聘し、近代化な
専門教育を受けることとなった。
これらの経験・知見をもとに、帝国陸軍の航空関係者は陸軍内において、航
空に関し統一的に責任を有する半独立的な地位を得ることが陸軍航空の発展の
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ために不可欠であるとの結論に達していた。そのため、航空兵科の独立など、
航空要員と航空器材に関し、他の地上兵科とは異なる独立的管理が追求され
た。同時に、第一次世界大戦の経験及び調査研究の結果は、帝国陸軍を予備戦
力としての民間航空の保護育成と、航空器材の国産化、そして経済的国防手段
としての独立空軍の創設の方向へ押し進めることとなった。
このような陸軍航空関係者の目指した目標は、帝国陸軍内部の制度的制約、
大戦後の軍縮に伴う予算制約、日本の工業・産業基盤の脆弱性及び陸軍内のコ
ンセンサスの不在により、全てが達成されたわけではなかった。しかし航空要
員と航空器材に関し完全ではないものの独立した管理を行う組織を漸進的に創
設するとともに、最大の障害となっていた航空将校の進級問題を解決すること
で航空兵科を独立させたことは当時の世界的水準から見ても大きな進歩であ
る。加えて、部隊ではなく学校において航空要員の専門教育を行ったこと、陸
軍の管理下で航空局を創設し民間航空の保護育成を推進したこと、及び発展し
つつあった航空機製造会社間の競争を促す目的で自らは航空器材の製造から手
を引き、監督者としての役割に徹することとしたことは、当時の世界的趨勢と
日本の国内状況を踏まえた適確な措置であったと言える。そしてこのような措
置の背景には、国際情勢の変化を敏感に読み取り、必要な施策に十分な予算を
与え、また専門知識を持った優秀なスタッフの意見を汲み取り具体的な施策を
適時適切に打ち出すことのできる強力な陸軍首脳部のリーダーシップの存在が
あった。
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章

0.1

研究の目的及び意義

いつの時代においても、またどの国家においても、軍事技術の発展を踏まえ
将来の戦争の形態を見通し、それに対し長期的観点から軍備を整えることは至
難の業であり、戦前の大日本帝国陸軍（以下「帝国陸軍」という。）もその例
に漏れない。そしてこの難題は軍事技術が急速に進歩する時期に特に顕著に現
れる。よく知られているように、第一次世界大戦では戦車、毒ガス、飛行機と
いった新興兵器が登場し、戦場の様相を一変させた。帝国陸軍は欧州戦線にこ
そ参加しなかったものの、青島戦役及びシベリア出兵を経て、飛行機に戦力と
しての価値を見出すとともに、欧米諸国に多数の従軍武官等を派遣し、第一次
世界大戦を契機とする本格的な航空戦力の活用が今後の日本の国防に与える影
響について組織的な研究を行なった1。帝国陸軍は第一次世界大戦以前からすで
に飛行機の軍事上の価値について注目し、航空戦力を活用するための初歩的な
体制整備に着手していたが、実戦経験及び外国からの航空教育援助等を通じて
近代的な航空戦力の組織体制の整備を図った。
ただし、航空戦力の整備と一口に言っても、この新しい軍備の整備にあたっ
ては数多くの課題を解決しなければならなかった。第一次世界大戦では、航空
要員の人的損耗が莫大であり、航空要員の補充が重要課題であることが明らか
になっていたため、帝国陸軍はその部内での人的資源が限られた中で航空要員
の捻出方法に頭を悩ませることになった。また、当時の日本は高度な技術の結
晶である飛行機を質的にも量的にも整備するだけの基礎工業基盤が脆弱であっ
たため、平時・戦時双方における航空部隊の拡大・維持にあたってのボトルネ
ックを形成していた。更に、元来地上兵種である帝国陸軍の制度が、新しい分
野である航空も含めて全兵科に共通に適用されたことから、航空の発展に大き
な制約となった。加えて、帝国陸軍が航空戦力の整備を本格的に推進した１９
２０年代は軍縮の時代であり、予算制約がこれらの課題への対応にあたり重く
のしかかった。
このように、航空戦力を整備するにあたっての人的・物的課題の解決は帝国
陸軍が第一次世界大戦後のあるべき軍備を構想する上で中心的なテーマであっ
1

帝国陸軍の第一次世界大戦研究に関する代表的な研究としては、葛原和三「帝国陸
軍の第一次世界大戦史研究―戦史研究の用兵思想への反映について－」
（
『戦史研究年
報』第４号、２００１年３月）及び黒沢文貴「日本陸軍の第一次世界大戦研究」
（黒沢
文貴『大戦間期の日本陸軍』
（みすず書房、２０００年）所収）を参照。

-1-

たと言えよう。しかしこれまで帝国陸軍の研究に関しては、国家総動員体制の
構築及びそれにまつわる政治史を中心に語られることが多かった。他方で、第
一次世界大戦において帝国陸軍が学び取った教訓は、将来の戦争の形態は総力
戦であるとともに、飛行機や戦車に代表される近代的な兵器で戦われるという
ものであった。このような第一次世界大戦を契機とする新しい形態の戦争への
対応は「総力戦政策」と表現され、それは国家総動員体制の樹立と軍備充実の
二本柱からなっていた2。つまり、自らと第一次世界大戦後の欧米列強軍とを比
較して、あたかも「明治維新前の軍隊と維新後の軍隊」ほどの差があり、依然
として「大戦前型」であると自己認識した帝国陸軍3は、国家総動員体制の構築
とともに兵器の近代化、特に航空戦力の質的・量的拡大に本格的に取り組むこ
ととなった。にもかかわらず、国家総動員体制に関する研究に比して、第一次
世界大戦後における帝国陸軍の兵器近代化・軍備充実の過程に関しては実証研
究が少ないのが現状である。
このような理由から、本論文では帝国陸軍の航空施策について、１９１０年
代及び１９２０年代の人的・物的課題、より具体的には航空要員の補充・養成
及び航空器材の補給・整備にあたっての課題を研究対象とした。この際、１９
１０年代及び１９２０年代を研究対象として選んだ理由については、列強諸国
と同じく、帝国陸軍が航空戦力の建設を開始し、１９３０年代以降の本格的航
空軍備拡張の基礎を作った時期であるためである4。本論文で詳述するが、帝国
陸軍は１９１９年までの時期に近代的航空戦力の形成に必要なアイデアを様々
な形で入手し、またこの時期に起きた様々なイベントが陸軍航空発展の強力な
後押しとなった。そしてそれらに基づいた施策は、１９２５年の宇垣軍縮に伴
2

高橋秀直「原内閣の成立と総力戦政策：シベリア出兵決定過程」
（
『史林』第６８巻
第３号、１９８５年）３３５ページ。
3
陸軍大佐 小林順一郎『陸軍の根本改造』
（時大社、１９２４年）の「緒言」よ
り。
4
国外では列強諸国の航空建設期に関する研究の蓄積がある。例えば Richard J.
Overy., The Birth of the RAF: The World’s First Air Force (London: Penguin Books,
2018)、Malcom Cooper, The Birth of Independent Air Power: British Air Policy in
The First World War (London: Allen & Unwin, 1986)及び Eric Ash, Sir Frederick
Sykes and the Air Revolution 1912-1918 (London: Frank Cass Publishers, 1999)は
１９１８年の英国空軍の建設に的を絞った研究である。また Terry C. Treadwell,
Strike from the Air: The Early Years of the US Air Forces (Barnsley: Pen &
Sword,2021)は２０世紀初頭から第一次世界大戦前後の時期にかけての米国陸軍航空
隊の発展を主題としており、 Richard Meredith, Phoenix: A Complete History of The
Luftwaffe 1918-1945, Volume 1-The Phoenix is Reborn 1918-1934 (Solihull: Helion
& Company, 2016)は、時期は異なるがドイツ空軍(Luftwaffe)の建設期に関する研究で
ある。
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う航空兵科独立と陸軍航空本部の新設により具体化された。一方でこの時期は、
各国ともに第一次世界大戦を契機として急速に高度化する軍事技術5での活用を
模索する中で、新たな軍備である航空戦力の建設に際しては世界的な軍縮機運
のため潤沢な予算が使用できないという共通の事態に直面していた。加えて、
新兵器を既存兵種・兵科に組み入れるにあたっては部内外に様々な摩擦が発生
する。そのため、この時期をテーマとして選んだことは、飛行機という新兵器
の導入に際し軍事組織が直面する課題のケーススタディーとなりうると考えて
いる。。
他方、帝国陸軍の航空分野に関しては、従来、１９３１年の満州事変以来、
極東ソ連軍の脅威と沿海州にあるソ連空軍基地からの日本空襲の脅威が現実味
を帯び、日中戦争やノモンハンの戦いが発生した１９３０年代を中心に語られ
てきた。また太平洋戦争における加藤隼戦闘隊のような南方作戦での活躍も広
く人口に膾炙しており、１９２０年代までの事例についてはこれまで多くが取
り上げられることがなかった。確かに、それらの時期は帝国陸軍の航空戦力が
質・量ともに充実し、また１９３７年からの航空充備計画により大航空拡張が
始まった時期であり、そのため帝国陸軍が本格的な航空作戦を実行できた時期
ではある。ただ、航空拡張や本格的航空作戦にあたって帝国陸軍が直面した
様々な課題は、それ以前の１９２０年代までには既に認識されていたとともに、
それに対処するための各種施策が検討されていた。欧米先進国においても未だ
飛行機の軍事的価値について賛否両論があった当時、帝国陸軍が飛行機を将来
における有望な軍事力の一手段として見なし、第一次世界大戦の教訓を真摯に
学び取り、我が国の基礎工業力の低さにも拘わらずその戦力化を真剣に検討し
ていたことは特筆に値すると考える。
ここで、帝国海軍航空ではなく帝国陸軍航空を研究対象とした理由について
説明したい。周知のように、帝国海軍航空は太平洋戦争の初戦において華々し
い活躍を見せ、世界初の非改装空母（鳳翔）を完成させたこと及び空母部隊の
運用法等の開発・発展過程については国内外問わず軍事イノベーションの好例
5

この時期で最も顕著な発展を遂げた軍事関係の技術は航空機搭載用エンジンであ
る。その性能は、例えば１９０３年のライト兄弟が初飛行に成功したものが１２馬
力・時速４５キロメートルであったものが、第一次世界大戦勃発の１９１４年に青島
戦役で使用されたモーリス・ファルマンは８０馬力・時速９０キロメートルとなり、
第一次世界大戦終期に連合国側の主力機であったスパッド VIIIC１は２２０馬力・時
速２２０キロメートルという驚異的な発展を遂げた。この航空機エンジンの発展は大
戦後も続き、１９２０年代後半に帝国陸軍が外国からの技術支援で開発した８８式偵
察機の馬力は５００馬力となり、また機体もそれまでのものが羽布張り中心だったも
のが全金属製に移行した。
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としての研究対象となっている6。また、１９３０―４０年代の帝国陸軍航空の
中心的人物である菅原道大7が「陸軍は軍鶏であり海軍は鷹であり航空（空軍）
は鷲である8」と奇しくも述べたように、海軍と航空の親和性が高いのに比べ陸

国外における帝国海軍の航空分野に関する研究としては、David C. Evans and
Mark R. Peattie, Kaigun: Strategy, Tactics and Technology in the Imperial
Japanese Navy 1887-1941 (Annapolis: Naval Institute Press, 1997)及び Mark
R.Peattie, Sunburst:The Rise of Japanese Naval Air Power, 19091941(Annapolis:Nanal Institute Press, 2001)の２つがまず代表的なものとして挙げら
れよう。このほか、帝国海軍の空母運用に関する比較研究として、James H. Belote
and William M. Belote, Titans of the Seas: The Development and Operations of
Japanese and American Carrier Task Forces during World War II (New York:
Harper & Row, 1975); Norman Friedman, Carrier Airpower (Annapolis: Naval
Institute Press, 1981); Geoffrey Till, “Adopting the Aircraft Carrier: The British,
American, and Japanese Case Studies,” in Williamson Murray and Allan R. Millett
ed. Military Innovation in the Interwar Period (Cambridge: Cambridge Unversity
Press, 1996).; John Buckley, “Maritime Air Power and the Second World War:
Britain, the USA, and Japan,” in Sebastian Cox and Peter Gray ed. Airpower
History: Turning Points from Kitty Hawk to Kosovo, (London: Frank Cass, 2002);
Emily O. Goldman, “Receptivity to Revolution.”in Emily O. Goldman and Leslie C.
Eliason, The Diffusion of Military Technology and Ideas (Stanford: Stanford
University Press, 2003)等を参照。
国内の代表的な研究としては、塚本勝也「戦間期における海軍航空戦力の発展―山
本五十六と軍事革新―」
（
『戦史研究年報』第７号、２００４年３月）のほか、帝国陸
海軍の航空分野を併せて扱ったものとして、柳澤潤「日本におけるエア・パワーの誕
生と発展 １９００〜１９４５」
（石津朋之、ウィリアムソン・マーレー共編著『２１
世紀のエア・パワー－日本の安全保障を考える－』芙蓉書房出版、２００６年）９３−
１３０ページ、立川京一「第二次世界大戦までの日本陸海軍の航空運用思想」
（石津朋
之, 立川京一, 道下徳成, 塚本勝也 編著『エア・パワー : その理論と実践』芙蓉書
房出版、２００３年）１２３−１６６ページ、水沢光『軍用機の誕生: 日本軍の航空戦
略と技術開発』
（吉川弘文館、２０１７年）等がある。このほか、旧帝国海軍航空の研
究に際してまず参照される研究として、防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 海軍航
空概史』
（朝雲新聞社、１９７６年）及び日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空
史第１～４篇』
（時事通信社、１９６９年）
、また旧海軍関係者によるものとして、和
田秀穗『海軍航空史話』
（明治書院、１９４４年）
、桑原虎雄『海軍航空回想録 草創
編』
（新聞同人社、１９６８年）などがある。また帝国海軍航空のシンボルともいうべ
き零式艦上戦闘機及びその開発に至るまでの海軍航空技術の発展については、堀越二
郎、奥宮正武共著『零戦―日本海軍航空小史』
（日本出版協同、１９５３年）及び堀越
二郎『零戦 その誕生と栄光の記録』
（角川書店、２０１２年）を参照。
7 陸士２１期、第３飛行集団長、陸軍航空士官学校長、陸軍航空総監（陸軍航空本部長
兼務）
、第６航空軍司令等を歴任。最終階級は中将。外山操編『陸海軍将官人事総覧
（陸軍編）
』
（芙蓉書房、１９８１年）２６３ページ。以下、陸軍軍人の経歴について
は特に断りのない限り外山編『陸海軍将官人事総覧（陸軍編）
』から引用する。
8 菅原道大『陸軍航空の発達はなぜ遅れたか』
（未発表原稿、執筆年不詳〔筆者注：１
９６８年と思われる〕靖国偕行文庫蔵）
。
6
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軍と航空の親和性はそうでもないと考えられがちであることも一因であろう。
このため海軍航空は先行研究の厚みがあるのに対し、陸軍航空は研究対象とし
ては限られたものとなっている。しかし本論文で述べるように、帝国陸軍も第
一次世界大戦に対する組織的研究及びいくつかの実地経験から飛行機の軍事的
価値について重要視し、様々な課題と格闘しながら航空戦力の建設を推進して
きた。そしてそれが１９３０年代以降における陸軍航空隊の活躍の基盤を形成
していたことは疑いなく、このような海軍航空の影に隠れて目立たない陸軍航
空の発展過程を明らかにすることも本論文の目的の１つである。この際、陸海
軍航空戦力の形成過程に関する比較研究を実証的に行なった研究は管見では見
当たらないため、そのテーマ自体には大いに研究の価値を認めるものではある。
しかし本論文は上述の理由から陸軍航空の形成に焦点を絞っているため、陸海
軍航空戦力の形成過程の比較は他日の研究に譲ることとし、本論文ではその議
論に関係のある場合に適宜、海軍航空の状況を比較対象として参照することと
する。
なお、ここで扱う当時の帝国陸軍が直面した課題及びそれへの対応は、当時
の歴史的コンテクストの中で評価されるべきものではある。他方で本論文のテ
ーマは、新兵器が登場し日進月歩の発展を遂げる中でそれを支える要員と器材
をどのように戦力化していくか、またそれを官僚組織である軍隊の既存の伝統
や制度といかに折り合いをつけながら実行するかといった、軍事組織にとって
の通時代的な問いに対し、少なからず示唆を与えることができると考えている
9。

0.2

先行研究の整理
帝国陸軍の航空施策に関する先行研究として、まず取り上げるべきものは

「戦史叢書」であるが、これは１９３０年代以降の航空軍備拡充期と日中戦争
及び太平洋戦争期に大きな焦点を当てており、１９２０年代までの陸軍航空建
設期の課題についての比重は小さい10。なお戦史叢書には陸軍航空の航空兵器
9

例えば、①限られた予算の中で正面装備または要員養成・メンテナンスのどちらに
優先して予算配分をするのか、また②技術進歩が早い兵器システムを扱う職種とそう
でない職種で将校の進級速度や人事ピラミッドは同じでよいのか、更には③陸、海、
空に加え、宇宙やサイバー空間・電磁波領域といった新しい次元にまで作戦領域広が
った場合、要員の補充・養成や器材の製造・補給は従来の軍種・兵科の枠組みのまま
行うことが適当なのか、などといった議論への示唆が想定される。
10
防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 陸軍航空の軍備と運用〈１〉―昭和１３年
初期までー』
（朝雲新聞社、１９７１年）
、同『戦史叢書 陸軍航空の軍備と運用
〈２〉―昭和１７年前期まで』
（朝雲新聞社、１９７４年）
、同『戦史叢書 陸軍航空
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に関し特化して扱ったものもあるが、ここでも１９２０年代までの扱いは小さ
いものとなっている11。何より、戦史叢書は「主として史料の忠実な紹介に努
め、これを素材として史観を展開させることを控えるという謙虚な態度12 」を
貫いているため、主に事実関係を通史的に記述することを目的としたものと言
える13 。なお、これら「戦史叢書」は旧軍の研究を行う者がまず参照すべき基
本文献と言えるが、史料根拠を回想録等に頼っている場合が多く、また出典が
不明確である場合が散見される。
上述の通史的なものに加えて、陸軍航空に関する先行研究としてはテーマ別
のものもある。横山久幸「日本陸軍におけるエア・パワーの発達とその限界運用規範書を中心に-14」及び立川京一「第二次世界大戦までの日本陸海軍の航
空運用思想15 」は、１９３０年代に本格的な航空作戦が可能となったことを背
景として航空用兵の考え方を取り扱ったものである。このほか横山久幸「日本
陸軍の軍事技術戦略とエア・パワーの形成過程16」及び水沢光「軍用機の誕生:
日本軍の航空戦略と技術開発17 」があるが、横山研究は作戦上の要求と兵器の
研究開発方針の調和という困難な課題について分析した研究であり、水沢研究
は陸海軍の航空戦略や用兵思想を背景とした航空科学技術体制の整備に焦点を
当てている。これらの研究はそれぞれ独自の分析視角に立ち示唆に富む研究で
あるが、研究対象時期として、本格的に航空作戦及び航空技術研究を帝国陸軍

の軍備と運用〈３〉―大東亜戦争終戦まで』
（朝雲新聞社、１９７６年）
。
『戦史叢書
陸軍航空の軍備と運用』全３巻の紙面のうち、１９２０年代までは約３００ページ
（全体の約１７％）に過ぎない。
11
防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 陸軍航空兵器の開発・生産・補給』
（朝雲新
聞社、１９７５年）
。１９２０年代までは約８０ページ（全体の約１５％）と少ない扱
いとなっている。
12
朝雲新聞社作成「戦史叢書 102 巻の刊行パンフレット」
（防衛研究所図書館所蔵）
より引用。なお『戦史叢書 陸軍航空兵器の開発・生産・補給』も、陸軍航空の創始
時代から終戦に至る間における技術研究、審査、制式決定、生産、補給、機種改変の
状況を記述したものであり、通史的記述を目的としている。名和田雄「戦史叢書『陸
軍航空兵器の開発・生産・補給』の執筆について」
（
『戦史研究年報』第１３号、２０
１０年３月）８６ページ。
13
このほか、通史的研究としては、柳澤潤「日本におけるエア・パワーの誕生と発
展」を参照。
14
横山久幸「日本陸軍におけるエア・パワーの発達とその限界－運用規範書を中心
に－」
（
『戦史研究年報』第７号、２００４年３月）
。
15
立川「第二次世界大戦までの日本陸海軍の航空運用思想」
。
16
横山久幸「日本陸軍の軍事技術戦略とエア・パワーの形成過程」
（石津・マーレー
『２１世紀のエア・パワー－日本の安全保障を考えるー』１３１−１６１ページ）
。
17
水沢『軍用機の誕生: 日本軍の航空戦略と技術開発』
。
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がイシューとして扱うことのできるようになった１９３０年代が中心となって
いる。いずれにしても、１９２０年代までの帝国陸軍航空の建設期に関する研
究は非常に少ないと言って良い18。
本論文は、上記の先行研究で中心的に扱われている帝国陸軍航空が本格的な
戦力となった１９３０年代より以前に、帝国陸軍がいち早く飛行機の軍事力と
しての重要性を認識していたこと及び、それを戦力化するにあたって直面した
航空要員の補充・養成及び航空器材の補給・整備上の課題とそれに対する対応
を、一次資料の中心的利用により実証的に明らかにすることで帝国陸軍の研究
に貢献したいと考えている。
0.3

方法論

本論文では、帝国陸軍が航空戦力の整備を推進する契機となったイベントへ
の対応及び航空戦力の建設にあたって直面した課題と、その際に検討した施策
について、一次史料を中心に明らかにする。その際、帝国陸軍が航空戦力の人
的・物的課題をどのように認識し、それを解決しようとしたのかについて分
析・評価を行う。特に、0.1 で述べたように、帝国陸軍が近代的航空戦力の建
設にあたって必要なアイデアを得るとともに、航空発展の様々な後押しとなっ
たイベントが発生した１９１９年頃までを厚く分析し、それが１９２５年に航
空兵科独立と陸軍航空本部新設という形で落ち着いた経緯を考察する。
史料としては、基本的に一次史料を利用し、防衛省防衛研究所所蔵の「陸軍
省大日記」に収められた陸軍作成・受領文書及び「海軍公文備考」等に収めら
れた海軍が陸軍から受領した文書により、陸軍内での議論や意思決定過程を明
らかにする。ただし歴史研究には史料制約が必然的に伴うことから、これらの
一次史料では必ずしも明らかにならない部分については、「日本海軍航空史19」
や「日本航空史（乾・坤）20」といった、既存研究でも広く使用されている資
料のほか、防衛省防衛研究所、国立国会図書館及び靖国偕行文庫所蔵の陸軍軍

18

この時期を扱った数少ない先行研究として、鈴木淳「日本における陸軍航空の形
成」
（横井勝彦編『航空機産業と航空戦力の世界的展開』日本経済評論社、２０１６
年）があるが、これは１９１０年代前後の陸軍航空形成の過程を通史的に追った研究
であり、特段の視角を前提としていない。
19 日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空史 第１（用兵編）
』、『日本海軍航空
史 第２（軍備編）』、『日本海軍航空史 第３（制度・技術編）』及び『日本海軍航空
史 第４（戦史編）
』
（以上、全て時事通信社、１９６９年）
。
20

高橋重治『日本航空史
３６年）
。

乾』及び『日本航空史
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坤』（以上、全て航空協会、１９

人の回顧録、メモを利用する。また「航空記事」「航空事情」といった、戦前
の陸軍航空関係の雑誌の記事も利用するが、これらの雑誌は陸軍航空当局自身
が発行し、当時の航空関係の専門家や第一人者が多く寄稿しているため史料価
値は高い。なお、陸軍航空に関する部内での検討過程については、初代陸軍航
空部本部長であり後に陸軍航空本部長にもなった井上幾太郎が作成した貴重な
記録が数多く防衛省防衛研究所に保存されており、本研究はこの「井上史料」
に大きく依拠している。
0.4 論文の構成
第１章「初期陸軍航空の実情と課題」では、第一次世界大戦以前における世
界の航空界について概観した後、帝国陸軍が飛行機の調査研究のために発足さ
せた組織体制と、当初採用した航空要員の補充・養成と航空器材の補給・整備
に関する方法について明らかにするとともに、その際に直面した課題について
考察する。
第２章「第一次世界大戦、シベリア出兵と陸軍航空」では、第一次世界大戦
とシベリア出兵が帝国陸軍の航空の発展に果たした役割について考察する。ま
ず、第一次世界大戦における航空戦力の発展について概観した後、１９１４年
の青島戦役と１９１８年からのシベリア出兵における経験から、初期の帝国陸
軍が航空戦力に関する経験をどのように蓄積し、その価値を認めていっていた
かについて論述する。それとともに、第一次世界大戦が航空器材の輸入途絶を
もたらしたことが帝国陸軍を航空器材の国産化の方向に推し進めたこと、及び
シベリア出兵が契機となって帝国陸軍が航空戦力の大拡張を企図したことを明
らかにする。更に、帝国陸軍が世界に追随する航空戦力を整備するため、第一
次世界大戦を通じ日進月歩で進歩していた欧米各国の航空戦力の実態をどのよ
うに認識していたのかについて詳述する。
第３章「陸軍航空発展の契機」では、帝国陸軍に航空戦力の近代化に関する
具体的な青写真を提供した３つのイベントについて考察する。ここでは、大正
６年の特別大演習における多数の飛行機事故により、帝国陸軍が推進してきた
飛行機の戦力化の方向性にストップをかけ、抜本的な改善案を検討するに至っ
たこと、及び、当時の航空先進国であり、第一世界大戦を血肉をもって戦った
イタリアとフランスという２つの国から世界最新の航空教育を受けたことの影
響について分析を試みる。
第４章「陸軍航空の近代化」では、前章までで述べた経緯・経験をもとに、
帝国陸軍がその航空戦力を近代的なものに発展させるため、航空要員の補充と

-8-

養成及び航空器材の補給と整備に関し、どのような方針を決定し、またどのよ
うな施策を行ったのかについて論じる。その際、航空部隊の拡大と分科に並行
して、大正６年特別大演習をきっかけに浮上した陸軍内における航空の独立管
理というアイデアがどのような形となって具体化されたのか、また航空先進国
による教育が、帝国陸軍の採用する航空要員の補充・養成方法と航空器材の補
給・整備方法にどのような形となって表れたのかについて明らかにするととも
に、当時の状況の変化がそれらの方法にどのように影響を与えたのかについて
も分析を試みる。
第５章「陸軍航空の独立と外部資源活用の模索」では、帝国陸軍が航空の独
立管理というアイデアに対する１つの答えとして陸軍航空本部の設置と航空兵
科独立を達成するに至った過程について明らかにするとともに、我が国の資源
制約の中で質量ともに充実した国防基盤を整えるため、民間航空基盤の育成と
海軍航空基盤の活用を行った過程と、その際に直面した課題について考察する。
本論文においては、年号は西暦で表記し、カッコ内に元号を付記した。また
原史料の引用にあたっては読みやすさを考慮し、カタカナ表記、濁点・句読点
なしの文章はひらがな表記とするとともに濁点を付し、適宜句読点を挿入して
表記した。また旧漢字は現用漢字に改めて表記するとともに、旧かな使いは現
代かな使いに改めて表記した。
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第１章：初期陸軍航空の実情と課題
１９０３年にライト兄弟が有人動力初飛行を成功させる以前から、帝国陸軍
は大きな意味での航空機、つまり飛行機のみならず気球及び飛行船の軍事的価
値に着目していた。そしてそれは世界の航空界における趨勢とほぼ軌を一にす
るものであり、明治の建軍以来、帝国陸軍が絶えず列強諸国における軍事動向
に注意を払っていたことと大きく関係している。特に飛行機は第一次世界大戦
でその軍事的有用性を証明し、驚異的な発展を遂げたことはよく知られている
が、では帝国陸軍は第一次世界大戦以前に航空機、なかんずく飛行機というも
のに対しどのような認識を持っており、それをどのように軍事的に活用しよう
としたのであろうか。本章では、第一次世界大戦勃発以前の世界の航空界の趨
勢について概観した後、帝国陸軍が航空戦力の建設を始めるにあたって抱いて
いた飛行機の軍事的価値に対する認識と、それに基づいてどのように航空戦力
の建設に着手したのかについて論じる。
１．１ 第一次世界大戦以前の世界の航空界21
近代以降、軍事目的で発達した最初の航空機は熱気球(Hot Air Baloon)であ
る。１７８３年にフランスのモンゴルフィエ兄弟によって公開飛行が行われ、
ナポレオン戦争や南北戦争で使用されたが、１８７０年の普仏戦争以降、ヨー
ロッパ諸国は本格的に航空機の軍事利用を追求することとなった。その結果、
次に発達した航空機は飛行船(Airship)で、これは初めての動力飛行可能な機
械であり、気球とは違い風の向きに逆らって飛行することができた。フランス
とドイツが飛行船に関心を持ったが、最初の硬式飛行船（アルミの機体に支え
られた水素の気嚢を持つ）はオーストリア人により設計された。その失敗の後、
ドイツのフェルディナンド・フォン・ツェッペリンにより硬式飛行船の開発が
進められ、何度かの失敗の後、１９０９年には商業・軍事目的の実用的な飛行
船を運航することが可能となっていた。このドイツの成功によりフランスと英
国は危機感を覚え、ドイツ式飛行船の模倣により競うこととなる。
この硬式飛行船の実用化により、２０世紀初頭が航空機の時代の幕開けとな
ったことは疑いなく、Ｈ．Ｇ．ウェルズによる「空の戦争（The War in the
本節の説明は、特に断りがない限り John Buckley, Air Power in the Age of the
Total War (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1999) Chp.2; 佐
貫亦男『発想の航空史 名機開発に賭けた人々』
（朝日新聞社、１９９８年）１３−９
９ページから引用。
21
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Air）」の当時の流行がそれをよく物語っている。その間、気球・飛行船といっ
た「空気より軽い(Ligther-than-air)」航空機のほかにも、「空気より重い
(Heavier-than-air)」航空機である飛行機の開発がヨーロッパ及び米国で進め
られていた。その中でも、１９世紀末のドイツ人オットー・リリエンタールに
よるグライダー飛行はその後の飛行機開発に大きな影響を与えた。そして１９
０３年、米国オハイオ州デイトンでライト兄弟による初の動力飛行が行われた
が、ライト兄弟は競争相手であったラングレー教授と初飛行をめぐり争ってい
たこと等を背景として、その発明を積極的に公開しなかったため、欧米で飛行
機開発競争が始まるのは１９０８年にライト兄弟がフランスで公開飛行を行い、
世界の注目を集めてからであった。
ライト兄弟は自分の発明を米国、ドイツ、フランスと交渉し、ある程度のラ
イト式飛行機が製造された（後に帝国陸軍も購入する）が、特許問題のせいで
多くの成果を残せなかった。しかし各国政府がライト兄弟の飛行機に関心を寄
せた結果、米国政府は１９０７年に陸軍の信号団(Signal Corps)の中に航空部
(Aeronautical Division)を設置し、ライト式飛行機を購入した。このほか、グ
レン・カーチスがライト兄弟の特許の網の目をくぐり飛行機を開発し、多くの
軍用機を製造することになるが、ライト兄弟の業績にもかかわらず、米国は第
一次世界大戦が終わるまで航空先進国ではなかった。その理由は様々であるが、
欧州から遠かったため飛行機による脅威をヨーロッパ諸国ほど感じなかったと
いう地理的要因のほか、ライト兄弟による特許独占による飛行機開発競争の抑
制が大きな原因と考えられている。
その後、２０世紀初頭におけるナショナリズムの高揚に刺激された列強間の
対立や航空思想の普及とあいまって、ライト兄弟の初飛行から第一次世界大戦
までの約１０年間に特に欧州列強諸国において飛行機開発競争が加速した。１
９０９年にはフランスのブレリオが英仏海峡を横断し、ヨーロッパ各国におい
て飛行機による国防上の懸念を増大させた。興味深いのは、日露戦争後にロシ
ア海軍の再建を主導していたロシアのミハイロビッチ大公が滞仏中にブレリオ
の海峡横断飛行に影響を受け、フランス製航空器材の購入とフランス人教官の
招聘によりロシアの航空戦力の強化を図ろうとしたことであり、ロシア軍部も
特別の航空組織を新設してこの計画に賛同した 22。そのフランスは１９１０年
に陸軍航空監部(Inspectorate of Military Aviation：１９１４年に陸軍航空局
〔Directorate of Military Aeronauics〕となる)を新設し、仮想敵国であったド
Robin Higham and Jacob W. Kipp, eds., Soviet Aviation and Air Power: A
Historical View (Boulder, Co.; Westview Press, 1977) pp.16-17.
22
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イツが飛行船を重視しているのに対抗して、工兵と砲兵が中心となって飛行機
開発に注力することになった。フランスの飛行機開発は第一次世界大戦まで世
界一であったが、これはグノーム(Gnome)エンジンのような優秀な発動機を開
発できたことや、ライト兄弟以前から飛行機開発を行なっていたアンリ・ファ
ルマン、そしてブレリオ、ニューポールといった優秀な飛行機製作者の存在が
大きい。
その一方で、ドイツではツェッペリン飛行船の象徴するシンボリックなイメ
ージとフランスが飛行機に集中していたことから、低コストの飛行機を支持す
る参謀本部の主張にもかかわらず、ドイツは引き続き飛行船に注力することに
なる。そのためドイツの飛行機及びその発動機の開発はフランスに遅れをとる
ことになるが、それを象徴するかのように、後述する帝国陸軍の初飛行におい
ては徳川大尉の操縦するフランス製ファルマン機が日野大尉の操縦するドイツ
製グラーデ機より高い評価を与えられていた。またドイツは第一次世界大戦勃
発時にはその保有飛行機の半分としてルンプラー・タウベを保有しており、こ
れは後述する帝国飛行協会が購入するとともに青島のドイツ軍に配備され、そ
の攻略を目指す帝国陸軍の臨時航空隊を翻弄することになるが、大戦２年目に
は既に時代遅れとなる。
英国はブレリオによる海峡横断に最も影響を受けた国で、それはドーバー海
峡の存在を前提とした安全保障政策の根本的転換を意味していた。しかし英国
は飛行機生産を国営工場に集中させる政策を採ったため、デ・ハビランド、ハ
ンドレページ、ショートといった優秀な民間飛行機製作者の開発努力を抑制し
てしまった。英国は１９１２年までには陸海軍ともに航空部隊を整備し、後に
それぞれ陸軍飛行隊（Royal Flyng Corps）と海軍航空隊（Royal Naval Air
Service）に発展、前者は１９１８年発足の英国空軍(Royal Air Force)の母体
となるが、特にエンジン開発に遅れをとった結果、第一次世界大戦ではフラン
スとドイツの後塵を拝することとなり、発動機はフランス製に頼る結果となっ
た。
イタリアでは陸軍工兵隊の主導により、自前の飛行船と輸入飛行機で航空要
員の訓練を行なっており、１９１１年の伊土戦争ではリビアにおいて初の空爆
を行なったが、その産業基盤の弱さが制約となって飛行機製造は特にフランス
のような外国に依存することとなる。それでもなお、ジュリオ・ドゥーエのよ
うな航空戦略家を輩出し、またドゥーエの信奉者であるカプロニが１９１３年
に世界初の爆撃機の製造に成功するなどしたことから、陸軍省は自前の飛行機
工場を建設するとともに国産飛行機開発を支援し続けた。

- 12 -

このように第一次世界大戦前の時期は、欧州諸国の飛行機開発競争の中で、
フランスが世界最大の飛行機先進国となり、飛行船に傾斜していたドイツがそ
の次に続き、民間飛行機産業の成長を阻みエンジン開発に遅れのあった英国と、
産業基盤自体が弱かったイタリアがその後に位置していた。そしてライト兄弟
が偉業を達成した米国は、欧州各国に比べて飛行機分野では全く遅れを採って
いた。しかし全体として、実用性の面では飛行船や気球の方が安定しており、
まだ技術・運用面ともに幼稚な飛行機が軍用上確固たる地位を築くには第一次
世界大戦を待たなければならなかった。
１．２ 初期の陸軍航空組織
１．２．１

臨時軍用気球研究会の発足

帝国陸軍は１８７７年（明治１０年）の西南戦争で軽気球を使用しようと試
作を試みた後、しばらく気球の研究を中断していたが、日露戦争の旅順要塞攻
略において気球を使用、１９０７年（明治４０年）には常設の気球隊が近衛師
団長隷下の交通兵旅団（電信教導大隊内）に設けられた。帝国陸軍は当初、日
清戦争において気球の必要性について痛感したことや、日露戦争で敵情偵察に
気球が活躍したことにより気球に多大な関心を持っており23 、まだ技術的に不
安定であった飛行機を高く評価していなかった24。参謀本部で諸外国の軍用航
空事情の調査を行った川田明治歩兵大尉の報告書によれば、飛行機よりも「誘
導気球（＝飛行船）」の方が、当時の技術水準に鑑み、未発達な飛行機に比べ
航続距離と搭載重量の観点から軍用上の価値が高いとされている 25。また１９
０９年（明治４２年）の偕行社記事は、海外の雑誌の翻訳として飛行機と戦争
との関係について述べたものを紹介しており 26、そこでは飛行機に対し広範囲
な軍事的役割をすでに想定していたことが窺えるが、同時に「飛行機は多数の
人員と軍需品の運搬に適せざるのみならず、風のため飛行を妨害せられ使用を
制限」されることも認識されていた。翌年の偕行社記事においても、引き続き
23

高橋『日本航空史 乾』２４及び３６ページ。
例えば、陸軍看護卒であり日清戦争に従軍していた二宮忠八が飛行機を考案し軍
上層部に数度上申したが、飛行機自体の価値が認められず採用されなかった。高橋
『日本航空史 乾』２４ページ及び仁科俊『航空五十年史』
（鱒書房、１９４３年）１
０３−１１４ページ。なおこの時に上申を受けた 1 人は当時、二宮が所属していた混成
旅団の参謀長であった長岡外史である。
25
陸軍中将 川田明治「空中飛行器（筆者注：ママ）に関する研究」
（
『航空記事』
第１３１号、昭和８年７月）９８−１１５ページ。
26
「空中飛行機の利益」
（
『偕行社記事』第３９４号、１９０９年６月）１０３−１０
４ページ。
24
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海外雑誌の翻訳として「誘導気球」（＝飛行船）と飛行機の優劣に関する議論
が掲載されているが、こちらでは飛行機の方が誘導気球よりも将来性が高いと
論じている27 。そして帝国陸軍は引き続き、１９１２年（明治４５年）３月、
飛行機に詳しい小野庄造歩兵少佐に対し、ドイツ、フランス、オーストリア、
イタリアにおける歩兵教育及び「同国軍事界に於ける飛行機及び空行船（筆者
注：ママ）の趨勢の調査」を命じ、小野少佐は同年（大正元年）１０月に上原
勇作陸軍大臣に対し結果を報告している28 。このように帝国陸軍は第一次世界
大戦以前から飛行機に関する情報収集及び、偕行社記事への掲載を通じた陸軍
内部に対する知識普及に努めていたが、当初の飛行機の軍事的価値に対する認
識は、当時の技術水準の限界を超えた過度な期待と実用性に対する疑念の入り
混じったものであった。
その後、気球及び飛行船という「空気より軽い（Lighter-than-air）」航空機
のうち、気球には安定的観測手段として引き続き需要があったのに対し、飛行
船は明治末期の相次ぐ事故などにより徐々に失われたため、関心は「空気より
重い（Heavier-than-air）」航空機である飛行機の研究に重点が移っていった
29

。そして１９０９年（明治４２年）７月に帝国陸軍は海軍及び学界と共同で

臨時軍用気球研究会（以下、特に断りのない限り「研究会」という。）を発足
させ、本格的な軍用航空機の研究へと進むことになった。
研究会は、陸軍大臣及び海軍大臣の監督に属し、気球及び飛行機に関する諸
般の研究を行うこととされ、文部省傘下の帝国大学や中央気象台からの参加も
27

「空中飛行器ノ戰爭ニ及ホス影響」
（
『偕行社記事』第４２１号、１９１０年１１
月）３２−４７ページ。
28
「外国旅行中の小野歩兵少佐に欧州軍事界に於ける飛行機及空行船の趨勢等臨時
調査せしむる件」
『永存書類乙輯第１類 明治４５年 大正 1 年』
（防衛省防衛研究
所）JACAR Ref. C02031432200。本史料に報告書は添付されていない。なお小野少
佐はこれより先、１９１０年（明治４３年）に「空中飛行器之現在及将来」という書
籍を出版し、欧米の航空界の発達状況や航空機に関する様々な課題を紹介している
が、同書には山縣有朋、長岡外史及び大島健一といった帝国陸軍の錚々たるメンバー
が題字及び序文を寄せていることから、帝国陸軍はそれまでも航空機に多大な関心を
持ち、また知識の普及に努めていたことがわかる。
29
このうち陸軍の飛行船への関心喪失については、旅順攻略のため帝国陸軍の依頼
により気球を開発した山田猪三郎が製造した飛行船が陸海軍の目の前で試験飛行に立
て続けに失敗した影響が大きいと考えられる。Jurgen P. Melzer, Wings for the
Rising Sun: A Transnational History of Japanese Aviation (Cambridge: Havard
University Press, 2020) pp.21-22。最終的に、飛行船は「経費の不廉なるに比し其の
用途大ならざる」と判断し、１９１５年（大正４年）に研究が中止されるにいたっ
た。
「航空に関する参考材料送付方英国武官より照会の件」
『永存書類乙輯４・５類
大正１４年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03012166600。
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得て関係省庁横断型の組織として設立されたが、会長は陸軍将官、幹事は陸軍
佐尉官とされ、また陸軍の気球隊の器材を使用する等、立ち上がりから陸軍主
導であり、初代会長には寺内陸相の依頼で長岡外史中将があたることになった
30

。
しかし帝国陸軍はこの時点でまだ気球に関心の重点を置いていたようであり、

それは研究会の任務及びその名称を定めるため、陸海軍間で官制案の折衝を行
った際のやりとりに表れている。すなわち、陸軍からの原案では気球のみを対
象としていたのに対し、海軍は気球のみならず「空中飛行機」の研究も価値あ
るとの意見であったため、飛行機の研究が可能であるように官制の範囲を広め、
また研究会の名称も他に適当なものにするよう申し入れている。結果として、
官制の条文に飛行機の文字が入ったが、研究会の名称については、陸軍原案の
「臨時気球研究会」が「臨時軍用気球研究会」に変更されたにとどまっている
31

。また、研究会設立後の同年８月には、研究目的及び研究する気球・飛行機

の要求性能に関する研究会長宛て陸海軍大臣訓令案が協議され、目的は「軍事
の要求に適する気球及飛行機を設計試験し、其の操縦法及之に関する諸設備を
定め、又気球及飛行機と地上との通信法を研究する」ことで一致したが、陸軍
の原案では気球に関する要求性能が詳細である一方飛行機については簡単に触
れているだけであったため、海軍から飛行機を気球と同等の性能を持つように
研究する形に変更するよう回答があった32。
こうして発足した研究会は、まず海外に要員を派遣し情報収集をすることと
し、１９１７年（大正６年）末までの間、２４名が海外に派遣された。研究会
の行った海外調査事項は表１―１のとおりであり、飛行機の研究に着手したば
30

長岡外史は当時陸軍省軍務局長。旧陸士２期、参謀次長、軍務局長などを歴任、
最終階級は中将。研究会発足直後の１９０９年（明治４２年）８月１日に中将に昇
進、８月２８日に会長就任。長岡の回想によれば、研究会設立の発端は寺内陸相が１
９０９年（明治４２年）の局長会議の際、予算閣議で必要経費６０万円を得たので、
研究会を設けたいと言い出したことであるとされている。長岡外史「飛行界の回顧」
長岡外史文書研究会編『長岡外史関係文書 回顧録編』
（吉川弘文館、１９８９年）２
９６−２９７ページ。
31 「臨時軍用気球研究会官制制定の件」
『明治４２年乾 貳大日記８月』(防衛省防衛
研究所) JACAR Ref.C06084765800、
「御署名原本・明治四十二年・勅令第二百七号・
臨時軍用気球研究会官制」
（国立公文書館）JACAR Ref. A03020807500。なお「臨時
軍用気球研究会」の名称を変更することについては、海軍省軍務局の山屋大佐が長岡
少将（当時）と度々折衝したが、長岡は結局実際には飛行機もやるのであるから名称
にはこだわらず、実質本位で行こうと押し通したとされている。和田『海軍航空史
話』２５－２６ページ、桑原『海軍航空回想録 草創編』３２ページ。
32 「臨時軍用気球研究会長へ訓令の件」
『明治４２年乾 貳大日記８月』(防衛省防衛
研究所) JACAR Ref.C06084766900。
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かりの状況を反映し、飛行機・発動機の構造に関することや操縦・偵察術など
の技術的な事項に調査の重点が置かれていたことがわかる。一方で、早くも航
空要員の教育法に関する事項及び民間航空事業に注目しており、帝国陸軍がす
でに長期的な航空戦力の体制整備を視野に入れていたことが分かる33。
臨時軍用気球研究会が海外派遣した要員一覧

研究事項

期間

派遣（駐
在）国

飛行機其の他 １ 自 明 治 ４ １ 仏
航空機関係事
年８月（１年
項
間）
２ 自大正６年
５月 （６ヶ
月）
飛行機及び操 自 明 治 ４ ３ 年 ４ 仏、独
縦
月 （７ヶ月）
同
同
仏、独
操縦、構造
同
構造、操縦、
爆弾投下
発動機応用
発動機製法、
設備
航空機関係事
項
技術、工場、
制度、教育

自４５年７月
（８ヶ月）
同 ８ヶ月
自大正５年６月
（９ヶ月）
自４３年５月
（７ヶ月）
未出発（５ヶ
月）
自４４年３月
（１年）
自大正６年５月
（１年）

仏

現所属

表１―１
官氏名

砲工学校教官

○櫻井砲兵少
佐

兵器本廠付

日野砲兵中佐

航空大隊中隊 徳川工兵大尉
長
航空大隊付
長澤工兵大尉

仏
英仏

墜落死亡

○澤田工兵中
尉

仏

東京砲兵工廠
硯具製造所長

○笹本砲兵中
佐

航空大隊付

○松井工兵大
尉

米
仏

欧州（主
と し て
仏）
航空機及発動 自 大 正 ３ 年 ４ 月 仏
交通兵団司令 草刈工兵少佐
機
３年間
部部員
33

「飛行機関係事項研究の為外国差遣者一覧表 大正６年１２月調」
『気球研究会並航
空制度改善書類 大正６．１２〜７．１２』
（防衛省防衛研究所。以下、
『制度改善書
類』という）
。なお、第５章第３節で後述するように、研究会発足直後、海軍将校も海
外派遣しているため、本表は陸軍の派遣要員のみをまとめたものと考えられる。しか
し１９１２年に研究会を実質的に離脱した海軍がその後研究会から要員を海外に派遣
したとは考えにくい。
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軽油発動機

自 大 正 ２ 年 １ ０ 英（私）
月 ２年間
構造、装備、 自 大 正 ４ 年 ８ 月 英仏
編制用法、教 ８ヶ月
育
軽油発動機
自 大 正 ５ 年 ４ 月 英仏
８ヶ月
同
自大正２年４月
米
５ヶ月
技術、構造、 自大正２年９月
独仏
通信、爆弾投 ７ヶ月
下
偵察法、戦闘 自大正２年９月
独仏
的 用 法 、 教 ７ヶ月
育、民間航空
事業
制度、教育、 自大正３年５月
欧州各国
民間航空事業 ７ヶ月
及政府の保護
操縦、機関取 自大正５年４月
独仏
扱
６ヶ月
同
同 ６ヶ月
独仏
交通（主とし
て飛行機研
究）
航空機関係事
項
構造、装備、
制度
発動機、工場
の設計
発動機取扱、
操縦、教育、
空中写真
戦時勤務用
法、教育、構
造、装備、補
充
駆逐用飛行機
操縦、空中戦

航空大隊付

渋谷工兵大尉

技術審査部付

杉山工兵中佐

東京砲兵工廠 植村砲兵少佐
銃砲製造所長
東京砲兵工廠 石川技師
廠員
砲工学校教官 松井（須）工
兵中佐
陸軍省副官

浅田砲兵少佐

予備

井上陸軍中将
（仁郎）

航空大隊付

岡騎兵大尉

自大正５年４月
３カ年

英

交通兵団司令 坂元歩兵中尉
部付
軍務局
多久工兵中尉

自大正６年８月
３カ年
自大正５年１１
月 １０ヶ月
未出発
５ヶ月
自大正５年６月
１カ年

米

軍務局

高木工兵少佐

英仏

兵器局課員

梅戸工兵少佐

米

東京砲兵工廠 富永技師
付
航空大隊付
武田輜重兵中
尉

英仏

自大正５年１１ 仏
月
１カ年

航空大隊付

長尾工兵中尉

自大正６年６月
７ヶ月

航空大隊付

真壁歩兵中尉

英仏
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闘、構造、装
備、工場設備
備考 右の外、益田工兵少佐、石本工兵少佐、岩本技師は明治４４年に於て
航空船の製作監督及技術修得のため独国に差遣
○印は二回差遣せられたるものとす
これらの調査事項には気球及び飛行船に関するものは明示的には含まれてお
らず、本表は飛行機に関する調査事項のみをまとめたものとも考えられる。し
かし海軍が１９１２年（明治４５年）に研究会を実質的に離脱したため、これ
らの調査のほとんどが陸軍の手により決定されたことを考えると、陸軍も飛行
機に多大な関心を持っていたことがうかがえる（研究会による海外軍用航空調
査については第２章第４節参照）。そして実際、研究会の関心の中心は、次第
に飛行機へと移って行った。元々、研究会の方針及び研究部門の構成は、明ら
かに気球に重きを置いていたものの、その後の変更により次第に飛行機に重点
を移していったことがわかる34 。同時に、研究会の方向性も、当初は航空に関
する一般学術的研究に重きを置いていたのが、次第に軍用航空に収斂していっ
た。
この帝国陸軍の飛行機に対する関心への変化の理由は、後述する大正元年の
特別大演習に参加した飛行機に対する高い評価や、研究会による初の「国産機」
である会式機の製作成功による自信の高まり等に起因すると思われる35 。そし
てこのような飛行機の軍事上の価値に対する認識の高まりを受け、陸軍はこれ
まで曖昧に使用されていた各種航空機の名称について正確に規定する必要から、
１９１３年（大正２年）、以下のように分類を行い今後は下記の名称を使用す
るよう通牒した36。
１

飛行機

機械力に依り空中に昇騰し航空し得るもの

２

気球

気嚢内瓦斯の浮力に依り空中に昇騰し得るもの

（イ）航空船

機械力に依り航空し得るもの

（ロ）繋留気球

索を以て地上に繋留せるもの

（ハ）自由気球

風力に依り航空し得るもの

34

高橋『日本航空史 乾』５６−６４ページ及び秋山紋次郎、三田村啓『陸軍航空
史』
（原書房、１９８１年）１５−１７ページ。研究会は１９１４年（大正３年）に業
務細則を改正し、７つの研究部門のトップに飛行機部門を設定している（気球部門は
２番目）
。
35
徳川好敏『日本航空事始』
（出版協同社、１９６４年）１０２ページ。
36
「航空機の名称に関する件」
『永存書類甲輯第５類 第２冊 大正２年』(防衛省
防衛研究所) JACAR Ref.C02030670300。
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本通牒は、海軍が上記の名称を使用することとした旨の連絡が海軍省よりあっ
たとのメモが添付されており、ここに陸海軍そろって飛行機を中心とした航空
機の研究を推進することとなった。
１．２．２

陸軍航空組織の課題

陸軍と海軍と間で飛行機の役割に対する考えが異なったこともあり、研究会
発足から３年足らずの１９１２年（明治４５年）に海軍は研究会を実質的に離
脱し、独自研究の道を歩み始める（詳細は第５章第３節参照）。これは飛行機
に対する価値に関し、様々な異なる意見があった当時としては仕方のないこと
だったと言えよう。しかし陸軍が支配することとなった研究会そのものにも、
陸軍航空の発展の上で課題があった。すなわち、研究会はその名が表すとお
り、また研究会官制に規定されているとおり、研究機関であって、航空機を司
る行政組織でも実際に用兵を行う部隊でもない。前述のとおり、気球隊が交通
兵旅団隷下に置かれたが、同旅団隷下に置かれた鉄道連隊、電信連隊及び気球
隊は全て交通兵隊という、工兵科のうち専門技術を扱う職種として取り扱われ
ていた。そして参謀本部においては交通通信を扱う第３部第７課がこれら交通
兵隊を担当し、また陸軍省において工兵課と器材課が、それぞれ工兵に関する
事項と工兵器具・気球用器具に関する事項を所掌していた37。これは、航空要
員の補充に関しては陸軍省工兵課、用兵及びそれに密接に関係する養成38に関
しては交通兵旅団、そして航空器材の補給に関しては陸軍省器材課、という様
に責任が分散していたことを意味している。
このうち交通兵旅団については、将来に航空部隊が拡大した場合、鉄道・電
信とは独立した航空兵団を新設し、円滑な統率を可能とすることが必要と考え
られていたが、段階を踏むこととし、まず交通兵旅団を１９１５年（大正４
年）１月に交通兵団に拡大改編、兵団長はそれまでの少将に替えて中将を置く
とともに、交通兵団に部附少将を置き航空部隊の指導に任じることとした39。
そして同年１０月には気球隊を包含する形で航空大隊が新設され交通兵団隷下
となり、航空部隊拡大の第一歩を踏み出したが、上記の責任分散体制は引き続

37

秋山他『陸軍航空史』９−１１ページ。なお米陸軍における気球・飛行部隊も、最
初は信号団(Signal Corps)に置かれたことから、航空機が交通・通信機能の一部として
扱われることは自然なことだったと考えられる。
38
工兵の一部である交通兵の専門教育に関しては、教育総監部にある工兵監ではな
く交通兵旅団長の所掌であった。
39
井上幾太郎伝刊行会『井上幾太郎伝』
（光文書院、１９６６年）１４８ページ。
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き継続された40。他方、研究会は飛行機の研究機関として、これらの関係諸機
関とその時々において必要な協力を行うだけでなく、その専門性の故に、場合
によっては責任の一部を引き受けることとなった。
このように、当初、海のものとも山のものとも分からなかった飛行機の所掌
が分散したことは、その軍用上の性格・位置付けがはっきりしなかった当時に
おいては、既存の陸軍の官僚組織の枠組みのもとでうまく当てはまる形を模索
した結果といえよう。そしてその中で最も専門性を持ち、また飛行機を保有し
取り扱いに慣れた研究会に多くの負担が課せられたことも自然な成り行きであ
った。しかし、その後飛行機の軍事的価値に対する認識が高まり、継続的な航
空要員の養成及び航空器材の補給が必要なこと、さらに重要なことは、高度な
技術の結晶である飛行機を扱う要員の養成と器材の補給が密接に関係している
ことが明らかになるにつれ、このようなアドホックな枠組みは再検討を迫られ
ることとなる。
１．３ 初期の陸軍航空要員の補充・養成
１．３．１

航空要員の補充・養成方法

研究会は１９１０年（明治４３年）４月、日野熊蔵、徳川好敏両大尉に飛行
機の購入と操縦術の習得を目的とし欧州への出張を命じた。両大尉はフランス
でブレリオ式及びアンリ・ファルマン式、ドイツでグラーデ式及び米国製のラ
イト式の合計４機を購入し、帰国後、同年１２月に代々木練兵場において初飛
行を行った（図１―１参照）。しかし常に外国に操縦士候補を派遣して養成す
るわけにもいかず、また航空要員の養成は本来、交通兵旅団（気球隊）の所掌
である。研究会はその後も操縦術習得のために海外に要員を派遣するが、これ
は研究会の性格からは、調査研究目的であったと言えよう。実際、表１―１に
は操縦術習得のみをもって派遣された者はいない。

40

ただし、研究会新設時の工兵課長であった井上仁郎がその後交通兵（旅）団長と
なった際、１９１２年（明治４５年）４月から１９１６年（大正５年）８月までの間
は研究会幹事、次で会長も務めており、その 4 年強の間は交通兵（旅）団長と研究会
幹事・会長が同一人物に兼務されていたため、実質的に運用者と調査研究機関の機能
が統合されていた。鈴木淳「日本における陸軍航空の形成」
（横井勝彦編著『航空機産
業と航空戦力の世界的展開』日本経済評論社、２０１６年）２９ページ。後に井上幾
太郎が交通兵団部附少将への就任を依頼された際、航空隊の指揮権と研究会幹事の職
をあわせて要求するが、この井上仁郎の前例にならったものと考えられる。
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（図１―１）徳川・日野両大尉の代々木での初飛行（東京日日新聞

１９１０年（明治４

３年）１２月２０日朝刊）

そのため、帝国陸軍として航空要員、特に操縦要員を継続的に養成する必要
に迫られた。何より、１９１１年（明治４４年）の時点で、帝国陸軍には徳
川・日野両大尉しか飛行機を操縦できる者がおらず、また日野大尉が研究会か
ら早々に脱落してしまったため、徳川大尉しか飛行機操縦の教官たるべき人間
がいなかった。そこで同年１１月に陸軍省工兵課長となり、後に陸軍航空の産
みの親と言われるようになる井上幾太郎大佐 41は、陸軍航空の発達の遅れは１
日足りとて遅らせてはいけないとの危機感から、まず「徳川 1 人を頼りとして」
「鼠算式に」航空要員の養成を開始することを決意した 42。その際、気球隊の
将校のみでは所要の航空要員を養成することは不可能であること、及び飛行機
の操縦は本人の希望、性質、体格等が著しく技能を左右することから、広く気
球隊以外の各兵科の将校からも適任者を選抜し、気球隊において教育を行うこ
ととした。そしてそれを実行するために既存の「交通術修業員分遣規則」を適
41

陸士４期、工兵。陸軍省工兵課長、同軍事課長、陸軍航空部本部長（初代）
、第３
師団長、陸軍航空本部本部長（第２代）等を歴任。最終階級は大将。
42
『井上幾太郎伝』１６４−１６５及び１６８−１６９ページ、及び井上幾太郎が徳
川『日本航空事始』に寄せた序文より。
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用して行うことにした。この規則は１９０８年（明治４１年）に制定され、必
要な技術関係要員を養成するため、交通兵旅団長隷下の各交通兵隊に派遣する
というものであったが、気球隊が交通兵隊の一部とされたため丁度「使える」
枠組みだったため、本制度を使うことで新制度の設計の手間を省くことが可能
となった43 。井上は日露戦争の際、第３軍参謀として旅順攻撃に従軍、その際
に気球による偵察を行なった経験の持ち主である44 。そして工兵課長になった
後、徳川大尉操縦の飛行機に搭乗し、その際、気球と飛行機には「根本的の差
異」があり、飛行機による偵察・観測こそ「真の航空」である、との感想を抱
いている45 。また後年になって日露戦争の際に飛行機があれば２０３高地の奪
取は必要なかったため、飛行機は（旅順攻撃を行った第１師団と第７師団の）
２個師団分に相当する、と回想している46 。井上の日露戦争における経験が、
彼をして帝国陸軍における航空戦力形成の推進力たらしめたといってよいであ
ろう。
このように飛行機は当時、新しい有望な偵察・観測機関として認識されてい
た。そのため、１９１２年（明治４５年）４月、操縦将校に加え空中偵察将校
の養成も行うため、「空中偵察将校及航空機操縦将校養成要領」を定め、適任
者を選定し列次名簿を提出するよう関係機関に依頼した 47。この際、分遣将校
の教育は気球隊長が責任を持ち、主として繋留気球及び自由気球により実施す
るが、同時に臨時軍用気球研究会の飛行機及び飛行気球によっても行うと定め

43

同上。なお交通術修業員分遣規則第１条は「軍用鉄道電信電話電燈気球等に関す
る学術を修得せしむる為、所要兵科の士官以下を交通術修業員として交通兵諸隊に分
遣す（下線部筆者）
」となっている。
44
長南政義編『日露戦争第三軍関係史料集 大庭二郎日記・井上幾太郎日記で見る旅
順・奉天戦』
（国書刊行会、２０１４年）１１１ページ（井上幾太郎『日露戦役従軍日
記』の明治３７年８月２０日の記述）
。日記の記述では、井上は気球に搭乗した際、め
まいがする等よい心地がしなかったようである。
45
『井上幾太郎伝』１６４ページ。
46
陸軍大将 井上幾太郎「若し日露戦争当時、今日の如き航空機が日露両軍に存在
せば」
（
『科学画報』第２４巻第３号、１９３５年３月）４４−５１ページ。この回想に
おいても、旅順攻撃の際に気球を港内の観測に使用したが、
「耐風力の少ないために到
頭しまいには風に吹き飛ばされて」しまったため、その後は使用されなかったと記し
ている。
47
「空中偵察及航空機操縦将校養成の件」及び「空中偵察将校及航空機操縦将校養
成要領」
（
「空中偵察及航空機操縦将校養成の件」
『永存書類乙輯第３類 大正３年』
(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02031772000。陸軍大臣からの依頼先は、参謀本
部、教育総監部、及び近衛〜第１８各師団。このうち、偵察将校については、参謀本
部、教育総監部、近衛師団及び第１師団に依頼し、操縦将校については各師団（近衛
及び第１師団含む）に依頼している。
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られ、飛行機を保有し専門性を有する研究会が自然と航空要員の養成に携わる
こととなった。同養成要領は、操縦将校のものと偵察将校のものとに分かれて
おり、操縦将校については、
・

当分の間、中（小）尉５名を１年間気球隊に分遣する

・

分遣将校は身体強健、視力確実、性質沈着、注意周到にして、決断力に富
み、数学及び理学の才能のある者を志願者から選抜する

とされ、航空機の操縦に適した身体・知的能力が要件とされた。また偵察将校
については、
・

戦時に航空機により様々な偵察任務を行わせるため、当分の間、大（中）
尉６名を３ヶ月間気球隊に分遣する

・

分遣将校は陸軍大学校出身者で、身体強健、視力確実な者を選抜する

とされたが、これは航空機からの偵察には瞬時の情報判断力と適時報告の能力
を必要とするため、学識、体力ともに優秀な将校を選抜する必要があるとの理
由からであった。ただし陸大出身者であるという要件のため、偵察将校は戦時
においては多数の重要職務に任ぜられることが予想されることから、平時より
なるべく多数の偵察要員を養成することが望ましいが、経費・器材の関係もあ
り、要員養成数には限度があることも認識されていた。
上記の経緯により航空機の偵察要員及び操縦要員の組織的養成がはじまり、
第１期では偵察将校６名及び操縦将校５名が教育された。当初、陸軍は飛行機
よりも気球による偵察教育に重点を置いており、第１期の偵察将校教育が開始
される直前の１９１２年（明治４５年）５月３０日に井上仁郎48 交通兵旅団長
から出されている「空中偵察将校教育指針」は明らかに気球による教育を基本
的前提とした記述となっているほか49 、その教育所見は気球によるものにしか
触れていない50。
しかし、前述のとおり陸軍の関心は次第に気球から飛行機に移っていき、そ
れに伴い飛行機が主な偵察手段として重点が置かれることになった。１９１３
年（大正２年）６月、「空中偵察将校及航空機操縦将校養成要領」の改正が行
われ、ここで偵察将校養成の目的は「戦時参謀の勤務に服する将校をして航空
48

士官生徒７期、工兵。鉄道大隊長、軍務局工兵課長、交通兵（旅）団長などを歴
任。最終階級は大将。欧州出張時は交通兵旅団長と研究会幹事を兼務しており、この
後、交通兵団長及び第６代臨時軍用気球研究会長（１９１６年４月〜同年８月）を務
めている。
49
「空中偵察将校教育指針」
（
「空中偵察及航空機操縦将校養成の件」
『永存書類乙輯
第３類 大正３年』
）
。
50
「気球隊分遣空中偵察将校に関する所見 交通兵旅団長 井上仁郎」
（
「空中偵察
及航空機操縦将校養成の件」
『永存書類乙輯第３類 大正３年』
）
。
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機、『殊に飛行機』（二重カッコは筆者）に同乗し諸般の状況を偵察することを
修得」させることとされたが、これは参謀本部が偵察将校養成の目的を「戦時
参謀の要務に充つる者をして航空機『主として飛行機』（二重カッコは筆者）
に同乗して諸般の状況を視察することを修得」させるとすることが我が国航空
界の現状に鑑み妥当である、との意見を示したためであった51 。この際、操縦
将校の養成数は従来の５名から８名に増加されたが、これは偵察将校への期待
と併せて、空中からの偵察・観測に対する帝国陸軍内における需要の高まりを
反映したものである。実際、帝国陸軍は１９１２年（大正元年）の特別大演習
52

に飛行機を参加させ高評価を得たのに引き続き、１９１３年（大正２年）、１

９１４年（大正３年53）、１９１５年（大正４年）、１９１６年（大正５年）の
特別大演習にも参加させたほか、同年の近衛師団連合演習と翌年の特別工兵演
習及び師団対抗演習にも飛行機を参加させている。この際、空中偵察術を修業
した将校を大正元年の特別大演習に参加させ 54、それ以後は特別大演習への参
加師団の所属将校のうち陸軍大学校卒業者に偵察術を修業させて参加させてい
る55 。なお帝国陸軍は特別大演習の参加部隊から所見を募っているが、その中
には飛行機に関する意見の収集を特に依頼しているものもあり56 、陸軍が飛行
機の実戦における価値を見極めようと努力していた形跡が伺える。
このような航空機よる偵察の重要性の認識の高まりについては、工兵課長で
あった井上幾太郎大佐が、演習に航空機を参加させた経緯を以下のように回想

51

「空中偵察将校及航空機操縦将校養成要領改正の件」
（
「空中偵察及航空機操縦将
校養成の件」
『永存書類乙輯第３類 大正３年』
）
。
52
特別大演習とは秋季演習令に規定する演習の一形態であり、最も実戦形式を想定
した秋季演習のうち、一連の演習の最後に行われる３個以上の師団を使用した軍レベ
ルの演習を指す。毎年１回４日間実施することが原則とされており、天皇自らが統監
するという点で最も権威のある演習形式であった。
53
この年には第一次世界大戦が勃発し、当初特別大演習に参加する予定だった航空
器材をそのまま青島戦役に使用したため参加を一時中止したが、青島落城後に再度参
加することに決定した。高橋『日本航空史 乾』１２２−１２３ページ。
54
高橋『日本航空史 乾』１１８ページ。
55
「空中偵察術修業員分遣の件」
『永存書類乙輯第３類 大正５年』(防衛省防衛研
究所)JACAR Ref.C02031975100、
「空中偵察術修業員分遣の件」
『永存書類乙輯第３
類 大正５年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref. C02031975200、
「航空機操縦将校既
修者分遣の件」
『永存書類乙輯第３類 大正５年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.
C02031974900。
56
「大正２年特別大演習編制及器具材料等に関する意見集送付の件」
『密大日記 ４
冊の内２ 大正３年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C03022357700。ただし本資
料に意見集そのものは添付されていない。
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している57：
（筆者注：この年の大演習は臨時軍用気球研究会のある所澤が中心であったの
で）之に参加することは実に千載一遇の機会であった。これには飛行機及航空
船を以て之に参加せんとする議を出した処、幹事井上（筆者注：仁郎）少将 58
以下大部の委員は未だ我が航空術これに伴わざるの理由で之に反対された。併
し私は之に参加することは独り我航空の進歩を促進するばかりで無く、一般軍
部内に航空機の効果を知らしむることが出来ると思い、之を主張した処「お前
が全責任を負うなら同意する」と云うことで遂に同意を得て私が全責任を負う
て之に任ずることになった。
（筆者中略）併し、其結果は実に陸軍の全般を驚嘆させた。此ときまで偵察は
主として騎兵が任じて居ったが、騎兵では例えば第一日の遭遇戦の如きも敵の
縦隊区分、兵力等の明瞭に分るのは精々両軍衝突の間際になってからであるが、
航空機を用いると朝運動開始１時間の後には敵の縦隊区分、兵力、位置等が手
にとる様に明瞭になる為に、軍司令官は敵情に何等苦心することなく戦闘命令
を作為することが出来て仕合せした（筆者注：ママ）ので、大演習の統監部及
軍司令部は固より、軍内一般は航空機の効果の偉大なるのに驚き、航空機無く
しては今後は戦争は出来ぬと云う様になった。
（筆者中略）其の結果の極めて驚嘆すべきものがあるのを見て、翌年からは外
部からも参加を要求し、航空部隊も進で之に応ずるようになった。其の御蔭で
大正三年の青島の攻撃には飛行機及繋留気球を以て之に参加し大に戦功を樹て
るようになった。

57

陸軍大将 井上幾太郎「航空日本の創初」
（高橋『日本航空史 乾』２４９−２５
１ページ）
。当時陸軍省工兵課は航空機を所掌していた。
58
士官生徒７期、工兵。鉄道大隊長、陸軍省工兵課長、交通兵旅団長、交通兵団
長、臨時軍用気球研究会長等を歴任。最終階級は中将。
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（図１―２）大正元年特別大演習における飛行機の活躍を報じる記事（東京朝日新聞

１

９１２年（大正元年）１１月１９日朝刊）

このように大正元年の特別大演習で飛行機を使用したことにより、これまで
の騎兵偵察とは比べようもないスピードで敵の隊形や位置をリアルタイムで報
告できたことに「（筆者注：大正）天皇陛下をはじめ、みんな大変に驚きまし
て、それからは大演習というと飛行機がつきものになりました」と井上は誇ら
しげに回想している59 。そして帝国陸軍内にとどまらず、一般社会も本特別大

59

「航空日本史を生きたサムライたち（１）陸軍航空の元老 井上幾太郎氏」
（中村
光男編『別冊航空情報 航空秘話復刻版シリーズ（３）生きている航空日本史外伝
（上巻）日本の航空ルネサンス』
（酣橙社、２０００年）
）５７ページ。これは毎日新
聞の航空関係の記者であった郡竜彦が１９６１年１１月に井上幾太郎にインタビュー
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演習において初使用される航空機を注視していたことは、当時の新聞が大演習
における飛行機及び飛行船の活動やその仕組み、軍事的役割の評価などについ
て連日にわたって詳細に記事にしていたことからも窺える（図１―２参照） 60。
こうして航空機の軍事的価値が徐々に認められつつあったものの、航空要員
の数が圧倒的に足りない状況にあった。井上幾太郎大佐が１１月１９日の新聞
紙上において、航空機が軍事的に実用の時期に達したことは言うまでもないが、
課題として「最も肝要なるは操縦者並びに偵察者の養成にあり。熟練なる操縦
者の操縦せる結果と熟練なる偵察者の偵察とは戦略上重大なる関係あるをもっ
て、将来多数に養成する必要あるべし61 」と強調しているように、その後も交
通術修業員分遣規則による航空要員の養成は継続された。その際、気球隊所属
将校に対する他、毎年全国各地の師団から操縦将校候補者が選抜されたほか、
偵察将校についても参謀本部、教育総監部及び全国の師団の一部から選抜し、
毎年の特別大演習への参加を前提として教育された62 。このほか教育総監部に
対しては、偵察将校の他にも砲兵観測将校（共に陸大卒業者）を砲兵学校から
派遣するよう依頼した。参謀本部も近年の航空機の著しい発達は用兵上極めて
影響が大きいとの考えのもと、陸軍大学校兵学教官及び陸大学生を航空機に搭
乗させて偵察術の初歩の実地経験をさせてほしいとの依頼を陸軍省に行なって
いる63 。表１―２は１９１８年（大正８年）までの偵察・観測将校の養成実績
であるが、将来の陸軍航空のみならず帝国陸軍の首脳となる者が散見されるこ
とから、当時の帝国陸軍がいかに空中偵察術を重要視していたかがうかがえる。

したものである。
60
東京朝日新聞１１月１５日朝刊４ページ、１８日朝刊４ページ及び１９日朝刊２
ページ）
、読売新聞１１月１５日朝刊１ページ、１６日朝刊３ページ、１７日朝刊２、
３ページ、１８日朝刊３ページ及び１９日朝刊３ページ。東京朝日新聞１５日朝刊
は、飛行機・飛行船とも、今回の特別大演習が初使用であると報じている。
61
東京朝日新聞１１月１９日朝刊２ページ及び読売新聞１１月１９日朝刊３ペー
ジ。
62
「空中偵察術修業員分遣の件」
『永存書類乙輯第３類 大正５年』
、
「空中偵察術修
業員分遣の件」
『永存書類乙輯第３類 大正５年』
（防衛研究所）JACAR Ref.
C02031975200。この２件は同じ件名で同じ簿冊に収録されているが別の史料であ
る。
63
「陸軍大学校兵学教官及同学生を航空機に塔乗せしむる件」
『永存書類甲輯第３．
４類 大正４年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02030735600。陸軍省からは異存
なしとの回答がされている。
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空中偵察・観測将校名簿
第１期（M45.6.1-T1.8.21）
士卒期
官
氏名
１０
歩兵中佐
小澤 寅吉
１２
同
杉山 元
１４
歩兵少佐
角田 政之助
１３
砲兵中佐
浅田礼三
１４
歩兵少佐
末松 茂治
１３
歩兵中佐
平塚 直巳

第２期（T2.6.2-8.31）
士卒期
官
１２
騎兵中佐
１１
工兵中佐
１４
砲兵少佐
１５
歩兵少佐
同
歩兵少佐
１３
歩兵中佐

氏名
緒方
弘中
時来
青木
川岸
福井

第３期（T3.9.1-10.31）
士卒期
官
１３
砲兵中佐
１４
歩兵少佐

氏名
藤本 恒治
吉永吉次

第４期（T4.8.15-9.14）
士卒期
官
１６
歩兵少佐
１６
歩兵少佐
１７
同
１６
同
１５
同
１８
歩兵大尉

氏名
藤田
谷藤
妹尾
勝尾
大場
織田

第５期（T5.8.15-9.15）
士卒期
官
１５
騎兵少佐
同
砲兵少佐
１６
歩兵少佐
１７
同
同
騎兵大尉

氏名
林 金象
多田 駿
佐野 光信
笠原 盾雄
星 松尾
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信俊
暁
鶴松
松太郎
文三郎
重記

進
長英
隼熊
信彦
弥平
三郎

表１―２

１８
同
２１

砲兵大尉
歩兵大尉
同

第６期（T6.8.1-9.30）
士卒期
官
１５
砲兵少佐
１６
歩兵少佐
１７
騎兵大尉
１８
歩兵大尉
１９
同
同
同
１９
歩兵大尉
同
同
２０
砲兵大尉
２１
歩兵大尉

岡部
後藤
岩下

直三郎
廣三
新太郎

氏名
弘岡好忠
大谷亀蔵
牧野正迪
長嶺亀助
儀峨 徹二
値賀 忠治
高木 義人
中山 保三郎
木村兵太郎
田中毅一

第７期（T7.6.1-7.10）
士卒期
官
氏名
１６
歩兵少佐
小笠原数夫
１８
歩兵大尉
中野 直三
同
同
山下 奉文
２０
同
木下 敏
同
同
秋山 静太郎
２１
同
上月 良夫
出典：「明治４５年以降 空中偵察将校名簿 大正９年１月調整 陸軍航空
部」（「空中偵察観測将校連名簿」『陸軍航空部本部関係 参考書類綴 大正
６．１２．２０〜１２．１．１１』（防衛省防衛研究所）。以下『参考書類綴』
という。
）
。
１．３．２

航空要員補充・養成上の課題

このように組織的かつ継続的に航空要員の養成を開始した帝国陸軍であった
が、当時、航空機はまだ未発達の乗り物であり、危険と隣り合わせであった。
表１−３は操縦将校教育が始まった１９１３年（大正２年）から１９１９年
（大正８年）までの養成実績をまとめたものであるが、第１期操縦将校５名の
うち、２名（木村鈴四郎砲兵中尉及び徳田金一歩兵中尉）が修業期間中（１９
１３年（大正２年）３月）に殉職し、また１名（坂元守吉歩兵少尉）が修業後
に殉職した。
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飛行機操縦術修業者一覧表
修業年次
大正 2 年

卒業期別
場所
佛国

第1期

大正 3 年

隊
第2期

大正 4 年

隊
第3期

大正 5 年

隊
第4期

官

大正２―８年
氏名

工兵少佐
工兵大尉
工兵中尉
騎兵大尉
砲兵中尉
歩兵中尉
同
輜重兵中尉
工兵大尉
歩兵中尉
砲兵大尉
同
歩兵大尉
歩兵中尉
騎兵中尉
歩兵中尉
同
工兵大尉
歩兵中尉
同
同
輜重兵大尉
歩兵中尉
同
同
工兵中尉
同
歩兵中尉
騎兵中尉
歩兵中尉
工兵中尉
同
歩兵中尉
同
同
同
同
工兵中尉
歩兵中尉
同
同
歩兵中尉
同
同

徳川好敏
長澤賢二郎
澤田秀
岡楢之助
木村鈴四郎
徳田金一
坂元守吉
武田次郎
佐藤求巳
重松翠
内藤国太郎
髙橋勲
真壁祐松
坂本真彦
井上武三郎
小関観三
中澤治平
中田武實
中村順太郎
伊庭三郎
瀬戸俊二
岩富英
加藤尹義
能見義幸
足立亭
田中政人
武田惣治郎
川上親孝
水田嘉藤太
荒瀬嘉平
長尾久吉
小嶋寅雄
加藤正美
齋藤文治
坂口四郎
西村潔
安邊浩
新山憲一
武官豊治
曽根誠三
小澤武夫
木下正信
瀧川義治
益満行宜
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表１―３
※灰色部は殉職者
摘要
航空部
航四
殉職
航空部
殉職
同
同
航一
航二
殉職
航二
殉職
航一
歩三七
予備
航空部
同
出征
工十一
航空部
航二
殉職
歩三九
航一
休職
変死
航一
予備
予備
免官
航空学校
航一
航空学校
航一
航空学校
航一
航空学校
航四
歩四九
出征
航空部
歩五七
出征
航空学校

大正 6 年

隊

第5期

大正 7 年

隊
第6期

隊

第7期

工兵中尉
同
同
同
同
同
工兵大尉
工兵准尉
准士官
下士
歩兵中尉
同
同
工兵中尉
歩兵中尉
工兵中尉
歩兵中尉
騎兵中尉
歩兵中尉
砲兵中尉
歩兵中尉
同
工兵大尉
工兵中尉
砲兵中尉
歩兵中尉
工兵中尉
騎兵中尉
輜重兵中尉
歩兵中尉
砲兵中尉
歩兵中尉
砲兵中尉
同
騎兵中尉
輜重兵中尉
工兵中尉
同
同
工兵中尉
同
同
騎兵中尉
工兵中尉
騎兵大尉
歩兵中尉
同
同

新井三郎
杉野義治
有田直満
平賀栄雄
東栄治
麥田平雄
儀峨辰三
小田荒太郎
４名

航一
殉職
航二
同
航一
同
殉職
航二
准士官１予備

河端融
松岡勝蔵
服部券太郎
渡邉廣太郎
菅田茂實
樋口喜権
菱沼一
中山頼道
神谷正男
和田昌雄
野田政逸
下田龍栄門
中西正
石田房雄
永関三郎
野口雄二郎
寺元志雄
田中春雄
谷甚吉
長田好置
佐藤政城
藤崎茂
大塚寅雄
森蕃樹
喜早収治
大柴栄
水越直一郎
坪谷英五郎
難波清作
水谷良蔵
吉本和近
山名要
久保田利則
加藤邦雄
飛松龍雄
守田利喜雄
北川於見之助
赤田直義

歩六二
航空学校
歩一九
航二
航一
殉職
歩二七
騎二〇
歩七〇
航空部
航一
歩四九
航一
同
同
同
航空部
航一
輜一〇
歩三一
航空部
航一
航空部
野砲一八
航一
輜一三
航一
航四
航二
航一
航二
航空部
騎四
航一
殉職
航一
同
歩一九
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大正 8 年

隊
第8期

同
同
歩兵少尉
下士
騎兵中尉
歩兵中尉
砲兵中尉
歩兵中尉
同
砲兵中尉
歩兵中尉
同
砲兵中尉
歩兵中尉
歩兵大尉
歩兵中尉
砲兵中尉
歩兵中尉
砲兵中尉
歩兵中尉
同
輜重兵中尉
砲兵中尉
同
歩兵中尉
輜重兵中尉
輜重兵少尉
歩兵少尉
同
同
騎兵少尉
同

西田健之助
田中伊勢吉
青木勝
8名
立松芳次郎
神津幸右衛門
庵原勝雄
手島恒久
溝口護命
渡邉四郎
近藤兼利
戸塚秀三
近藤源三郎
立見大三郎
三井文雄
大井濶
小野崎仁
池田慶次郎
笠井盛次郎
山本辰雄
青木武三
西尾三郎
宮里千義
吉田次郎兵衛
秀島正夫
髙橋常四郎
近藤三郎
小島幸延
河井田義匡
樋口正治
今田徹
今村久

航四
航一
航二
騎六
台歩一
山砲三
歩四一
台歩一
野砲二？
歩三九
歩一八
舞鶴重砲
歩七七
殉職
歩六七
野砲二〇
歩五九
野砲二五
歩一六
歩二一
輜二
野砲一一
野砲五
歩二九
輜九
輜一一
歩六二
歩六六
歩四八
騎二
騎一七

出典：「飛行機操縦術修業者一覧表 大正８年５月 航空第１大隊」（「飛行場
に於ける負傷者経過一覧表」『参考書類綴』。
実際、帝国陸軍も航空機搭乗の危険性は早くから憂慮していた。１９１２年
（明治４５年）には、航空従事者の業務は特に危険を伴うのみならず、高い技
術上の練度と精神力・体力を非常に必要とするため、我が国のように航空業務
が未発達の国では航空従事者を保護奨励し、その発達を促す必要が大であると
の理由から、手当を支給すること及び航空殉職者に対しては戦死者と同等の厚
遇を与えることが検討されていた64。この結果、翌年２月、「軍用の飛行機又は
64

「航空勤務に従事する者に航空手当を給し其の死歿者に一時賜金を賜與する件」
『永存書類甲輯第３．４類 明治４５年 大正１年』(防衛省防衛研究所) JACAR
Ref.C02030635400。
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気球に乗し航空演習に従事する者に一時賜金を給与するの件」を定め、軍用航
空機に搭乗し演習中に死亡した者の遺族または負傷し不具となった者に金銭的
補償を与えることとするとともに、「軍用の飛行機又は気球に乗し航空演習に
従事する者に手当を給与するの件」を定め、軍用航空機に搭乗し航空演習に従
事する者に航空手当を支給することとした65 。その後も、同規則の適用範囲を
拡大し、１９１４年（大正３年）９月には軍事上の必要性により非軍用の航空
機に搭乗し死傷した者にも適用することとした66ほか、翌年には、戦時中の内
地での航空演習中の死傷にも通常戦役勤務中に死傷した場合に適用される金額
が適用可能とされた67 。加えて、１９１３年（大正２年）６月、将来の操縦者
養成数の増加を見込み、飛行機操縦術修得者に徽章を与える「陸軍飛行機操縦
術修得徽章附与規則」を制定し、徽章を付与することでその名誉を表彰すると
ともに飛行機操縦要員の養成を奨励することを企図した68。
それでも航空殉職者は後を絶たず、１９１８年（大正７年）１０月の特別大
演習においても殉職者が２名発生したこともあり、帝国陸軍は航空勤務者の待
遇を再度見直す必要に迫られた69 。後年、陸軍省が分析しているように、この
当時、飛行機操縦将校の需要は年々増加しているのに対し志願者は減少傾向で
あるとともに「其の素質多く劣等なるを常」とする状況であり、また帝国陸軍
内に航空分野を進んで志願する者が少ないことが懸念されていた（表１−４参
照）。

65

「航空演習従事者航空手当並一時賜金給与の件」
『永存書類甲輯第３．４類 大正
２年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C03010018500、
「航空に係る手当及一時賜金
給与の件」
『永存書類甲輯第３．４類 大正２年』
（防衛省防衛研究所）JACAR
Ref.C03010018600。本件は陸海軍両大臣から閣議請議を行なっている。
66
「大正２年勅令第９号（航空演習に従事する者にー時賜金給与の件）中改正の
件」
『永存書類甲輯第３．４類 大正３年』(防衛省防衛研究所) JACAR
Ref.C02030691800。
67
「航空演習に従事中死没したる者に対する賜金の件」
『永存書類甲輯第３．４類
大正４年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02030729700。
68
「陸軍飛行機操縦術修得徽章附興規則制定の件」
『永存書類甲輯第１．２類 大正
３年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02030684700。
69
「航空勤務者待遇法改正に関する諸案 臨時軍用気球研究会 大正７年１２月２
４日印刷」
『制度改善書類』
。本史料によれば、①航空勤務手当支給規則の改正、②航
空演習従事者に対する一時賜金給与規則の改正、③航空勤務者に服役定年加算をす
る、ことが柱で、航空勤務は危険を伴うため戦地派遣者と同様の待遇とすべきとの趣
旨に基づいている。なお、
『井上幾太郎伝』によればこれらの待遇改善案は概ね受け入
れられたようである。
『井上幾太郎伝』２１５−２１６ページ。
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表１―４

飛行機操縦術志願者統計
年度

募集法

志願者人員

採用人員

大正元年

各師団四名以内
行う

試験を

86 名

5名

２年

各師団三名以内
行う

試験を

35 名

8名

３年

同 右

44 名

12 名

４年

同 右

43 名

12 名

５年

同 右

40 名

12 名

６年

同 右

45 名

12 名

７年
第１回

無制限 試験を行う

41 名

20 名

同７年
第３回

無制限 無試験

31 名

30 名

８年

将校は各師団無制限試験
を行う
下士は各師団４名以内選
定試験を行う

備考

今回は志願せざりしも
前回志願者の不合格者
9 名を併せ採用す

将校 23 名
下士 80 名

志願者の素質

区分
成績

序列

成績

士官学校卒業序列
甲

中

るを適当とす

4

9

6

18

13

31

23

1/3

下より 1/3

計

出典：「議題

4

上より 1/3

同
丙

大正 8 年志願者

第 2 回志願者

同
乙

大正 7 年

航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加え新たに航空兵科を設く
大正八年十月十三日

当初の重要書類綴

制度調査委員会」『陸軍航空部本部創立

大正８．６．１６〜８．９』（防衛省防衛研究所。以下

『重要書類綴』という。）。
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このような状況のもと、１９１７年（大正６年）１２月には交通兵団長であ
る武内徹中将70から、「飛行機操縦将校に関する意見」と題する飛行機操縦将校
の選抜方法とその奨励方法に関する意見具申が行われた71。そこでは、
・

応募・選抜基準等をきちんと周知すること

・

試験委員は交通兵団司令部や航空大隊など、航空教育に関する知見を有す

る者をもってあてること
・選抜試験には再審制度を導入し最初の召集期間に実施すること
など、周知・選抜方法の改善を主張するとともに、上官が優秀な部下の応募を
奨励し、成績優秀な飛行将校に対しては、無試験または特別の措置により陸大
への入学を許可すること及び進級上優遇する等の奨励法を講じることを提議し
ている。武内は、この意見具申を行った理由として、先に述べた志願者数の減
少と質の低下という背景に加え、以下のように述べている。
・

将来航空の重要ポストに就く才能が乏しい人間ばかりだと、陸軍航空は常

に優秀な飛行将校を欠き飛行界の発達が憂慮される。そしてこの原因は、ひ
とえに飛行将校に対する陸軍部内の待遇法の不備に帰せざるを得ない。
・

現在の飛行将校に対する待遇法は、単に航空手当の支給や航空徽章といっ

た、危険に対する一種の物質的優遇法に過ぎず、職務上の名誉に関する奨励
法はなんら存在していない。
・

実際、彼らは陸軍内では名誉を得ることができず、外の社会にあっても結

婚や保険加入に困るなど冷遇されている状況72であり、優秀な将校で飛行将校
になろうとする者が益々少なくなっている。
・

そのため、採用法を改正し優秀な青年将校を採用しても待遇法が従来のま

までは意味がないので、採用法改正とあわせて至急奨励法も講じる必要があ
る。
武内はこのように、採用法というよりも、航空要員に対する陸軍内部での待
遇の悪さが陸軍航空の不人気の原因と見ていた。そして陸軍当局がそれまで実
施してきた「物質的優遇法」は奨励方法としては不十分で、「職務上の名誉」
という精神的要素が何より必要であるという意見であり、それは徽章の制定な
どよりも目に見えてインパクトの大きなものでなければならなかった。
70

士官生徒９期、工兵。鉄道連隊長、陸軍省工兵課長、参謀本部第３部長、交通兵
団長等を歴任、最終階級は中将。
71
「飛行機操縦将校に関する件意見の件」
『永存書類甲輯第２類 大正８年』(防衛省
防衛研究所) JACAR Ref.C02030877200。
72
当時、花柳界に出入りする航空勤務者は「飛行機乗りには娘はやれぬ 今日は花
嫁明日は後家」との断腸節で迎えられたようである。
『井上幾太郎伝』２１５ページ。
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そしてこの意見具申に対し、航空担当であった陸軍省工兵課の見解は73 、試
験方法の改善については概ね同意しつつ、奨励法については、現制度において
「姑息なる」方法を講じるよりも、むしろ「根本的に航空兵問題解決に付て研
究の歩を進む」べきである、というものであった。この時期はちょうど１９１
７年（大正６年）秋の特別大演習における飛行機事故の後、帝国陸軍が組織を
あげて航空制度改革にあたっている時期であった。第３章第１節で後述するよ
うに、この改革案の中では、これまでの不備を改善するのみならず陸軍航空の
発達のために必要な施策として航空隊の交通兵団からの分離及び航空兵科の独
立が主張されており、工兵課のいう「航空兵問題」とはそれを指すものと思わ
れる。
このように、この時期すでに、陸軍航空の発達のためには一部の工兵科を中
心とした各兵科の寄り合い所帯ではなく、統一した航空兵科の新設が俎上に上
がっていた。これは航空兵が工兵でも交通兵でもなく、特殊な専門技能と器材
を必要とする新たな兵科であるという精神的紐帯に基づき団結することが、航
空の発展に何より必要な奨励方法と考えられていたということである。ただし、
航空兵科を独立させた場合、その人員の確保、補充、昇進といった諸々の人事
上の問題をどうするか、という問題が必然的につきまとう。実際、気球隊ある
いは工兵に人がいないため、全国の部隊等から広く操縦将校を募集している状
況にある。つまり、陸軍航空の進歩発達のためには航空兵科独立が必要である
が、そのためには人事施策が解決しなければならない最重要課題であったとい
えよう。
１．４ 初期の陸軍航空器材の補給・整備
１．４．１

航空器材の補給・整備の方法

当初小規模であった陸軍航空の組織が整い、また航空部隊が新設・拡大され
るに従い、必要な航空器材の量も増加するとともに、その扱いも課題となって
きた。最初に臨時軍用気球研究会が保有していた飛行機は、徳川、日野両大尉
に命じて欧州で購入した４機（両大尉が持ち帰ったアンリ・ファルマン式及び
グラーデ式と、帰国後に到着したブレリオ式及びライト式）のみであった。そ
の後、４機の飛行機は事故や劣化により使用不能になるものが発生したため、
研究会は再び要員（長澤賢二郎及び沢田秀両工兵中尉）をフランスに派遣、ア

73

「意見」
（
「飛行機操縦将校に関する件意見の件」
『永存書類甲輯第２類 大正８
年』
）(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02030877200。
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ンリ・ファルマン式より性能の優れたモーリス・ファルマン式74 とニューポー
ル式を１９１２年（明治４５年）から翌１９１３年（大正２年）にかけて購入
した。
この後、研究会は輸入品を模倣した航空器材の研究及び試作を開始、１９１
１年（明治４４年）には徳川大尉が初の国産機としてアンリ・ファルマン式に
準拠しつつ性能向上を図った「会式」（「研究会式」の略）を製作するとともに、
モーリス・ファルマン式を製作した。このモーリス・ファルマン式にはいくつ
か型があったが、１９１４年（大正３年）に輸入、翌年到着した型は「モ」式
４型として帝国陸軍の最初の制式機となった。他方、ニューポール式は単葉式
で、複葉機のモーリス・ファルマン式よりも速度、上昇力等が著しく優秀な駆
逐用機体であったものの、機体及び発動機とも日本の工作技術では精巧すぎて
製造が困難であることが判明した。そのため、「モ」式のように操縦将校の教
育には使用されず、主に将来の単葉機研究のための試験機として用いられるこ
とになったが、これはモーリス・ファルマン式とともに１９１４年（大正３年）
の青島戦役に参加することとなる（第２章第２節参照） 75。また研究会は１９
１５年（大正４年）に、１５０馬力以上発動機を装着する装甲飛行機の開発を
目的とした「制式」を翌年４月に製造した76 。このように、初期の航空器材に
ついてはもっぱら輸入に頼っており、また国内で模倣製作しようと試みていた
が、第一次世界大戦中に急速に発達した航空器材の技術に追随することは困難
を極め、特に複雑精巧な発動機は当時の日本の技術ではどうしても対応できな
い場合があった。
この間、１９１５年（大正４年）１０月１４日には、気球隊を解散し、飛行
中隊２及び気球中隊１及び材料廠からなる航空大隊の新設（交通兵団隷下）が
決定された77 。そしてその後も相次いで航空部隊が新設され、その度に自然と
航空器材も増加していった。この際、航空部隊創設初期の中隊における器材取

74

モーリス・ファルマンはアンリ・ファルマンの弟。アンリ・ファルマン式はグノ
ーム５０馬力発動機を搭載、飛行時間は１時間半〜２時間であったのに対し、モーリ
ス・ファルマン式はルノー８０馬力発動機で飛行時間は４時間であった。徳川『日本
航空事始』１２３ページ。
75
徳川『日本航空事始』１２６−１２７ページ。
76高橋『日本航空史
乾』９６−１１３ページ、陸軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜
粋』
（陸軍航空本部、１９３８年３月）明治４４年９月及び大正５年４月の項。
77
「第１９、第２０師団航空大隊新設及輜重兵大隊電信隊編制改正要領制定の件」
『密大日記 ４冊の内１ 大正４年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C03022373100。
航空大隊は大正４年１２月に編成開始、大正６年１２月に編成完結予定。同上、附表
第６より。
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扱・整備関係の教育内容は、下士官・兵に対して他の地上部隊と同じく、軍隊
として一般に教育する学科、術科及び訓練を行うことに加え、「特業教育」と
して、各々１つの特殊技能を習得させることを目的に、飛行機工術、発動機工
術、自動車工術・運転術、通信術、鍛工術、気象観測術、写真術などの技能を
習得させることとしていた 78。そして各航空大隊内の中隊、大隊及び材料廠に
おける整備業務及び教育内容と、そのために備え付ける器材を示すため、陸軍
省器材課は１９１８年（大正７年）４月に「航空大隊演習器材策定要領」を策
定した 79。それによれば、飛行機及び発動機の分解、組立及び手入れは中隊が
担当することになっていたほか、材料廠の業務内容については、
・各種器材の受領、支給、交換及び貯蔵
・飛行機機体、発動機、自動車類その他の器材の修理
・各種器材の点検及び手入れ
・諸工卒の教育（写真工卒を除く）
となっており、材料廠においては各種器材の補給業務のほか、飛行機について
は大修理、発動機については小修理を行い、根本的大修理は後方に回送し砲兵
工廠等で行うことになっていた。
しかしそもそも、元々工業水準の低い日本では、飛行機の機体は言うまでも
なく、特に発動機の構造を知るものがほとんどおらず、その分解、組み立て、
手入れは全く手探りの状況であった。フランスで操縦術を習得し、１９１０年
（明治４３年）には代々木で初飛行を行い、その後新設航空大隊において航空
中隊長となっていた徳川好敏大尉にしても分解・組み立ての経験がなく、特に
発動機のメンテナンスに非常な困難があったこと、及び航空中隊内における下
士官・兵卒に対する教育が内容的にも時間的にも大変であったことがその回顧
録からうかがえる80。
１．４．２

航空器材の補給・整備上の課題

航空部隊の拡充とともに輸入・国産される飛行機・発動機も増え、実戦参加、
訓練、演習の機会も多くなり、自然、生産した機体を受領する際の検査と、飛
行機のメンテナンス及び破損した飛行機の修理をする必要性が増大した。実際、
製造及び検査の不備が原因となり、１９１７年（大正６年）の特別大演習にお
78

徳川『日本航空事始』１５４−１５５ページ。このような技能を持った兵士は特業
兵と呼ばれた。
79
「航空大隊演習器材策定要領 大正７．４．２５器材課」
（
「特殊兵器整備状況調
査表 大正７．４．１５」
『制度改善書類』
）
。
80 徳川『日本航空事始』６４−６６及び９０−９１ページ
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いて多数の飛行機事故が発生している（第３章第１節を参照）。そのため、ま
ず１９１８年（大正７年）1 月に陸軍省から研究会に対し「飛行機検査格例」
案の調査・起案が至急依頼され、差し当たって「モ」式飛行機に「ル（＝ルノ
ー）」式及び「ダ（＝ダイムラー）」式発動機を装着したものについて受領検査
用のマニュアル作成を検討することとなった81。この理由として、
・

一般兵器の検査マニュアル（格例）は兵器本廠長が規定している現状であ
るが、飛行機の検査は「一般兵器と異なり頗る重要にして事人命に関する」
ものであるから、この分野に経験を持たない兵器本廠に一任すべきものでは
ない

・

そのため、航空機の研究機関である気球研究会の調査研究を基礎とし慎重
審議の上大臣が定めるべきである

ことが挙げられており、航空器材の取り扱いには一般地上兵器とは異なる特殊
な技能・経験が必要であることが強調されている。
また、シベリア出兵が取り沙汰された１９１８年（大正７年）には、その準
備として大量かつ各種の飛行機が欧米各国に注文されるとともに、日本国内に
おいても砲兵工廠や研究会において多数が製造された（第２章第３節を参照）。
そのため、それら業務を担う飛行隊の下士官及び兵卒に対する教育のあり方は
否応なく議論されることとなる。
この航空器材の整備に関する課題をさらに困難にしたのは、当時帝国陸軍が
推進していた徴兵の在営年限短縮であった。ここで当時、臨時軍用気球研究会
の幹事となっていた井上幾太郎少将は、１９１８年（大正７年）５月に航空隊
の兵卒の在営年限に関する意見書を提出している82 。その内容は、当時検討さ
れていた在営年限を３年から２年に短縮する案に対し、航空部隊の整備技量維
持の観点から３年在営制の維持を主張するというものである。その理由として、
徴兵された兵卒からなる工卒・特業兵の教育に要する期間の長さと、陸軍共通
の基礎軍事教育の必要期間及び通常隊務との兼ね合いを勘案すると２年への短
縮は困難であることを挙げている。その際井上が強調したポイントは、
・

戦時航空隊の活動は熟練した操縦者のみに依存している訳ではなく、複雑
な航空機の能力を完全に発揮するためには、精良な工卒及び特業兵の存在が

81

「飛行機検査格例に関する件」
『永存書類甲輯第５類第１冊 大正１０年』(防衛
省防衛研究所)』JACAR Ref.C02031023400。
82
「航空隊兵卒在営年限に関する意見 陸軍少将 井上幾太郎 大正７年５月１５
日」
『制度改善書類』
。ここで議論されている、我が国の工卒の技術的素養が元来低い
という話は、後にフランス航空教育団が帝国陸軍航空の最大の問題点の１つとして指
摘することとなる。第３章第３節参照。
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不可欠である
・

そのため、平時における航空隊兵卒訓練の主な目的は精良な工卒または特
業兵を教育することであるが、工卒教育及び特業教育のような専門的技術教
育はおおむね８ヶ月から１年かかり、しかもこの教育期限は多年の経験に基
づき最小限を規定したもので減少の余地はない（これは民間の工業学校や海
軍の機関兵教育も同じように１年以上を要していることからも明らか）

・

工卒・特業教育は最長で１年かかるため、基礎軍事教育期間を加味すると
第３年度において初めて習得技術を実地に応用できるレベルに達する

・

そのため、航空隊は第３年兵である既習工卒により平時隊務の実施によう
やく支障ないレベルに達することから、営内諸勤務の関係からも３年在営が
必要である

・

なお、我が国工業界は勃興の過渡期にありいまだ航空工業と呼べるものが
なく、そのため航空隊工卒に必要な技術を有する壮丁を民間から得ることは
望みがない（これは鉄道隊において必要な機関士及び火夫の素養ある壮丁を
得るに困難を感じある事実を見れば明らか）

というものであり、仮に２年在営制を採用した場合、
・

長期の教育期間を考慮すると部隊は若干の期間のみ既習工卒を有するのみ
となる

・

基礎軍事教育の期間を短縮する方法もあるが、このような速成教育は軍隊
教育の趣旨に反し、戦時の精良熟練なる工卒を得る道ではない

・

２年在営制のもとでは教育に使用すべき期間が短いので教育と勤務との調
節に一層の困難を生じるのみならず教育費の増大を招く

という不利益を挙げ、本意見を以下のように締めくくっている。
・

今日航空隊の実力を向上させる手段の中で、焦眉の問題は工卒及特業兵教
育の改善である

・

近時大演習等において故障が頻発した原因は様々であるが、多くは操縦上
の過失ではなく、むしろ機関術教育の欠陥にある

・

海軍航空隊においては、全海軍機関兵中優秀な再服役兵を選抜し特別の教
育を施しているが、これでさえも不足している状況である

・

このような状況の中で、航空界の趨勢に逆らい、陸軍のみが航空隊兵の在
営年限を短縮することはむしろ「無謀の企て」であり、航空隊の進歩発達を
妨げるものである

・

仮にこのような意見を無視し２年在営制を採用するならば、陸軍航空界は
その進歩発達が遅れるだけでなく、ますます飛行機故障続発の失態に陥り、
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航空隊の戦力低下をきたすことを覚悟しなければならない
要するに、井上の意見としては、航空戦力発揮のためには高い整備能力が求め
られており、そのためには航空器材の整備を支える工卒・特業兵の十分な教育
が必要不可欠という現状に反し、それを損なう在営年限の短縮には反対、とい
うものであった。
この問題は、当時の日本の工業力に鑑み、基礎的な技術的素養を持った人間
を徴兵できないことが最大の要因であることは疑いない。しかし同時に、航空
器材に関する知識及び経験が一般地上兵器に比して高度なものであるとともに、
航空部隊が地上兵種である陸軍の一部であることにより同様の制度的拘束を受
けることから発生した課題であるともいえよう。結局、航空隊の兵卒の在営年
限は、１９２０年（大正９年）に他の工兵科の兵卒とともに２年に短縮されて
しまう。ここで浮き彫りになったように、航空戦力の発揮のためには、航空器
材に関する日進月歩の技術の高度化とそれに対応する器材教育が軌を一にして
いなければいけないとともに、航空という分野に関しては地上兵科とは異なる
取り扱いが必要であった。
１．５ 小結
帝国陸軍は世界的な航空界の潮流を早くから認識していたといえる。そして
臨時軍用気球研究会を発足させ、操縦術・機関工術の習得及び飛行機の購入等
のため海外の航空先進国へ要員を派遣した。ただし当時は欧米諸国も含め、航
空機、なかんずく飛行機の軍事的価値に対する認識やその用法がまだ確立して
おらず、更に航空機自体が技術的に不安定なものであったため、帝国陸軍が最
初に発足させた航空関係組織は調査研究組織であった。しかし徐々に航空機の
価値が認められ、また関心が気球や飛行船から飛行機に移っていくとともに、
演習の場を通じ帝国陸軍内で高い評価を得、偵察・観測という軍事的役割が定
着した。そして操縦将校と偵察将校の需要が増加したため、研究会は継続的に
これら航空要員の養成を図ったが、当初、航空機は交通・通信手段の１つとみ
なされていたこともあり、交通術修業員分遣規則というアドホックな枠組みを
利用して行うこととなった。
しかし当時いまだ飛行機の危険性は高く、多くの航空要員が事故死したた
め、待遇法の改善を行ったが、そこで行った手当や賜金の増加、航空機章の制
定といった「物質的優遇法」では航空要員志願者の減少及びその質の低下をと
どめるには十分ではなかった。この中で航空兵であるという精神的紐帯の重要
性、すなわち航空兵科の独立というアイデアが現れることとなった。
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また最初に帝国陸軍が海外から購入した飛行機は４機にすぎなかったが、そ
の後、航空部隊の拡大に伴い、航空器材の数的需要を満たすため国産化を図っ
たこともあり、飛行機及び発動機の数も増え、必然的に航空器材の取り扱いが
重要な課題となった。しかし基礎工業基盤の低い日本においては、技術的素養
をもった人間が少なく、そのため徴兵制により入営してきた兵卒に航空器材の
整備に習熟させるのは多くの時間を要した。その中で帝国陸軍全体として徴兵
の在営制短縮が持ち上がり、これは航空兵への技術教育という要請と真っ向か
ら対立するものであった。
このように、航空要員の養成上も、航空器材の取り扱い上も、航空という分
野は特殊であり、元来地上兵種である陸軍の中の交通・通信手段という取り扱
いは早晩改められなければならなかった。そして航空はれっきとした一戦闘兵
科であるという認識が定着するにはいましばらく時間を要した。そして、第一
次世界大戦という世界の軍事界に革命を起こす事件が発生し、そこで航空機は
飛躍的な発展を遂げることとなった。帝国陸軍は欧州戦線にこそ参加はしなか
ったものの、この世界的大変動の影響を免れず、また大戦の最中に発生したロ
シア革命に端を発するシベリア出兵により直接的影響を受けることになる。次
章では、陸軍航空が第一次世界大戦とシベリア出兵とどのように関わることに
なったのか、そしてその関与が陸軍航空の発展にどのような影響を与えたのか
について見ていくこととしたい。
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第２章：第一次世界大戦、シベリア出兵と陸軍航空

第一次世界大戦は世界史的大事件であるとともに、軍事面でも大きな革命が
あったことは疑いの余地はないだろう。帝国陸軍は日英同盟の誼により、中国
の山東半島にあったドイツの青島要塞を攻撃したが、これ以外には大戦におい
て目立った兵力の貢献をしていない。そのため、欧州戦線を血肉をもって経験
しなかった帝国陸軍は戦後、欧米列強に大幅に立ち遅れることになったと理解
されている。しかし帝国陸軍は実際、青島戦役においては小規模ながら飛行機
による実戦経験をし、その教訓の取得に努めた。同時に、組織的に第一次世界
大戦の調査研究を行い、特に欧米各国における航空戦力の発達とその総力戦的
性格を理解していた。加えて、大戦は欧米諸国からの兵器の大幅な輸入途絶を
もたらし、発足間もない陸軍航空が航空器材をほとんど輸入に頼っているとい
う技術的脆弱性を露呈させることとなった。更に第一次世界大戦の終結時期と
並行して行われたシベリア出兵は、帝国陸軍の近代化の契機とみなされ、特に
航空戦力の大幅な拡張が企図された。本章ではこれらの経過について論じると
ともに、第一次世界大戦とシベリア出兵が陸軍航空の発展に与えた影響につい
て考察する。
２．１ 第一次世界大戦における航空戦力83
第一次世界大戦はその地政学的変動の激しさもさることながら、軍事上の影
響も計り知れないものであった。戦車、毒ガスといった新兵器が登場するとと
もに、それまでも使用されていた飛行機及び機関銃が大々的・本格的に使用さ
れ、また火砲の発達が戦場の様相を大きく変えた。戦術上も大きく発展し、塹
壕戦の膠着を打破するために浸透戦術や新たな砲兵の使用法が開発された。更
に第一次世界大戦がそれまでの戦争と大きく違う点は、それまでとは比較にな
らないほどの膨大な人的・物的消耗戦となったことである。そのために参戦各
国は兵器の質的高度化と量的需要に同時に直面することとなった。
このような背景のもと、第一次世界大戦では、飛行機も技術的・戦術的に大
きく発展し、その軍事的価値が大きく認められたことにより、これも人的・物
的消耗戦の正面に立つこととなった。第一次世界大戦といえば特に西部戦線に
おける塹壕戦の膠着をイメージする場合が多いが、実際は敵対する陣営による
本節での説明は、主に Williamson Murray, War in the Air 1914-1945
(Washington, D.C.:Harper Paperbacks, 2005)から引用。
83
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機動戦の回復の試みが幾たびとなされ、また失敗していったというのが正確な
描写であろう。そのような試みの中で、飛行機の果たした役割は大きく、それ
は主に英仏・独伊の対立する陣営間がお互いに機動戦を回復するため相手を出
し抜こうとする試みの中で大きく発展していった。
第一次世界大戦初頭における飛行機の役割は約４年の戦いの間に大きな進化
を遂げた。まず、開戦当初においては、それまで各国軍が飛行機に期待してい
たように偵察が主な目的であった。１９１４年のマルヌ会戦及び東部戦線のタ
ンネンベルク会戦では飛行機による偵察を有効に活用した側が有利に戦いを運
んだことはよく知られている。その後、初歩的な方法で行われていた航空偵察
は、写真術や通信術の発展により高度な進化を遂げることとなる。また初期の
飛行機の重要な役割である射弾観測（これは当初は安定して長時間滞空するこ
とが可能な気球が主な手段であった）は通信技術の発展と組み合わさり、間接
照準射撃や移動弾幕射撃といった、砲兵の用法に革命的変化をもたらした。
次いで、このような航空機による偵察を阻止しようという試み、現在で言う
ところの制空権獲得の萌芽が見られ、これが本格的な制空戦闘機を生み出すき
っかけとなった。これが敵の偵察機を撃破して自軍の状況を敵に知らせない、
あるいは味方の偵察機を護衛して敵の状況を把握するとともに、敵陣上空の敵
戦闘機を撃破するという、「駆逐機」という特別な役割の飛行機を生み、効率
的に敵機を撃破するための戦術や武装・機体・エンジンの構造が発展、このた
め第一次世界大戦においては敵対両陣営に数々のエースパイロットが生まれる
ことになった。
と同時に、搭載火器においても防御面においても重武装化した飛行機は、そ
れまでのように地上からの攻撃に対しても攻撃面・防御面ともに強化され、敵
地上部隊またはその後方施設への本格的な攻撃が可能になった。そしてこれら
が現在で言うところの Close Air Support と Battlefield Interdiction にそれぞ
れ繋がることとなる。１９１８年のドイツ軍による春季攻勢と、それに続く連
合軍のいわゆる「１００日戦争」においてはこのような飛行機による地上攻撃
が大規模に行われた。
他方で、ドイツ軍が当初、ツェッペリン飛行船により、ついでゴータ及びツ
ェッペリン・シュターケン等の重爆撃機により敵都市部及び重要施設への攻撃
を行い、連合軍、特に英軍が報復のために同様の爆撃を行なった。この、後の
「戦略爆撃」の萌芽は、様々な見解はあるものの、飛行機の航続距離や搭載性
能の低さから、第一次世界大戦中は物質的被害よりも心理的被害の方が大きか
ったと言われており、ドイツ軍の空からの攻撃による国民的パニックが英国民
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に戦闘機による集団的運用による防空の必要性を痛感させ、世界初の独立空軍
である英国空軍の創設につながった。
このように、第一次世界大戦においては、飛行機は当初の偵察・観測という
狭い任務だったものが、その性能や求められる役割の変化に伴い、戦闘、爆撃
という任務に広がりを見せ、また爆撃そのものも戦場における敵部隊または後
方へ対するものだけでなく、敵国中枢に対する物理的・心理的打撃を目的とし
たものへと発展した。そして、将来の爆撃飛行機の役割として、味方地上部隊
の支援のため敵部隊への攻撃を重視するのか、または敵国の政治・経済中枢や
都市部への攻撃を重視するのか、という議論は、将来における航空戦力のあり
方そのものへの議論へとつながり、現在に至っている。
同時に、上述のような飛行機の用法、現在で言うところの「ドクトリン」の
発展に対応し、飛行機機体、発動機及び搭載装備に関する技術も飛躍的に高度
化した。また飛行機の発達に伴い、第一次世界大戦においては両軍が大規模に
飛行機の使用を開始したため、人的・物的損耗が莫大なものとなった。地上に
おける弾薬・人命の天文学的な消費は第一次世界大戦について多くの人が持つ
イメージであるが、それは空の戦場においても同じであった。そのため、第一
次世界大戦後、各国は将来の戦争の形態を「総力戦」と認識する中で、航空要
員及び航空器材においても「総力戦」を覚悟した施策を行う必要に迫られた。
このような、欧州戦線における飛行機をめぐる軍事的展開を、帝国陸軍はど
のように認識していたのであろうか。よく言われるように、欧州戦線に参加せ
ず、中国の山東半島で短期間の作戦を行なっただけの帝国陸軍は、世界的潮流
から取り残されてしまったのであろうか。
２．２ 第一次世界大戦と陸軍航空
２．２．１

青島戦役における陸軍航空隊の活動

１９１４年（大正３年）夏の第一次世界大戦勃発後、日本は山東半島の青島
にあるドイツ領に派遣するため第１８師団を基幹とする独立第１８師団からな
る派遣軍を編成した。当時、陸軍は常設の航空隊を持たなかったが、帝国陸軍
は航空部隊が必要と認め、急遽、臨時航空隊（航空隊長は陸軍工兵中佐有川鷹
一）を編成した。部隊編成に際しては、気球隊を臨時航空隊の編成担任部隊と
し、飛行機を含めた器材は臨時軍用気球研究会のものを使用することとした 84。
そして独立第１８師団隷下とし、同年８月２８日に宇品を出航、９月２日に山
84

「２．記事（１）
」
『大正３年戦役兵器局業務詳其の１ 極秘 第１号の内１』
（防
衛省防衛研究所）JACAR Ref.C08040193000。
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東半島の龍口に到着した85 。当時の飛行機は日本から大陸まで飛行することが
できなかったため、編成地の所沢にて分解・梱包して汽車と船で現地まで運び、
揚陸して組み立てるという作業が必要であったが、悪天候のため全器材の揚陸
は９月５日までかかった86 。同時に龍口付近の地形偵察を行い、付近を航空根
拠地と決し、格納庫の建設等施設を準備しつつ飛行機の組み立て作業を行なっ
たが、再び悪天候に遭遇し、携行してきた５機全機の組み立てには１５日まで
かかった87 。その後、臨時航空隊は、悪天候に加え主力地上部隊の前進に伴い
航空根拠地を逐次前進させることが必要だったこともあり、９月２１日より敵
情偵察を開始したが、これは龍口到着から３週間近く経過してようやく最初の
飛行任務の実施が可能となったことを意味している。
これに対し海軍航空隊は運送船「若宮丸」を航空母艦に艤装し、使用飛行機
は組み立てたまま臨時の甲板格納庫に収容していたため、８月２３日横須賀出
航後、２９日に現地に到着し、こちらも悪天候に見舞われたものの９月５日に
最初の飛行任務を行なっていることから、到着から８日で任務を開始した88 。
そのため、「我が飛行機の初陣」は海軍航空隊によってなされ、その活動が
大々的に報道されることとなった（図２―１参照）89 。そして、陸軍の飛行機
偵察による敵情把握は当初、海軍機に頼らざるを得ず、独立第１８師団参謀長
は情報収集のため若宮丸に度々使いを送っていた90。

85

参謀本部『大正三年 日独戦史 下巻』
（東京偕行社、１９１６年）２０２−２０
４ページ。当時、青島にはドイツ軍飛行機２機（ルンプラー・タウべ〔
「ル」式〕
）が
存在するとの情報があったが、１機は破損しており、使用可能な飛行機は１機のみで
あった。
86
当時の揚陸器材及び作業が飛行機の大型梱包箱等に対応しておらず、急遽バージ
等を用いて揚陸作業を行わざるを得なかったことに加え、基地設営に手間取り、飛行
機を戦地に送ることを想定していなかったことも揚陸の遅れの原因であった。徳川好
敏『日本航空の回顧・初期の実相』
（航空幕僚監部、１９５９年）１１１−１１２ペー
ジ、日本航空協会『日本航空史 明治・大正編』
（日本航空協会、１９５６年）１４５
ページ。
87
参謀本部『大正三年 日独戦史 下巻』２０３ページ、徳川好敏『日本航空事
始』１３６−１３７ページ。
88
「青島戦に於ける航空隊参加概史」
『青島戦に於ける航空隊参加概史 大３．８．
１８～４．１．５』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C16120473400、桑原『海軍航空
回想録 草創編』７７−８２ページ。
89
１９１４年（大正３年）９月７日 読売新聞朝刊２ページ及び７ページ。ここで
は海軍航空隊の２機搭乗員５名による青島要塞への偵察活動の際に行なった敵無線電
信所と兵営に対する爆撃について、
「我海軍航空隊の大飛躍 敵陣地に爆弾投下 有史
以来の大名誉を担え五御勇士」と、２ページに渡って大々的に報じている。
90
日本航空協会『日本航空史 明治・大正編』１４５ページ。
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臨時航空隊の人員は、将校及び同相当官１５名（隊長含む）、准士官下士官２
０名、兵３０３名及び軍属１２名であり、飛行機操縦将校は１０名（気球操縦
将校２名含む）であった91 。このほか、師団司令部に偵察将校３名が配属され
た。保有航空機は「モ」式（モーリス・ファルマン式：７０馬力）４機及び
「ニ」式（ニューポール：１００馬力）１機の合計５機に加え繋留気球が１個
であった92 。当時、帝国陸軍全体として操縦将校１４名及び偵察将校１２名を
有するのみであり、また開戦当初に使用可能な飛行機計１６機のうち実戦に耐
えうる機体は４機に過ぎなかった93 ため、当時の帝国陸軍の航空戦力総力を挙
げての実戦参加であった。

（図２―１）海軍航空隊による青島での初作戦（読売新聞

１９１４年（大正３年）９月

７日朝刊）

臨時航空隊の活動は、敵情偵察、味方砲兵の破壊効果確認、敵飛行機の偵察
妨害、敵地上部隊・艦船及び要塞・都市・重要施設への爆撃など多岐にわたり、
91

「 青島戦に於ける航空隊参加概史」
。
「モ」式４機（３、４、５、８号）のうち５号は９月１７日及び２３日の試験飛
行の際に修理不可能な程度に破損し後送され、残りの３機は飛行している記録がある
ことから、実際は臨時航空隊は３機の「モ」式（３、４、８号）と１機の「ニ」式の
合計４機で作戦を行っていたことになる。参謀本部『大正三年 日独戦史 下巻』２
０５−２０９ページ。
93
参謀本部『大正三年 日独戦史 下巻』２０１−２０２ページ、
「２．記事
（１）
」
。
92
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これは小規模ながら第一次世界大戦で定着した飛行機の主要任務（偵察、戦闘、
爆撃など）をほとんど含んでいた94 が、未だ航空任務の「分科」がなされてお
らず、１つの飛行機で複数の任務を実施していた。ただ、飛行機の有用性につ
いては、１９１２年（大正元年）の特別大演習で高い評価を得たことは既述の
とおりであるが、それは帝国陸軍全体にはまだあてはまらなかったようである。
例えば航空偵察の結果、偵察将校が敵要塞の外濠内の状況を詳細に報告したが、
軍司令部は航空偵察の結果を信用せず、地上斥候の派遣を検討した。これは欧
州戦線で急速に発達し活用された航空写真があれば信憑性が高まったであろう
が、当時の偵察将校の教育には空中写真術が含まれていなかった。
他方で研究会はあくまで調査研究機関であり、保有器材は実戦のためのもの
ではなかった。気球隊は補充用に若干しか飛行機を保有しておらず、そこに飛
行機の戦地派遣が急遽決定されたため、実戦使用可能な飛行機を全て現地に投
入する結果になった。また、戦地に持って行った飛行機は実戦使用可能ではあ
るが、すでに古品に属するものであったことや、現地での損耗が激しく、いつ
急速補充が必要となるか分からない状態であったため、補充用としてエンジン
（ルノー式７０馬力）１台を送ったほか、気球隊が保管していたルンプラー式
１機と「モ」式１機（ただし発動機除く）を部品等とともに追送することとし
た95 。結果として、国内の研究会には破損しているか修理中の飛行機しか残さ
れなかったため、教育用として気球隊に対し組み立てが命じられていた補充用
機体を振り向けることにした96。
そのほかにも、臨時航空隊は数々の準備不足を現地で自ら補うことになった。
例えば、戦地派遣にあたり急遽機関銃を飛行機に搭載することとした97 が、そ
94

本戦役では同時期の欧州戦線における飛行機の主要な任務であった砲撃の射弾観
測を実施していないが、これは味方砲兵部隊が山上などに良好な観測所を有していた
ため、飛行機にこの任務を与える必要がなかったためである。参謀本部『大正三年
日独戦史 下巻』
、２５２ページ。
95
「２．記事（２）
」
、
「補充用飛行機等追送の件」
『欧受大日記 大正３年１０月
下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024353100。
なおルンプラー式は現地で組み立て及び試験飛行をする必要があったため、臨時軍用
気球研究会の嘱託である磯部鉄吉（元海軍将校。第５章第３節を参照）を当該飛行機
の宰領者とし共に現地に派遣することとなった。
「補充用飛行機追送宰領の件」
『欧受
大日記 大正３年１０月下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C03024344100。
96
「気球隊に於て組立中の飛行機使用の件」
『欧受大日記 大正３年１２月下』
（防
衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024395500。
97
「第１号 甲号臨時部隊編成要領細則中改正の件」
『大正３年 青島戦役 動員及
編成に関する書類 青動全 陸軍省』
（防衛省防衛研究所）JACAR
Ref.C08040228200。なお、機関銃の部品（保弾版）について、受領予定のところ届
いていないので陸軍省に催促したが、現地地上部隊のもので間に合わせるようにとの
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もそも飛行機側が機関銃を装着する構造となっていなかったため、地上部隊で
使用する機関銃を応急的に据え付け、あるいは同乗者が手で支えて射撃する他
なかった。爆弾についても当初、風船に榴弾をぶら下げて投下するものが本国
から送られてきたが98 、実験すると命中・爆発をほとんどしなかったことや爆
弾照準・投下装置及び方法がなかったことから、現地で急遽、砲弾に矢箭を装
着するとともに照準・投下装置及び方法を応急的に考案することとなった99。
しかし、これらの準備不足を上回って帝国陸軍航空関係者及び地上部隊に最
も強烈な印象を残したのは、味方飛行機と敵飛行機の性能の差であった。ドイ
ツ軍には使用可能機が１機（ルンプラー・タウべ）しかなく、日本側には陸軍
だけで４機あるのに、敵機は悠々と味方上空を飛行し偵察任務を行い、その結
果により敵砲兵が正確な砲撃を加えてきただけでなく、時折爆撃も行った。飛
行機の数ではこちらが圧倒的に優っており、全体的には敵機の偵察行動を妨害
し制空権を握っていたが、それは量的には劣勢であるが質的に高性能な敵機に
対し数の力でギリギリ保持できていたにすぎなかったのが現実であった。臨時
航空隊の操縦将校であった徳川好敏は『日本航空事始』において、敵機の出現
により師団司令部が航空隊に「急遽出動せよ」と命令してきたが、７０馬力の
「モ」式であれば最大限高度の１１００メートルまで上昇するのに４０分かか
り、また敵のルンプラー・タウベはそれ以上の高度が飛行できるため追いつく
ことができず、司令部から「飛行機は何をしている！なぜ垂直に昇っていかぬ
か！」と叱責されたと回想している。また、エンジンの馬力が小さいと搭載力
も減るため、搭乗員、機関銃及び爆弾などの搭載量に制限が出てくる。この経
験は、帝国陸軍の航空当局者にとって制空権の獲得・維持のためには強力なエ
ンジンが必要性であることを強く認識させた。

回答であった。
「飛行機備附機関銃保弾鈑支給の件」
『欧受大日記 大正３年９月上』
JACAR Ref. C03024311400。
98
「飛行機用擲爆弾製造の件」
『欧受大日記 大正３年８月下』
（防衛省防衛研究
所）JACAR Ref. C03024288200、
「飛行機用擲爆弾追送の件」
『欧受大日記 大正３
年８月下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024283300。
。
99
このうち現地で砲弾に矢箭を装着して改造した爆弾及びその投下装置は実験結果
が良好であったため、本国に製造・送付を依頼した結果、正式に採用となり現地に送
られた。
「投下爆弾製造並引渡の件」
『欧受大日記 大正３年１２月下』
（防衛省防衛研
究所）JACAR Ref. C03024386600、
「投下爆弾及爆弾投下筒に関する件」
『欧受大日
記 大正３年１２月下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024395600。なお、陸
軍が考案した爆弾製造法及び爆弾照準・投下法は、海軍航空隊が出発前に同様のもの
を考案済であった模様であるが、陸軍がそれを真似たのか否かは明らかでない。日本
航空協会『日本航空史 明治・大正編』１４２−１４３ページ。
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２．２．２

活動の評価

青島戦役の開始後、帝国陸軍は本戦役における教訓収集を組織的に行った。
陸軍省は、衛生史、給養史、軍馬衛生史及び占領中の軍政史などの編纂につい
て委員会を設け、陸軍関係部局・官衙・部隊に資料・意見の提出を命じている。
部隊からのものは、「大正三年戦役意見書

秘」として、参加部隊ごとに本戦

役における留意点や将来の改善点等について意見がまとめられている100 。この
うち、１９１５年（大正４年）３月１５日に前独立第１８師団参謀長山梨半造
101

から提出された「大正三年戦役意見書

航空隊102 」は、青島戦役における航

空隊の活動に関して得られた教訓をまとめたものであるが、航空要員及び航空
器材に関し本戦役から多くの教訓が得られたことがわかる。
まず、撃墜というよりも故障により墜落の危険性の高かった航空要員の人命
を保護するとともに、飛行機に想定されていた主な任務である偵察任務に支障
がないよう措置する必要性が挙げられている。同時に、地上からの射撃を受け
た経験から、搭乗員の人命保護のために飛行機の防御強化の必要性を強調して
いる。ここで操縦将校が死傷した場合に備え、偵察将校に操縦技能を付与する
事が検討されているが、帝国陸軍の航空要員養成方針が偵察将校には軍事的知
見に富む陸大卒の参謀を充てることとしていたことを考えると実現は困難であ
ったと思われる。また、操縦者に機体及び発動機に関する知識も教育すること
は困難なため、機体及び発動機担当の将校・下士卒を別に置く必要性が説かれ
ているが、これは後述するフランス航空教育団が事故予防及び応急措置の観点
から操縦者にもそのような知識を備えるべきであると述べていることと対照的
であり、むしろ機械に対する素養の低い日本人に多くを期待できない実態を反
映していると思われる。ただし、その後の航空器材の高度化とその取り扱いの
専門化に伴い、ここで提案されているような機体・発動機担当者を地上勤務員
として別に置くという発想は昭和になって実現する。
次に、当時、木製が主であった飛行機の保存期限の短さに関連し、平時演習
等に用いていた「古品」を使用したことは非常に危険であり、戦争に備え常に
新品を準備しておく必要があること、飛行機は損耗が激しく現地では完全な修
100

ここで意見書を提出しているのは、第１師団、青島守備軍、及び独立第１８師
団。報告書は全部で６２あり、このうち第１師団の分が６、青島守備軍の分が１、独
立第１８師団の分が５５ある。
101
士官生徒８期、歩兵。参謀本部総務部長、教育総監部本部長、陸軍次官（兼航空
局長官）
、陸軍大臣等を兼任。加藤友三郎内閣の陸相時に２回（１９２２年及び１９２
３年）にわたっていわゆる「山梨軍縮」を実行。最終階級は大将
102
「第４号 独立第１８師団（１）
」
『大正３年戦役意見書 秘』(防衛省防衛研究
所) JACAR Ref.C08040196400。
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理が期待できないことから、その補充を潤沢にし、適切な予備機を備えつけて
おく必要があることが述べられている。また飛行機は外見上故障がなくとも内
部に危険な故障が存在する場合があるので、使用期限を決めて（報告書では６
ヶ月を推奨）新品と交換する必要があると同時に、今年戦用品として準備して
おいたものは翌年には演習用とし更に新式のものを戦用品としてこれに代える
ことで陳腐化に対応する必要があることを指摘している。なお「現行飛行機は
其の速度、搭載力、航続力、昇騰力の何れの点に於ても不十分」であり、現在
の飛行機の低い性能を強化するためにはその構造を良好にし、適当な発動機
（最低１００馬力は必要）を採用することが必要であるとしているが、この発
動機の性能向上に関する意見は、ドイツ軍のルンプラー飛行機１機に翻弄され
た経験が大きく教訓として捉えられていることを示している。
ただし、現在の飛行機にはこのような性能上の欠点はあるものの、概ね飛行
機の軍事的役割に高い評価が与えられているのも事実である。独立第１８師団
司令部が提出した「大正三年戦役に関する意見103 」は、本戦役においては飛行
機が数々の任務（敵陣状況の偵察、弾着効果の観測及び爆弾投下等）を実行し
その有効性が認められたものの、将来は敵飛行機を駆逐するための格闘戦を行
うため運動性を増加させる必要があること、飛行機の射撃・爆弾投下方法を研
究すること、飛行機からの撮影法を研究すること、及び砲兵と飛行機との連合
演習により砲撃観測の方法を研究すること等、更なる研究により飛行機の効果
的な活用が可能となることが期待されている。
と同時に、古くから使用されてきた気球と新しく登場した飛行機の関係に関
する興味深い既述も見られる。「大正三年戦役意見書

航空隊」では気球に関

し、徒らに行軍縦隊を延長するだけで射撃観測のほか大なる価値はなく、また
その観測も敵飛行機に容易に妨害されるため、飛行機の発達した現在において
は「繋留気球は之を全廃すべし」との意見が出されていた。しかし本記述部分
については、後に山梨参謀長から大島健一陸軍次官宛に削除依頼が出されてい
る。他方、「大正三年戦役に関する意見」では将来の飛行機発達により繋留気
球の需要は減少するであろうと認めつつも、将来においても飛行機の短所（筆
者注：一地点に常時止まれないこと及び飛行場が必要なこと）を補完して有用
であることを主張しており、帝国陸軍内で飛行機という新兵器の登場により気
球に対する評価が揺らいでいる様子が伺える104。加えて、将来は飛行機に対す
103

「大正３年戦役意見提出の件」
『欧受大日記 其３（共３）大正１０年１１月２
６日～３０日』(防衛省防衛研究所)、JACAR Ref.C03025262900。これも山梨参謀長
から大島陸軍次官宛となっている。
104
その後帝国陸軍における気球隊は、１９１５年（大正４年）の航空大隊の新設に
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る銃砲火の効力が増加することが予想されるため飛行機の頻繁な使用は避ける
べきであるとも述べており、まだ飛行機の技術上の発展性に対する信頼性が低
かったことを反映している。なお、このような批判的意見は多くの地上部隊か
らも寄せられており、独立攻城重砲兵第３大隊からの意見は、たった１機の敵
機が頭上を自由に飛び回るのに対し味方は２機がかりでも撃退できなかったこ
とから飛行機への機関銃搭載の必要性を主張している105。同時に、飛行機偵察
の結果通報が非常に少なかったことを挙げ、敵遮蔽陣地にあった砲兵は飛行機
偵察で発見可能だったのではないか、と苦情を呈するとともに、敵の偽装は飛
行機偵察も見分けることが難しいであろうと指摘している。また、歩兵第５６
連隊からは、軍艦の発達と同様、将来の飛行機の発達は速力と敏捷性を要求す
ることは明らかであるとし、味方飛行機にこの点が不足していたことを指摘し
ている106。
総じて判断すると、青島戦役における航空隊の活動は欧州戦線のそれに比し
て極めて小規模であり、また臨時編成部隊で急遽派遣されたためかなり準備不
足であったが、将来の航空作戦において登場する任務をほぼ網羅しており、特
に偵察任務の有効性は広く認識されることとなった。教訓反省事項についても、
将来必要な改善点等についてほぼ正確に把握していたと言ってよいだろう。帝
国陸軍は青島戦役への参加から、特に馬力の向上した強力な戦闘機の必要性を
痛感したほか、飛行機を兵器として使用する際の多くの知見を得たと考えられ
る。そして青島戦役で得た教訓から更に進んで、操縦将校には海外における航
空術のレベルを実視せしめ、自らの技量に満足しないよう努める必要性につい
て強調するとともに107、今後の訓練の教訓として、
・

今回の戦役は半島部かつ敵地において行われたため地形の判断は容易であ
ったが、将来野戦を行うに際しては、激しい上下運動を行う飛行中に地形上
の判断は困難であると考えられることから、平時における空中戦の演練が必

伴いその中に気球中隊として吸収されたが、引き続き重要な砲兵射撃観測手段として
あり続け、１９３６年（昭和１１年）に航空隊から分離され砲兵の管轄になる。
105
「第４号 独立第１８師団（５１）
」
『大正３年戦役意見書 秘』(防衛省防衛研
究所) 、JACAR Ref.C08040201500。
106
「第４号 独立第１８師団（５３）
」
『大正３年戦役意見書 秘』(防衛省防衛研
究所) 、JACAR Ref.C08040201600。
107
ここでは、青島戦でドイツ軍が使用した「ルンプラー」飛行機が、戦役前は陸軍
から性能が低いと見られていたのに実際にはそうでなかったことを挙げ、これは我が
国において（同機の）拙い操縦法を見た結果であるとしている。同時に、飛行機の操
縦術の進歩は書籍雑誌からは得られないものであり、あくまで実視によるべきとして
いる。
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要であること
・

本土と支那大陸は風土地形が異なるため、「将来の予想戦場」たるべき地
域、またはそれに類似した地形において偵察訓練を行う必要があること

を挙げており、小規模な青島での作戦成果に満足することなく、将来の大陸に
おける本格的航空戦の準備を怠らないよう教育訓練上留意することとしている。
何より、大戦開始直後のこの時期においては欧州戦線でも本格的な航空作戦は
まだ行われておらず、欧州列強も未だ飛行機の役割について手探りであったこ
とから、帝国陸軍が青島戦役で自ら学び取った飛行機の役割に関する経験は、
その後の欧州戦線における飛行機の発達を先取りしていたと言ってよいのでは
ないかと思われる。
２．２．３

航空器材の輸入途絶と航空器材国産化の試み

上述のように青島戦役での飛行機の活躍は、その小規模な活動にもかかわら
ず帝国陸軍に多くの教訓をもたらし、また批判的な意見を浴びつつも、総じて
飛行機の軍事的価値に対する認識を高める結果となった。そして飛行機による
初陣こそ海軍航空隊に奪われたものの、陸軍はその航空隊の活動について新聞
報道に発表しつづけたことから108、世間での認知度も高まったものと思われる。
他方、このような臨時航空隊の活躍の裏には航空器材に関する帝国陸軍の
並々ならぬ苦労があった。前述のとおり臨時航空隊は日本国内の実用可能な飛
行機をすべて青島に投入し、そのために国内の飛行教育に支障が出る始末であ
ったが、当時の飛行機機体・発動機の故障・劣化のしやすさ及び、撃墜以上に
高い事故及び故障の可能性を鑑みると、補充用の機体と発動機が絶対に必要で
あった。しかし欧州諸国から購入しようにも第一次世界大戦の真っただ中であ
りその見込みはなかったことから、国内に存在する使用可能な航空器材を根こ
そぎ買い集めた。まず民間飛行団体である帝国飛行協会（第５章第２節参照）
が購入したルンプラー式２機が民間機中軍用に耐えるものであったためこれを
購入し、あとは購入の望みのある米国にエンジンを注文して急場をしのぐこと
にした109 。この際、米国にはエンジン（カーチス式１００馬力）６台を注文し、
エンジンの到着までに気球隊と東京砲兵工廠において機体（「モ」式）１０台
108

大正３年９月２８日東京朝日新聞号外及び同日大阪毎日新聞朝刊１ページ。
「２．記事（１）
」
、
「飛行機並其の附属器材交付の件」
『欧受大日記 大正３年８
月下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024284700、
「飛行機及同用発動機等調
弁交付の件」
『欧受大日記 大正３年８月下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.
C03024289900、
「飛行機機体製造並発動機等調査の件」
『欧受大日記 大正４年３月
下』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024481900。
109
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を組み立てることとした。ただし、フランス製のエンジンが主流であった陸軍
が米国製のエンジンを購入したことによりエンジン部品相互の融通が利かない
という問題が発生したため、市場に流通していたカーチスの部品が払底する前
に至急買い押さえる必要が発生した110。他方で調査の結果、三井物産が開戦前
にフランスからエンジン（ルノー式７０馬力）４台を購入し日本に到着してい
たことが判明したため、これも差し当たって補充用に購入しておくこととした
111。このような事態について陸軍省兵器局は以下の教訓事項をまとめている 112。

・

欧州戦争のため必要な製造原料の輸入が途絶し、外国原料の補給に著し
い困難が発生したが、これは今回のような一部動員の場合ですら問題が起
きたことを考えると、今後は全軍動員の場合に備えて少なくとも１年分の
原材料を備蓄しておく必要がある。

・

内地製品でも準備に比較的長時間を要するものについては第１回の補給
に必要な数量をあらかじめ準備しておく必要がある。

・

作戦上補給が必要となる兵器についてはその戦時所要数をあらかじめ決
定し平時において準備しておく必要がある。
このような市場調達の試みと同時に、帝国陸軍はそれまである程度軌道に乗

りつつあった飛行機の製造の動きを推し進める113 。それまで研究会は外国から
試作・研究用に飛行機・機体を購入していたが、このうち発動機は１９１３年
（大正２年）にはじめてルノー７０馬力を輸入し、１９１４年（大正３年）７
月114にはこれを見本として東京砲兵工廠において試作に成功、１９１６年（大
正５年）には国内生産可能となり、これを搭載したモーリス・ファルマン式は
前述した「モ」式４型として帝国陸軍初の制式機となった。しかしこの間、航
空技術の進歩はすでに７０馬力の発動機では不足をきたす状態となっており、
それは青島戦役で１００馬力級の発動機の必要性が痛感されたことに現れてい
た。そして１９１７年（大正６年）に砲兵工廠で生産可能となったダイムラー
110

「飛行機発動機予備品等調弁交付の件」
『欧受大日記 大正３年１２月下』
（防衛
省防衛研究所）JACAR Ref. C03024396300。
111
「２．記事（２）
」
『大正３年戦役兵器局業務詳其の１ 極秘 第１号の内１』(防
衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08040193100 及び「飛行機機体製造並発動機等調査の
件」
。
112
「第３章 所見」
『大正３年戦役兵器局業務詳其の１ 極秘 第１号の内１』(防
衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08040193800 及び「２．記事（３）
」
『大正３年戦役兵
器局業務詳其の１ 極秘 第１号の内１』
（防衛省防衛研究所）JACAR
Ref.C08040193200。
113
詳しくは、鈴木「日本における陸軍航空の形成」２９−３３ページ。
114 高橋『日本航空史
乾』では試作成功は大正７年７月となっているが、前後関係か
ら大正３年の７月の誤りと考えられる
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１００馬力エンジンを搭載したものは「モ」式６型として２番目の制式機とな
った115。しかしダイムラー１００馬力エンジンは点火用発電機と点火栓に幾分
か欠点が見られ116 、このため「モ」式６型機は後に多数の事故を発生させるこ
ととなるが、これがきっかけとなり陸軍航空の抜本的改善が行われることとな
る（第３章第１節参照）。また、第一次世界大戦により航空器材の輸入が途絶
したことは、帝国陸軍に航空器材の国内生産の重要性を痛感させた。先に掲げ
た陸軍省兵器局の業務記録では、兵器補給上、適切な工業政策により、内地に
おける「兵器独立上必要なる工業の進歩発達を期する」必要がある、との教訓
事項を述べており、これが後に陸軍航空が近代的形態を整えるにあたって、そ
の重要方針として「器材独立」を掲げることにつながっていく（第４章第３節
参照）。
なお、第一次世界大戦による航空器材輸入途絶という事態は、民間飛行界に
おいても航空機産業の萌芽につながった。まず帝国飛行協会が１９１５年（大
正４年）及び１９１６年（大正５年）に、東京砲兵工廠から購入・払下を受け
たルノー７０馬力発動機を搭載したモーリス・ファルマン型飛行機を製造した
ほか、１９１７年（大正６年）には英国から購入したアウストロ・ダイムラー
９０馬力発動機を装着した複葉機「曽我号」を製作した117。また帝国飛行協会
は国産発動機製作を奨励するため、井上幾太郎の勧めもあり１９１４年（大正
３年）８月に懸賞競技会として発動機を公募した。これは１９１６年（大正５
年）３月末の締め切りまでに３名（岸一太、朝比奈順一及び島津楢蔵）が発動
機を提出、うち審査に合格した島津の８０馬力発動機が一等賞になり、残りの
２名と締め切りに遅れて提出した２名にも「製作に少なからず努力の跡を認め
た」ことから賞金を送った118 。このうち、医学博士であった岸一太はこれまで
も研究会よりルノー７０馬力を借りて模倣製作した経験の持ち主であり、１９
１７年（大正６年）に赤羽飛行機製作所を設立、陸軍に「モ」式機体及びルノ
ー発動機を納めた119。
115

陸軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜粋』及び陸軍省航空課「帝国陸軍航空界の沿
革」
（
『航空記事』第４２号、１９２６年２月）２−３ページ。
116 陸軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜粋』大正５年の項目及び高橋『日本航空史
乾』２０７−２０９ページ及び２１２−２１３ページ。
117
「軍事視察報告（２）
」
『大正６年 公文備考 巻１５ 学事２』
（防衛省防衛研究
所）JACAR C08020917800。
「曽我号」の製作は大阪市の曽我一郎からの寄付金１万
円によるもの。
118
『井上幾太郎伝』２１８−２１９ページ。岸一太は井上幾太郎とは友人の間柄であ
った。
119
高橋『日本航空史 乾』５１５ページ。なお同製作所はその後、採鉄事業に失敗
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この時期に発足した代表的な航空機製造会社を挙げると120、
・

日本飛行機製作所（中島飛行機製作所）121

・

川西機械製作所（川西航空機）122

・

三菱内燃機製造（三菱航空機）123

・

川崎造船（川崎航空機）124

・

愛知時計電機125

・

東京瓦斯電機工業126

などがある。これらの会社はその後、帝国陸軍（及び海軍）が航空隊の規模を
拡大していく中で多くの発注を受け、また飛行機・発動機のライセンス生産や
国産化などにおいて陸海軍から様々な支援を受け、急成長することになる。
その後、青島戦役に参加した臨時航空隊は、当然ながら復員とともに解散さ
れたが、帝国陸軍は翌１９１５年（大正４年）に常設の航空大隊の新規編成に
着手することとなる。これは直接的には上述した陸軍省兵器局の業務記録が、

して１９２１年（大正１０年）に閉鎖した。
120
この時期の航空機製造会社については、通商産業省編『商工政策史 第１８巻
機械工業（上）
〔戦前編〕
』
（商工政策史刊行会、１９７６年）３０８−３２８ページを
参照。以下の説明は特に断りのない限り同書から引用。
121
海軍の中島知久平機関大尉が、民間飛行機製造業に身を投じるため１９１７年
（大正６年）海軍を退職、川西清兵衞の出資を仰ぎ、翌年に合資会社である日本飛行
機製作所を設立し、川西が社長、中島が所長となったが、川西と中島の衝突により１
９１９年（大正８年）中島飛行機製作所として独立した
122
上記の日本飛行機製作所の分裂により、川西系の技師達は１９２０年（大正９
年）に川西機械製作所を設立、飛行機部を新設して「川西式」の設計を行い、１９２
８年（昭和３年）には川西機械製作所より独立して川西航空機となった。
123
三菱合資会社が１９１６年（大正５年）に神戸造船所内に内燃機課を設けたのが
始まり。１９２０年（大正９年）には三菱内燃機製造の神戸分工場となり、航空機及
び自動車を手がけることになった。その後１９２８年（昭和３年）に三菱航空機と社
名を変更した。
124
川崎造船の松方幸次郎社長が、航空機と自動車の将来性に着目し１９１８年（大
正７年）７月、川崎造船兵庫工場に飛行機科と自動車科を設置したのが始まり。１９
３７年（昭和１２年）に川崎航空機工業として分離独立した。ダイヤモンド社編『産
業フロンティア物語 航空機＜川崎航空機＞』
（ダイヤモンド社、１９６７年）２３−
２５ページ。
125
元々陸海軍の兵器と時計、蓄音機等の製作にあたっていたが、１９１９年（大正
８年）海軍の勧めで航空機部門に乗り出すことになり、水上機体の製作を開始。高橋
『日本航空史』５５６ページ。
126
１９１０年（明治４３年）創業。ガス器具及び電気器具の製造を行っていたが、
第一次世界大戦中は爆弾信管を多数製作し輸出も行い、その後経営を多角化、１９１
８年（大正７年）に軍部からの勧めにより航空機用発動機、機関銃その他の兵器の製
造を開始した。
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臨時編成部隊は復員後に教育・補給を困難にするのであまり多用すべきではな
い、との教訓事項を残していることに対する検討結果とも考えられるが、やは
り青島における飛行機の活動が帝国陸軍において広く認められた結果と言える
のではないかと思われる127。
２．３ シベリア出兵と陸軍航空
２．３．１

航空部隊の大拡張計画と飛行機の大量購入

１９１８年（大正７年）８月より実施されたシベリア出兵において、もとも
と参謀本部は北満州及び沿海州の居留民保護を主な目的として、関東都督隷下
部隊及び内地からの沿海州臨時派遣隊を送ることを検討していた。しかしドイ
ツ勢力東漸の脅威が現実味を帯びてきたため、極東露領に国軍の全兵力を使用
しなければならないことを想定し、参謀本部は１９１７年（大正６年）１２月
に「大正６年度対露国作戦計画」を改定するとともに、「極東露領に対する出
兵計画」を策定した。その第１次計画として１９１８年（大正７年）１月末に
は「沿海州増加派兵計画」を策定するとともにザバイカル方面への出兵も計画
し、過激派に加え「独、墺俘虜を敵として之を撃破」することを基礎として戦
時編成の２個師団を基幹とする大規模な兵力を編成、ここに航空大隊１個（本
部及び３個中隊、計１８機）が含まれる予定であった128。
その後、１９１８年（大正７年）３月のブレスト・リトフスク条約による独
露の講和を受け、ドイツ勢力東漸の脅威が高まったことから、参謀本部は出兵
計画を第２次計画として見直すことになった。この計画における作戦要領は、
沿海州及びザバイカル州にそれぞれ第１軍及び第２軍を派遣、露国過激派を制
圧するとともに極東に対するドイツの侵略的企図を防止することとされ、第１
次計画よりもドイツ勢力の東漸を防ぐことに主要な目的が置かれていた。この
際、参加兵力には第１軍、第２軍にそれぞれ１個航空隊（ともに臨時編成）が
置かれ、出兵の第１段階で動員される予定であった。
シベリア出兵において飛行機を必要とした理由としては、当時の日本政府が
シベリア方面に対するドイツ勢力の浸透状況及びそれが飛行機などの新兵器で
武装されている可能性に非常な注意を払っていたことがあげられる。１９１７
127

根津一「特種増師意見（下）
」
（
『東京日日新聞』１９１４年１２月２１日）では、
当時議論になっていた２個師団の増設に関し、飛行機等の近代兵器は「青島戦に照ら
すも其の効能全軍の価値に関すること大なる明らかなり」としている。
128 参謀本部『西伯利出兵史』第１巻（参謀本部、１９２４年）
、附録第４の３７−３９ペ
ージ。当時の陸軍の航空戦力は３個中隊のみであったため、全航空戦力を投入する予定で
あったということになる。
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年（大正６年）１２月の外交調査会においてはドイツが潜水艦や飛行機をシベ
リアに輸送してくる可能性が議論されていた129。また当時の新聞報道でもドイ
ツの飛行機による脅威が盛んに喧伝された。例えばドイツの影響力が極東にま
で及んだ場合、ウラジオストック等の沿海州まで運ばれたドイツ飛行機による
日本本土への攻撃までも可能性として挙げられ、これが出兵論の１つの根拠と
もなっていた130。このような懸念から、参謀本部は田中義一次長のもと、ドイ
ツ勢力の東漸の状況について情報収集体制を整え、シベリア鉄道やアムール河
によるドイツの潜水艦、飛行機、弾薬の輸送についての調査を強化していた131。
当時の陸軍はシベリア方面に独墺軍俘虜が７〜８万人程度存在すると推定し、
これがウラジオストックにある連合軍側の武器で武装されれば優に２個軍団規
模の編成が可能と考えていた。また出兵が決定した後の１９１８年（大正７年）
８月８日に参謀本部は極東における独墺軍と過激派の行動についての報告を作
成しているが、そこでは飛行機を装備しているとみられる独墺の「武装俘虜」
の極東への移動集中について危機感を強めていた132。
129

同年１２月１９日及び２７日の外交調査会においては、シベリア出兵を主張する
本野一郎外相と慎重論を唱える原敬政友会総裁の間で、ドイツがシベリアに潜水艦や
飛行機を送る可能性について議論されている。原奎一郎『原敬日記』第４巻（福村出
版、１９６５年）３４５ページ及び３４９ページ。なお、原は１２月２８日付の日記
において、山縣有朋を来訪した際に、国防予算をめぐる原と大島陸軍大臣とのやりと
りを引きつつ、今後は陸海軍とは別個の「航空軍」を創設すべきであるが、飛行機の
発達は民間にこれを望むのは困難であるとともに現在の将校下士を以て充てるのも無
益なので、義勇志願者を募って一定の教育を授け、
（航空）士官学校のようなものを設
けて卒業者には十分な支給をなす必要があるとの旨を大島に語ったことを述べ、山県
の注意を引いたことを記述している。
『原敬日記』第４巻、３５０ページ。原敬はその
「戦後経営」構想においても、軍備充実政策、特に飛行機の装備を最優先課題と考え
ていた。高橋「原内閣の成立と総力戦政策：シベリア出兵決定過程」５−６ページ。
130
例えば、
「対露策如何 帝国は独勢の東漸を看過せんとするか」
（
『大阪毎日新聞』
１９１８年２月４日、
「帝国の危機」
（
『国民新聞』１９１８年３月１日、衆議院議員
望月小太郎「国策樹立の大急務」
（
『国民新聞』１９１８年３月４日）
、戸水（筆者注：
寛人）博士談「出兵の論拠」
（
『大阪毎日新聞』１９１８年４月２日、
「出兵に関する政
府の覚悟」
（
『東京朝日新聞』１９１８年７月１５日）など。
131
石光真清はロシア通の退役軍人であり、田中義一参謀次長からの依頼により陸軍
嘱託としてアムール州における情報収集活動に従事することとなったが、その回想に
よれば、関東都督から「欧露方面より浦塩斯徳に大砲其他の兵器及び潜水艇の輸送の
有無」が重点偵察事項として指示され、また参謀本部からも「シベリア鉄道やアムー
ル河によるドイツ潜水艦や飛行機、弾薬の輸送について、特別の調査をするよう命令
されていた」と記している。石光真清『誰のために』
（中央公論社、１９７９年）２４
−２７ページおよび１５ページ。
132
「陸軍動員、編制関係（１）
」
『大正３年～９年 大正戦役 戦時書類 巻１７３
西比利亜方面派遣帝国陸軍に関する件』(防衛省防衛研究所)JACAR
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ただし後に参謀次長となり、当時シベリア出兵準備のため参謀本部に勤務し
ていた沢田茂が、反軍熱の盛んな当時に出兵世論を醸成するため「第一に著眼
したことは、対独戦争中という一般の情勢を利用して、ドイツ勢力の東漸をい
うことを宣伝した。ドイツ勢力の東漸は、連合作戦必然の帰結として、日本の
シベリア出兵ということとなる。そこで、ドイツ勢力東漸の実態をあげなけれ
ばならなかった。」と回想するように133、陸軍が喧伝するドイツの脅威は、シ
ベリア出兵の世論形成のためいくらか誇張されたものであると考えるのが妥当
であろう。
そして帝国陸軍が出兵の後押しとなるような世論醸成に努めた理由の１つと
して、総力戦構想の実現があった134。このうち、資源の統制運用の側面につい
ては、「露軍の崩壊に関係し或いは帝国軍を動かすことを保し難き情勢135」と
なったとの認識のもと、陸軍省は海軍省と共同で１９１８年（大正７年）２月
に軍需工業動員法を作成、その後帝国議会で修正され成立した136。軍備充実の
側面については、帝国陸軍は同月に参謀次長を長とし、参謀本部と陸軍省の関
係課長を委員とした軍事協同委員会を組織、出兵準備業務に加え、編制装備の
改編の準備も行った。ここで策定された「編成、装備改正案」は大規模な軍備
近代化計画であり、「国軍将来の作戦を顧慮し軍事技術の進歩に順応せしめん
が為」「之を標準として時局出兵に応ずる如く逐次新兵器の整備に著手」した
ものであった137。その内容としては、
・歩兵連隊に第４大隊（機関銃中隊３、特殊砲中隊１）を新設
・騎兵師団（司令部及び２個旅団）を新編
・野砲兵連隊を１中隊４門の９中隊編成に
・航空機射撃砲隊１６個を新設
・無線電信隊３隊を新設
・野戦照明隊約１６個を新設
Ref.C10128408000。
133
沢田茂著、森松俊夫編『参謀次長 沢田茂回想録』
（芙蓉書房、１９８２年）２４
９ページ。
134
シベリア出兵と陸軍の「総力戦構想」については、高橋「原内閣の成立と総力戦
政策：シベリア出兵決定過程」を参照。
135
「
「資源の統制運用準備施設に就いて」送付の件」
『永存書類甲輯第４類第２冊
昭和３年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C01001052000。
136
シベリア出兵と軍需工業動員法との関係については、鈴木淳「陸軍軍縮と兵器生
産」
（横井勝彦編『軍縮と武器移転の世界史 「軍縮化の軍拡」はなぜ起きたのか』
（日本経済評論社、２０１４年）を参照。
137
『西伯利出兵史』第１巻、３５−３８ページ及び附録第７。ただし作成月日は不
明。
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・自動車隊８隊を新設
のほか、
・航空中隊３１個とこれに伴う材料廠の新設
であり、当時の整備済み航空中隊数は３個中隊であることを考えると非常に大
規模な拡張計画であった。そしてこの合計３４個中隊の内訳は、
―大型中隊（遠距離偵察）

７個中隊

―中型中隊（偵察兼観測）

１２個中隊

―小型中隊（戦闘）

１４個中隊

―混成中隊（中型及び小型）

１個中隊

であり、中隊は全て９機編制（ただし混成中隊は中、小型各４機編制）という
ものであった。このように、シベリア出兵を契機として、軍備近代化の一環と
して、航空３４個中隊という航空部隊の大拡張が計画された。
他方、このようにシベリア出兵の可能性が高まってきたため、研究会は大正
７年度の事業方針として、シベリアでの飛行機の使用を想定し、欧州戦線での
飛行機の発達状況に鑑み他の業務に優先して戦闘機への選択と集中を行うこと
とした138 。また研究会はシベリア出兵に備え、欧米から研究用の飛行機を何台
か購入したが、欧州戦線における航空戦術の発達を考慮し、特に戦闘機の購入
を重視した139。この頃になると大戦における飛行機の大量生産で欧米諸国は多
少の余裕が出たと思われ、研究会は１９１７年（大正６年）末から翌１９１８
年（大正７年）３月にかけて、研究用としてフランスから最新式のニューポー
ル戦闘機２機及びスパッド戦闘機１機に加えソップウィス偵察機を２機、また
米国からスタンダード偵察機１機を購入し、また１９１７年には発動機につい
ても英国製クレルゼー１３０馬力を３台、フランス製ローン１２０馬力を３台
及び同国製イスパノスイザ１２０馬力１台と、米国製ホールスコット１２５馬
力１台と同１５０馬力を５台購入した140 。これらスパッド、ニューポール、ソ
ップウィス及びスタンダード（ホールスコット１２５馬力が不評だったため１
５０馬力発動機に換装）は同年９月まで試験飛行を行なった結果良好であり、
同年にそれぞれ何台か製作することとなった。このうちソップウィスは高速飛
行機として早速シベリアに投入されることになり、同年８月からの出兵に備え、
研究会が輸入した２台の機体により７月から教育法の開発と操縦要員の速成教
育を実施したほか141 、国内製造されたものはシベリア出兵で使用されることと
138
139
140
141

「大正７年度臨時軍用気球研究費実行予算編成に関する方針」
『制度改善書類』
。
徳川『日本航空事始』１５０−１５３ページ。
高橋『日本航空史 乾』８９ページ及び１１４−１１５ページ。
同上、１１６ページ。
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なる142。また第一次世界大戦による航空器材の輸入途絶を契機として国内航空
機産業が勃興したことに伴い、当時最も有望であると思われた日本飛行機製作
所の中島式飛行機を購入したが、これにはシベリア出兵が取り沙汰される中で
民間飛行機製造会社を奨励し、必要な飛行機の供給を増加する意図があった。
しかし実際には中島式は事故で調達中止となり、またシベリアに送られた飛行
機の主力は「モ」式４型及び６型で、ソップウィスがなんとか間に合った状態
であった。このように帝国陸軍はシベリア出兵の準備に際しても、使用する飛
行機を欧州戦線の水準に追随するように努めたが、いかんせん工業基盤の弱さ
により新式機への対応が追いつかず、欧州戦線では旧式に部類される飛行機を
投入することとなった。
そして、大規模な航空拡張計画と軌を一にして、帝国陸軍は欧米諸国から飛
行機及び航空器材を大量に購入することにした。まず、１９１７年（大正６年）
１１月、山下汽船株式会社社長である山下亀三郎が１００万円を陸海軍の航空
関係費に分割使用してほしいと申し出たため、政府では５０万円ずつ陸海軍に
等分して使用することにしたが143、このいわゆる「山下献金」を契機とし、陸
軍省は同年１２月２２日に英、米、仏各国の日本大使館の駐在武官に対し、各
種任務に使用する飛行機を急ぎ多数購入したい旨、各国政府に問い合わせるよ
う打診した144。と同時に、未だ正式決定されていないシベリア出兵を理由とし
ないように厳命した。
その後、米国からは余裕がないとの回答があったが、供給可能と回答のあっ
たフランスから偵察用のスパッド６機と練習用のニューポール３機を購入する
こととし、これにあわせてイスパノスイザ２００馬力発動機６台、ローン８０
142

徳川好敏の回想によれば、これらスパッドとニューポールは、その単座戦闘機と
しての欧州戦線での優秀性に鑑み、当時取り沙汰されていたシベリア出兵への準備と
して購入されたとしている。徳川『日本航空事始』１５０−１５３ページ。実際、ニュ
ーポールとスパッドは第一次世界大戦におけるフランス軍の主力戦闘機で、ドイツの
アルバトロス及びフォッカーといった主力戦闘機と激しい戦いを繰り広げ、大戦中・
後を通じ様々な型式が製作され長く使用されることとなる。
そしてこの時に研究用として購入された飛行機は帝国陸軍により高評価を得たもの
と思われ、ソップウィス、スパッド及びニューポールはシベリア出兵を契機として英
仏から大量購入されることとなった。また国内生産可能となったソップウィスは
「モ」式とともにシベリアに送られ、ニューポールとスパッドの大戦後の最新型は帝
国陸軍が購入し制式機となる（第４章第３節参照）
。
143
日本航空協会『日本航空史 明治・大正編』３３３及び８４９ページ。
144
「飛行機購入方調査の件（陸３５５、大正６年１２月２２日）
」
（
「外国より兵器
飛行機等購入に関する件」
『永存書類乙集第２類第５冊 大正１３年』(防衛省防衛研
究所)JACAR Ref.C03011998600。以下『外国飛行機購入書類』という）
。以下の電報
等は特段断りのない限り本史料から引用。
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馬力発動機３台等を購入することにした145。イギリスからは、ソップウイスは
旧式ではないが、西方戦場においてドイツ機に対し若干劣勢であるため英国は
使用していないことから146、不用の２０機を発動機とともに供給可能との回答
があったため、最終的にソップウイス２０機にクレルゼー１３０馬力発動機２
５台をあわせて購入することとした147。このソップウイスは後述するとおり、
第１航空隊及び第２航空隊に「モ」式とともに配備され、シベリア出兵で活躍
することになる。
次に陸軍省は１９１８年（大正７年）３月１４日、駐米・駐仏武官に対し
「時局発展し之を必要とする場合」に備え、差しあたり各種飛行機を約１００
機購入することが可能かについてそれぞれ調査するよう命じるとともに、フラ
ンスには「飛行機発動機製作の為熟練なる技師職工雇入れたし」と併せて打診
した148。そして、米国が再び飛行機の売却を渋ったため、陸軍省は「時局の関
係上」優秀な、特に戦闘用小型飛行機を必要とするため、若干でもいいので輸
出許可を取り付けるように駐米武官に打電149したが、最終的に米国からは多数
の見込みのあるホールスコット１５０馬力発動機を合計１１９台購入すること
となった150。他方、フランスについては、駐仏武官は陸軍省に調査内容の詳細
（必要な機種や技師職工の数等）を問い合わせるとともに独自に調査を行い、
以下の内容を返答した151。
・

飛行機は合計８０機（偵察用スパッド２０機、戦闘要スパッド４０機及び
ブレゲー爆撃機２０機）、繋留気球は１０個の購入見込みあり。

・

旧式で構わないなら偵察用ソップウイス及び戦闘用ニューポールを多数購
入可能。

145

「飛行機購入の件（陸５０、２月２２日）
」及び「飛行機購入の件（陸普第１２
０８号、４月１７日）
」
。
146
ただし陸軍省への電報に記載された駐英武官の説明によれば、ソップウイスはプ
ロペラ同調装置付き機関銃を備え、また速度、上昇力及び爆弾搭載量などの諸元も悪
いものではなかった。
147
「弐第２０１５其６ 第２２８２号 陸第５０電 電報訳 陸軍次官宛 発信者
田中大佐」
、
「飛行機購入の件（陸６１、３月１日）
」及び「飛行機購入の件（陸普第１
４０５号、４月２９日）
」
。
148
「飛行機其他購買方照会の件（陸８７、３月１４日）
」
。
149
「飛行機購入の件（陸２７９、８月１４日）
」及び「飛行機購入に関する件（陸
３１７、９月７日）
」
。
150
「飛行機用発動機購入の件（陸３０１、８月２５日）
」
、
「発動機調弁に関する
151
「弐第２０１５号其１１ 第３号 電報訳 山田次官宛 発信者 永井大佐（３
月１７日）
」及び「弐第２０１５号其８ 第１号 電報訳 陸軍次官宛 発信者 巴里
日本大使館 永井（３月２２日）
」
。
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・

このほか、機械の組立、修理、手入れ及び保存を担当する機械工養成の方
法の指導並びに操縦教育のため、必要ならフランスから将校・下士官を派遣
可能。

・

目下の時局に対して帝国航空隊発展の為に迅速に効果を収めようとするな
らば、フランスより、
（１）完成飛行機１００機及び気球を購入し、別にまとまった部品を購入し
て日本国内で組立製作を行う。
（２）最も将来の見込みあるサルムソン（飛行機及び発動機）を採用・製作
するための権利の買収を行う。

これに対し陸軍省は、飛行機については合計８５機（偵察用スパッド２５機、
戦闘用としてニューポールとスパッドを取り混ぜ５０機及びブレゲー砲撃用１
０機。以上全て爆弾投下機付き完成品）及び予備発動機と予備品、また教育用
としてローン８０馬力発動機５台の購入交渉を命じた152。
これを受けて駐仏武官は、日本がシベリアに出兵をする気がない場合にはフ
ランス政府が承諾する見込みがないこと、及びフランス側からスパッドよりも
一層新型であるサルムソン５０機供給の内諾を得た事につき返電したが153、そ
の後７月になり、陸軍省から飛行機及び発動機の購入交渉については「時局発
展の好機を利用」してシベリア出兵を理由に交渉可との連絡があった154 。そし
て駐仏武官は、フランス側との交渉結果、サルムソン３０機と気球７個を９月
下旬には受領可能であることとともに、新式飛行機使用の教育指導のためにフ
ランス将校の招聘が必要であるとの返電155をした。また在京フランス大使館附
武官及びフランス大使からもサルムソン３０機の供給を決定したのでこれを２
回に分けて発送するとの連絡があったため156、陸軍省はこれらの購入を決定し
152

「飛行機其の他購入の件（陸１００、３月２３日）
」
。
「弐第２０１５号其１４ 第？号 電報訳 次官宛 発信者 永井大佐（３月２
５日）
」
。
154
「
「サルムソン」製造権譲渡及飛行機購入の件（陸２４８、７月？日）
」
。
155
「弐第２０１５号其４５ 第３号 電報訳 次官宛 発信者 永井大佐（７月２
７日）
」
。
156
「弐第２０１５号 其４６ １９１８年７月３１日 仏国大使館附武官 ラポマ
レード少佐 陸軍大臣宛」及び「政機密送第１０３号 弐第２０１５号其４８ 航空
機購入方に関し仏国政府回答の件 大正７年８月５日 外務大臣男爵後藤新平 陸軍
大臣大島健一殿（８月６日）
」
。第３章第３節で後述するフランス大使が航空教育団の
派遣を提案してきたのはこの連絡の際である。その後、同様の提案が在京フランス大
使館附武官からも寄せられ、
「実際該機は微妙なる操作を要し候につき其取扱の不十分
なるにより災害を生じ仏国飛行界の名声を損する様の事有之候ては誠に遺憾と存候。
且又仏国飛行界は日本飛行界をして直接仏国飛行界の経験を利用せしむるを得ば幸甚
153
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た157。
その後、陸軍省から駐仏武官に対し、飛行機の到着が遅延しているため、ま
ず発動機のみ３、４０台の譲渡を受け内地にて機体を製作することで差当り必
要な戦闘機を速やかに整備したいので、教育と機体製作の関係上ローンを希望
す」と打電された158。また先に購入したサルムソン３０機の他、「将来購入の飛
行機は駆逐用を可成多くするよう交渉ありたし」と戦闘機の追加購入を要望し
た159。これを受け駐仏武官は練習用ニューポール４５機と戦闘用スパッド１０
０機の購入をフランス当局と交渉したところ160、陸軍省から、飛行機は英米よ
りも購入することとなったため、フランスからは既出のサルムソン３０機とロ
ーン発動機４０台のほか、ニューポール４５機の購入交渉で一先ず打切り、ス
パッドの交渉は暫く見合わせる、と返信があった。しかし駐仏武官がスパッド
は本国からの命令に基づき交渉したことを理由にその購入を具申し続けたこと
から、最終的にローン発動機の購入は中止し、スパッド１００機及びニューポ
ール４０機の購入に落ち着いた161。
と存じ居り」と理由を述べており、日本市場へのフランス製飛行機の売り込み意図が
あったことをうかがわせる。また、
「大気及風土に関する特別の条件を共同に研究する
時は将来日本軍に供せらるべき該機を完全のものにすることを得べしと存じ候」との
理由も付されており、これは後述するようにシベリアへの日本陸軍航空部隊派遣の可
能性を匂わせている。
「欧受第１３００号 １９１８年８月５日 仏国大使館附武官
ラポマレード少佐 陸軍大臣宛」
。
157
「飛行機外２点調弁の件（欧発第８５６号、８月９日）
」
。その後逓信省に「時局
の関係上支給需要のもの」として日本郵船及び大阪商船に命じ優先輸送させてほしい
旨を依頼し、同時に駐仏武官に対しても同趣旨の電報を打っているが、その中で「発
動機は可成全部最初に積出さしむる様注意を乞う」と命じている。
「軍需品輸送の件
（欧発８７５、８月１４日）
」
。
158
「飛行機購入に関する件（陸３２４、９月１０日）
」
。
159
「仏国将校傭聘の件（陸３１３、９月３日）
」
。
160
「弐第２０１５号其６５ 第８号 電報訳 次官宛 発信者 永井武官 仏陸１
０（９月１６日）
」
。
161
「飛行機購入に関する件（陸３８３、１０月２８日）
」及び「飛行機外２点調弁
に関する件（欧発第７６号、１月２９日）
」
。
なお、陸軍兵器本廠長に対する調弁命令の逹において、本経費は「大正７年７月２
６日附欧発第７９５号に依り其の不足分は臨時軍事費の費目に依り」とされている。
この「欧発第７９５号」とは、１９１８年（大正７年）７月に、陸軍省から兵器本廠
に対し発出されている「時局の顧慮上特に調弁する特種器材」は７３０万円を目処と
し臨時軍事費の費目により請求するようにとの旨の逹のことを指す。次いでこの臨時
軍事費を使い、航空隊に必要な航空器材を至急調達するよう、陸軍省から兵器本廠に
逹が発せられている。
「特種器材の調弁に要する経費の件（欧発７９５号、７月２７
日）
」及び「航空器材調弁の件（欧発第８２２号、８月１日）
」
（
「特殊器材調弁費剰余
金減額の件」
『欧受大日記 大正１１年自１０月至１２月』
）(防衛省防衛研究
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なお、在英大は３月１４日の在米・駐仏武官に対する飛行機１００購入の調
査命令の宛先に入っていなかったが、駐英武官は山下献金により購入したソッ
プウイス２０機のほかに必要な飛行機があれば交渉するので教えてほしいとの
電報を４月に陸軍省に打電した162。これに対し陸軍省内では、現在米仏と交渉
中なので差し当たり英国からは必要なしとの考え（器材課）であったが、６月
になり、英国軍需省から各種発動機多数及び新式の 1 人乗り戦闘機である
「デ・ハビランド」５号型飛行機（新品４７と古品７６（発動機はルノー１０
０馬力））を譲渡できるとの連絡があったため、駐英武官はその必要性につい
て陸軍省に照会した163。
これに対し陸軍省は、その当時、フランスよりの戦闘機の購入が可能か不明
であったため、研究会に意見照会した結果164、デ・ハビランドは新品４７機の
み購入し、譲渡可能としている発動機の型式について調査するよう返信した165。
その後、駐英武官が調査依頼のあった発動機はほとんど購入の価値がない旨を
報告してきたため166 、陸軍省からは時局切迫のため飛行機そのものの迅速な譲
渡を優先するよう尽力してほしい旨を打電するとともに167、８月１３日には先
の３月に駐米・駐仏武官に対し打診した内容と同じ「各種飛行機約１００」等
の「可成新式のもの多数」を英国政府から譲渡してもらうよう交渉するように
命じた168。

所)JACAR Ref.C03025368100。要は、欧発７９５号で決められた予算がスパッド１
００機の購入により不足したということである。
その後、この額は１９２０年（大正９年）に更に２００万円が増額された。
「経費増
額の件（欧発第３９７号、７月５日）
（
「特殊器材調弁費剰余金減額の件」
『欧受大日記
大正１１年自１０月至１２月』
）
。
162
「弐第２０１５号其１７ 電報訳 次官宛 発信者 田中大佐 英陸第２６（４
月１４日）
」
。
163
「欧受大８８９ 電報訳 陸軍次官宛 発信者 田中大佐 英陸５５（６月４
日）
」及び「弐第２０１５号其３５ 電報訳 次官宛 発信者 田中大佐 英陸６５
（６月１８日）
」
。
164
「気研甲受第２３０号 大正７年６月２１日 茅号 電報訳 次官宛 発信者
在英国 田中大佐 ６月１８日」
『制度改善書類』
。
165
「飛行機購入に関する件（陸２１２、６月２５日）
」
。
166
「弐第２０１５号其４４ 第９５５８号 電報訳 外務省宛 発信者 駐英日本
大使館田中大佐 陸軍次官へ、７月１９日 英陸８３」
。ここで田中武官は、譲渡可能
とされていたクレルゼーについては２００馬力であるものの旧式で重く、サルムソン
については大部分が古品であることを述べている。
167
「飛行機購入の件（陸２５７、８月１日）
」
。この電報が発せられた８月１日はシ
ベリア出兵が決定された日である。
168
「飛行機購入の件（陸２７８、８月１３日）
」
。
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この後、駐英武官と陸軍省とのミスコミュニケーションにより、１００台購
入したローン発動機の馬力について、１００馬力だった予定が全て８０馬力に
なってしまったほか169、陸軍省の制止にも関わらず田中武官がアブロを１０機
買ってしまう等の混乱170があったが、最終的にはソップウイス５０機（ローン
８０馬力発動機付）と、ローン８０馬力発動機５０台及びアブロ１０機（１１
０馬力発動機付）を英国から購入することとなった171。

（図２―２）
「２００台の新式飛行機

航空隊未曾有の大奮発」
（
『東京日日新聞』１９１

８年（大正７年）１１月３０日）

このシベリア出兵を契機とする飛行機・発動機の大量購入に際しては、全体
として陸軍省が出兵を目前にかなり焦っており、１９１８年（大正７年）７月
以降、「時局」を名目に購入交渉が可能になったこと、及び「欧発７９５号
（注１６１参照）」による潤沢な臨時軍事費の使用が可能になったことにより
購入要求が加速し、新聞報道されるほどの社会的話題となったが（図２―２参
照）、かえって見境なく、また対象国の駐在武官との調整が不十分なまま購入
169

「飛行機購入に関する件（陸８６、２月２５日）
」及び「弐第２０１５号其１２
９、電報訳 次官宛 発信者 田中少将 英陸３２（２月２７日）
」
。
170
「弐第２０１５号其７１ 第５号 次官宛 発信者 田中少将 英陸第１３３
（９月２５日）
」
、
「飛行機購入の件（陸３５９、１０月８日）
」
、
「飛行機購入に関する
件（陸４４８、１２月１４日）
」
、
「弐第２０１５号其１３０、電報訳 次官宛 発信者
田中少将 英陸３５（３月６日）
」
171
「航空及野戦電燈器材調弁の件（欧発第６７号、１月２５日）
」
。
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することにつながり、最終的に予算オーバーになるケースまで発生した。この
ように帝国陸軍の飛行機大量購入に際しては、現地からの詳細な調査・提案を
待たずにとにかく数を揃えようとした傾向が見られたが、その具体的購入方針
には以下の特徴が共通項として見られる。
（１）なるべく最新式のもの（ニューポール、スパッド及びサルムソン等）ま
たは国内で製造できないもの（ソップウイス）を購入する。換言すれば、
製造可能なもの（「モ」式）は国内で生産する。
（２）飛行機は完成品の譲渡を希望しているが、それが困難な場合には、機体
は国内で製造し発動機のみ購入する。
（３）発動機については新型よりも、慣れており教育上便利なもの（クレルゼ
ー又はローン）を優先する。
（４）シベリアという作戦地域における独墺勢との交戦を想定し、特に駆逐機
（戦闘機）、ついで偵察機を優先的に購入する。
（５）高速度戦闘機には教育用練習機が別途必要であるとの認識がないことや、
エンジンの性能に関する知識が追いついていない中、とにかく「最新式の
ものを」「なるべく多数」購入することが方針となっている。
こうして、帝国陸軍はシベリア出兵を契機として航空部隊の大拡張を計画し、
欧米諸国から大量の新型飛行機を購入するとともに国内生産可能な旧式飛行機
も大量製造した。「編成・装備改正案」が計画した３４個中隊は、所要飛行機
定数としては、当時の規定に従い中隊内の常用・予備比率が２：１であったと
したら、１中隊が８又は９機編制とされているため、最小で約２７０機の常用
機と約１３５機の予備機の合計約４００機が必要となってくる。しかし１９１
９年（大正８年）２月の調査では、陸軍は航空大隊、研究会及び兵器本廠に、
完成飛行機（「モ」式、「ニューポール」、「ソップウイス」及び「スパッド」の
各種型式）を約６０機、発動機を６５台保有するに過ぎなかった172。そしてそ
の後の実際の経過は、１９２５年（大正１４年）の宇垣軍縮により捻出した財
源により合計２６個中隊整備が決定され、それが完成したのは１９３１年（昭
和６年）の満州事変の直前であり、さらに事変後の時局兵備改善時には３１個
中隊まで増強されたにすぎない。そして１９２０年代後半には更なる新型機を
輸入または国内生産したため、シベリア出兵を契機に購入した飛行機は１０年
足らずで陳腐化し徐々に更新されていく。
172

「大正８年３月１日現在すべき飛行機発動機螺旋機員数表」
（
「臨時航空術練習委
員関係書類（仏国航空団関係）
（２）
」
『臨時航空術練習委員関係書類（仏国航空関係）
大７．１２．１２〜１１．８．２５』
（防衛省防衛研究所）
。以下、
「練習委員書類」と
いう。
）
。
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このように、シベリア出兵を機に様々な種類の飛行機・発動機が混在するこ
とになったが、これでは今後、外国から輸入に頼るにしろ国内生産をするにし
ろ、生産、補給、整備及び教育にも非常に効率が悪い状態となってしまう。そ
のため帝国陸軍は大戦とシベリア出兵が落ち着いた際に、飛行機の調達方針と
あわせ、この状態を見直すことになるが、そこには第一次世界大戦をくぐりぬ
けた航空先進国からの影響が大きく作用することとなる。
２．３．２

陸軍航空隊の活動

１９１８年（大正７年）８月より実施されたシベリア出兵において、陸軍は
まず第１２師団基幹により沿海州方面へ、関東州駐箚中であった第７師団主力
により北満方面へ、ついで第３師団基幹によりザバイカル方面への出兵を行っ
た。そして同月３日には第１航空隊と第２航空隊及び航空廠の編成要領が示さ
れた。この際、１９１５年（大正４年）１２月に常設部隊として新設された航
空大隊（１９１７年（大正６年）の航空第２大隊の新設に伴い航空第１大隊と
改称）を隷下に持つ近衛師団長が編成管理官となり、唯一の常設航空隊である
同部隊が第１、第２航空隊ともに編成を担任した。
第１航空隊は８月３日に編成下令されたが、当初派遣師団の編成要領や器材
の交付に関しなんら情報がなかったため困難を極めた。この後８月８日になり
航空器材はおおむね内地の常設航空隊である航空第１大隊の平時用を充当する
が、不足分は臨時軍用気球研究会から保管換えされたものも含め兵器本廠より
交付するとともに、このほかの材料や消耗品は臨機調弁することとされた。こ
の部隊は１個中隊強から成り173、８月１３日に編成完結、派兵当初に沿海州に

173

第１航空隊の編成は、
・人員：将校１０名、下士卒１６９名
・飛行機：
「モ」式４型飛行機４機、
「モ」式６型飛行機３機、
「ソ」式（
「ソップウイ
ス」
）飛行機２機
・武装：航空機用軽機関銃６丁（実包３０００発）
、爆弾大小各５０発
などとなっていた。
「第１２師団長に訓令の件」
『西伯利出兵作戦に関する命令 訓令 西動綴 共４ 其
１ 自大正７年８月至同１４年２月』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C06032002400、
「第１２師団長隷下部隊沿海州派遣の件」
『西伯利出兵作戦に関
する命令 訓令 西動綴 共４ 其１ 自大正７年８月至同１４年２月』(防衛省防衛
研究所)JACAR Ref.C06032002200、
「航空隊器材に関する件」
『２西欧受大日記 大
正７年８月』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C07060504500、
「第２航空隊及航空廠携
行兵器に関する件」
『西密受大日記 大正７年８月』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.
C03010062700。
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送られた第１２師団を基幹とする隷下部隊に配属された174。
第２航空隊と航空廠は同年８月１１日に編成下令、同じく航空第１大隊にお
いて編成が行われた。しかし、同大隊が先に発令された第１航空隊の編成に多
忙であるとともに、同大隊の保有する兵器器材の多くが第１航空隊に充当され
てしまい、また配備飛行機の種類・数などが決定されていなかったため非常な
困難に陥ったが、概ね第１航空隊と同要領により８月２１日の編成完結日まで
に間に合わせることができた。第２航空隊は本部及び２個中隊（第１中隊：戦
闘、第２中隊：偵察）よりなっており175 、派遣当初は関東都督に隷属し現地で
は満州里に展開したが、当時満州駐箚部隊であった第７師団を基幹とする部隊
を派遣するにあたり、航空廠とともにその隷下に配属された176。
この際、陸軍は作戦開始後、９月から６ヶ月間の消耗を見越して、「モ」式
６型飛行機とダイムラー発動機の部品の製造及び調達を臨時軍用気球研究会及
び砲兵工廠に指示している177。この他にも、「モ」式４型飛行機６機（ルノー発
動機５台と共に）、「ソ」式飛行機５機に加え、「ニューポール」飛行機２８機
の製造も指示している178。更に、第２航空隊と航空廠の補充用として、別途調
弁した「ソ」式飛行機５機及び「クレルゼー」発動機３台を編成担任部隊であ
174
175

第２航空隊の編制は、
・人員：将校２３名、下士卒３４２名
・飛行機：
「モ」式４型飛行機６機、
「モ」式６型飛行機３機、
「ソ」式飛行機３機
・武装：航空機用軽機関銃１２丁（実包６０００発）
などとなっていた。
「輸送に関する指示の件」
『西伯利出兵作戦に関する命令 訓令
西動綴 共４ 其１ 自大正７年８月至同１４年２月』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C06032003300、
『西伯利出兵史』第１巻、４９−５０ページ、
「飛行機の員数及配
合に関する件」
『２西欧受大日記 大正７年８月』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C07060514300。
176
「北満洲に派兵し軍事行動を執らしむる件」
『西伯利出兵作戦に関する命令 訓令
西動綴 共４ 其１ 自大正７年８月至同１４年２月』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C06032002000。航空廠の編制は、
・人員：将校６名、下士卒６０名
・飛行機：
「モ」式６型飛行機４機、
「ソ」式飛行機２機
・武装：航空機用機関銃実包１８０００発
となっていた。
「輸送に関する指示の件」
、
『西伯利出兵史』第１巻、４９−５０ページ、
「第２航空隊
及航空廠携行兵器に関する件」
、
「飛行機の員数及配合に関する件」
。
177
「航空隊用補充器材製造の件」
『西受大日記 大正７年９月』
（防衛省防衛研究
所）JACAR Ref. C07060554600。
178
「飛行機製造の件」
『西受大日記 大正７年９月』
（防衛省防衛研究所）JACAR
Ref. C07060552200、
「飛行機製造の件」
『欧受大日記 大正７年１０月』
（防衛省防衛
研究所）JACAR Ref. C03024973100。
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る航空第１大隊に支給している179。武装については、青島戦役では同乗者が抱
えるなどして飛行機に搭載していた機関銃につき航空機搭載用のものを試製し、
また欧州戦線で本格的な戦闘機を生み出すきっかけとなった航空機搭載機関銃
のプロペラ同調装置（螺旋機横過射撃連動装置）の研究が完了したため、これ
を３０個製造し、「ソ」式飛行機の試製用として支給した180。加えて、飛行機の
整備・修理等を担当する航空廠には、各種航空器材・部品・予備品のほか、整
備・修理に使用する工具、治具などを支給している181。また、飛行機のエンジ
ンは、
・「モ」式４型飛行機：ルノー式７０馬力発動機（ただし第２航空隊の１機は
７５馬力を装備）
・「モ」式６型飛行機：ダイムラー式１００馬力発動機
・「ソ」式飛行機：クレルゼー式１３０馬力
であり182、全体として青島戦役より馬力の高いエンジンを搭載していた。
その後、１９１９年（大正８年）からフランス航空教育団を招聘して講習を
実施することになった（第３章第３節参照）が、航空部隊の主力がシベリアに
派遣されていたため、第１航空隊については講習を受けるため１月に早々に内
地帰還命令が出されたほか183 、航空廠も１９１９年（大正８年）２月８日に内
地に帰還した184。第２航空隊についても同様の理由から、１９１８年（大正７
年）１２月に人員を内地に帰還させている185。第２航空隊はその後、翌年２月
に一旦、内地帰還が発令された186ものの、３月になって内地帰還が取りやめと
179

「航空器材支給の件」
『２西欧受大日記』大正７年８月(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C07060509700。
180
「螺旋機横過射撃連動装置製造の件」
『欧受大日記 大正７年１０月』
（防衛省防
衛研究所）JACAR Ref. C03024973000。
181
「航空廠用器材調弁の件」
『西密受大日記 大正７年８月』
（防衛省防衛研究所）
JACAR Ref. C03010059700。
182
『西伯利出兵史』第１巻、７８−７９ページ、
「第２航空隊及航空廠携行兵器に関
する件」
『西密受大日記 大正７年８月』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03010062700。
183 「露領及北満洲方面派遣部隊の１部内地帰還の件」
『西伯利出兵作戦に関する命令
訓令 西動綴 共４ 其１ 自大正７年８月至同１４年２月』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C06032006700。
184
『西伯利出兵史』第２巻（参謀本部、１９２４年）
、７１５−７１６ページ。
185
第２航空隊付 値賀忠次大尉『シベリヤ出兵 第２航空隊概況 大正７．８〜
８．３』
（防衛省防衛研究所）
。
186
「第２航空隊内地帰還の件」
『西伯利出兵作戦に関する命令 訓令 西動綴 共
４ 其１ 自大正７年８月至同１４年２月』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C06032007100。
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なった。これは当時黒竜江省方面における過激派の活動が活発化し、特に２月
２５日に歩兵２中隊（歩兵第７２連隊第３大隊長田中少佐の率いる２個中隊）
がユフタ附近で全滅するなどしたことにより、過激派の大討伐作戦を実施する
こととなったため、飛行機を使った作戦が想定されたからである。そのため第
２航空隊には、もともと現地過激派軍が最新式飛行機を保有している可能性が
あることに鑑み、優秀な飛行機で対抗するためソップウイス飛行機の高等飛行
術を習得した将校２名を充当してあったが、更に２名の将校を内地に帰還させ、
各務ヶ原で教育を受けさせた。
その後、現地部隊の統帥関係の整理に伴い、第２航空隊は浦塩派遣軍に留め
置かれ、同部隊の予・後備役から成る一部は内地帰還となったが、飛行機４機
及びこれに要する人員（少佐１、操縦将校・准士官５及び下士５７名）と器材
は残留することとされた187 。この残留部隊は「航空班」と呼ばれ188、現地部隊
の討伐作戦に対する偵察協力、敵への威嚇・爆弾投下、宣伝文の散布、友軍の
連絡などを行っていたが、１９２０年（大正９年）３月２６日から第５師団隷
下としてチタに展開することとなった189 。これは、同師団が前年１２月以来、
展開地に対する敵航空機の活動が活発化するに伴い、航空隊の配属につき軍に
意見具申してきた結果であり 190 、航空班の配属航空機は、「モ」式４型２機、
「モ」式６型４機、「ソ」式１型１機及び同３型１機の合計８機であった。
この「第１航空班」（後述するように、この時期第２航空班の編成により従
来の航空班は第１航空班と命名された）は４月上旬以降、チタ付近における各
方面の戦闘に参加し第５師団の作戦に大きく協力した191。近くザバイカル州か
ら撤収する予定の同師団はなるべく長くチタ周辺を保持する方針であったが、
現地に進撃してきた敵の総兵力は約１万（飛行機３、砲１４門含む）と見積も
られ、４月２３日には敵の飛行機がチタ上空に現れ爆撃を行ったほか、５月１
日には早朝から敵砲兵が味方陣地及び列車を猛烈に射撃し、また敵歩兵の攻撃
187

『西伯利出兵史』第２巻、３９３−３９４ページ及び６８５ページ。
残留部隊は第１中隊を中心とした６機編制であったが、編制としては中隊に近い
ものであった。
『陸軍航空の軍備と運用＜１＞』１２４ページ。
189
航空班のチタへの展開は１ヶ月近くかかっているが、これは過激派による鉄道破
壊に起因する輸送遅延のためである。
『陸軍航空の軍備と運用＜１＞』１２５−１２６
ページ。
190
『西伯利出兵史』第２巻、１１４１ページ、
『陸軍航空の軍備と運用＜１＞』１
２５ページ。
191
『西伯利出兵史』第２巻、４５１−５４２ページ。同年４月１３日の読売新聞
は、
「我が飛行機も断へず上空を飛翔して活動せり」と航空隊の対過激派作戦への協力
を報じている。
「激軍東進阻止 我軍包囲して撃退 歩騎三千殆ど全滅」
（
『読売新聞』
１９２０年４月１３日朝刊２ページ）
。
188
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とともに敵飛行機も上空から爆弾投下及び機銃掃射を行ってきた。第１航空班
は敵砲兵及び主力の位置に関する偵察報告により有益な情報を提供したほか、
危険を冒して爆撃任務を行い相当の成果をあげたとともに、露軍の飛行機の指
導も行い師団の作戦を補助させた。この戦闘中には、操縦要員が１日につき２
回出動するという高稼働な状況となっていた。
この間、チェコ軍の救出成功と過激派軍の極東全域の支配地域拡大という状
況変化のもと、政府は派遣軍のザバイカル州からの撤退と北満州及び南部ウス
リー地方の沿海州への「兵力の集結」を決定した。この際、浦塩派遣軍司令官
は、連合軍の撤退後における派遣軍への圧力増加を鑑み、飛行機１個大隊（戦
闘、偵察各１個中隊及び材料廠から成る）あるいは飛行機１１機からなる中隊
編制の航空隊の増派を含む要望を本国に連絡した192 。その結果、陸軍中央部は
４月１４日に航空部隊を浦塩派遣軍に増派することに決定、派遣軍司令官はこ
れを「第２航空班」と命名するとともに同年１月より沿海州に派遣されていた
第１３師団に配属することとし、従来の航空班は「第１航空班」と命名された
193

。
当時、現地過激派軍は歩兵約１８００、騎兵約１００、機関銃２０丁、野砲

６門及び１０数両の自動車隊のほか、飛行機２１機を有する飛行隊を有すると
ともに続々と増援されている模様であると推定されていた194 。このため第１３
師団はウラジオストックの過激派政権の武装解除を計画したが、第２航空班が
現地に到着した時はすでに停戦となっていた。その後、第２航空班は、第１航
空班とともに第１３師団隷下となったが、１１月に第２航空班を母体として浦
塩派遣軍航空班（将校６、下士兵卒２７、飛行機６機）が編成され、旧第１航
空班は内地に帰還することとされた195。浦塩派遣航空班はその後、何度か隷属
師団を変更されつつ、馬賊の活動・鉄道沿線の監視、匪賊討伐などに従事する
こととなった。
２．３．３

活動の評価

シベリア出兵においては、当初、飛行機で武装された独墺軍の東漸の脅威か
ら、青島戦役時と同様、当時陸軍が保有する航空戦力のほぼ全力が派遣された
が、補充用器材は青島戦役時と比較すると十分に準備していったと言ってよい
192

『西伯利出兵史』第２巻、５８４−５９０ページ。この時点で軍は、作戦地域に
おける過激派勢力が約２０機の飛行機を有するとの情報を得ていた
193 『西伯利出兵史』第３巻（参謀本部、１９２４年）６５ページ。
194 同上、６１８ページ。
195
『西伯利出兵史 続編』８２ページ、８６−８８ページ及び９０−９１ページ。
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であろう。まず、青島戦役時とは異なり、１９１５年（大正４年）に航空大隊
（１９１７年（大正６年）の航空第２大隊の新設に伴い航空第１大隊と改称）
が常設の航空隊として整備され、戦地に派遣される航空隊の母体として機能し
たことが大きい。そして派遣される航空隊のため、予備の飛行機機体・発動機
を確保していたほか、爆弾投下機や通信機及び航空機搭載用機関銃を装備（特
にプロペラ同調装置）している点で、青島戦役当時より器材の準備面では大幅
に進歩している。加えて、戦地での整備・修理を前提とした航空廠を編制した
ことは、長期間の航空戦に備えていたことを示しているものと考えられる。
ただし、シベリア出兵が決定された１９１８年（大正７年）８月以降、第一
次世界大戦が終結したことでそれまでの脅威見積もりに変化が起こったことや、
後述するフランス航空教育団への対応への優先といった理由により、派遣され
た航空隊の規模は大幅に縮小されることになる。またシベリア出兵は基本的に
ゲリラ掃討戦であり飛行機同士の空中戦がほとんど発生しなかったため、飛行
機の任務は偵察、連絡が大多数を占め、その幅は青島戦役より狭くなる結果と
なった。実際、出征直後の航空隊の活動は度々新聞で報道されているが、偵察
任務が主であったため青島戦役のように爆撃などの華々しい活躍の様子を描く
ことができず、むしろ敵機のいないことにより航空隊が「苦心」している様子
も報じられている（図２―３参照）196。更に、航続距離が短いため移動を鉄道
に依存していたことから、線路等を過激派に破壊された場合や、天候や器材の
不調の場合に容易に行動不能に陥るなど、未だ飛行機は戦力としての安定性を
発揮できていなかった。しかし、それでもなお、現地部隊から航空隊の配属要
請が頻繁になされた（例：第５師団の第１航空班及び第１３師団の第２航空班
配属要請）ことは、広範な範囲にわたって作戦を行う際の飛行機による偵察・
連絡任務の価値が認められていた証左であると言える。

196

「ブ市進撃 陸海策応機活躍」
（
『読売新聞』１９１８年９月１５日朝刊２ペー
ジ）
、
「西伯利情報 ブラゴエ上空飛翔」
（
『読売新聞』１９１８年９月２２日朝刊２
ページ）
、
「出征航空隊苦心 思ふに任せぬ戦地事情 敵飛行機片影なし」
（
『読売新
聞』１９１８年１０月２８日朝刊５ページ）
。
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（図２―３）
「出征航空隊苦心」
（読売新聞

１９１８年（大正７年）１０月２８日朝刊）

また当時、シベリア出兵の様子を描いたプロパガンダ絵画である「救露討獨
遠征軍画報」が多く作られたが、そこにはシベリアで作戦する陸軍部隊ととも
に飛行機が活躍する様子が多く描かれており、国民の間でもシベリアで活動す
る飛行機部隊の認知度及び評価は高かったものと考えられる（図２―４参
照）。

（図２―４）
「我軍空中及水陸挟撃し西伯利の敵軍を掃討す」
『救露討獨遠征軍画報』其１
７

１９１９年２月１日
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出典：”Our army attacks from sky, water and shore, and repulsed enemy of
Siberia”

Library of Congress, Prints & Photographs Online Catalog

https://www.loc.gov/pictures/item/2005680036/
一方で、マイナス６０度にも及ぶ厳寒の中で作戦を行う航空隊は厳冬地にお
ける航空器材の取り扱いについて多くの経験を得ることになった。朝日新聞で
は、陸軍の航空隊が「零下６０度の肌を劈く寒風を冒して」活動を行っている
様子が報道されているが197、第２航空隊は１９１９年（大正８年）２月に研究
会に対し、露天で駐機している飛行機の保温装置と積雪対策が必要であること
及び雪原での離着陸のため橇が必要であることをはじめ、人員と器材の寒地対
策を意見具申している198。また参謀本部はシベリア出兵にあたり、将来の作戦
に資するため同出兵間の経験に基づき、寒地における冬季作戦の研究結果をま
とめている199。この中で、空冷式発動機（筆者注：「モ」式４型に搭載していた
ルノー７０馬力）は寒さのためにむしろ効率良好となったが、水冷式発動機
（筆者注：「モ」式６型に搭載していたダイムラー１００馬力）は冷却水が凍
結し使用できなくなったため、寒冷地においては空冷エンジンの方が有効であ
ると論じているが、これは青島戦役の結果、１００馬力級の強力なエンジンを
求め、水冷式のダイムラーエンジンの開発を当時推し進めていた帝国陸軍にと
って予想外の結果であったと思われる。
このように帝国陸軍はシベリア出兵において寒地における航空器材の取り扱
いなど、将来の想定作戦地における重要な教訓を引き出そうと努め、その後も
同様の理由で、満州において兵器器材の耐寒試験の実施を継続していくことに
なる200。既述のとおり、帝国陸軍はシベリア出兵を契機にソップウイスや「モ」
式等を大量調達し、準備できたものからシベリアに送り込んだ形になったが、
それまで陸軍は「モ」式に慣れ親しんでいたことから、新しく購入したソップ
ウイスの操縦については新たに教育を行わなければいけなかった。そのためシ
ベリア出兵においてすでに、後に課題となる操縦要員の養成方法及び機種の選
197

「零下六十度の寒空に我飛行機が威力を発揮」
（
『朝日新聞』１９１９年２月１５
日朝刊５ページ。
198
『シベリヤ出兵 第２航空隊概況 大正７．８〜８．３』
。
）
199
参謀本部『戦史叢書第七号 西伯利出兵間の経験に基く寒地の冬季作戦』
（偕行
社、１９２７年）
。
200
満州においてはそれまでも臨時軍用気球研究会による寒地における飛行機試験が
行われ、結果が陸軍大臣に報告されている。
「満州における飛行機試験実施の件」
『密
大日記 ４冊の内２ 大正６年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C03022412400 及
び「満洲に於ける飛行機試験実施報告提出の件」
『密大日記 ４冊の内２ 大正６年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C03022412500。
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定方法といった課題が浮上していたと言える。
２．４ 諸外国における航空戦力の実態調査
帝国陸軍は青島戦役及びシベリア出兵という実地上の経験以外にも、第一
次世界大戦における飛行機の活動実態について組織的に調査研究を行なってい
た。そこでは、研究会が欧米に要員を派遣し実地調査を行なった201ほか、１９
１５年（大正４年）末には陸軍省に「臨時軍事調査委員（以下「調査委員」と
いう。）」を設置、大戦の実相の把握と教訓の収集に組織的に取り組むこととし
た202。調査委員は、第一次世界大戦への従軍武官等すでに欧米諸国に駐在して
いる軍人からの報告を収集するのみならず、それ自体海外に要員を派遣するこ
とで状況把握に努めた。そして帝国陸軍が行った数々の調査は、欧州戦線での
航空戦力の戦術上、編制上及び技術上の急速な発達に注視するとともに、
（１）陸軍内における航空の独立管理と空軍独立論の趨勢
（２）航空要員の人事制度と専門教育
（３）高度化する航空器材の取り扱いと戦時増産体制の整備
（４）民間航空界活用の趨勢
について特に関心を持っていたことを示している。
２．４．１

大戦中の欧米列強航空戦力

研究会は、第一次世界大戦勃発直前の時期に草刈思朗工兵少佐を調査研究の
ため海外派遣しており、第一次世界大戦勃発後も現地調査を引き続き行わせた。
同少佐は１９１４年（大正３年）４月よりフランスへ約１０ヶ月の間派遣され
たほか、１９１５年（大正４年）から再びフランスに出張しており、その滞仏
201

研究会が海外に派遣した要員については表１−１「臨時軍用気球研究会が海外派
遣した要員一覧」参照。
202
臨時軍事調査委員に関しては、多くの先行研究があり、例えば山口利昭「国家総
動員研究序説」
（
『国家学会雑誌』第９２巻第３・４号、１９７９年４月）
、纐纈厚「臨
時軍事調査委員会の業務内容―『月報』を中心としてー」
（
『政治経済史学』第１７４
号、１９８０年１１月）
、黒澤『大戦間期の日本陸軍』２１−７５ページ、葛原「帝国
陸軍の第一次世界大戦研究―戦史研究の用兵思想への反映について−」を参照。なお、
「臨時軍事調査委員」は委員長を置き、
「委員の会議を開く」としていることから委員
会制をとっており、前掲纐纈論文など「臨時軍事調査委員会」と呼称している例もあ
るが、正式名称は「臨時軍事調査委員」であるため本論においても「臨時軍事調査委
員会」ではなく「臨時軍事調査委員」と呼称する。
なお海軍も同様の問題意識のもと「臨時海軍軍事調査会」を１９１５年（大正４
年）１０月から発足させている。斎藤聖二「海軍における第一次世界大戦研究とその
波動」
（
『歴史学研究』第５３０号、１９８４年７月）１６ページ。
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期間は総計約３年間に渡る203 。フランス滞在中、同少佐は大戦中に複雑高度化
する飛行機の状況を本邦関係者に知らしめるため、航空機参考品を１４点収集
し、１９１８年（大正７年）１月１４日に詳細な説明書をつけて研究会に提出
しており204、その後同報告書は「欧州各国に於ける航空界の現況要覧」と題し
関係者に配布されている205。また同少佐は帰国後、１９１８年（大正７年）１
０月に「交戦諸国陸軍飛行界の現勢」と題する講演を行なっており、第一次世
界大戦における欧米列強の航空界の趨勢が簡潔にまとめられている206。後述す
るように草刈は陸軍航空の近代化に深く携わり、その調査結果内容は帝国陸軍
が当時持っていた欧米列強の航空界に対する認識を代表していると思われるた
め、この２つの報告から主要な論点を抜き出してみたい。
草刈はまず、欧米列強の航空戦力の全般的趨勢について、飛行船、気球及び
飛行機という３種類の中から、航空技術の発達に伴い、機動性や簡便性等の理
由により徐々に飛行機に重点が移ってきたことを示している。そして草刈は大
戦前後の欧米諸国の航空政策について以下のようにまとめている。
（１）フランス：列強中最も早く飛行機の研究に着手し、軍事的価値を認め他
国に先んじて飛行隊を創設。ドイツが飛行船政策に傾注していたため、フラ
ンスはこれに対抗して飛行機に注力した結果、開戦前における世界の飛行記
録のほとんどを独占し、「世界の最強飛行国」の名声をほしいままにした。
大戦中はドイツと優劣を競い、その技術の精緻さ、操縦術の巧妙さ、及び多
数の飛行機を保有している等の理由により、現在はドイツを凌駕するに至り、
また協商国中では「英伊露米諸国の指導者たるの地位」にある。
フランスの飛行機の特徴は「精巧軽妙」な点にあり、政府はその製造を民
間飛行機製造会社に全面的に依存し、そのため民間の発意により大戦中の優
秀機は多くフランスにより製造されている。ただし地政学上の理由から大型
飛行機の建造には不熱心である。

203

「５５．井上少将外三名欧州ヘ出張」
『帝国陸海軍将校海外派遣雑件／陸軍ノ部
第二巻』
、今澤捨次郎「陸軍航空史の大観（其の三）
」７３ページ、及び「飛行機関係
事項研究の為外国差遣者一覧表 大正６年１２月調」
『制度改善書類』
。
204
高橋『日本航空史 乾』２１４−２１５ページ。
205
「大正６年１２月 欧州各国に於ける航空界の現況要覧 臨時軍用気球研究会御
用掛 工兵少佐 草刈思朗」
（
「臨時軍用気球研究会（２）
」
『大正６年 公文備考 巻
１ 官職１』
）
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C08020891800。本史料は、研究会よ
り当時海軍側の委員であった海軍中佐小倉嘉明に配布されたものである。
206
草刈思朗「交戦諸国陸軍飛行界の現勢」
（
『土木学会誌』第４巻第５号、１９１８
年１０月）
。
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（２）英国：開戦前の英国の飛行界はほとんど見るべきものはなく、軍事上の
必要から急遽飛行隊の大拡張を行うも、飛行機工業が幼稚なため開戦当初は
フランスと米国からの援助に頼っていた。しかしドイツ航空機による空襲や
長期戦に対する決心などにより、大規模な予算により徐々に施設を整備し、
１９１８年には空軍を独立させ、現在は協商国中フランスに次ぐ発達を遂げ
ている。英国が航空分野で独仏より劣位にある理由は、航空技術が他の工業
に比べ特殊であることに由来し、これは英国のような大工業国でも直ちに航
空分野での先進国にはなれないことを意味している。
英国飛行機の特徴は独仏の長所を巧みに組み合わせた上、独自の堅牢確実
な設計思想を加味している点にあるが、これは航空後進国であった英国が独
仏に短期間に追いつくための方策である。なお英国飛行機は地政学上の理由
及びドイツ機の来襲の経験から、ハンドレページに代表される大型機を得意
としており、この分野ではフランスより秀でている。
（３）イタリア：イタリアの飛行機の特徴は独仏両国飛行機を原型として自国
工業によりイタリア流に改造している点で、独仏のものを巧みに自国独特の
型式に改良していることは大いに学ぶべき点である。地政学上の理由により
敵国に航空攻撃をする必要から、特にカプロニ式のような世界最大の飛行機
建造に成功し207、またアンサルドは欧州最大の飛行機製造所とみなされてい
る。このようにイタリア航空産業の発達は非常に顕著であり、独仏には及ば
ないものの技術において英国と同等とみなされている。
（４）米国：米国の飛行機は欧州に比べ歴史が浅く、開戦前においてはみるべ
きものはないが、大戦勃発後、飛行機の価値が大であると認識し、独仏両国
の長所を採用し長足の進歩を遂げた。参戦後は「空中に依る独国征服」を大
いに企図しているが、その航空工業基盤が十分ではないため英仏両国から多
数の技術者を招き大規模な飛行機の設計・製造計画を立てている。
米国製飛行機の特徴は他国と趣を異にし、「奇を好む」米国流精神を反映
しているため、軍用飛行機としてはやや不適当の感がある。なお米国に関し

207

カプロニー社は世界初の爆撃用大型機を製造しているが、同社社長は戦間期最大
の航空理論家の一人であるジュリオ・ドゥーエの信奉者であった。そのため、ドゥー
エはカプロニー社の社長と親密な中であり、多数のカプロニ製爆撃機による爆撃部隊
の編成を提唱していたことから、彼がカプロニ社の利益代弁者であった可能性を示唆
している。John Buckley, Air Power in the Age of Total War (Bloomington: Indiana
University Press, 1999) p.75 及び p.230；John H. Morrow Jr., “The First World
War, 1914-1919,”in John Andreas Olsen ed., A History of Air Warfare (Washington,
D.C.: Potomac Books, 2010) pp.19-20.
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ては詳細な情報が不足しているが、その資本力と工業力により航空後進国で
ある米国も近い将来独仏に追いつくだろうと考えられる208。
（５）ドイツ：ドイツの飛行機は大戦前はフランスの敵ではないと考えられて
いたが、国内上下を挙げた努力により開戦の年には世界記録をフランスから
奪い、現在はフランスと優劣を競うに至っている。フランスと比べると機数
では劣るも、機能が精良確実であり、また戦術・武器取扱の面でフランスを
凌駕している。
ドイツ製飛行機の特徴は機体と発動機を少数の型式に絞り、それを元に
様々な飛行機を製造していること。これにより補給業務が簡潔となり、また
研究上の範囲を絞ることができるので深い研究を行うことができる。
これら欧米各国の観察に基づき、草刈は、大戦中３年間の飛行機性能の発達
はそれ以前の８年間（筆者注：ママ）の進歩を大幅に上回ることになったが、
これは欧米諸国が機体の優劣如何が制空権獲得の成否を握っているとの認識の
もと、お互いを凌駕しようと全力で資力と知力を注ぎ込む「技術的戦争」によ
り３ヶ月おきに技術革新が発生することになった結果であると観察している。
そして最後に、欧米航空界発達の要因を以下のように列挙し、我が国も飛行機
の発達に最善の努力を尽くさなければ、特に地理的に空からの攻撃に脆弱なた
め国防上の一大欠陥をきたすだろうと結論づけている：
・陸軍が航空事業を国防上の見地から大規模に計画・断行していること。
・陸軍における航空事業が独立した一長官の下に置かれていること。
・官民の発動機工業が非常に進歩し、絶えず進歩的研究を行っていること。
・陸軍が民間飛行機産業の発達を担い、これを常に指導・支援していること。
・有力な民間航空クラブが存在し、国家の航空事業を支援していること。
・国民の間に航空思想が普及・徹底しており、熱心に政府を支援していること。
これらの要因の中で、草刈は陸軍による航空事業の積極的推進、陸軍におけ
る航空の独立管理と、民間航空基盤の充実を特に重視している。まず第１点目
については、将来我が国においても戦時有力な飛行隊の活動を期待するには、
幼稚な工業に対し、戦時に対処できるような「一大計画をなす」必要があると
して、政府による民間飛行機製造業振興を重要視している。ここで具体例とし
て、官営工場に頼っている英国以外の各国は、飛行機の製造は主として民間の
飛行機会社に注文し、陸軍当局は機能の向上、制式の決定及び工業施設の増加

208

米国の参戦は１９１７年４月であるが、航空戦力が弱く、フランス等による航空
器材の提供と訓練が必要であったため、飛行隊が欧州戦線に参加したのは１９１８年
夏であり、情報が不足していると思われる。
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等に注力していることを挙げているが、これは前述のとおり、フランスが最も
優秀な飛行機を産んでいる所以であると草刈が結論付けている点である。
次に陸軍における航空の独立管理については、特に過渡期においては陸軍大
臣に属する一長官による統一的な管理が必要であるというものであり、航空は
独立空軍または陸軍内の一兵科として、他兵種・他兵科とは異なる管理がなさ
れている事実について論じている。その理由として、航空はその性質及び運用
法が全く独特であること、及びその実力が教育及び器材の質に依存することが
大であることが強調されており、欧米において軍事航空が（半）独立している
端的な理由を、この特殊性に由来するものであると見抜いている。更に、独立
運用される航空に関し整備すべき最小限必要な組織として、①陸軍省航空局、
②航空兵監部、③航空機製造所、④中央航空機材料廠、⑤航空技術審査部・研
究所、⑥航空学校の６つを挙げており、これらは後に帝国陸軍が航空の発展に
必要な組織としてその実現を希求したものである。そして、この際に考慮すべ
き重要な点として将校人事の運用を挙げているが、それは後に議論となる航空
兵科及び空軍の独立と密接に関連するからである。
最後に民間航空については、
・ 各国における航空事業はいずれも民間飛行界が生んだ産物であり、民間に
より発明・発達した飛行界が陸海軍により完成されたと言える。
・ 戦時中は民間飛行界・飛行機工業は全て軍用に徴用されたが、戦後に復員
した場合には更なる民間飛行界の発展に寄与することは疑いない。
・ 各国において、民間からの各種献金、多数の「飛行倶楽部」の設立及び地
位・財産ある者の飛行義勇兵への多数の応募など、航空事業に対する国民
の後援及び奨励は極めて熱烈である209。
として、民間の航空事業に対する層の厚いバックアップの存在が欧州各国の軍
事航空界を支え、また将来の国防上の基盤となると論じている。
ただし草刈は同時に、航空事業が莫大な予算を必要とすることも理解してい
た。また飛行機そのものがまだ安全ではないため、航空要員の確保のため操縦
者に対する特別手当を必要とするほか、巨大な飛行場及び格納庫といった施設
や大量のガソリンと消耗品を必要とし、また性能が急速に向上していく中では
209

草刈は、フランスでは飛行機建造資金を提供した町村はその町村名を飛行機に命
名することを希望し、このような事例は平均週１件のペースに上ると述べているが、
これは満州事変後の日本における「愛国号」
「報告号」の献金ブームを彷彿とさせるエ
ピソードである。国防上の重要手段としての飛行機に対する国民の理解・支持につい
ては、一ノ瀬俊也『飛行機の戦争１９１４－１９４５―総力戦体制への道』
（講談社、
２０１７年）を参照。
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飛行機の価格及びメンテナンスのために莫大な費用がかかることをフランスを
引いて例証している（例えばフランスは大戦中、１ヶ月あたり平均２５００万
円の航空予算を投入しているが、日本が１９１０年（明治４３年）以来投じた
航空予算はわずか３００万円である）。この航空事業に莫大な予算がかかると
いう事実は、帝国陸軍が軍縮の時代において航空戦力を建設していく中で大き
な壁となって立ちはだかることになる。
２．４．２

航空要員の補充・養成

欧米諸国における航空要員の人事管理について、草刈は航空兵科または空軍
の独立問題と関連させて以下のように説明している：
（１）フランス：航空任務に従事する将校以下は、大戦前からの航空部隊の定
員内にある者はみな黄色の定色を持って事実上航空兵科としての取り扱いが
なされている一方で、開戦後に他兵科より加わった者は原兵科に籍をおいて
いるため、フランスの航空隊は各兵科混合の臨時編制となっているが、フラ
ンスの世論は航空兵科独立の方向で一致している。
同時に、すでに陸軍における航空業務は陸軍大臣の下、航空次官が統括管
理しており、航空要員の人事、教育だけでなく航空器材の製造・補給、更に
海軍の航空事業も含めて独立した監督を行っている。
（２）英国：１９１８年（大正７年）初頭（筆者注：４月）、世論に鑑み「空
中省」を新設して陸海軍の航空事業をその管理下に移すとともに、各国に先
んじて空軍を独立させた。これは英国の世論が、航空勤務は陸海軍と異なる
独立した一大臣の管理下に置くことが最も有効かつ経済的であるという見解
であるためである。
（３）イタリア：フランスと同じく各兵科混合であり、陸軍大臣の下にある航
空兵監がフランスと同様、航空事業の独立管理を行なっている。
（４）米国：参戦後、陸軍航空制度は一大改革を行い、航空要員は陸軍部内に
おいて全く独立した一分科をなし、陸軍長官に直隷する通信団長の管轄に属
している。
（５）ドイツ：フランスと同様、各兵科の混合であり、ドイツ野戦航空長官が
統一管理を行なっている。
この点についての草刈の意見は、欧米諸国の趨勢を総合して、独立空軍によ
り自国の空中防御を担任させることが理想であるものの、国情が許さない場合
やその規模が小さいなどの状況により、陸軍において将校人事の運用が許せば
独立した一兵科とすることを可とするというものであった。
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また欧米諸国における航空要員の養成については、飛行学校を設立し専門
的・体系的に操縦者、偵察者、機関銃手、爆撃手等の教育を行っているが、特
に操縦者については基本操縦学校を経て応用学校で専門教育を受けることで
「始めて完全なる操縦者」となることができるほか、戦術のみならず無線電信
や写真術等の関連技術の発達にともない、教育内容の専門化が進みつつあるこ
とについて述べている。他方で飛行機工、発動機工、組立工等は国により学校
又は部隊で教育を行なっていることを示しており、この航空要員の養成をどの
ように行うかという点は帝国陸軍が近代化を推し進めるにあたり大きな論点と
なってくる。
研究会は草刈の他にも多数の要員を欧米諸国に派遣したが、英仏における航
空要員の養成状況については、杉山工兵少佐も報告を行なっている210。このう
ち英国については、基本的に学校中心の教育を行っていること（ただし戦時の
膨大な人的需要により部隊教育への依存が高まったこと）、開戦前は操縦者に
は下士官も充てていたところ開戦後は知的・教育水準の高さを理由に操縦要員
を将校に限定しており、あわせて偵察者としての任務も行えるように教育して
いることに注目している。他方で杉山は、フランスが操縦要員を将校と下士官
から概ね半々の割合で採用している点に注目しているが、フランスがなぜ下士
官も併用しているのかは不明である211。いずれにせよ、フランスでも偵察者は
英国と同様に将校でなければならず、将校の知的水準の高さが重要視されてい
たことがわかる。
なお、操縦将校の人事管理については帝国陸軍は非常に関心を持っていたよ
うである。研究会は、１９１８年（大正７年）８月から８ヶ月にかけて、有川
鷹一工兵大佐（青島戦役に派遣された臨時航空隊の隊長）を英仏に派遣し、両
国（及び可能であれば米、伊両国）において広範にわたる航空関係事項の調査
を行わせた212。この際、同大佐には「操縦将校の大部は民間より採用するを可
210

「欧州差遣報告（杉山工兵少佐）
」
『大正７年「大日記 付属書類」
』(防衛省防衛研
究所) JACAR Ref.C07060354000。
211
推測であるが、これは英国とフランスにおける飛行機の任務のあり方に起因して
いる可能性がある。すなわち、英国の操縦士は戦闘機で戦うことが多かったのに対し
（実際、英国のエース〔５機以上撃墜〕の数は約５１０人で大戦中１位である）
、フラ
ンスでは戦闘機より偵察機による砲兵の射弾観測任務及び工兵の要求する敵陣状況の
偵察が重視されており（フランスのエースの数は約１４０人である。なおドイツは英
国についで約３６０人である）
、同乗する偵察将校がその任務を行うため操縦士は戦術
素養を必要としない下士官でよかった可能性がある。しかしフランス軍よりも英国軍
の方がより多くドイツ機を相手にする位置関係にあったことも影響していると思われ
るため、確実なことは言えない。佐貫『発想の航空史』９５―９６ページ。
212 「陸軍工兵大佐有川鷹一に与うる訓令」
『制度改善書類』
。
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とするや否やの研究」についての指示も出されているが、これは操縦要員を将
校として陸軍内部のみにおいて確保するのでは戦時の人的所要に対処できない
ことをすでに理解していた事を表している。
このほか、調査委員も航空要員の状況に関する数々の報告を行なっている。
そこでは欧州航空界の盛況をもたらした要因として、各国が多額の予算を投じ
たことに加え、平時から各種奨励法（航空手当、航空加俸、遭難者の遺族に対
する特別扶助、恩給の増額、在任期間の加算、平時においても飛行による死傷
者に対しては戦時に準じた恩給及び扶助料を支給する等）を設けたことを挙げ
ているが213、これは飛行機の軍事利用が盛んになるに従って必然的に撃墜及び
死傷事故が増加したことの反映であり、我が国においても殉職者が相次いでい
たことの背景を説明していると考えられる。加えて、航空という新事業に有為
の人材を集めるため、及び危険・疲労大である航空勤務の性質のため、各国は
航空要員に相当の報酬・特典を与えていることが示されているが、ここで我が
国の施策に対する提言として、欧米諸国に比べ航空界の発達していない現状、
航空発展のための奨励法には一段の向上が必要であるとしており、現行の飛行
手当、一時賜金、保護賜金等の特別給与の制度は十分とは言い難く更なる改善
が必要であることを強調している214。
なお調査委員があえてこの主張を入れたのは、その報告書が貴衆両院も含め
た関係方面に多数配布されていることを鑑みると、航空関係予算獲得のための
関係方面向けプロパガンダとも考えられる。調査委員は「欧州戦争に関し（筆
者中略）諸資料を蒐集調査し、以て国軍改善の資に供する」ことを目的として
おり、その調査研究の目的は明確に第一次世界大戦による兵器の近代化への対
応が念頭に置かれていた。そして調査委員の業務は、調査を行ない報告書を提
出して終わり、ということではなく、その内容を広く陸軍内外に知らしめるこ
とにより自らの近代化政策へのサポートを得ることまでも射程に入れていた。
そのため、調査委員は月報・年報（特別号を含む）を全部で１３５号発行し215、
主に三官衙（陸軍省、参謀本部、教育総監部）の課長級以上、元帥府、軍事参
議院、技術本部、航空本部、兵器本廠、各砲兵工廠などの機関、陸軍大学校や
陸軍士官学校などの学校、在外武官、各師団及び外地に展開している軍（台湾
軍、朝鮮軍、関東軍、支那駐屯軍及び青島守備隊・浦塩派遣軍）などに幅広く
213

臨時軍事調査委員『交戦諸国の陸軍に就て』
（１９１８年１月、国立国会図書館
蔵）７７－８８ページ及び附表第２「交戦諸国陸軍航空費及奨励法一覧表」
。
214
臨時軍事調査委員『参戦諸国の陸軍に就て』
（１９１９年１２月、国立国会図書館
蔵）６１−７１ページ及び附表第２「欧米各国に於ける軍事航空勤務者の待遇概要」
。
215「発行書籍一覧表」
（
「業務顛末書提出の件」附表第八）１６２−１７５ページ。
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配布している216。
２．４．３

航空器材の補給・整備

草刈少佐は航空器材の製造及び補給について、急速に高度化する質の面だけ
でなく多大な損耗に対する量の面ともに需要を満たす必要があることを強調し
ている。すなわち、飛行機は型式の進歩が急速なことからバージョンアップの
スピードが３−４ヶ月である一方、その構造がいまだ脆弱であり耐久性に欠け
るため、戦闘・事故・自然損耗により平均３−４ヶ月の耐用期間しかないとい
う観測をもとに、多数の飛行機の製造のために民間飛行機産業の充実による戦
時拡張の必要性を主張している。
この飛行機の技術的な高度化への対応という課題は、調査委員も大きく注目
している。すなわち、第一次世界大戦では飛行機の任務拡大に伴い、多種多様
な飛行機が出現したが、生産及び補給の効率面からは制式は少ない方がよく、
最終的に偵察・観測・連絡機、戦闘機、そして爆撃機―に落ち着いたという事
実である。調査委員は、独仏軍航空隊の編制を研究した結果、偵察・観測・連
絡機、戦闘機及び爆撃機の比率はそれぞれ約５０〜６０％、２０〜４０％、７
〜２０％であり、偵察等の任務に使用される飛行機が半数以上を占めていると
観察しているが、同時に戦闘機の割合が増加しているというトレンドも適確に
把握していた217。その上で、実際、飛行機の任務は多岐にわたるため、飛行機
の種類も多種類に区分してそれぞれに必要な性能を備えることが望ましいが、
飛行機の製作上及び補給上の観点から、なるべくその制式を単一にすることが
必要であり、これは工業力の低い我が国において特にあてはまると結論づけて
いる218。ただしこの点については、飛行機というめまぐるしく技術が発達する
兵器に関しては制式を一定にせず、柔軟に改善を行なっていくべきという反対
216

各号の配布先については『欧受大日記』の各年各月に収録されているが（例えば
月報第１号については「臨時軍事調査委員会月報提出の件」『欧受大日記 大正５年４
月』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03024632900）
、配布先の概要については「臨
時軍事調査委員月報其他配布先概見表」（『臨時軍事調査委員月報其他総目録』（陸軍省、
大正１１年２月２５、拓殖大学八王子図書館佐藤安之助文庫）を参照。
217
『交戦諸国の陸軍に就て』
（１９１８年１２月）１０７−１１８ページ及び「各交
戦国に於ける航空兵の編制（補修其一）
」
『臨時軍事調査委員月報（第三十四号）
』
（陸
軍省、１９１８年６月）
（
「各種調査会委員会文書・臨時軍事調査委員月報第三十四
号」
（国立公文書館）４６−５０ページ、JACAR Ref. A05021011900）
、
「航空機の概
況」
『臨時軍事調査委員 第２年報 大正７年１月２０日』
（陸軍省、１９１８年１
月）
（防衛省防衛研究所）２７３−２７６ページ、JACAR Ref. C13110285800。
218
「各交戦国に於ける航空兵の編制（補修其一）
」５０−５１ページ。
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論も存在しており219 、製造・補給面での効率性と戦術・技術上の柔軟性をどの
ように両立させるかという問題については容易に結論を出すことができなかっ
た。
また調査委員は、複雑精巧かつ脆弱な航空器材の取り扱いの上で重要な工卒
の教育について欧米諸国の取り組みを詳細に説明している220。各国とも操縦者
の教育と同様、工卒も各種学校において比較的長期間専門的に実施した後に軍
隊に補充する方針によりこれを大いに重要視しているとしており、我が国にお
いても工卒教育のための特別の教育を実施する機関を設け、十分な専門教育を
施しその技能を向上させることが適当であると結論づけている。なお各国ごと
の具体例として、
・フランス：機関練習所において約１５日間の発動機に関する教育を行った後、
陸軍飛行学校に入校させ２〜４ヶ月の教育を実施
・英国

：航空団本部において軍人に必要な訓練を３週間実施した後、中央
飛行学校に入校させ６ヶ月の教育を実施

・イタリア：陸軍飛行学校において３ヶ月の教育を実施した後、民間工場にお
いて６ヶ月間実習を行い、爾後、飛行隊に補充
と、工卒の教育期間に違いがあることを示しているが、フランス、英国に比べ
イタリアが９ヶ月と長期にわたるのは、徴兵の対象となる一般市民が暮らす社
会のモータリゼーションの度合いを反映していると思われる221。
この点については、別の報告にも同趣旨の内容がある。筑紫熊七中将222は、
219

同上、１４８ページ。
「戦時に於ける将校養成法及戦地に於ける英、仏軍教育並航空兵教育」
『臨時軍事
調査委員 第２年報 大正７年１月２０日』
（陸軍省、１９１８年１月）
（防衛省防衛
研究所）JACAR Ref. C13110284600。
221
参考として、第一次世界大戦の開戦前における各国の４輪自動車保有数（ただし
政府の補助を受けたものに限る）は、英国は２４万６千輌、フランスは１６万５千輌
となっているのに対し、イタリアは国庫補助のないものも含め１万２５００輌（国庫
補助を受けたものはその１／３程度と見積もられる）となっている。
また戦術や地形の影響を受けるため単純比較はできないが、第一次大戦中の各国軍
の自動車大隊数は英国が２万５千、フランスが８万、イタリアが１万となっている。
陸軍省臨時軍事調査委員『欧州交戦諸国の陸軍に就て』
（１９１７年１月、国立国会図
書館蔵）４１−５１ページ。
それでもフランスと英国の間で工卒の教育期間が異なるのは、草刈の報告にあるよ
うに、英国の工業がフランスのそれに比して航空技術の面で稚拙であったからと考え
られる。
222
士官生徒第９期（１８８８年（明治２０年）７月任官）
、兵科は砲兵。陸軍省兵器
局長、重砲兵監、陸軍技術本部長等を歴任。最終階級は中将。なお欧米に差遣された
時期は重砲兵監を務めており、帰国後に兵器局長（２回目）となっている。同期には
220
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陸軍大臣からの命により１９１８年（大正７年）２月より同年１０月までの間、
欧米各交戦国を視察し、その結果は計４編の報告書にまとめられているが223、
その中では、
・

航空器材のような精巧かつ破損しやすいものは、絶えず検査を行いその命
数を長く保つよう努める必要がある

・

航空器材は最新技術の結晶といえども、それを扱うのは結局人間であるた
め、器材の能力を遺憾なく発揮するためには教育訓練が重要であり、それを
目的とした教育機関の設立が急務である

と、後に帝国陸軍の航空部隊が拡張し、また航空器材の質が高度化した際に課
題となってくる、航空器材の検査・整備と、航空器材を扱う要員の専門教育の
重要性について取り上げている224。
また調査委員は、航空器材の製造・補給に関し、大量の航空機の需要を満た
すための民間航空界の奨励と関連させている。そこでは、飛行機は戦時損耗が
急激な上に、機体の寿命が３－４ヶ月と短いことから、大戦中に生産数が莫大
に増加したことを挙げ、戦時における軍用航空機の莫大な需要を満たすために
は平時からの施策が重要であることを主張している。そのため、各国が大戦間
に巨額の経費を投じ培養した航空事業を、終戦とともに将来の戦争に活用する
為に努力していることについて述べ、大戦終結に伴い、欧米諸国が戦時に建設
した航空戦力を平時の商業用民間航空に転用する施策に注力している様子を描
いている。
２．４．４

民間航空の活用

このような民間航空の活用については帝国陸軍は早くから関心をよせてい
た。１９１４年（大正３年）５月から欧州各国へ出張を命ぜられた井上仁郎少
将は「民間航空事業の現況及び此に対する政府の保護奨励法」に関する調査を
指示されている225。そして調査委員は、必要な施策として、民間航空への補助
福田雅太郎や町田経宇及び、第１章第３節で述べた、航空要員の待遇改善に関する意
見を提出する武内徹（当時、交通兵団長）がいる。
223
「筑紫中将戦時欧米視察報告第１編」
『杉山元関係文書』
（国立国会図書館憲政資
料室）１ページ。
『杉山元関係文書』には筑紫中将視察報告の第１編から第４編まで全
て収録されているが、第２編のみ防衛省防衛研究所にも所蔵されている。
224
「戦時欧米視察報告 第２編／第９章 航空機の現況」
『筑紫中将戦時欧米視察報
告第２編 大正８．１』
（防衛省防衛研究所）２００−２２１ページ、JACAR
Ref.C15120317000。
225
「５５．井上少将外三名欧州ヘ出張」
『帝国陸海軍将校海外派遣雑件／陸軍ノ部
第二巻』(外務省外交史料館)JACAR Ref.B07090456200、陸軍航空本部星史班 今澤
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（航空路の拡大の奨励、損失補償、良好な航空機の製作等に対する懸賞金の付
与等）や、非軍事航空分野を含む航空行政全般を一元管理（各国の国情に応じ
空中大臣、陸軍大臣または運輸大臣による）することを主張しており226、欧米
諸国の経験に照らし我が国のとるべき施策として、
・

第一次世界大戦の経験からは、飛行機の補充のため「一大製作機関」を設
けること227

・

平時の陸海軍からの需要のみにより戦時に必要となる膨大な飛行機製造工
業力を維持することは不可能であるため、空中郵便及び旅客輸送の開設と航
空路の拡張により民間航空輸送産業の拡大を講じること228

を挙げている。そして戦後の欧米諸国における民間航空の発達が世界中の航空
路線の支配に及ぶ結果、「世界における空中権」の争奪戦の場所がすでに中国
まで及んでいる現状を紹介し、我が国の平時の商業上及び国防上の観点から東
洋における空中覇権が外国の手に落ちるのを座視することは看過できないため、
戦時における航空動員を容易にする民間航空の隆盛を軍事当局は切に願ってい
る、と締めくくっている229。
なお、飛行機製造力増強という課題については、調査委員は
（１）飛行機や戦車の登場及び砲弾使用量の増大により将来の鋼鉄需要及び兵器
弾薬費の激増が予想されること230
（２）欧米参戦諸国が飛行機等の兵器の１日あたり製造能力を戦争開始後劇的に
増加させた経験に鑑み、平時から戦時工業への円滑な転換を準備しておく必
要があること231
（３）英国が海運業にバックアップされた海軍により世界に覇権を築いたのと同
様に軍事航空は民間航空の発達如何に大きく依存するものであることから、
欧米諸国は民間を含めた航空問題に熱心に取り組んでいること
を示し、航空機のような複雑なものは戦時に生産量を急増させることは困難で
捨次郎「陸軍航空史の大観（其の三）
」
（
『航空記事』第２４７号、１９４３年４月）７
３ページ。
226
臨時軍事調査委員『参戦諸国の陸軍に就て』
（１９１９年１２月）６１－７１ペー
ジ及び附表第１「各国航空行政機関系統概要表」
。
227
『欧州交戦諸国の陸軍に就て』
（１９１７年１月）３４ページ。ただし、飛行機工
業の幼稚な我が国には参考になるところは少ない、と前置きしている。
228
『交戦諸国の陸軍に就て』
（１９１８年１２月）１０７−１１８ページ。
229
『参戦諸国の陸軍に就て』
（１９１９年１２月）６１−７１ページ。
230
「第３章 兵力競争と其の新傾向（１）
」
『物質的国防要素充実に関する意見 大
正９年７月２０日』(防衛省防衛研究所)３８ページ、JACAR Ref. C15120150400。
231
「第３章 兵力競争と其の新傾向（２）
」
『物質的国防要素充実に関する意見 大
正９年７月２０日』９０−９３ページ、JACAR Ref. C15120150500。
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あるため平時から戦時に必要な生産力を保有する必要があり、その解決のため
には民間航空業の発達に頼らざるを得ない、と結論づけている。
なお筑紫中将も米国の民間航空界活用の努力について報告しているが、そこ
では飛行機の膨大な戦時所要を満たすために政府が民間部門を統括し、
・

政府と民間有力者が共同で「工業の戦争準備」のための国防会議を設置
（１９１６年）し、国家の全資源を集中して飛行機の製造及び航空要員の大
規模養成を行う方法を研究

・

国防会議の下に航空機供給部を設置し、陸海軍及び航空機に関係ある他省
と連絡しながら航空機製造事業者を統一し、政府の要求する多数の飛行機を
供給する計画を策定

・

航空機供給部には、研究部署のほか、材料及び各部品の制式規格を定め工
業生産の増進を図るための部署、飛行機材料を調査しそれを確実かつ計画的
に供給する部署、及び陸海軍の検査部と連絡しつつ航空機検査の統一を図る
部署等が存在

と、米国が効率的に飛行機の大量生産を行うための官民にわたる組織体制を整
備している様子を記述している。
ここで筑紫中将は、米国における工業動員の端緒は参戦前の欧州各国からの
注文殺到に民間産業界が自発的に対応したものであり、エンジンなどの民間か
らの軍事転用が容易であったことを例に、帝国陸軍ではともすれば米国の実力
を軽視しがちであるが、それは米国の実力を度外視した議論であり、第一次世
界大戦を経験した米国が近い将来、軍事的強敵として登場することを適確に予
想し、その準備を怠らないように警鐘を鳴らしている232。
そして最後に総合所見として、今後は国家総動員の時代であり「国家の権威
は軍備で、軍備の実力は工業力で発揚できる」と強調するとともに、日露戦争
レベルで停滞している帝国陸軍の兵器に関しては、国力の制約から軍備の拡張
よりも緊急度のプライオリティに応じた兵器の近代化を優先するべきであると
締めくくっている233。なお、筑紫中将は上原勇作参謀総長にあてた書簡の中で
以下のように述べているが、同中将の言う最大の「プライオリティ」が飛行機
に置かれていたことを表している：
「航空機の発達に伴い、航空兵及空中防御隊の編成に就ては目下帝国々防上の
最大欠陥なり。速に之れが整備充実に努力し、以て負託の重任を全うせざるべ

232

「筑紫中将戦時欧米視察報告第１編」９２−１２５ページ。
「筑紫中将戦時欧米視察報告第４編」
『杉山元関係文書』
（国立国会図書館憲政資
料室）１０−２９ページ。
233
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からず234。」
２．５ 小結
帝国陸軍は第一次世界大戦とシベリア出兵から航空戦力の整備に際しての多
くの経験を得ることとなった。まず、青島戦役においては派遣された臨時航空
隊は小規模ながら、将来飛行機に期待される役割の多くをこなし、それまで特
別大演習などで評価を得つつあった飛行機の軍事的価値を更に高めた。この高
い評価が、シベリア出兵において当初想定された独露軍・過激派軍との戦闘に
飛行機が絶対に必要であるとの結論につながり、シベリア出兵に際しては青島
戦役に比して準備の整った航空部隊を送り出すことができた。そしてシベリア
出兵の機会を利用して帝国陸軍は航空部隊の大拡張を含んだ軍備の近代化を企
図し、潤沢な臨時軍事費の支弁と相まって、欧州戦線で活躍した新型飛行機を
大量に購入することとなった。結局、企図された航空部隊の拡大は実現しなか
ったが、シベリア出兵が帝国陸軍航空戦力の近代化のドライブとなったことは
疑いないだろう。
他方、第一次世界大戦は当時の日本の技術水準では製造できなかった高度な
航空器材の輸入途絶をもたらした。また帝国陸軍は組織的に第一次世界大戦の
調査研究を行い、その内容を陸軍内だけでなく部外にも積極的に普及したが、
世界における軍事航空の実態に関する知識は、第一次世界大戦前後にはそれを
扱った書籍が数々出版されている235ことからも、社会で大きな需要があったと
考えられる。そして青島戦役とシベリア出兵における航空隊の活動が大々的に
報道されたことと相まって、飛行機の軍事的役割、ひいてはそれが象徴する国
家の力というものに対する社会的認識が更に共有されることになったといえよ
う。そしてそれが陸軍のみならず、民間においても航空器材の国産・自立化へ
の意識を高めることにつながったと考えられる。
234

筑紫熊七より上原勇作宛て書簡（１９２２年３月２日）上原勇作関係文書研究会
『上原勇作関係文書』
（東京大学出版会、１９７６年）３１５ページ。
235
例えば、山中峰太郎『現代空中戦』
（金尾文淵堂、１９１４年）及び若林欽『海の
趣味 : 海事思想の喚起』
（同文館、１９１６年）
。山中は１９１４年１０月まで陸軍大
学校に在籍していた陸軍将校であったが、依願免官となり、その後は軍事啓蒙書の執
筆を行った。若林は現役の海軍中佐であり、海事・海軍関係の啓蒙書を多く執筆して
いる。一ノ瀬『飛行機の戦争 １９１４−１９４５』２３−２６ページ参照。また作
家・詩人の有本芳水は１９１３年（大正２年）に少年雑誌に飛行機による架空の戦争
（おそらく日米戦争と思われる）を掲載した。有本芳水「少年軍事冒険小説 空中大
戦争」
（
『日本少年』大正２年秋季増刊号）
。長山靖生編『明治・大正・昭和 日米架空
戦記集成』
（中央公論新社、２００３年）参照。
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しかしこれらの実地及び調査研究から得られた知見は、具体的な施策に落と
し込まれなければならなかった。同時に、従来のアドホックな責任分散体制で
は陸軍航空の進歩が見込めないことは早くから関係者の中では議論されていた
が、それが決定的に明らかになり、陸軍航空が欧州戦線を戦い抜いた列強のよ
うな近代的形態を整えるためには、必要な施策が具体的な形で示されるイベン
トが必要であった。
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第３章：陸軍航空発展の契機
前章では、帝国陸軍が第一次世界大戦及びシベリア出兵から実地及び調査研
究より数々の教訓・知見を得るとともに、航空器材の輸入途絶という事態に直
面し航空器材の国産化への動きが始まったことと、シベリア出兵を契機とした
航空戦力の近代化が企図されたことを示した。本章ではこれらの経緯を踏まえ、
帝国陸軍が近代的な航空戦力を整備するに際しての具体的青写真を提供したい
くつかのイベントについて論じる。
３．１ 大正６年特別大演習と航空関係組織の改編
３．１．１ 大正６年特別大演習における飛行機事故
既述のとおり、帝国陸軍は飛行機を秋の特別大演習に毎年のように参加させ、
陸軍内での評価を徐々に得ていった。しかし当時、航空部隊（当初は気球隊、
１９１５年以降は航空大隊）自身として航空器材の取り扱いに不慣れであった
ため、調査研究機関である研究会に航空器材の取り扱いを任せており、また発
動機は砲兵工廠が試製に成功し、製造を行なっていた。これに関し、１９１３
年（大正２年）の特別大演習に参加した研究会の検査委員が、これまでの飛行
機検査の結果と演習中の実験とに基づき、航空器材に関する研究・改善点につ
いて２８項目の意見具申を行っている236。主な意見は機体、発動機（エンジン）、
プロペラや各種部品の研究改善に関することであり、特に
・

発動機の予備を充分に準備すると共に機体への着脱を容易にする装置を考
案すること

・

発動機分解室を準備すること

・

各発動機及び機体の分解や結合に使用する器具を一纏めにすること。

・

操縦将校に対し発動機の取り扱いを慣熟させること

・

大演習に使用する飛行機及び発動機はその演習の少なくとも１ヶ月前には
準備を完了しておくこと

といった、発動機の迅速な整備・補充に重点を置いている。そして最後の点は
演習を計画する運用者である航空部隊にとって非常に重要な点であったが、そ
の重要性を当事者がどのくらい理解していたかは定かではなく、それは実際に
事件が発生してから強く認識されることとなった。
１９１７年（大正６年）１１月に東近江地方で特別大演習が実施され、「モ」

236

高橋『日本航空史 乾』１００−１０３ページ。
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式６型飛行機（発動機は砲兵工廠製ダイムラー式１００馬力）が１４機参加し
た。ところが、根拠地の所澤から演習地の滋賀県に向かう途中で飛行機がこと
ごとく故障を発生させ不時着等したほか、演習中においても故障が多発したた
め、帝国陸軍はこれを重大視し、陸軍部内及び学会の専門家からなる「飛行故
障調査特別委員会」を設けて原因究明を行った。そしてその調査報告書は１２
月に臨時軍用気球研究会長から陸軍大臣に提出され、翌年２月５日の研究会の
会議において報告されることとなった237。同調査報告書及びその公表概要によ
れば、演習全期間を通じ発生した故障中不時着の原因となったものは２１回で
あり、その原因内訳として、①発動機不調による運転停止３回、②発火装置の
不調・故障によるもの６回、③発動機付属機械の故障によるもの３回、④螺旋
機（プロペラ）破損によるもの２回、⑤揮発油不足による航続不能によるもの
７回であるとしている。そして事故原因の分析では、操縦者の訓練・技量不足
が事故を引き起こした事については強く否定している一方で、使用した航空器
材については、
・

発動機及びその部品をはじめとする航空動力装置の緊要な部分に生起した
数々の不具合が故障の原因である

・

また飛行器材の準備に際し、その制式決定と注文が比較的遅延したことと、
欧州戦乱の影響で市場材料が欠乏したことが著しく飛行器材の完成期日を遅
らせ、結果として演習部隊に新制式飛行機の交付を遅延させたことが間接的
に故障発生の原因と考えられる

と、器材の故障が直接的原因であるが、それは主に第一次世界大戦による輸入
途絶という不可抗力に起因するものであると主張している。そして、飛行計画
自体は故障原因とは認められないことと、所澤から演習地に至る往復飛行間と
演習間における航空隊長の指揮統制は故障多発に関わらず厳正適確であり、こ
の点で故障の原因と認められるものはない、と運用者である航空部隊の責任で
はない旨が付け加えられた238。
こうして、責任の所在があいまいな調査報告書ができあがったが、実際、故
237

「飛行故障調査特別委員会報告」
（
「飛行機故障調査の件」
『密大日記 ４冊の内
３ 大正７年』
（防衛省防衛研究所）
）JACAR Ref.C03022443300 及び「気研発第１２
号 委員会開催の件通牒 大正７年１月３１日」
『制度改善書類』
。本報告書の概要は
１９１８年（大正７年）１月に陸軍省から公表されている。
「大正６年特別大演習に於
ける飛行故障調査概要 陸軍省 大正７年１月」
『制度改善書類』
。
238
この旨の通牒が本報告書の最後に航空大隊の上級指揮官である交通兵団長名で特
に加えられている。
「大演習間及其の往復飛行に付統御上に関する件通牒 大正六年十
二月十五日 交通兵団長 武内徹」
（
「飛行機故障調査の件」
『密大日記 ４冊の内３
大正７年』
）
。

- 92 -

障の直接の原因はエンジンの不良によるものであった可能性が高い。井上幾太
郎は後年、砲兵工廠において模倣製作した１００馬力エンジンについて、「外
形模倣は概して外国品に比肩し得るも、内実之に伴わざると、使用者の技術未
熟の点239」がこの事故を引き起こした原因であると回想している。また１９１
７年（大正６年）１２月４日の研究会の定例会議において陸軍側から「大正六
年特別大演習往復飛行に関する報告」がなされたが、出席した海軍側委員の記
録によれば、飛行機の供用が遅れたため、操縦者に慣熟する余裕がなかったこ
とを記しつつも、
・

使用飛行機は六年型「（筆者注：モーリス・）ファルマン」式（砲兵工廠
試製「メルセデス」百馬力に自製「マグネト」を装備す）

・

主因は「マグネト」に在り。即ち其発電子絶縁塗料「ベークライト」の溶
解又は主軸との嵌合用歯輪の欠損頻出したり（註、海軍にては「ベークライ
ト」を用いず）」

と、やはりエンジンの不良が主要な原因であったと認定している240。しかし、
同委員はこのような失敗をもってもなお、帝国陸軍は飛行機の価値を認めてお
り、今回のような事態は状況的にやむを得ないことであるとして、発達途上の
日本の航空界の事情から事故の発生は情状酌量の余地があると記している。
ここで同委員は、事故調査を通じ「各委員の忌憚なき所信」により関係者の
意思の疎通を円滑にしたと述べているが、その一方で事故の根本的原因は「型
式製造及取扱の三者相互間に於ける技術上の連携」が十分でなかったという重
要な指摘を行っている。そして実際の事故調査の過程においては、むしろ対立
が表面化していた。井上は後年、調査報告書の作成過程において、製作所側委
員（筆者注：主として砲兵科）と使用者側委員（筆者注：主として歩工兵科）
が各自自己弁護と責任転嫁に走ったため、事故の真相を明らかにし得ない「不
徹底なる報告書」が提出されたと回想している241。そして調査の内実は、「技
術者、使用者間において互いに譲らず、論争に次ぐ論争」を続け、ひいては
「各兵科精神上の軋轢問題をも暴露242」することとなっただけでなく、「日頃
の不平等が一度に爆発して、内においては飛行実施者たる航空大隊と、飛行機
239

陸軍大将 井上幾太郎「航空兵科独立の経緯の概要を述べ兵科の将来に及ぶ」
（
『航空記事』第９３号、１９３０年５月）３―４ページ。
240
「臨時軍用気球研究会に関する事項」
（
「臨時軍用気球研究会（２）
」
『大正６年公
文備考 巻１ 官職１』
）
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.C08020891800。本記録は
海軍側委員の小倉嘉明中佐によるもの。
241
井上幾太郎が「大正６年特別大演習に於ける飛行故障調査概要 陸軍省 大正７
年１月」に添付したメモより。
242 井上「航空兵科独立の経緯の概要を述べ兵科の将来に及ぶ」４ページ。
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の補給者たる気球研究会との間に、外においては発動機製作者たる砲兵工廠と
の間に議論沸騰して、互に責任の擦り合いが始まり、或者は製作の不良を主張
し、或者は使用の不可を唱え、日々大議論にて容易に調査の最結末をも告げら
れぬ次第243」となり、関係者三つ巴の収拾のつかない状況に陥っていた。
当時の帝国陸軍においては、航空器材の整備に関し、臨時軍用気球研究会が
飛行機の研究審査・制式決定を担当し、本来は航空器材の専門ではない砲兵工
廠が発動機の製造を担当していた。発動機を帝国陸軍が自ら製造せず、外部か
ら購入する場合にはそこに陸軍兵器廠が更に加わる。そして飛行機を実際に運
用する航空大隊は交通兵団隷下であるが、その交通兵団は航空大隊の他に鉄道
隊及び電信隊を隷下に持つ技術専門部隊という点以外はまとまりに欠けた集団
であり、「交通術修業員分遣規則」に基づきそこで教育を受けた航空要員は各
兵科からの寄せ集めであった。加えて軍政面では、陸軍省において工兵課が航
空を担当していた。要するに、帝国陸軍内部では飛行機に関する責任の所在が
広範に分散し至って不明確な状態となっており、これが大正６年度特別大演習
における飛行機事故の原因の深淵をなすとともに、事故調査の段階で表面化す
るに至ったということになる。
３．１．２ 陸軍航空関係組織の改善案
この特別大演習における飛行機事故は、帝国陸軍における航空行政制度・組
織の見直しの必要性を迫る事件であった。当時の陸軍航空をとりまく複雑な状
況について、「井上幾太郎伝」は以下のように簡潔かつ適確に描写しているが、
そこからは事故及びそれをきっかけとする関係組織間の対立の表面化は時間の
問題だったとことがわかる244：
（筆者略）発動機を製作したのは砲兵工廠であり、これは陸軍行政の本筋につ
ながっている。また制式を定めて装着したのは気球研究会で、これは陸軍省の
外郭研究機関である。さらにまた、これを使用したのは航空隊で、交通兵団長
を通じて近衛師団長に隷属している。この三者を一括して統制する機関が欠け
ていたのである。（筆者中略）しかも事態は、ただにこればかりではなかった。
砲兵工廠の発動機製作は日もなお浅く、技術上の未熟や素材入手のむずかしさ
にも基因して、ややもすれば粗製に流れ、したがって、これを外国製のものに
比すれば遜色なしとはいえなかった。さりとて、航空隊の使用の面においても、

243
244

井上「航空日本の創初」２５１ページ。
『井上幾太郎伝』１８９ページ。
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手抜かりや不用意のために事故を起こすことも少なくなかったが、その上にま
た、中間にあって器材の指導的立場にあった研究会は、両者の欠陥指導には神
経をすり減らしながらも、非難を前後から一手に浴びていた。かようにして、
三者の間には感情の上にも深い対立が生じ、爆発寸前を思わせるただならぬ空
気が漂っていた矢先のこの事故であった。
このような事態に直面し、陸軍省軍事課長であった津野一輔は、大島健一陸
軍大臣の了承のもと、航空育ての親ともいえる井上幾太郎（当時、運輸部本部
長）を部附少将として交通兵団司令部に配属し、この状況を収拾するとともに
陸軍航空の体制を立て直すことを要請した。この際、井上は求められている職
務は独力では実行不可能であるとして、まず自分を研究会幹事とし、任務達成
上必要と考えられる自分の職責の明確・強化、当時陸軍省内にあった研究会の
事務の所澤への移転、関係機関の連絡体制強化及び研究会委員等の専任化・増
員を条件として受諾することとした245。
このうち研究会の委員等については、井上が交通兵団司令部附に着任した１
９１８年（大正７年）１月当時、メンバーの多くが兼任であった。当時の陣容
は会長（陸軍次官兼務）１名、委員２７名（幹事である工兵課長含む）のほか
御用掛４３名その他１名であったが、委員の中で本職として研究会に携わって
いると考えられるのは、交通兵団司令部所属の５名（交通兵団長及び井上少将
含む）及び航空隊所属の３名に過ぎなかったため246 、井上はまず研究会の兼任
体制を改める必要を説いた。他方、井上は研究会のみならず航空大隊を統一指
揮下におかなければ責任ある体制とは言えないとの考えであったが、その隷属
関係の変更は一人の力では困難であるため、自身を「自今航空隊の指導監督に
任ず」との命令を大臣から交通兵団長（近衛師団長経由）に対し出させること
とした。これにより井上には、研究会と航空隊の業務の両方に責任をもって担
任する体制ができあがった。
この後、井上は２月４日から８日にかけて、研究会と航空大隊を視察し、そ
の結果を交通兵団長に報告している247。その概要では、専属要員が少なく、ま
た業務の大半が航空大隊に対する器材の補給に追われていることを踏まえ、主
に研究会の体制強化を主張したが、このほかニューポール、スパッドといった
新型高速戦闘機の登場に対応した教育設備の整備、及び航空要員の補充方法に
245

「意見 井上少将」
『制度改善書類』
。
「臨時軍用気球研究会委員御用掛連名簿 大正７年１月末日現在」
『制度改善書
類』
。当時のメンバーについては付録１「臨時軍用気球研究会の構成」を参照。
247
「交通兵団長に報告並に井上少将の意見 ２月１３日」
『制度改善書類』
。
246
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関しての改善点も述べている。それと同時に、井上は研究会の強化より更に踏
み込んだ提案を行なっており248、
・

研究会を今年度限りとし、来年度は学校とすること

・

学校内に研究部を置き、陸軍の目的に関する事項を研究すること

・

研究会を存続するにせよ学校組織とするにせよ、来年度に大いに人員を増
加するとともに研究会のために専属人員を増加すること

など、当面は研究会の強化に努めるが、将来的には研究会を廃止して航空教育
と研究を行う学校組織の新設を提案していた。そして陸軍省に対し、研究会へ
の増員と要員の専任化を要求（２月１４日）し、事後認められている249。
このように、井上が研究会と航空大隊という２つの航空組織を掌握し、研究
会の強化に努めている間、参謀本部及び陸軍省も同様の問題意識を持っており、
１月には参謀本部第３部から「陸軍航空制度改善に関する意見上申（案）」が
井上のところに持ち込まれた250。これは参謀本部の案として井上預かりに止ま
った模様であるが、その趣旨は陸軍航空発達が遅々として作戦上の要求に合わ
ない現状の理由を制度上の欠陥に帰している。続いて２月には陸軍省工兵課よ
りも航空隊を含めた交通兵諸隊のあり方について意見が出されている251。
248

「会長及び工兵課長に報告及打合事項 井上少将」
（
「気球研究会専属所要人
員」
）
『制度改善書類』
。
249
「軍用気球研究会専務者として新に交通兵団司令部に増加配属せられたき人員
大正７年２月１４日 井上少将」
『制度改善資料』
。なお１９１８年（大正７年）１１
月時点における研究会のメンバー構成については付録１「臨時軍用気球研究会の構
成」を参照。研究会メンバー全体の人数の増加に加え、委員・御用掛ともに交通兵団
司令部所属である者の増加が目立つ。
250
「陸軍航空制度改善に関する意見上申案 大正７年１月 第３部」
（
「大正７年度
軍用気球研究費実行予算書案」
）
『制度改善書類』
。これは当時、交通通信を担当してい
た参謀本部第３部第７課（１９０８年より１９２０年まで。爾後、第８課となる。
）の
起案と思われる。秦郁彦編『日本陸海軍総合事典（第２版）
』
（東京大学出版会、２０
０５年）３２６ページ。当時の第７課長は芝生佐一郎大佐（陸士６期）である。意見
の概要は付録２「参謀本部第７課と陸軍省工兵課の陸軍航空制度改善案（概要）
」を参
照。
251 「陸軍省工兵課案 鉄道、電信、航空諸部隊並関係諸機関統括整備に関する意見
大正７年２月３日」
『制度改善書類』
。本書類に添付され井上のメモには「本書は航空
制度改正の目的にて陸軍省にて立案したるものなり ２月１８日陸軍省工兵課長及参
謀本部第３部第８課長携え来り予の意見を求む」とある。ただし参謀本部第８課長が
来たという件については、この時点では参謀本部第３部に第８課は存在せず、交通通
信を担当する第７課が第８課になるのは１９２０年（大正９年）であるため、井上の
記憶違いだと思われる。概要は付録２「参謀本部第７課と陸軍省工兵課の陸軍航空制
度改善案（概要）
」を参照。
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これら参謀本部と工兵課の意見は、それぞれの部署が問題と考えていた課題
を端的に反映している。両者とも、
・

航空隊を交通兵団から分離させる（または交通兵団自体の廃止）

・

代わって航空兵団長又は航空監を設置する

・

同時に臨時軍用気球研究会を廃止し航空学校を設立する

ことにより、航空用法の進歩と歩調を合わせた教育の斉一進歩を確保する点で
は同様の見解である。つまり、航空は現状取り扱われているような交通通信兵
科ではなく、れっきとした戦闘兵科であり、その用法や器材が常に進歩する性
質を鑑みると統一的な教育研究が必要であることで意見の一致を見ている。
ただし両者の間でも重点の置き方に違いがみられる。工兵課は、
・

航空局と航空中央材料廠の設置による陸軍航空器材行政の統一（航空器材
は一般地上兵器を製造する砲兵工廠やその補給を担う兵器本廠とは独立した
機関において取り扱うこと）

・

軍民航空事業統一のための航空調査委員会の設立

を重視しており、日々刻々と進歩する航空用法に対応した航空器材を、地上兵
科の兵器器材とは異なる枠組みで整備する必要性を主張しているとともに、有
事戦力としての民間航空事業にまで視野を広げている。それに対し参謀本部は
・

航空兵科の独立による組織凝集力の向上がもたらす航空の進歩の企図

・

外国製航空器材の使用、職工の海外派遣と航空大隊の演習強化

に力点を置いており、統一された航空の早期戦力化を意図している。特に２つ
目の点は、第一次世界大戦の際の航空器材の輸入途絶により器材独立の方向性
を明確化しつつあった流れに逆行しているが、逆に当時の国産航空技術の低い
レベルに対する不信感と、輸入に比して国産化にはより多くの予算が必要であ
ることを反映していると思われる。特に予算の面では、この時期、陸軍全体の
軍備充実のため多くの予算が切り詰められており、航空隊の予算も例外ではな
かった。例えば、大正７年度以降の軍備充実予算について、航空第１、第２大
隊の不足飛行機等の補充要求は之を見合わせるとともに維持費等も削除するこ
と、兵器弾薬費は戦時用・平時用ともに初度費・維持費をそれぞれ 1/3 と 2/3 と
して査定し直すこと等が決定されていた252。ただし航空部隊の拡充に必要な砲
兵工廠の拡張と民間工場の保護については条件付きながら認められており、こ
れは既存航空部隊の維持費よりも、当時計画されていたシベリア出兵を契機と
252

「軍備充実予算の件」
『密大日記 ４冊の内 ４ 大正６年』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C03022422200。これは同じ時期に、シベリア出兵に伴う潤沢な臨時
軍事費が予算化され、第２章第３節で見たように飛行機の大量購入を可能にしていた
ことと対照的である。
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する航空部隊の拡張に高い優先度が与えられていたことを意味している。
そして井上はこれらの経緯を踏まえ、「部下各員の意見を参酌し調製した」
上で、３月４日に以下の６項目を骨子とする「航空制度改善に関する意見」を
提出した。これは第一次世界大戦の調査研究の結果を踏まえつつ、当時の陸軍
航空が更に発展するにあたり解決しなければならなかった課題を網羅したもの
であった253。
１．航空兵科の独立
２．その際の航空兵科将校の補充及び教育方法
３．航空隊の交通兵団からの分離
４．航空部隊の統括機関たる航空兵団長の新設
５．臨時軍用気球研究会の解散と航空学校の新設254
６．陸軍省内への航空局の設置及び、陸軍大臣の管轄下に航空機中央器材廠と
航空機製造所の新設
このように、研究会と航空隊を掌握した井上が次に狙いをつけた点は、航空
兵科独立により航空隊を交通兵団の軛から解き放つとともに、航空の元締めで
ある航空兵団長の隷下に置くことにより実用的戦闘兵種としての航空の育成を
図ることであった。そして航空の立ち上げ時期において過渡的に海軍・学界と
共同で運営していた調査研究機関である臨時軍用気球研究会を廃止し、航空学
校の設立により陸軍独特の航空教育と調査研究を行うこととした。更に陸軍省
に航空局を置き、航空機製造所及び航空機中央機材廠の新設による航空独自の
器材行政の確保を主張しているが、これは従来のように航空器材に関する責任
が多方面に分散している状態を統一することが目的であり、大正６年特別大演
習における飛行機事故及びその調査過程で浮き彫りになった部内対立が引き金
であった。
井上の提言の核心は、航空は他の地上兵科に対し、用法、要員養成方法、器
材の製造整備法等が全く異なる独特の性質を持つ新しい分野であるため、統一
的に取り扱う必要があるというものである。そしてこのような大改革を実施す
253

「航空制度改善に関する意見 大正７年３月４日」
『制度改善書類』
。本意見は
「陸軍大臣の命により」作成したとあるが、当時の陸軍大臣は大島憲一である。なお
本意見にはあと１項目、所澤飛行場の拡張について述べられているが技術的事項なの
でここでは省略した。全文は付録３「航空制度改善に関する意見」を参照。
254
井上は「航空制度改善に関する意見」の策定とあわせ、田中義一参謀次長からの
依頼により陸軍航空学校の設立案と航空将校の養成要領も策定しており、より具体的
な内容となっている。
「陸軍航空学校設立案（大正七年五月□日（筆者注：空白マ
マ）
）
」
『制度改善書類』
（防衛省防衛研究所）
。全文は付録４「陸軍航空学校設立案」を
参照。
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るにあたって井上は、従来の習慣にとらわれ、また経費の節約のみに腐心する
など徹底的にやらないのであればむしろやらない方がよい、とまで釘をさして
いる。井上は同年６月に、かねての要求どおり交通兵団司令部附の航空関係者
が増員され研究会業務の専任化が図られた際、以下の趣旨の訓示を行なってい
るが255、その内容には井上の意図がよく表れている：
・

研究会の在職者は雑然として各兵科将校より成っているが、これは航空が
全く新しい分野であり、従来の歩・騎・砲・工のいずれにも属さない独立し
た１つの業務だからである。したがって諸官の調査、研究もまた原兵科の特
殊知識を応用するよりも、むしろ別に習得した航空上の学識、経験を応用す
べきものが多い。

・

航空事業の進展はひとえにこれに関する技術の進歩に基づくものであるた
め、諸官はいずれの業務に服するにかかわらず航空機に関する技術を絶えず
研究し、その知識を向上し、自らの業務の参考に資すことにより航空全般の
進歩を図るように努めなければならない。

・

これまで各兵科が合同して一つの業務にあたるときは、往々にしてその間
に兵科的観念を生じ、善意より固有兵科の利を図る者や、酷い場合には「兵
科的疾現」に陥る者があると聞く。当会においては今日迄このような弊害を
少しも認めることがないのは本官の最大の喜びであり、また自慢する点であ
る。

・

当会の器材は精密器材に属するもの多く、保存の不良は即人命を危険にさ
らすことになる。直接この取り扱いに任じる者の多くは傭人等であり、特に
厳密な監督を行なっているわけではないので、ややもすれば保存不良に陥る
恐れがある。諸官はこの点を深く考慮して、常に器材を完全に保存すること
に勤めてほしい。
しかし、このような抜本的改革は当然ながら大きな反発が予想される。「航

空改善に関する意見」の中で井上は、いくつかの反論を想定しているが、それ
は自身の提言が当時の陸軍の制度的枠組みと決定的に対立しているという認識
から来ていた。まず、航空兵団長による航空教育の統一は、教育総監が持つ陸
軍全体に対する教育権限に抵触することになる。ここで妥協案として想定され
るのは、既に他兵科で採用されている兵監制度（工兵監、砲兵監など）であり、
この場合、兵科専門教育を各兵監の責任とする一方、地上兵科としての一般教
育はあくまで教育総監の責任となる。しかし井上はこの兵監制度の採用は教育

255

「新に増員を迎えたるに依り訓示 大正７年６月２１日」
『制度改善書類』
。
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責任の分散あるいは重複をもたらし、航空の進歩を阻害するものとして斥けて
いる。参謀本部案はまさにこれを支持し、工兵課案も航空監の新設を提示しな
がら参謀総長への直隷としている点で趣旨は同じである。ただし井上の意図は
あくまで教育の統一であったため、航空兵団長は天皇への直隷か陸軍大臣に直
属するものとし、必ずしも交通兵団長が持っていたような用兵上の権限を求め
ていないように見受けられるため、参謀総長の用兵権に触れる意図はなかった
ものと考えられる。この点、参謀本部案の航空兵団長は用兵権を持っているの
か否かが不明確であるが、独立空軍と言える「空中軍」創設案は今回採用せず、
当面は陸海軍それぞれで発展を図ること、また航空部隊を各師団長に分属させ
ることは航空戦術の発達を阻害するため不可、としていることから、井上の意
見より踏み込んで、陸軍内における航空の統一指揮を視野にいれていたとも取
れる。
次に、航空局が隷下に航空機中央器材廠と航空機製造所を抱え、航空関係行
政のみならず航空独自の器材行政を行うという案は、航空器材を地上兵器と異
なる仕組みで製造・補給を行うという点で「兵器行政の統一主義」に反する。
これは現状、陸軍省において器材課が器材行政を担当し、砲兵工廠が器材の製
造、そして兵器廠が器材の補給を行うことで全陸軍が統一された兵器の使用が
可能になっているという点では効率的な兵器整備体制であるが、井上は航空器
材は一般地上兵科の兵器とは異なる性質を持ち、また急速に技術発展している
ことを挙げ、
・

航空機製作は独特の研究と経験を要するもので、飛行機を使用できる者が
初めてこれを製作できると言っても過言ではなく、もしこれまでの慣習に従
うなら製造者と使用者との間における紛争は引き続き絶えないであろう

・

航空機の製造の不備はただちに使用者の犠牲につながるため、他の兵器製
造機関と分離した独立した航空機製造所が必要である。その幹部には航空に
経験ある航空兵科将校を充当し、器材自給の道を完備することが必要である

と、大正６年特別大演習における飛行機事故を引き合いに出してその重要性を
強調した。
最後に、航空兵科を独立させた場合、特に戦時には莫大に必要となるその要
員をどのように補充するのか、そして反面、平時には彼らをどのように補職し、
進級を良好にするのか、という点については、
・

航空兵科の独立とともに戦時要員の全てを同兵科に入れることが理想であ
るが、戦時要員の数は莫大なので平時にこの要員を全て航空兵科将校として
収容することは困難である
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・

そのため、航空兵中（少）尉級の平時定員は戦時各部隊の基幹となるべき
者及び高等操縦者の要員を基礎として定め、彼らは航空部隊に在籍させるが、
その他の戦時要員は初等操縦術を習得した各兵科将校で原隊に復帰した者を
あてる

・

平時航空部隊内の大尉以上の定員は航空兵青年将校の進級を考慮しその比
率を他兵科と同じにするが、その際航空部隊のみでは吸収できない航空要員
は航空関係官衙に配置する

と、航空兵科の独立にあたっては、戦時航空要員の確保と将校の人事問題の解
決が必要であることを認識していた（詳細は第５章第１節参照）。その意味で
は、意見の他の部分で述べられている航空関係官衙の新設は航空将校のポスト
を確保することで進級を円滑にするための方法としても想定されていた。
このような、陸軍部内からの意見を吸い上げて作成された井上の航空改革の
提言は、その後の展開が示すように「航空制度改正の基礎256」となった。そし
てそのいくつかは提言より１年後に早々に実現したが、あるものは実現に７年
かかり、また実現しなかったものもあった。一方で、この時期は欧州戦線でド
イツ軍が乾坤一擲の春季攻勢を開始しており、両軍間で多数の飛行機が、技術
的・戦術的に大戦開始前とは格段に異なる様相で戦っていた。井上たちが策定
した陸軍航空の改革案は、第一次世界大戦の調査研究を踏まえているものの、
欧州諸国のように血肉を持って学んだ内容ではなかった。そして、第一次世界
大戦の終結という国際的大変動は、欧米諸国のそれぞれの思惑を通じ、帝国陸
軍が大戦を経た最新の航空知識を習得する絶好の機会を与えることとなった。
３．２ 航空先進国からの影響（１）イタリア
３．２．１

（１）イタリアへの日本航空団受け入の経緯

帝国陸軍は青島戦役以外には第一次世界大戦における実戦を経験しなかった。
しかし実際には、急速に消耗する兵力の不足とドイツ側の反撃に直面していた
連合国側は、欧州戦線における日本の兵力による貢献を喉から手がでるほど欲
しており、特に英仏からは度々要請があった257。このような状況のもと、１９
256

「航空制度改善に関する意見 大正７年３月４日」の表紙に添付された井上のメ
モより。
257
細谷千博『シベリア出兵の史的研究』
（岩波書店、２００５年）２０−２３ペー
ジ。このほか、イタリア、ルーマニア、セルビアといった国からも日本に対し派兵要
請がなされている。平間洋一『日英同盟 同盟の選択と国家の盛衰』
（PHP 研究所、
２０００年）１０２−１１２ページ。内田康哉外相が駐露イタリア公使から派兵の打診
を受けたのは１９１７年（大正６年）１０月であり、以下のキエザ氏からの打診とほ
ぼ時期が一致している。
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１７年（大正６年）１２月１１日、イタリア航空兵総裁キエザ氏は、イタリア
政府からの要望であるとして、（１）木材や鋼管等の供給依頼、（２）イタリア
政府が飛行場、飛行機及び教官を提供することにより多数の日本の飛行将校を
教育するとの申し出、及び（３）日本の「精巧なる職工」により教育用の飛行
機を製造させるとの（２）に対する条件、を駐イタリア陸海軍武官に提示した
258

。要は、材料を供給してくれれば、その一部をもって日本の職工に飛行機を

作らせ、それを使って日本の飛行将校を教育してあげよう、というバーターの
申し出である。本件は駐伊海軍武官によって海軍省と海軍軍令部に発電され、
帝国航空界の発展の好機であり、伊集院駐伊大使も同意見であると所見が添え
られていた。同大使も本野外務大臣に宛て、イタリア国民一般は親日的であり、
カポレットにおけるイタリア軍の大敗北（１９１７年１０月）以降はますます
日本の好意を信頼し援助を期待すること大であること、これまで日本はイタリ
アの様々な援助要請を断ってきたが、米英仏はイタリアに兵員・物資などの援
助を与えつつあるため、今回の要請を断ることは得策ではなく、むしろ受諾す
ることが英仏等への支援になること、及び航空教育は日本にとっても利益のあ
ることであるから、好意的に検討してほしい旨の電報を打っている259。
駐伊海軍武官はその電報に「参謀総長にも電報済」と記載しているが、海軍
からも陸軍に本件を照会し、その際海軍として以下の意見を添付している260。
・

材料については国内産出のものが豊富でないため基本的には困難である。
また海軍には多数の飛行将校（既習者、未経験者問わず）を送り出す余裕が
なく、熟練の職工についても同様の状態であるが、見習程度の職工ならば３
０名程度はなんとかなる見込み。

・

他方で、本提案は単に我が国航空界発展の機会とのみ解すべきではなく、
大局的には日本の連合国に対する姿勢、特に対英仏問題として取り扱うべき。

・

これまで英仏からの人員派遣要請については内情を説明して断ってきたた
め、同様の人員派遣要請をイタリアのみ受け入れたならば外交上説明が困難
となり、また日本が自らの利益のみを追求しているようにも受け取られかね

「大正６年１２月１１日 午後 9 時 45 分羅馬局発 同１３日 午前 11 時 10 分
海軍局着 発信者 在伊国大使館附 受信者 軍令部長、大臣 電報訳 ７４番」
『欧
州戦争関係伊国ノ依頼ニヨリ飛行将校及職工並二材料供給一件』
（外務省外交史料館）
JACAR Ref.B07091214900。
「航空兵総裁」は「大臣格」であるとの説明あり。
259
「羅馬発 大正６年１２月１３日午後 3 時 本省着 同１４日午後１時５０分
本野外務大臣 伊集院大使 第１６９号」
『欧州戦争関係伊国ノ依頼ニヨリ飛行将校及
職工並二材料供給一件』
。
260 「意見
大正６年１２月２１日」
『欧州戦争関係伊国ノ依頼ニヨリ飛行将校及職工
並二材料供給一件』
。
258
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ず、この観点からも考慮が必要。
本意見について陸軍部内でどのような議論が行われたかについては不明であ
るが、本件が陸軍に照会されたのは１２月２１日であり、海軍は２４日には陸
軍からの回答を得た後、本件は翌２５日に外務大臣と総理大臣に報告されてい
る261。その際、２４日の陸軍から海軍への回答では、陸軍としては、将校２０
名以内及び職工１００名以内の派遣団とプロペラ用の木材若干（胡桃を除く）
262

であれば提供できる旨をイタリア側に回答するのでご承知置きありたい、と

なっており、かなりスピーディーかつ陸軍単独でもイタリアの提案を受け入れ
るとの意思決定がなされている263。
その後、航空団の出発まではしばらく時間が空いているが、この間には、材
料の提供問題が難航していた模様である。この際、駐伊陸軍武官である仙波少
佐は、イタリア側の真意はあくまで材料確保にあり、航空団の教育はその見返
りであると見ていたため、材料問題の早急な解決を強く訴えていた264。しかし
実際にはイタリア側が航空団を受け入れる目的は飛行機製造のための材料確保
とともに、教育した日本側航空団の欧州戦線への投入であった。航空団の監督
将校に任命された玉置美之助中佐は「この派遣団は元々、伊軍戦線に出る約束
であった」と回想しており265 、派遣後の１９１８年（大正７年）６月に参謀総
長から駐伊武官に出された訓令には「修業完了せる将校及び職工を戦場に使用
するは敢えて辞せざる」との文言がある。更に同武官がイタリア航空兵総監と
内談した際、航空団の派遣期間は教育終了後にも最低６ヶ月を含んでほしい旨
と日本飛行将校のイタリア軍飛行隊への分属可能性について示唆された事を受
け、日本将校のみで航空部隊を編成するよりもこちらの方が各種の飛行術の研
究に有利と考える旨を陸軍省に報告している266。そして日本から派遣される航
261

『欧州戦争関係伊国ノ依頼ニヨリ飛行将校及職工並二材料供給一件』
。
実際、日本国内においてプロペラの生産に使用する胡桃材の生産は年々減少して
おり、満州や沿海州からの輸入に頼っている状況であった。
「飛行機螺旋機用胡桃材の
輸入に関する件」
『永存書類乙集第２類第３冊 大正１２年』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C03011854600。
263
「伊国航空界援助に関する件（欧受第１６８１号及び欧発第１１８４号）
」
（
「伊
国航空援助に関する件」
『欧受大日記 其３ ３冊の内 大正１３年』(防衛省防衛研
究所)JACAR Ref.C03025404800。以下の電報等は特に断りのない限り本史料所収の
もの。
）
。
264
「第３号 電報訳 １０月５日発 １０月７日着 陸軍省宛 発信者 仙波少
佐」
。
265
玉置美之助「伊太利派遣団当時の航空断片」
（
『飛行』第１５巻第１０号、１９４
０年１０月）７６ページ。
266
「欧第１６８１号 其６ 電報訳 陸軍省宛 発信者 仙波少佐」
。
262
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空団に関する日伊間の「契約条約」において、教育終了後に日本飛行将校及び
職工は「イタリア飛行機部長」の指揮下に入り航空部隊に配属され、少なくと
も６ヶ月間はイタリア戦線において勤務するものとするとされた267。航空団の
監督将校の補佐官として加わることとなる櫻井砲兵少佐も、イタリア側から接
触を受けた際、日本から「多数の操縦将校及び機関工を伊太利に派遣せば、伊
太利は喜んでこれに教育を与え、場合に依っては戦場の勤務に服せしむれば、
実戦的経験を得ると共に日本将兵が欧州戦場に参加せることとなり、独、墺側
に大なる精神的打撃を与える効果がある」ため、本件を日本政府に取り次いで
ほしいとの依頼を受けたと記している268。しかし結局、航空団がイタリアに到
着する前に第一次世界大戦は休戦となってしまった（１９１８年１１月１１
日）。そのため、航空団は当初予定通り教育を受けることとなったものの269、そ
の教育費は当初イタリア側が負担することになっていたものが日本側で負担す
ることに変更された。
３．２．２

イタリアにおける日本航空団の教育内容

このような経緯で、総勢約１３０名からなる日本航空団はイタリアにおいて
各種飛行術及び工術の教育を受けることになった。航空団の内訳は、
・監督将校（玉置工兵中佐）、補佐官（櫻井砲兵少佐及び岡騎兵大尉）以下の
管理部門６名
・操縦将校１９名
・職工監督（下士官）以下、下士官、技手、職工等１０６名
となっており、派遣目的は「伊国軍航空事業援助の為」及び「欧州戦場に於け
る航空界進歩の状況を研究調査し国軍改善の資料を蒐集」することとされた270。
職工・雇員については、臨時軍用気球研究会、東京砲兵工廠または大阪砲兵工
267

「欧第１６８１号 其２０ 陸軍省宛 発信者 仙波より 陸１５」
。
櫻井砲兵少佐は当初、連合国航空会議の委員としてパリに滞在していたが、会議
が全然開催されなかったため、在仏大武官の推薦により航空団に加わることとなっ
た。
「連合国航空会議参列委員の件」
『欧受大日記 其２ 共５ 大正１０年』(防衛省
防衛研究所)JACAR Ref.C03025270200、
「飛行機援助のため派遣の我將校中旅行期限
延期の件」
『欧受大日記補遺 自大正３年至大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03024401200 及び陸軍少将櫻井義秀「フォール大佐一行来朝当時の陸軍航空」
（
『飛行』第１５巻第１０号、１９４０年１０月）８３−８４ページ。
269
イタリア側は、休戦後も平和条約締結までは契約条約の変更はしない方針を仙波
武官に伝達している。
「欧第１６８１号 其２０ 陸軍省宛 発信者 仙波より 陸１
５」
。
270
「陸軍工兵中佐玉置美之助に与うる訓令」
（
「伊国航空援助に関する件」
『欧受大
日記 其３ ３冊の内 大正１３年』
。
268
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廠の所属とされ、帰朝後少なくとも３年間は陸軍の指定する航空事業に関係あ
る工場等での勤務が義務付けられたほか、派遣期間及び上記の義務従事期間は
陸軍軍属としての扱いを受けることとされた。また「契約条約」では、飛行将
校２０名を教育し、うち１２名は駆逐（戦闘機）任務を、８名は「カプロニ」
飛行機による敵軍攻撃（筆者注：爆撃か）及び偵察任務を教育し、１００名の
職工に対する教育は飛行将校の教育と連携するように実施する、とされていた
271

。ただし、実情は

・

操縦将校は既習者２０名であるが、修業中の者を含んでいる。

・

将校は未熟者でも可であれば今後多少の増加派遣が可能である。

・

職工は日本側の都合もあり、必ずしもイタリア政府の希望通りにならず、
未熟者の割合が多い。

というものであり272 、これは当時、優秀な航空要員は優先してシベリア出兵の
ために送られていたという状況を反映している273 。実際、この時期はシベリア
出兵の準備とも重なっており、陸軍航空の中核であった航空第１大隊と臨時軍
用気球研究会はその対応に追われている状況であった。そのため、イタリアに
派遣される予定の操縦将校は、航空第１大隊と第２大隊及び全国の部隊に所属
する操縦術既習者からのみならず、第７期の交通術修業員９名を引き抜く状況
であった274。
日本航空団は１９１８年（大正７年）１１月２７日に船便でタラントに到着、
飛行将校・職工の教育は同年１２月１日から開始され、翌年６月までには教育
を修了、８月に帰国した。航空団は、管理部門である「本部」と、操縦将校か
らなる「航空勤務部」及び下士官・職工等からなる「技術部」に分かれ、「航
空勤務部」は航空学校において一般操縦術次いで戦闘又は爆撃任務に関し、
「技術部」は職工学校において発動機工、組立工及び電気工に関する教育を受
けた（操縦将校の教育内容については表３−１参照）。このうち、派遣された飛
行将校１９名については２名が教育途中で墜落殉職し、更に２名が航空生理検
査により操縦将校として不適格となったため、最後まで教育を修了した飛行将
271

「欧第１６８１号 其２０ 陸軍省宛 発信者 仙波より 陸１５」
。.
「仙波少佐に与うる訓令案」
（
「伊国航空援助に関する件」
『欧受大日記 其３
３冊の内 大正１３年』
。
273
仁科『航空５０年史』２７７−２７８ページ。
274
「伊国派遣将校（下士）の件（欧発第９６０号７．９．１２）
」
。全国から１９名
の将校が集められたが、うち１名（多田歩兵大尉）は通訳将校であるため、この時点
で操縦将校は１８名である。しかし最終的に満州駐箚の第７師団（当時、関東都督府
隷下でシベリア出兵の準備中）より菱沼歩兵中尉が加わったため、操縦将校は総計１
９名となった。
「菱沼中尉上京の件」
。
272
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校は１５名となった275。
表３―１
操縦将校教育概見表
班別

期間

学校

所用飛行機

教育科目

操縦将
校全員

自 大正 7 年 12 月 1 日
至 大正 8 年 2 月下旬

カシナコスタ
飛行学校

アヴィアチック型
サムル型

一般操縦術

自 大正 8 年 2 月下旬
至 同 4 月 13 日

マルペンサ
飛行学校

スヴァ型
バリーラ型

駆逐飛行機操縦
術

自 大正 8 年 4 月 15 日
至 同 5 月 19 日

フルバラ及チ
エルベテリー
空中射撃高等
飛行学校

バリーラ型

高等飛行術、射
撃及空中戦闘

爆撃班
将校

自 大正 8 年 2 月下旬
至 同6月5日

マルペンサ
飛行学校

カプロニー型

爆撃飛行機操縦
術、爆弾投下及
夜間飛行

備考

1. 操縦将校全員は「カシナコスタ」飛行学校課程終了の際伊国陸軍飛行将校たる
の資格を附与せられたり
2. 操縦将校の見学せし工場学校等左の如し
「ロナーテ、ポッツォーロ」駆逐飛行学校
「マルペンサ」所在「カプロニー」飛行機組立及修理工場
「ヴァレーゼ」所在「マッキー」水上飛行機製造所及同附属水上機試験場
「トリノ」陸軍飛行機工学校
「トリノ」陸軍飛行機電気工学校
「アンサルド」発動機工場
「フィアット」発動機及自働車製作工場
「ポミリオ」飛行機製作工場
「フルバラ」空中射撃及高等飛行学校（爆撃班将校）
×伊軍総司令部附属飛行隊
×伊澳戦場の一部

駆逐班
将校

出典：「伊太利派遣員定期報告第９号

８．９．１７（終末報告）附表第２」

275

「欧第２１５号其５３ １０月１２日 伊藤 航発第４３１号」
『大正３．４年
以降戦役出兵 其４の内其１ 業務詳報綴 （総受領簿を付す）
（人事局（恩賞課を除
く） 軍務局（軍事課を除く） 法務局）陸軍省』(防衛省防衛研究所) JACAR
Ref.C08040152600。不適格となった２名はその後トリノ職工学校にて航空技術の研
究に従事することになった。
「伊太利派遣員臨時報告 第２号 大正８年１月２９日
伊太利派遣員監督将校 玉置美之助」
。またこの件を受けたものと思われるが、派遣団
の寺師軍医の調査結果に基づき、日本においても航空身体検査のための器材を購入し
操縦者採用の際に判定を実施すべきとの意見具申が３月に仙波武官より陸軍省に行わ
れ、器材の購入が決定している。
「欧第１６８１号 其４２ 陸軍省宛 発信者 仙波
少佐」及び「飛行機操縦者採用身体検査器械購買の件」
。
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（「伊国航空援助に関する件」『大正１３年欧受大日記３−３』）（防衛省簿防衛
研究所）
。
監督将校であった玉置中佐は、帰国後に田中陸軍大臣に提出した報告書にお
いて教育の所感について以下のように述べている276。
・

イタリア側の教育指導姿勢については、一般に誠意をもって指導にあたり、
各種研究や見学については努めて便宜を図ってくれたが、爆弾投下機や新型
飛行機等の機微な内容については秘密保持につとめていた模様。

・

海外派遣者の選考にあたっては十分に調査することが必要。特に職工中に
はカタカナすら満足に読み書きできず、また「性質も愚鈍に近い」者等、性
格や教育程度が良くない者がおり、彼らに教育を施しても理解困難のみなら
ず「之を外国の戦線近傍の飛行場勤務に使役するも果して効果を得たるや疑
なき能わず」。

・

外国においては、いかに優秀な者でも語学が不得手なら十分に任務はこな
せない。そうでなければ交渉でも教育でも、すべて通訳を必要とするか、そ
うでなければ長時間かけて不十分な結果に終わってしまう。故に今回のよう
な派遣においては語学が多少できる程度の者を送ることは不十分である。

このように玉置中佐は、基礎教育や語学の問題が「職工教育を甚だ困難ならし
めた」ことを強調しているが、同時に任務を達成できたのは優秀な「幹部277」
の指導の賜物であるとし、今後同様の派遣の際にも適切な指導体制が必要であ
ると結んでいる。なお本国でも、職工の性格・素養・教育程度の未熟な点に関
しては心配していた模様で、出発前に現地における種々の服務上の注意点等を
まとめた「伊太利派遣職工心得」を定め、職工全員に漏れなく周知するように
している278。
操縦将校の教育内容・教育経過に関しては、玉置中佐及び仙波武官からの報
告では事実関係以外は触れておらず、特段の所見も記述されていない。他方で
276

「伊太利派遣員定期報告第９号（終末報告） 大正８年９月１７日 伊太利派遣
員監督将校 玉置美之助」
。
277
この「幹部」とは、主に技術補佐官の櫻井砲兵少佐、航空補佐官の岡騎兵大尉、
及び通訳将校の多田歩兵大尉を指すものと思われるが、特に櫻井少佐は既述のとおり
パリ滞在中に日本航空団の補佐官として引き抜かれ、トリノの職工学校で勤務してい
たため職工の教育指導に密接に関係していた。仙波武官もその電報で、櫻井少佐が伊
国教官と職工・下士官の間に立ち、また日本語の教科書を編纂するなど、その尽力の
様子を報告している。なお、櫻井少佐はその任務途中で後述するフランス航空団の来
朝準備のために急遽帰国することとなり、仙波少佐は同じ電報で「少佐の帰朝は教育
上大打撃なることを特に」報告した。
「欧第１６８１号 其３２ 発信者 仙波少佐
陸３３」
。
278
「伊太利派遣職工心得規定の件」
。
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イタリアの飛行機購入に対する熱意が関係者から感じ取られる。教育開始直後
の１９１８年（大正７年）１２月に仙波武官より、航空団の帰国後の教育用に
イタリアの飛行機を購入すべきとの電報が陸軍省に打たれている279。仙波武官
も翌年２月に更に詳細な報告を行なうとともに、飛行機購入について玉置中佐
の日本出発前に「航空関係上官より御内示」があったことから、イタリア当局
に対して購入希望あることを申し出た上で価格等の調査をしているため、全く
購入しないことは外交上問題ありと念押ししている280。更に同じ日に、当時研
究会幹事・交通兵団部附として陸軍航空改革を進めていた井上幾太郎少将も陸
軍次官を通じ仙波武官宛に電報を打ち、イタリアにおける操縦教育に使用して
いる飛行機の中で、高速度で日本操縦将校の最も得意なものについて玉置中佐
と櫻井少佐の意見が欲しいと依頼しており、これに対して３月５日に仙波武官
より、玉置中佐と櫻井少佐の意見をあわせ回答している281。
実はこの時期ちょうど、後述するフランスからの航空教育団がすでに来日し、
帝国陸軍に対する航空教育を行うため井上少将をヘッドとした日本側と教育計
画について打ち合わせを行い、３月から教育を開始するところであった。その
ためか、飛行機を含めた兵器器材を所管する器材課はイタリアからの飛行機購
入に乗り気ではなかった様子である282。しかし４月１５日に陸軍省に航空課が
新設された（第４章第１節参照）後、仙波武官（実際の発電は玉置中佐より）
がイタリアからの飛行機購入は是非とも必要であるとの催促電283 を打ち、結果、
陸軍省は５月１２日にスヴァ機及びサムル機をそれぞれ２機購入することを決
定した284 。ただ仙波武官としては「航空関係上官」の意を受けてイタリア当局
と交渉した手前、飛行機をもっと購入したかったと思われ、陸軍省に対しイタ
279

「欧第１６８１号 其２７ 発信者 仙波 陸第２３号」
。
「欧第１６８１号 其３１ 陸軍省宛 発信者 仙波少佐 陸３１」及び「欧第
１６８１号 其３３ 発信者 仙波少佐 陸３２」
。この「航空関係上官」が誰である
か不明であるが、状況から井上少将である可能性が高いと考えられる。
281
「在伊我操縦将校の練習に使用せる飛行機等に関する件」及び「欧第１６８１号
其？ 陸軍省宛 発信者 仙波少佐 陸３５」
。
282
「欧第１６８１号 其３２ 発信者 仙波少佐 陸３３」の次のページにあるメ
モより。これに対する工兵課からの意見（２月２２日）も添付されており、破損がひ
どく多くが判読不能であるが、読み取れる限りでは、
「伊国に於て演練をし・・・育を
十分に発揮せし・・・iatik, Sva 各 2 台 Caproni1 台（筆者注：
「各 2 台」となってい
たものが訂正されている）の購入・・希望・・」となっており、当時、工兵課はイタ
リアからの飛行機の購入を希望し、器材課と交渉していたのではないかと推測され
る。
283
「欧１６８１号 其４７ 仙波陸４１号玉置より」
。
284
「飛行機の購入に関する件（陸普第１７５２号及び第１７５３号、５月１２
日）
」
。
280
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リア機の優秀性を説き、より多くの購入を依頼したが285、今度はイタリア側が
多数でなければ売却できないとの条件をつけてきたため、翌１９２０年（大正
９年）１月２４日、陸軍省は前述のスヴァ及びサムルの調達命令を中止した286。
このように、イタリアへ派遣された航空団は、当時の航空先進国の１つで各
種飛行術及び工術教育の教育を受けたが、その事実は次節で述べるフランス航
空教育団による講習に比してあまり知られていない。イタリアによる教育は陸
軍航空の発展に影響を与えたのであろうか？しかしイタリアの影響を評価する
ためには、あわせてフランスの影響についても評価する必要があるだろう。
３．３ 航空先進国からの影響（２）フランス287
３．３．１

フランス航空教育団来日の経緯

イタリアに派遣された航空団が第一次世界大戦における日本に対する派兵要
請を契機としていたのに対し、フランス航空教育団の日本招聘はシベリア出兵
を契機としたものであった。シベリア出兵問題が取り沙汰されていた１９１８
年（大正７年）３月、日本政府は駐フランス永井武官に対し、「時局発展し之
を必要とする場合には」各種飛行機・発動機の製作のための原料・機械をフラ
ンスより供給を受け、あわせてその教育のため熟練職工を同国から招聘したい
旨をフランス政府に打診・交渉するよう命じた288 。永井武官とともにフランス
で交渉にあたっていた櫻井少佐（当時）の回想によれば、永井武官は上述の電
報に基づき、フランス当局（仏国航空局連合課）と交渉したところ、先方より、
これらの飛行機等を買っても操縦者等の養成に時間がかかり、戦争には間に合
わないだろうから、フランスから経験ある教官を招聘してはどうか、との提案
がなされ、数日後に１３名からなる教官団の派遣を打診された289。
その後８月１日になって、在京フランス大使は外務省に対し、サルムソン式
飛行機３０機をはじめとする器材の提供が可能であることを伝えるとともに、
285

「欧１６８１号 其５４ 陸軍省宛 発信者 仙波少佐 陸４８」
。
「飛行機購入中止の件（陸普第２３８号、１月２４日）
」
『欧受大日記補遺 自大
正３年至大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03024399700。
287
フランス航空教育団に関する数少ない先行研究として、クリスチャン・ポラッ
ク、鈴木真二編『日仏航空関係史 フォール大佐の航空教育団来日百年』
（東京大学出
版会、２０１９年）
。
288
「欧第２１５号其４３ ５月２５日 前田 松重 （大正１０．５．２０日 航
発第２６２号）
」
『大正３．４年以降戦役出兵 其４の内其１ 業務詳報綴 （総受領
簿を付す）
（人事局（恩賞課を除く） 軍務局（軍事課を除く） 法務局）陸軍省』
(防衛省防衛研究所。以下、
『仏国業務詳報綴』という。) JACAR
Ref.C08040152300。
289
櫻井「フォール大佐一行来朝当時の陸軍航空」８３−８６ページ。
286
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フランス陸軍航空部隊が欧州戦役で得た経験は日本が第一次世界大戦の軍事上
の教訓を利用するための「確実なる保証」であるため、この際フランス側から
新型機の操縦等について委託教育を受ける希望はあるか、及びこの提案を日本
政府が受け入れる場合、航空教育団の編制及び派遣について調整したい、との
覚書を提出した。
これを受け、陸軍省は８月２０日、永井武官に対し、サルムソンの取扱につ
いて若干の指導者の派遣を希望するので、派遣期間は３ヶ月程度の見込みであ
るが機械術の指導者についてはより長期間傭聘したいこと、及び教育団の費用
はできれば飛行機購入費に含めるよう交渉することを指示した。永井武官はそ
れに基づき、前述のフランス当局からの提案に沿って１３名の教育団の派遣を
要請、その長にフォール(Jacques-Paul Faure)砲兵中佐290を希望したところ、
フランス側からの承諾を得るとともに、費用一切をフランス側が負担するとの
回答を得、その旨を８月２４日に陸軍省に打電した291。爾後、フォール大佐が
航空教育団の人選にあたる中で、日本側が度々、日本側の準備規模に比して人
数が多すぎると再考を促したのに反し、同教育団の規模は逐次増加、最終的に
は約６３名からなる教育団が１９１９年（大正８年）１月に日本に到着した。
このフォール大佐を長とする航空教育団の派遣経緯については様々な史料に
記されている。『日本航空史

明治・大正編』は、フォール大佐率いる教育団

の派遣と費用のフランス側支弁が迅速に決定されたのはフランス首相兼陸相で
あったクレマンソーの指示によるものであったとしている292。フォールが第一
次世界大戦の前線で砲兵部隊長をしていたところ、急に日本派遣の内示を受け
たため、「われわれは日本内地で教育に任ずるものか、あるいはシベリヤ出兵
の場合、指導員としてこれに参加するものなのか、そのいずれなのかが知りた
い。何故なら戦場の勇者は必ずしも優良な教育者ではないから人選上重大な関
290

フォールはこの後大佐に昇任しており、フランス航空教育団を率いて翌年１月に
来朝した際には大佐であったため、本論文でも原文引用時や歴史的に正確性を期す必
要がある場合を除き一般的に「フォール大佐」と呼称する。
291
櫻井「フォール大佐一行来朝当時の陸軍航空」８３−８６ページ及び日本航空協会
『日本航空史 明治・大正編』３８８−３８９ページ。永井武官は陸軍省に打電する
際、フォール大佐を推薦する理由ついて、
「
（筆者注：フォール）中佐は温厚篤実思慮
綿密、陸軍大学校出身の秀才にして且仏国航空将校の元老なり。戦地の航空部長、陸
軍省航空局課長等の経歴を有し、空中戦術、航空技術に通暁、仏国航空部内に声望頗
る高く」我が航空界の指導者として同大佐を得たことは我が航空事業の発展のために
喜ぶべきことである、と陸軍省に打電している。
『仏国業務詳報綴』
。このフォール大
佐の経歴については、長岡外史も同様の記述をしている。長岡外史『我邦飛行界指導
者の消息』
（帝国飛行協会、１９１９年）３ページ。
292
日本航空協会『日本航空史 明治・大正編』３８８−３８９ページ
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係がある」と述べ、シベリア出兵との関係上教育団の人選に非常な綿密さをも
って当たっていたことが伺える。一方で、フランス政府は１９１８年（大正７
年）３月からの西部戦線におけるドイツ春季攻勢が同年夏には一段落したため、
それ以降には日本のニーズを検討する余裕が出たと思われ、当時は日本のシベ
リア出兵に関する方針を注意深く見守っていたと考えられる。それらは日本政
府が１９１８年（大正７年）８月２日にシベリア出兵を宣言した前後にフラン
ス側の援助方針が急速に明確化していったことからも推察される。
他方で、当時パリにいた櫻井中佐（後にイタリアに派遣される日本航空団の
補佐官となる）の回想は、自身がフォール大佐と知己の間柄で、フランスには
対露遠征のために編成したフォール大佐を長とする航空部隊が残されているこ
と、かつこの部隊をそのまま日本の航空指導に転用できる可能性を知り、永井
武官に相談したと記述している293。また『井上幾太郎伝』では、クレマンソー
が「日本の陸軍航空を無報酬で指導、開発してあげてもよいという奇特な考え
を持っていた」理由として、「ヨーロッパの戦争も終わりを告げ、フランスで
は飛行機も操縦者も余ってきた（筆者注：第一次大戦の終結は同年１１月であ
るが、フランス側からの最初に１３名の航空教育団を派遣する提案があったの
は同年３月である。）。もちろんフランスは航空界の先輩格であり、日本はフラ
ンスにとっては航空器材のお得意先」でもあったからだとしている294。
しかしフランス側での記録はクレマンソーが「奇特な考え」を持っていた理
由として、フランス側からの航空教育を受けた帝国陸軍部隊がフランス軍の指
揮のもと、シベリアにおける東部戦線の再構築の主要なアクターとなることを
期待してのことであったと記している295 。そのためフランス側は第一次世界大
戦終結前にもかかわらずスパッドやサルムソンといった新式飛行機の売却に応
じ、また「無報酬」で日本側に航空教育を実施することとした。これは全て、
日本とアジアにおけるフランスの利益に重きを置いたクレマンソーのイニシア
チブによるものであり、そのためフランス航空教育団の人選はクレマンソー自
身があたったとされる。このようにフランス側は自身の利益のため航空教育団
を日本に派遣することを決定したが、帝国陸軍もフランス側のそのような思惑
を知りつつ、自らの航空発展の絶好の機会として利用することを決心した296。

293

櫻井「フォール大佐一行来朝当時の陸軍航空」８３−８６ページ
『井上幾太郎伝』２３５−２３６ページ。
295
Chiristian Polak, “La mission militaire française de l’aéronautique au Japon
(1919-1921)” Ebisu, 51, 2014, pp.166-167.
https://journals.openedition.org/ebisu/1459
296
「陸軍と仏国航空団との関係 ８．１０．１５」
（
「英国空軍軍人傭聘の件（２）
」
294
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３．３．２

フランス航空教育団による教育内容

この間、帝国陸軍では、教育計画を１９１８年（大正７年）１０月に策定、
その目的を研究会及び航空大隊に所属する将校・下士官に飛行機関係諸術を教
育することで将来帝国陸軍が独立して航空教育を実施する際の幹部を養成する
とともに、偵察将校は各兵科尉官より新たに召集することとし、地上兵科の知
見を有する者を偵察将校として養成する方針を決めた297。この際、必要に応じ
シベリア出兵のために派遣されている航空隊員を本国に召還することが予定さ
れていた298。そして帝国陸軍はフランス航空教育団からの教育を受けるため、
１２月１２日、当時臨時軍用気球研究会幹事であった井上幾太郎少将を委員長
とする「臨時航空術練習委員（以下「練習委員」という。）」を設置し、帝国陸
軍内部から広範囲な組織・分野から委員を集めて組織した（練習委員の顔ぶれ
は付録５「臨時航空術練習委員の名簿」を参照）。この際、海軍に対し練習委
員設置の通知を行なったところ、将校・下士卒各数十名及び技手職工若干名を
参加させたいとの要請があり、練習委員が設置した全ての講習班に参加した299。
なお陸軍省は外務省のほか、内務省、大蔵省及び鉄道院に対しても練習委員の
設置について通知するとともに必要な場合の援助を依頼している。これは練習
委員の体制も踏まえると、帝国陸軍が本件について政府をあげて取り組む方針
であったことを示している300 。また海軍は陸軍に対し、フランス航空教育団の

『大正１２年 公文備考 巻４５ 航空』
）(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C08050770600。これは陸軍省軍務局軍事課員児玉少佐海軍側がフランス航空教
育団の派遣経緯について語った話として海軍用紙に記載されている。なお本史料には
「大関」の印が押されているが、これは第５章第２節で後述する、航空局設置問題で
海軍側担当をとなる大関鷹麿中佐（当時海軍省軍務局勤務）と思われる。
297
「仏国飛行委員の取扱及接待要領」
（臨時軍用気球研究会、大正７年１０月２５
日）
『練習委員書類』
。
298
同上。第２章第３節で述べたように、シベリアに派遣されていた第２航空隊から
将校３名、下士官１名を内地に帰還させフランス航空教育団の元で教育を受けさせて
いる。
「戦地より航空術操縦将校以下帰還の件（陸普第４２２０号。１２月１２日）
」
（
「外国より兵器飛行機等購入に関する件」
『永存書類乙輯第２類第５冊 大正１３
年』
）(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C03011998600。
299
「臨時航空術練習委員に関する件（陸普第４２４１号、１２月１４日）
」及び「航
空術練習に関する件（官房第７９号、大正８年１月１１日）
」
（
「臨時航空術練習に関す
る件」
『永存書類甲輯第４類 大正８年』
）(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C02030896700、
「臨時航空術練習状況に関する件（臨潜航第３３号、大正８年５
月２８日）
」
（
「諸報告（２）
」
『大正８年 公文備考 巻４０ 航空５止』
）(防衛省防衛
研究所)JACAR Ref.C08021355300。
300
「航空術練習に関する件（陸普第７１号、１月１５日）
」及び「臨時航空術練習委
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中から海軍大尉を招聘する要望を出し、横須賀航空隊のある追浜において約１
ヶ月の講習を実施することとなった301。
この際、教育に使用する器材はフランスから到着する手はず302になっていた
が、その中身は明らかでなく、前年１０月下旬にマルセイユを出港した模様で
あるということしかわからなかった。このため練習委員は器材が間に合わなか
った場合の準備要領303を１月に作成し、外国から購入又は国内製作した現存す
る器材で対応することとしていたが、当時の国内保有状況に鑑み、英国製ソッ
プウイス式の活用頻度が非常に高い予定となっていた304。しかし、既にフラン
ス航空教育団が到着し、教育計画の協議が整いつつあった２月の時点で器材は
まだ不足していたため、井上委員長は所澤に急遽、各種教育用飛行機の製作・
改造等を命じた305。
練習委員の目的は、「航空に関する諸般の事項を練習し国軍航空術の発達に
員に関する件（陸普第４２４１号、１２月１４日）
」
（
「臨時航空術練習に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正８年』
。
301
「海軍大尉「ピエール・ル・クール・グランメェイゾン」氏に水上飛行機操縦に
関する講演委託の件（臨潜航第４６号、大正８年６月２３日）
」
「仏国航空団員に関す
る件回答（航練人発第１９７号、大正８年６月２３日）
」
（
「一般航空（５）
」
『大正８年
公文備考 巻３６ 航空１』
）(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08021349000、
「仏国
航空団員に関する件通牒（航練人発第２００号、大正８年６月２５日）
」
（
「諸報告
（２）
」
『大正８年 公文備考 巻４０ 航空５止』
）(防衛省防衛研究所)。
302
後に判明したフランス側が携行してきた器材は、
・スパッド４機、ニューポール２機、ブレゲー１機
・ローン発動機 1 台、そのほか各種自動車 5 台及び航空機用写真器材１１箱
であった。
「仏国航空団携行器材運搬費の件申請（航練東発第１９７号、大正９年９月
３０日）
」
（
「臨時軍事費使用の件」
『欧受大日記 大正９年１０月』
）(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C03025188800。
303
「第１部 命 第１号 第１部命令 １２月１３日 於所澤」
『練習委員書類』
。
304
「大正８年３月１日現在すべき飛行機発動機螺旋機員数表 大正８年２月１９日
調 臨時軍用気球研究会工場掛」
『練習委員書類』
。これは１９１９年（大正８年）２
月１９日時点での兵器本廠、航空大隊及び研究会の飛行機・発動機の手持ちリストで
あるが、この時点で国内に保有していた約６０機の飛行機のうちおよそ半数（２７
機）がソップウイス式で、ついで国内生産がメインであった「モ」式が多い（２０
機）
。同様に、当該調査の約２ヶ月前に準備要領が作成された時点でもソップウイス式
と「モ」式の保有割合が高かったものと推測される。なお井上とフォールの会談記録
からは、井上は国内にある英国製ソップウイスを使用する前提で準備を進め、フォー
ルと協議をしていたことがわかる。
305
「臨時航空術練習計画概要 委員長井上少将」
『練習委員書類』
。所澤にある滑走
用のニューポールを直ちに各務原に送らせたほか、ソップウイス７機を複座に改造、
サルムソン２機に二重操縦装置を搭載、またニューポールの各型式１９機を組み立て
又は製作させた。
「所澤製作班長へ命令 ２月２１日 於東京 臨時航空術練習委員長
より」
『練習委員書類』
。
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資する」ため、フランス側から航空機の操縦、射撃、爆弾投下、通信、写真及
び航空器材の製作修理等の教習を受けることとされた306。当初、日本側は教育
対象として研究会及び航空大隊に所属する将校・下士官に限定していたが、そ
の範囲は拡大し、最終的には全国の師団等から被教育者を召集することになっ
た。教育スケジュール及び内容についてもフランス側との協議の結果、最終的
に１９１９年（大正８年）３月から８月にかけて実施されることとなり、講習
は８つの班に分かれ、日本各地の実習場において講習を受けることとなった
（教育スケジュールは表３―２参照）307。
臨時航空術練習予定表

出典：「航空術練習予定表

大正８年２月

表３―２

臨時航空術練習委員」『練習委員書

類』（防衛省防衛研究所）。
またフォール大佐は、練習委員に対するほか、各兵科将校（歩兵、騎兵及び砲
兵）と参謀将校に対する航空機による偵察・観測術の教育の必要性を井上委員
長に申し出、下志津における偵察・観測班の練習が終了した後実施することと
なった308 。このほか、特に参謀将校等に対しても航空現地戦術教育を実施する
306

「陸訓第４１号」
『練習委員書類』
。フランス教育航空団の来朝にあたり、１９１
８年（大正７年）１２月２５日に田中義一陸軍大臣から井上幾太郎臨時航空術練習委
員長に与えた訓令。
307
当初、日本側は１月から教育開始の予定であったが、器材の準備不足や教育スケ
ジュールの調整のために３月からの開始にずれこんだものと思われる。 実際、
『練習
委員書類』には、フォールと井上が教育に必要な器材が不足した場合にどうするか、
またフランス側の教育スケジュール案の発表時期等について話し合っている記録が残
っている。
308
「臨時航空術に関する件」
『西受大日記 大正８年６月』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C07060745700。参謀将校は近衛師団及び第１〜１８師団より各１名
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こととなり、本件は陸軍省より参謀本部（陸大を管轄）、教育総監部（陸軍士
官学校等の学校を管轄）、陸軍航空部（陸軍航空学校を管轄）、近衛師団（航空
第１及び第４大隊を管轄）及び第３師団（航空第２大隊を管轄）宛に照会又は
逹が出され、後に陸軍航空の中心を担う人物が多数参加することになった（本
教育の参加者は表３―３参照）309。更に、空中射撃教育のために水上飛行機を
使用することがあるため、水上飛行機操縦練習のため操縦術修業者の若干名を
海軍航空隊に派遣することとされた310。興味深いのは、フォール大佐は操縦術
教育者の人選には騎兵出身者を敢えて選択するよう要望していることであり、
このため特に騎兵将校が教育対象者として召集されることもあった311。これは
フォールが、騎兵又は乗馬砲兵科出身の将校が優秀な操縦者の候補であると考
えていたことによるものであった312。
臨時航空術（航空現地戦術）専修員名簿

表３―３

参謀本部より
参謀本部

陸軍歩兵中佐

小磯國昭

（同）

陸軍歩兵大尉

小笠原数夫

（同）

陸軍工兵大尉

村井二郎

（同）

陸軍砲兵大尉

木村兵太郎

（同）

陸軍歩兵大尉

浅野嘉一

（同）

陸軍歩兵中尉

武田太郎

陸軍大学校

陸軍砲兵少佐

時乗鶴松

（同）

陸軍歩兵大尉

黒野米吉

陸軍航空部より
陸軍航空学校

陸軍砲兵少佐

浅田礼三

及び参謀本部から 5 名招集され、また上記師団から３８名の歩兵少佐と大尉及び、２
７名の騎兵大尉と中尉が召集された。
「自６月２日至６月６日召集歩騎兵将校人名簿
臨時航空術練習委員偵察観測班 大正８年６月２日」
『参考書類綴』
。なお下志津が偵
察・観測教育の場所として選定されたのは、砲兵学校が近隣にある下志津にて行うべ
きであるとフォール大佐が主張したことによるもの。
『井上幾太郎伝』２３８ページ。
309

「臨時航空術専修員を命ぜられ度件」『西受大日記（共２）其１ 大正８年９月』

(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C07060790400。
310
練習委員は海軍からこの練習のためにフランス製「テリエ式」水上飛行機２機を
借り受けている。
「水上飛行機借用に関する件（陸普第２７７３号、７月１７日）
」
『永
存書類乙輯第２類第５冊 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03011196600。
311
「臨時航空術練習に関する件」
『西受大日記 大正８年６月』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C07060742100、
「臨時航空術専修員を命せられ度件」
『永存書類乙輯
第３類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03011248100。
312
「航空教育に関する覚書 於東京 １９２０年４月１０日」
『練習委員書類』
。
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（同）

陸軍砲兵大尉

相良千代松

（同）

陸軍砲兵中尉

村田康男

（同）

陸軍工兵中尉

牧野演

陸軍航空部

陸軍歩兵大尉

値賀忠治

教育総監部より
陸軍士官学校

陸軍歩兵少佐

濱島高義

（同）

陸軍工兵大尉

篠邊竹三郎

教育総監部

陸軍歩兵大尉

黒田重徳

陸軍歩兵学校

陸軍歩兵大尉

役山久義

近衛師団より
航空第一大隊

陸軍歩兵大尉

岩下新太郎

（同）

陸軍工兵大尉

鐸木彦象

航空第四大隊

陸軍工兵大尉

長澤賢次郎

第三師団留守隊より
航空第二大隊

陸軍歩兵中佐

杉山元

出典：「臨時航空術専修員を命ぜられ度件上申」（「臨時航空術専修員を命ぜら
れ度件」
『西受大日記（共２）其１

大正８年９月』）（防衛省防衛研究所）。

教育のもう１つの柱である工作術（機体製作班及び発動機製作班）について
は313、機体製作教育は所澤にて、発動機製作教育は東京砲兵工廠（愛知県熱田
製作所）にて３月下旬から８月末まで実施し、その後続けて教育を行うか否か
については「素材に関する工業進歩の程度並に専修者の技量」によるという計
画で教育を開始した。そして機体製作専修員として将校８名及び研究会の雇員
１０名、また発動機製作専修員として将校４名、研究会雇員８名及び同職工２
２名が召集されるとともに、航空機材料検査のための専修員として将校５名及
び下士官・技師・雇員・職工２１名が召集された314 。練習委員が教育開始前に
策定した準備要領では、製作術の教育を受けるだけでなく工場設備及び全体的
313

「仏国航空団練習実施の計画成る」及び「臨時航空術練習計画概要 委員長井上
少将」
『練習委員書類』
。なお本史料に検査班の教育スケジュールについて言及がない
が、前掲の「航空術練習予定表 大正８年２月 臨時航空術練習委員」によれば２月
２４日より３月末まで東京砲兵工廠で行うことになっていた。
314
「飛行機機体製作専修員の件上申 大正８年２月２１日 第一部長 河田四十
一」及び「発動機製作専修員の件上申 大正８年２月２１日 第一部長 河田四十
一」
『練習委員書類』及び「臨時航空術練習に関する件（陸普第４１０９号、２月１４
日）
」
『西受大日記 大正８年６月』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C07060734300。
このほか、海軍からも、飛行機機体製作班及び発動機製作班に機関科将校・下士官及
び技師を専修員として参加させることとした。
「航空術専修員派遣の件（陸普第３３５
１号、９月４日）
」
『永存書類乙輯第３類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03011248800。
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作業工程も含め、忌憚のない指導を受ける姿勢が示されている315。最終的に、
何を使って教育を行うかについては、機体製作についてはサルムソン及びニュ
ーポール、発動機製作については、サルムソン式発動機（帝国陸軍が駐仏永井
武官のアドバイスに基づき製造権を獲得していた）の製作指導を受けることに
なった。
これらの各種教育は機体製作班及び発動機製作班が延長（後者は１９２０年
（大正９年）３月まで）されたほかは予定どおり８月までに終了し、フランス
航空教育団の多くは帰国したが、フォール大佐以下の一部は陸軍の要請により
滞在期間を延長した。この際、フォール大佐は日本側に実施した教育の所見に
ついて同年１１月に講評を行なっている316。それは全般としては好意的な意見
であるが、専修員の学習態度や帝国陸軍の慣習をつぶさに観察した結果、
・

教育は予想以上の成果を収めたが、本来は更に高いレベルに達することも
不可能ではないにもかかわらず、アメリカやブラジルの学生の達成した程度
に及ばなかったことは誠に遺憾である

・

日本専修員は実地教育よりも資料収集に熱心であり、これは実地練習が非
常に重要な位置を占める航空術においては改めるべき態度である

と、辛辣な評価がなされている317。具体的には、操縦術専修員の学習態度につ
いて、
・

操縦術そのものについては相当に修得したが、遅刻・欠席が多いなど軍紀
の弛緩が見られた

・

実際、フランス及びその他の国においても飛行隊創設当初には同じ弊害に
陥ったこともあるが、これを航空隊において看過することは非常に危険であ
る

・

操縦術の専修員に飛行に対する興味がなかったことは、専修員の最大の欠
点であり、このような状態で養成された将校は将来の教官として不十分であ

315

「第２部練習の為航空第１大隊及臨時軍用気球研究会器材使用予定」
、
「大正７年
１２月２０日 臨時航空練習委員第２部練習準備要領」及び「第２部練習準備に関す
る件報告 第２部発第１号 大正７年１２月２３日 臨時航空練習委員第２部長 益
田濟」
『練習委員書類』
316
「仏国航空団の実施せる教育に関する所見 大正８年１１月６日 フォール大
佐」
『練習委員書類』
。
317
ただし井上委員長が教育開始にあたり練習委員・専修員に与えた訓示の７項目の
１つに、
「記録は進歩の捷径」であり、部内に教育内容を共有・普及するために「細大
となく之を筆録し専修終わらば直に之を提出するを要す」とあることから、この井上
の方針が影響したものと考えられる。
「訓示（大正８年２月 臨時航空術練習委員長
井上幾太郎）
」
『練習委員書類』
。
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る
と、軍紀弛緩や専修員の不熱心さに注意を払っているが、これは第１章第３節
で見たように、当時の航空要員の質の低さから来るものであろう。加えて、帝
国陸軍がこれまで練習用に世界的にはもはや旧式の「ファルマン」（筆者注：
「モ」式）を使用してきたことを問題視し、新鋭飛行機の操縦にあたってはフ
ァルマンで練習することはかえって有害であると指摘している。また空中射撃
術・爆撃術については、専修員が射撃に無関心だったと観察しているが、これ
は射撃要員を操縦要員から選んだことから、操縦要員が同乗者となることを嫌
がるのは自然であり、そのため射撃要員は操縦者以外で射撃に興味を持つ者か
ら選ぶべきであると進言している（爆撃術についても同様）。その一方で、空
中観測術については、専修員は頗る熱心に勉強に努め、また航空現地戦術に参
加した参謀将校も同様に頗る熱心に研究を行なったと非常に高い評価を与えて
いるが、これは既述のとおり、質の高い参加者を帝国陸軍全体から集めたこと
によるものであろう。
このほか、フォールは技術進歩の早い航空器材を用いて教育を行う際の留意
点についてもいくつか触れている。例えば、優秀であるが若い教官が、階級・
年齢が上の専修員に対し遠慮せずに厳格に教育を行い、また尊重されるように
しなければ、専修員が過失を犯した場合の教官の注意の効果が薄くなると注意
している。その意図は、年功序列の慣習は航空術の修得における「誤謬の最も
大なるもの」として、従来の習慣的規則を改めることが事故の防止に絶対に必
要である、というものである。同様に、教育期間についても旧習を改める点が
あるとし、従来の様に教育期間をあらかじめ規定し全員を同じ教育進捗速度に
置き同時期に卒業させることは「モ」式のような旧式飛行機では可能であった
が、新鋭飛行機を用いて多数の要員を教育する際には、優秀な者は先に課程を
進めて卒業させないとかえって倦怠感を生みやる気をそぐ結果になると警告し
ている。その代わり、教育方法としては、２〜４ヶ月毎に新入生を募集し、そ
の卒業期を予め定めず各人の技量により卒業如何を決定するか、各月毎に合格
程度に達した者を少しずつ卒業させることを提案している（ただしこれは飛行
機の進歩が早い操縦術教育についてであり、偵察術、空中射撃術及び爆撃術は
この限りではない、としている）。
更に、フォールは工作術教育に関する評価で、当時の日本の工業水準に起因
する問題点を鋭く指摘している。当時の日本では経験ある工卒を得ることは困
難であるため、特に多くの実地練習が必要であると強調しているが、
・

専修者の工卒は非常に不注意かつ怠慢であり、教官の監視の下でないと全
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く勉強せずまた同じ失敗を度々繰り返すが、これは操縦者の生命を危険に晒
す元凶であるため、罰則によって注意喚起及び取り締まりを行う必要あり
・

さもなくば、今後も機械の故障による事故の頻発を見ることになるため、
将来日本側が機関工卒の教育を実施する場合にはこのような手段を採用する
ことを「切に勧告す」

と、当時の帝国陸軍が悩んでいた機械の故障による飛行機事故の原因を看破し
ている。このように、フォールは要員の選抜方法及び教育の習慣・方法を改め
ることに重点を置いた批評を行なっているが、それはとりも直さず井上たちを
初めとする陸軍航空のメンバーが改革を訴えたきっかけとなった、航空事故の
防止のための提言であった318。
この工卒教育における課題と、それをもたらしている当時の日本の工業基盤
の低位については、フランス航空教育団は他にも多くの指摘を行なっている。
フォールが帰国する直前の１９２０年（大正９年）４月１０日に提出した覚書
319

においては、工卒教育に関し「フランス側に最も苦痛に感じさせたのは工卒

教育」であり、大きな苦労に比して全然少ない効果を収めたにすぎない、と、
引き続き陸軍航空発展のボトルネックであることを強調している。そしてその
対策として、
・

将来、鉄工業の進展に従い漸次工卒の徴兵・教育方法を変更すること

・

製作術に関しては、寸度に関する注意を一層厳密にし、すべての部品を交
換可能な公差範囲内で作るようにすること

を挙げ、当時の帝国陸軍のみならず、一般社会でも公差の重要性が認識されて
いないことが致命的欠点であることを示唆している。そしてこれまでの航空事
故もこの整備上の問題点に起因するものであるとみなしており、特に飛行機機
体や発動機は部品の一部が壊れただけで使用不可となってしまうため「戦時に
は許されざる事態」であると強調している。
なお、この器材製造面での課題については、フランス航空教育団が残した発
動機製作班についての報告書が具体的に例証している320。これは同班における
実習経過及びその成果の報告書であるが、当時の日本の工業基盤のレベルに対

318

実際、井上委員長は教育開始時の訓示の１番最後の項目で航空事故の防止を挙
げ、事故を「我航空界の勢力を減殺」しかねないものとして非常に強調している。
「訓
示（大正８年２月 臨時航空術練習委員長 井上幾太郎）
」
『練習委員書類』
。
319
「航空教育に関する覚書 於東京 １９２０年４月１０日」
『練習委員書類』
。
320 「発動機製作班に関する仏国航空団終末報告
１９２０年４月３日 於名古屋」
『練習委員書類』
。全文は付録６「発動機製作班に関する仏国航空団終末報告」を参
照。
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するフランス側の観察が描写されている。すなわち、日本人は模擬は得意であ
るが応用が苦手であること、自己の修得した技能を他人に教えない傾向のある
こと、「手先の仕事」という職人芸を評価すること、及び「公差と交換性との
緊要なることを理解」しないこと等であり、当時の日本の工業基盤の問題点を
適確に指摘している。また、ここで職工の欠乏が激しかったことが作業の遅滞
を生ぜしめたことにも言及しているが、これは陸軍の砲兵工廠における賃金等
の待遇が民間工場よりも低かったことが原因であるとしており321、今後、戦力
の優劣に密接な影響を与える兵器器材を支える職工の待遇改善を喫緊とみなし
ている。
そしてこの戦力の優劣を決定づける航空の行政組織に関するフォールの意見
は322、その特殊性ゆえに独自の組織を必要とするというものであり、その理由
は、航空業務は器材・用法・要員全て特殊なものであるため、航空に関する知
見を有する者が取り扱うべきであるというものであった。そうでなければ、相
互の連絡を維持することが不可能となり「団結の薄弱及び各兵科相互の誤解を
来すの已むなきに至る」結果となるが、これは大正６年特別大演習後の事故調
査委員が露呈した欠点そのものである。そして理想的な航空行政組織の形態と
して、将官を長とする独立した航空局を陸軍大臣に直隷させ、
・

飛行機の補給という特殊な業務を戦時に迅速に行うため、平時から動員を
容易にしておくこと

・

教育に関する事項は戦術上・技術上のものを分離することが不可能である
ため、航空部隊の検閲は航空局長が行うこと

・

教育の検閲を担当する部署と器材検査を担当する部署とが迅速かつ円滑に
意思の疎通が図れるように中間機関を置かないこと

・

器材の補充に関しては、使用者に責を押しつけることなく決定を迅速に行
わなければいけないので、技術部、材料検査部及び製作部の間に中間機関を
置かず、一局長の下に集結させて統括すべきであること

を提言している（図３―１参照）が、特に最後の点は、それにより危険な飛行
機材料の製造継続を回避できると指摘し、まさに特別大演習における航空事故
の防止策と直結している観がある。
321

この陸軍における職工の賃金問題は井上が臨時軍用気球研究会幹事となった後に
まとめた同会の活動報告書にも登場するため、陸軍を取り巻く工業基盤の慢性的問題
であったと考えられる。
「臨時軍用気球研究会の概況 大正７年１０月２日」
『制度改
善書類』
。
322
「航空部隊問題に関する「フォール」大佐報告附録 １９１９年２月１７日於東
京 仏国航空団」
『練習委員書類』及び『大正８年 公文備考 巻３６ 航空１』
。
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図３―１

フォール大佐の航空局編制案

出典：「航空部隊問題に関する「フォール」大佐報告附録

大正８年２月２４

日臨時航空術練習委員印刷」『大正８年公文備考 航空１巻３６

一般航空（４）
』

（防衛省防衛研究所）。
加えて、フォールは航空器材を製造する際のポイントとして323、各種飛行機
は型式を絞ることが肝要であり、新式飛行機の採用にあたっても可能な限り型
式を少数にすることで、生産力の増加と航空要員の教育を容易にできると指摘
している。そしてこの集中の原則は、精巧複雑な発動機に特に適用されること、
また飛行機の新規開発にあたっては、技術進歩に伴い改造を迅速容易にするこ
と及び将来の作戦予定地域の実情に適したものにするべきであると強調し、日
本については特に当時行われていたシベリア出兵の地域を例に出している。
このフォールの所見を受けて、井上委員長は１９１９年（大正８年）１２月
に練習委員幹部及び航空各部隊長に対し訓示を行った324。そこでは、井上はフ
ォールの所見で指摘された欠点をおおむね認め、その改善案を妥当とした上で、
フォールの所見の内容については訓示対象の航空幹部限りとし、その改善の手
段・方法に関しては「適宜の処置を講ぜらるるを要す」と述べるにとどまって
いる。これは多くが帝国陸軍全体の規則や日本人一般の慣習・教育水準に関わ
る問題であり、指摘された問題を陸軍航空として抜本的に改善する方法はなか

323

「航空部隊問題に関する「フォール」大佐の報告 大正８年２月８日仏国砲兵大
佐「フォール」報告」
『練習委員書類』
。
324
「臨時航空術練習委員たる各部長及各班長並航空各部隊長に与うる訓示 ８．１
２．１０日」
『練習委員関係書類』
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ったため、その手段は各航空幹部に適宜任せるという形になってしまったもの
と思われる。特に、教育期間の変更は陸軍の規則改正に及ぶ話であり、また帝
国陸軍は２年在営制を航空兵卒にも適用することに決定していたため、工卒の
レベルがより低いものとなっていたであろうことは留意すべきであろう325。ま
たフォールは陸軍航空の編制に際し、
（１）航空兵力は、その絶対的優勢が速戦即決を可能とすることから、国家の
工業力及び材料供給力の許す限り、なるべく大きい方が望ましい
（２）航空部隊は高価な多数の材料を急速に消費するため、航空費として十分
な予算を計上することが必要である
と述べており、これは予算不足が不良品の製造につながりひいては航空事故を
頻発させるという危惧からくるものであったが、この主張はそれから軍縮の時
代を迎える当時の日本の財政事情から見てかなり厳しい要求となることとなる。
３．４ 小結
フランス航空教育団が帝国陸軍にもたらしたものは、各種飛行術及び製作術
といったテクニカルなものにとどまらず、航空の発展に必要な行政組織の形態
にまで踏み込んだ広範囲な知見であった。そしてその内容は、当時井上少将が
中心となって検討していた、大正６年特別大演習における飛行機事故で浮き彫
りになった陸軍航空改革のプランを後押しするものであった。そのため、次章
で見るように、帝国陸軍はフランス航空教育団の教育内容の多くをその航空施
策に反映させることとなる。
そのため、イタリアに派遣した航空団の受けた教育はフランスの影響の陰に
隠れてしまっているが、約２０名の操縦将校と、その成果はどうあれ１００名
近くの職工が航空先進国のイタリアで最新技術を学んで来たことは確かであり、
また航空身体検査で不合格者が出たことがきっかけとなって陸軍における航空
衛生に関する必要性の認識が高まり、その後の陸軍航空の人的基盤の向上に貢
献したものと考えられる326。イタリアに派遣された航空団の監督将校であった
325

１９２０年（大正９年）１１月４日の陸軍軍人服役令改正により、一般の工兵科
兵卒については１９２０年以後徴集の兵卒から 2 年在営制が適用されることとなった
が、航空隊附の工兵科兵卒については１９１８年徴集の兵卒から適用されることとな
った。
『御署名原本・大正九年・勅令第五百二十三号・陸軍軍人服役令中改正』
（国立
公文書館）JACAR Ref. A03021286100。なお「臨時航空術練習委員たる各部長及各
班長並航空各部隊長に与うる訓示 ８．１２．１０日」の第４項目で、井上はあえて
この問題に触れている。
326
航空身体検査器具の購入を具申した寺師軍医は、派遣団の帰朝後も滞欧し、６ヶ
月間イタリア、フランスにおける「航空衛生及び生理に関し」研究を命じられた。
「寺
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玉置中佐は、イタリアにおける教育は、フランス航空教育団のものと相俟って
「我国航空の大飛躍の気運醸成と基礎確立のため、大いに貢献したことは論を
俟たない」と後年になっても評価していた327。また、陸軍省が航空団の帰国後
にまとめた「伊国業務詳報綴」の結論所見においても、「遣伊飛行団は・・・
仏国航空団の教習と相俟て帝国陸軍航空界に与えたる効果は頗る顕著なるもの
と認む」と締めくくっている。実際にも、イタリアに派遣された操縦要員は、
いまだ建設途上でありその確保が課題であった陸軍航空にとって必要不可欠な
存在となった。既述のとおり、教育を切り上げて航空団に参加した第７期操縦
将校は、イタリアで操縦術修得徽章を付与されるとともに、帰国後、帝国陸軍
の操縦術課程に合格したものとして扱われ、操縦術修得徽章が付与された328。
また１９１９年（大正８年）秋の特別大演習に参加する操縦要員の約半分は航
空大隊外から充足しなければならなかったが、このうち 1/3 がイタリアで教育
を受けた者であった329。更に発動機の取り扱いについてはしばらくイタリア派
遣航空団が編纂したマニュアルが使用されていた模様である330。また航空団の
中には後にノモンハンにおいて飛行第１戦隊長として活躍した加藤敏雄などが
含まれており、イタリアで教育された航空要員はその後も陸軍航空の中で活躍
することとなる。
このように、帝国陸軍がイタリアに約１３０名もの大規模な航空団を送り教
育を受けたことはあまり知られていないが、帝国陸軍が航空先進国であったイ
タリアにおいて多数の将校・職工に操縦術及び工作技術等の教育を受けさせる
ことを決定したことは、その結果がどうあれ、井上幾太郎と思われる「航空関
係上官」の存在が示唆するように、その「修得したる技能は他日大に帝国軍の
航空事業に裨益331 」することを期待したからであろう。その後フランスの影に
隠れたとはいえど、イタリアから受けた航空教育は、陸軍航空が発展する段階
で一定の底上げの力となったことは確かであると思われる。
他方、イタリア派遣航空団の評価は、その内実もさることながら、当時の国
師軍医帰朝延期の件（欧発６３５、７月２１日）
」
。
327 玉置「伊太利派遣団当時の航空断片」７５ページ。
328 「航空機操縦術修得徽章附与の件」
『永存書類乙輯第３類 大正８年』(防衛省防衛
研究所) JACAR Ref.C03011248600。
329
「大正８年度大演習並対抗演習参加飛行機の配合に関する覚書」
『重要書類綴』
。
330
「打合会に説明する事項」
『重要書類綴』
。１９１９年（大正８年）の時点で、発
動機の取り扱いに係る学科教育においては、伊国派遣団の編纂せる教科書を標準とす
るを可とす」とされていた。この「教科書」とは前述のとおり櫻井少佐がトリノ職工
学校で技術補佐官をしていた際に作成したものと思われる。
331
「訓示」
『伊国航空援助に関する件』
。
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際関係の広いコンテクストに照らし合わせてなされなければいけない。その意
味では、最終的にフランスに高い優先度が置かれたことは確かである。実際、
１９１９年（大正８年）の早い時期には、陸軍航空は一切をフランスに範を取
ることが方針として確立されていた（次章を参照）。また、駐イタリア仙波武
官がイタリア製飛行機の売り込みに必死であった同年上半期はフランスによる
教育の真っ最中であり、フランス航空教育団受け入れの責任者であった井上少
将がフランス航空教育団長のフォール大佐と日本陸軍航空の将来について真剣
に議論していた頃である。そしてイタリアに派遣された航空団が帰国した同年
８月は、フランス航空教育団による教育が一部を除いてほぼ終了し、日仏側と
もに教育の成果・所見をまとめていたと思われる時期である。そのため、イタ
リアに派遣された航空団が帰国する頃には陸軍航空の進む道はフランスである
と決まっていたと言ってよく、駐伊武官がいくらイタリア式飛行機の購入を勧
めたところで陸軍当局が参考程度以上に聞く耳を持たないのは仕方ないことで
ある。
更に、フランス航空教育団の受け入れは田中義一陸軍大臣の全面的なバック
アップがあり、シベリア出兵の臨時軍事費を充当することが許可されていた332。
井上は当初、フランス航空教育団の招聘に消極姿勢であったが、田中陸相から
「是非やれ、経費はシベリア派兵の臨時軍事費を出してやろう、金では心配は
させぬ」「航空の一切をあげてやれ、必要な人員や器材は、どこからでも応援
させてやろう」と言われたことから「棚から落ちたぼた餅だと雀躍りして喜ん
だ」と回想しており、フランス航空教育団招聘における田中陸相の役割の大き
さを強調している333 。しかし井上が当初の態度を変更したのは予算の問題だけ
ではなかったと思われる。井上は、フランス側の教育内容に、自らが立案した
陸軍航空改善のためのプランとの一致を見いだし、それを実現するためにこの
イベントを利用することにしたのではないだろうか 334 。実際、井上が残した
数々の記録からは、フォールをはじめとするフランス側に対し詳細かつ様々な
質問を熱心に行っている様子がうかがえる。更に重要なことは、第一次大戦中
に臨時軍用気球研究会からフランスに派遣され、欧州における航空界の実態を

332

「航空日本史を生きたサムライたち（１）陸軍航空の元老 井上幾太郎氏」５６
ページ。
333 井上は田中陸相に対し、
「通訳の潤沢な配属を強調」し、そのために教育が順調に
運び、また記録を残すのに役に立ったと回想しているが、防衛省防衛研究所に当時の
史料が多く保管されていることがこれを物語っている。
『井上幾太郎伝』２３５−２３
８ページ。
334
Melzer, Wings for the Rising Sun, p.66.
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つぶさに観察してきた草刈思朗（第２章第４節参照）が練習委員の幹事となり、
フランス側の受け入れ準備のほとんどを井上から任されていたという事実であ
る335。草刈はフランス航空教育団の来朝直後に急死してしまうが、彼が陸軍航
空を発展させるにあたって抱いていたアイデアの多くを井上も知っていたと思
われる336。
これらの理由から、田中陸相をはじめとする陸軍上層部も、陸軍航空の実務
者レベルでも、フランスによる教育の方がテクニカルな内容のみならず様々な
制度設計まで含んだ広範囲なパッケージであったため、陸軍航空発展の見地か
ら大きな関心を寄せていたと思われる。そして実際の経緯は、１９１７年（大
正６年）下旬にイタリアからの提案に飛びついてみたものの、材料提供問題等
で交渉が遅延する中、フランスからより好条件の話が舞い込んできたため、途
中でフランスに乗り換えるとともに、イタリアへは外交上話が進んでいた手前
とりあえず派遣した、というのが実態ではないだろうか。あるいは、イタリア
に航空団を送る事は結局の所、「連合与国の誼に由り337」対英仏関係をも睨みな
がら、あくまで日本の第一次世界大戦における目に見える形の協力を示す必要
から、外交上の演出として決定されたと言えないこともない。またイタリア側
にしても、第一次世界大戦中には戦力及び材料の供給先として、また戦後には
飛行機の売却先として日本に期待していた338が、これらが望み薄となった後に
は積極性を失ったのであろう。イタリア側が日仏間のやりとりを注視していた
ことも十分に考えられる。
そして、シベリア出兵を契機として飛行機の大量購入とフランス航空教育団
の招聘が行われたことは、シベリア出兵が量的拡大の契機であったなら、フラ
ンスが行った航空教育は、陸軍航空が一大発展する要因である質的拡大の契機
となったことは疑いないであろう。フォールは１９１９年（大正８年）１１月
６日付「日本に於ける航空教育将来の発展に関する意見339」において、今後の
335

「航空日本史を生きたサムライたち（１）陸軍航空の元老 井上幾太郎氏」５９
ページ。
336
草刈思朗の陸軍航空発展における役割と、井上幾太郎との関係については、篠崎
勝『航空黎明期の先覚者草刈思朗―日本軍国主義破綻への道』
（光陽出版社、２００５
年）を参照。
337
１９１８年（大正７年）９月１７日に、出発前の航空団に対して大島陸軍大臣が
行った訓示より。
「訓示」
『伊国航空援助に関する件』
。
338
他方で、前節で述べた欧米諸国からの飛行機購入調査先にイタリアが含まれてい
ないことが謎である。これは、本節冒頭でイタリア航空兵総裁が述べたとおり、当時
イタリアは飛行機を製造する材料自体が不足していたことから、日本側がイタリアか
ら売却の見込みなしと判断した可能性がある。
339
「日本に於ける航空教育将来の発展に関する意見 大正８年１１月６日 フォー
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帝国陸軍の航空教育方針について、
・

現在の陸軍航空を完全なものにするためには各種の教育機関及び研究機関
を組織する幹部・技術者の数が不足している

・

これまでのように外国の教官を招聘するやり方は最早効果を発揮せず、む
しろ今後は将校・技術者を航空先進国に派遣するのがよい

・

そのため、フランスに航空団を派遣して、フランス流の操縦術及び飛行機
工作術を修得させ、将来の陸軍航空の中核幹部を育成することが有益である
と述べ、次のステップは陸軍航空の要員養成にあたる幹部を多数育てること

であると提言しているが、これは実際にはフランス式航空器材の市場としての
日本陸軍に要員教育をパッケージとして売り込む一環である。何より、井上自
身、フランス航空教育団の来朝理由として、日本が航空器材販売のお得意先で
あったからであると回想している340。そしてフランス側の記録も、日本を航空
器材の売り込み先市場とする方針であったことを示している341。そのため単に
飛行機・発動機を販売するだけでなく、航空要員の養成方法から航空器材の製
作・修理等の指導までパッケージとして指導を実施し、日本でフランス製の飛
行機と発動機を生産できるように教育した。実際、フォールは教育開始間もな
い１９１９年（大正８年）３月に、フランス政府から日本政府に譲渡可能な飛
行機機体及び発動機の種類と価格について日本側に知らせるとともに、付属器
材を含め「閣下（筆者注：井上少将か）のご希望のものに関して何なりとも」
申し出て欲しいと、御用伺いをしている342。なにより、明治以来、帝国陸軍は
その発展の多くを海外の先進国に依存しており、特に航空に関しては当時最も
航空先進国と考えられていたフランスに多くを負っていた。徳川大尉がフラン
スで習得した操縦術と購入した飛行機が、その後の陸軍における操縦要員及び
整備要員の養成、飛行機・発動機の取り扱い等の基礎となったことはこれまで
見たとおりであり、フランス式の航空器材と教育は馴染みが深いものであった。
しかし既述のとおり、フランス航空教育団の来日直後にはフランス本国から
ル大佐」
『参考書類綴』
。
340
『井上幾太郎伝』２３５−２３６ページ。
341
クリスチャン・ポラック『筆と刀 日本の中のもうひとつのフランス（１８７２−
１９６０）
』
（在日フランス商工会議所、２００５年）１３５−１３６ページ、パトリッ
ク・アルクエット「使節団の諸様相」ポラック、鈴木『日仏航空関係史』９３−９４ペ
ージ。実際、フォールは海軍航空もフランス式にすることを本国に提案していた。
「遣
日フランス航空使節団団長フォール大佐の（１９１９年１月２５日付）団員の日本到
着に関する報告書」
、同書９４ページから引用。
342
「仏国飛行機発動機価格表 １９１９年３月４日 「フォール」大佐」
『重要書類
綴』
。
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教育用の器材の到着見込みが未定である等、フランス本国からの支援が十分で
なく、フォールはこの状況を非常に懸念していた。なぜならば、フランスから
十分な航空器材が到着し、練習委員に実際に講習で使用されなければ、帝国陸
軍は英国製ハンドレページやイタリア製のカプロニといったライバル国のベス
トセラー飛行機を採用する可能性があったからである343。実際、フランスから
の航空器材が届かなかった場合、講習における英国製のソップウィスの使用頻
度は高まったであろう。帝国陸軍内のソップウィスに対する高い評価も踏まえ
ると、フォールの懸念は当然である。そして実際、英国は第一次世界大戦終結
により戦後不況に苦しむ英国航空機産業を救済するため、戦後に余剰となった
航空機の有望な売却先市場として日本に目をつけており、これが海軍によるセ
ンピル航空使節団の派遣につながった344（第５章第３節参照）。このような、
第一次世界大戦終結に伴う航空市場としての日本の獲得への期待は、先のイタ
リア派遣航空団の帰朝後にイタリア政府からも示されており、フォールはイタ
リアだけでなくイギリス及びドイツからの販売攻勢を警戒していた345。
帝国陸軍はその後、フランス方式を採用することとなるが、フランス航空教
育団の言うことに全て盲目的に従っていたわけではなく、状況に応じて非常に
フレキシブルな対応をすることになる。その背景には、フランス側の言うこと
には日本の実態への無知から来る意見があったこともあるが、飛行機のように
新しく、またその価値が必ずしも共有されていないものを採用する際には、そ
の発達度合いに応じ部内での意見が割れることは当然である。そしてそれは帝
国陸軍内の様々な勢力の思惑のみならず、同じく航空戦力を建設しつつあった
Rémy PORTE, “L'échec de la Mission militaire française d'aéronautique au
Japon 1918-1920,” REVUE HISTORIQUE DES ARMÉES, No.236, (Sep. 2004),
pp.88-96; アルクエット「使節団の諸様相」９４ページ。Remy Porte はフランス航空
教育団の派遣は、日本に航空市場を獲得する上で失敗であったと述べているが、アル
クエットはその説に反対している。
344
横井勝彦「戦間期イギリス航空機産業と武器移転―センピル航空使節団の日本招
聘を中心に－」奈倉文二、横井勝彦編『日英兵器産業史 武器移転の経済史的研究』
（日本経済評論社、２００５年）３９２−３９３ページ。センピル航空使節団の派遣に
あたっては英国側も、アメリカやドイツに案件が渡ることを恐れていた模様である。
345
１９２０年（大正９年）１０月に在伊大の仙波武官は、イタリア航空局が「貯蔵
新品各種の飛行機を売却」しようとしており、極めて安く最新式のスヴァやスパッド
が購入できる見込みであるが若干機を購入する希望はないか、と陸軍省に問い合わせ
たが、
「差当り購入の意思無し」と即答されている。
「航空器材購入せざる件（陸４７
１、１０月２１日）
」及び「弐第２４００ 陸軍省宛 発信者 仙波 伊普電１４」
『永存書類乙輯第２類第５冊 大正９年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03011385600。フォールの懸念については、アルクエット「使節団の諸様相」９
４ページを参照。
343
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海軍との間の摩擦も生む可能性があった。例えば、フォール大佐が提案した航
空隊所属人員を迅速に増加するための方策の中にある「他兵科特に砲兵及び恐
らくは海軍中の専門知識を有するものを集め以て、航空隊が自ら其の人員を教
育し得る迄高級当局の命を以て之を航空隊に派遣する事」という意見について、
海軍が入手した史料にはこの部分に丸印がつけられていることから、海軍がフ
ォール大佐のこの提案を注視、あるいは警戒していた様子がわかる346。
いずれにせよ、１年以上にわたるフランス航空教育団による指導は、イタリ
ア派遣航空団の受けた教育に補完されながら、陸軍航空に世界基準の新たな指
針を与えるとともに、長く影響を持ち続けることになる。他方で、陸軍航空が
更に発展するためには、大正６年特別大演習における飛行機事故をきっかけと
して明るみになった課題、つまり航空教育と航空器材の斉一進歩のため、地上
兵器とは異なる取り扱いを可能とする陸軍内部で独立した航空行政機構を構築
するとともに、航空兵科の独立を実現することが必要であった。次章では、帝
国陸軍がフランスからの航空教育の内容を踏まえ、これら課題に対しどのよう
に取り組んだかについて考察したい。

346

「航空部隊問題に関する「フォール」大佐の報告 大正８年２月８日仏国砲兵大
佐「フォール」報告」『練習委員書類』。以下の史料にも海軍軍令部が入手したと思わ
れる同じ報告書を所収している。『大正８年 公文備考 巻３６ 航空１』(防衛省防
衛研究所)JACAR Ref.C08021348900。
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第４章：陸軍航空の近代化
前章までは大正６年特別大演習における飛行機事故に端を発する陸軍航空改
革の開始と、フランス航空教育団をはじめとする航空先進国による近代的航空
教育実施の実態について論じた。それは第一次世界大戦とシベリア出兵におい
て帝国陸軍が実地及び調査研究から得た知識を体系化していく過程でもあった
が、本章ではそれらがどのように具体的施策に落とし込まれたのかについて論
じる。
４．１ 陸軍航空の近代化の始まり
４．１．１

陸軍航空部隊の拡大と編制分科のはじまり

１９１５年（大正４年）に初の常設航空隊である航空大隊が新設された後、
１９１７年（大正６年）８月には２個航空中隊及び材料廠からなる航空第２大
隊の新設が決定され、これに伴い既存の航空大隊は航空第１大隊と改称される
こととなった347。更に、大正７年軍備充実要領によりそれぞれ３個航空中隊及
び材料廠からなる航空第３大隊及び第４大隊の新設が決定されるともに、大正
８年軍備充実要領により航空第１大隊から気球隊が分離された348。この３個航
空隊の編成に際しては、全て航空第１大隊が編成担任となっており、自らの任
務を遂行しながら同時に編成も行うという過大な負担となっている現状であっ
た。加えてシベリア出兵に伴い出征する航空部隊の編成も航空大隊が担任する
ことになるとともに、当時（１９１８年８月）はまだ航空第２大隊の編成が完
結していなかったため、航空第１大隊所有の器材を航空第２大隊に引き渡すこ
ととなった349。
この後、大正９年軍備充実要領により１９２０年（大正９年）１２月に航空
第６大隊が新設され、１９２１年（大正１０年）１２月には航空第５大隊が新
設されるとともに、大正１１年軍備整理要領により航空第１大隊から航空第６

347

「歩兵連隊機関銃隊航空第２大隊の新設及野砲兵第１８連隊山砲兵大隊航空隊陸
軍騎兵実施学校編制改正要領同細則制定の件」
『密大日記 ４冊の内１ 大正６年』(防衛
省防衛研究所)JACAR Ref.C03022404000。航空第２大隊は大正６年１２月に編成開
始、大正１０年１２月に編成完結予定。附表第２より。
348
「大正７年軍備充実要領同細則制定の件」
『密大日記 ４冊の内 １ 大正７年』(防
衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03022429100、
「大正８年軍備充実要領同細則制定の
件」
『密大日記 ４冊の内１ 大正８年』JACAR Ref. C03022455100。
航空第３大隊は大正９年１２月に編成開始、大正１２年１２月に編成完結予定。航空
第４大隊は大正７年１２月に編成開始、大正１０年１２月に編成完結予定。
349
「第２航空隊編成の為所要器材に関する申合 ８月９日」
『制度改善書類』
。
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大隊はそれぞれ飛行第１大隊から飛行第６大隊に名称が変更された。当時の陸
軍大臣山梨半造の名前をとり「山梨軍縮」と称される大正１１年軍備整理は、
約６万人の将兵と約１万３千頭の軍馬が削減されるなど「５個師団相当」の軍
縮と言われたが350 、航空部隊については手がつけられなかった。しかし、既設
航空部隊を編制しながら新たな航空部隊を編制し、それに伴い編制完結時期の
繰上げや延期が行われるなど、慌ただしく部隊の急拡大が行われた351。そして
この後、１９２５年（大正１４年）のいわゆる宇垣軍縮（第５章第１節参照）
に伴い、２個飛行連隊（飛行大隊から改称）が新設され、航空部隊の拡張は一
段落するが、軍縮による予算削減の影響は様々な施策に現れることになる。
この間、１９１９年（大正８年）から各航空大隊の任務として、偵察または
戦闘の２つが明瞭に区分されるようになり352、第一次世界大戦の教訓を踏まえ
た戦術分科のさきがけとなった。ただし、同年の時点で新設（決定含む）され
ていた航空大隊は第１、第２、第３（決定のみ）及び第４であるが、どの航空
大隊がどの任務を与えられていたのかは定かではない。参考に、宇垣軍縮によ
り第７及び第８の２個飛行連隊（この時に飛行大隊から改称）が増設された後、
各飛行連隊の分科及び中隊数は表４―１のとおりとなっている。また１９２１
年（大正１０年）１２月に既設６個航空大隊に対し支給が決定された飛行機の
機種を見ると、第１及び第３が戦闘機（ニューポール）、第２、第４、第５及
び第６が偵察機（サルムソン）である353。途中で任務及び構成の変更があった
可能性はあるが、上述の４個航空大隊はそれぞれ戦闘または偵察に特化してい
たことは間違いなく、航空部隊の拡大とともに戦闘の割合が増えていったもの
と考えられる。
350

防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 陸軍軍戦備』
（朝雲新聞社、１９７９年）
９０−９２ページ。
351
飛行第５大隊は大正１４年１月に、飛行第６大隊は大正１３年１月に編制完結す
ることになっていた。なお大正１０年１２月に編成完結予定であった航空第２大隊及
び航空第４大隊は大正８年１２月に編制完了し、大正７年軍備充実要領により大正１
２年１２月に編制完結予定であった航空（飛行）第３大隊は、本軍備整理要領により
大正１３年１月に編制完結が延期された。
「大正１１年軍備整理要領（軍令陸乙第１３
号、大正１１年７月２８日）
」
（
「大正１１年軍備整理要領同細則制定の件」
『密大日記
其１ ６冊の内 第１冊 大正１２年』
）(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03022593400。
「大正１１年軍備整理要領同細則制定の件」附表第１其７（
「飛行第３、第５、第６大
隊編制改正着手順序表」
）
『密大日記 其１ ６冊の内 第１冊 大正１２年』
、陸軍航空本部
『陸軍航空本部歴史抜粋』大正８年の項。
352
陸軍省航空課「帝国陸軍航空界の沿革」５ページ。
353
「自大正１０年１２月至同１１年３月 飛行機支給計画表 大正１０年１１月
陸軍航空部補給部」
（
「飛行機支給計画の件」
『永存書類乙輯第２類第６冊 大正１０
年』
）
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03011587900。
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表４―１

飛行連隊の編制（１９２５年５月）

部隊名

編制

所在地

所属師団

飛行大１連隊

戦闘中隊４

各務原

第３師団

飛行第２連隊

偵察中隊２

各務原

第３師団

飛行第３連隊

戦闘中隊３

八日市

第１６師団

飛行第４連隊

戦闘中隊２
偵察中隊２

太刀洗

(第１８師団→)
第１２師団

飛行第５連隊

偵察中隊４

立川

近衛師団

飛行第６連隊

戦闘中隊１
偵察中隊２

平壌

第２０師団

飛行第７連隊

重爆中隊２
軽爆中隊２

豊橋

第３師団

飛行第８連隊

戦闘中隊１
偵察中隊１

太刀洗(→台湾)

※台湾に師団なし

実際、当初は偵察機のみであった航空部隊から戦闘機（及び爆撃機）が分科
し、その割合が増えたことは、第一次世界大戦終結間際の欧米各国の航空部隊
の編制からもわかる（表４―２参照）。そして大戦最後の年である１９１８年
（大正７年）において、帝国陸軍の想定する飛行機の任務は、おおまかに①駆
逐戦闘、②捜索任務、③連絡任務、④砲兵観測、⑤爆弾攻撃、と考えられてい
たが、フランス陸軍の飛行機用法に鑑み、「観察任務」と「戦闘任務」が２大
任務として重視されていた模様である。ただし、「戦闘任務」の目的は敵飛行
機を駆逐することで「空中権」を獲得することにより、味方偵察機の「観察任
務」を確実なものにするとともに、敵偵察機の活動を阻止するというものであ
った。その意味では飛行機の任務の中では偵察が最重要視されていたと言える
354

。
第一次世界大戦終盤の航空部隊の分科（１９１８年８月）

国名

戦闘

偵察

爆撃

フランス

３４％

５１％

１５％

英国

５５％

２３％

２２％

イタリア

４６％

４５％

９％

354

表４―２

「飛行機の用法」
『欧州戦争研究事項一覧表 大正７．６．２６』
（防衛省防衛研
究所）
、JACAR Ref. C14020033500 及び「仏軍飛行機用法」
『欧州戦争研究事項一覧
表 大正７．６．２６』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C14020033600。
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米国

４６．５％

４６．５％

７％

ドイツ

４２％

５０％

８％

ｵｰｽﾄﾘｱ・ﾊﾝｶﾞﾘｰ

６３％

２８％

９％

出典：John H. Morrow, The Great War in the Air: Military Aviation from 1919 to 1921
(Washington and London: Smithonian Institution Press, 1993)３４６ページ。フランス
の合計値が合わないが、原文ママとした。

４．１．２

陸軍航空部の新設

１９１９年（大正８年）４月１５日、陸軍航空部が新設され、これとともに
臨時軍用気球研究会はその業務、職員及び器材を、陸軍航空部または同時に新
設された陸軍航空学校に移管し、翌１９２０年（大正９年）５月に研究会は廃
止された355。陸軍航空改善案を作成した井上幾太郎は初代陸軍航空部本部長と
なったが、この組織改編には田中陸軍大臣のバックアップが大きく働いたと回
想している356。一方でこの背景には、帝国陸軍の中で、第一次世界大戦後の世
界において軍事科学技術の重要性が広く認識されていたという背景も影響した
と考えられる。実際、ほぼ同じ時期に陸軍技術審査部が陸軍技術本部（「兵器
及び兵器材料の審査、制式の統一及び検査」と「陸軍技術の調査研究及び改良
進歩」を図り、これらに関し陸軍大臣に意見具申を行う）、陸軍火薬研究所が
陸軍科学研究所（兵器及び兵器材料に関する科学に関する調査研究を実施）に、
及び陸軍技術会議（陸軍技術本部の新設に伴い、従来陸軍審査部が行なってい
た陸軍大臣の諮詢機能を引き継いだもの）が設置されたが、その理由として
「欧州大戦の実験並帝国陸軍技術の実況に鑑み」陸軍技術を進歩発達させるこ
とが挙げられており357、この時期、陸軍全体として第一次世界大戦により急速
に発達した軍事技術をその軍備にどのように反映させるかについて非常に関心
を持っていたことがうかがえる。
この際、新設された陸軍航空部の所掌は「航空に関する事項の調査、研究及
び立案、航空兵諸軍隊本科専門教育の整一進歩並びに航空に関する器材の製造、
修理、購買、貯蔵、補給及び検査を掌る」とされ、本部長をトップとし、本部

355

「臨時軍用気球研究会官制廃止の件（勅令第１３５号、大正９年５月１４日）
」
（
「臨時軍用気球研究会官制及陸軍省臨時職員増置の件廃止の件」
『永存書類甲輯第１
類 大正９年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030916200。
356
井上幾太郎「航空兵科独立の経緯の概要を述べ兵科の将来に及ぶ」５ページ。
357
「陸軍技術本部令他２條例制定並陸軍省官制他２條例中改正の件」
『永存書類甲輯
第１類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C0203086580。
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と補給部（支部含む）から構成されていた358。
航空要員の養成に関しては、陸軍航空部本部長は陸軍航空学校を管轄するこ
ととされたほか、本科専門教育に関し航空部隊を検閲して意見を団隊長に訓示
し、検閲結果を陸軍大臣に報告するとともに関係長官に通報するものとされた。
同時に交通兵団が廃止され359 、その隷下にあった交通兵諸部隊は、専門教育に
関して航空大隊は陸軍航空部の、それ以外は教育総監部にある工兵監の区処を
受けることとなった。そして指揮系統上は所在地の師団長の指揮を受けること
となった（表４―１参照）が、航空大隊の専門教育は陸軍航空部が一義的に責
任を負うことになり、これは航空が他の技術集団である鉄道隊・電信隊とは異
なる位置づけに置かれたと言えよう。ただ、この交通兵団からの分離は一見、
井上の改善意見が実現されたように見えるが、航空隊の本科専門以外の教育
（例：徒歩教練等の一般軍隊教育）は教育総監の所掌に置かれたままであった。
これは陸軍航空部が航空本科専門教育のみを担任することになったという意味
で、事実上、井上が反対していた「兵監制度」そのものである。実際、以下の
規定を比較すると、陸軍航空部の本科専門教育に関する責任範囲は、教育総監
部に置かれている各兵監のそれに近いものとなったと言える（下線は筆者によ
る。）
（陸軍航空部令第１条）
・

陸軍航空部は航空に関する事項の調査、研究及立案、航空兵諸軍隊本科専
門教育の整一進歩並航空に関する器材の製造、修理、購買、貯蔵、補給及検
査を掌る

（教育総監部条例第９条）
・

騎兵監、野戦砲兵監、重砲兵監、工兵監及輜重兵監は教育総監に隷し、当
該兵科団体の教育上本科専門の事項に付斉一進歩の責に任じ、又当該兵科に
関する事項を調査、研究、審議し並立案することを掌る。
また航空器材の面に関しては、陸軍航空部のうち補給部（支部含む）が、航

空に関する器材の製造、修理、購買、貯蔵、支給、交換及廃品処分に関する業
務を掌理するとされ、これは小規模ながら井上の改善意見のうち、航空器材に
特化した製造・補給機関が実現したといってよい。そして重要な点として、陸

358

発足当初の陸軍航空部の組織については付録７（陸軍航空部組織図）を参照。
「交通兵団司令部條例廃止の件（軍令陸第 6 号、４月１０日）
」
『永存書類甲輯第
１類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030866500。
359
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軍航空部の所掌する器材の区分を定め、陸軍兵器本廠が所管していた航空器材
について引き継ぎを受けることにより「兵器統一の原則」から一歩踏み出すこ
ととなった360。更に、１９２１年（大正１０年）には兵器取扱規則を改正し361、
・

航空隊保管兵器中航空器材は航空部本部長を管理者とする

・

航空器材の支給交換は航空部補給部において直接行い、師団等の司令部に
ある兵器部を経由しない

・

航空隊及び気球隊兵器の検定及び廃品の承認は航空部補給部長が行う

こととし、航空器材の取扱を陸軍航空部に集中させた。
更に、井上の改善意見では、陸軍省内に航空局を置き、航空器材も含めた航
空行政の元締めたる部署の創設を企図していたが、これは陸軍省官制の改正に
より「帝国陸軍航空界の進歩発達に伴い新に航空に関する事項を掌るべき一課」
として、陸軍航空部の新設と同日（１９１９年（大正８年）４月１５日）、軍
務局に航空課が新設される形で小規模に実現した362。航空課の所掌は、
・航空兵の本務に関する事項
・航空兵下士以下の補充に関する事項
・航空に関する事項
・陸軍航空部及陸軍航空学校に関する事項
とされ、従来のように工兵課が元締めである状態からの独立を果たした。これ
により、陸軍省の航空課が政策の企画立案を行い、陸軍航空部はその実施を担
う現業機関との位置づけとなった363。また器材行政については依然として器材
課の所掌とされたが、いずれにせよ工兵課から新たに航空関係事項の権限を切
り離した航空課の設置は一歩前進であると評価できるであろう。

360

「航空部に於て管掌する器材に関する件（陸普第１３０５号、４月１６日）
」
『永
存書類乙輯第２類第５冊 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03011206700。ここで陸軍航空部において管掌する器材とされたものは、航空器
材、航空隊用各種自動車類、気象観測器具、写真器具、飛行機用及び発動機用器具、
航空機用無線電信器材、木・鍛工器具中航空用特殊器具、照明器材及び雑器材中航空
用特種器材、及び各種発動機・発電機・電動機・気罐・汽機類中航空用特種のもの。
当時の技術上の制約を反映してか、航空機搭載武器については陸軍航空部の管掌とは
ならなかった。
361
「兵器取扱規則中改正の件（陸逹第７号、２月２５日）
」
『永存書類甲輯第５類第
１冊 大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02031015900。
362
これにより軍務局の構成は、従来の軍事課、歩兵課、騎兵課、砲兵課及び工兵課
に航空課が加わることになった。なお航空課は歩兵課と同様、その長は兵科を限らな
い大・中佐とされていた（他の課の長はその課の所掌する兵科出身の大・中佐により
充てられることになっていた）
。
363
秋山他『陸軍航空史』４６ページ。

- 134 -

この際、陸軍航空部の発足にあたり、井上は今後準拠すべき教育監督及び器
材の補給に関する方針として、
（１）航空に関する教育及び各種器材を仏国の当時の状態に速に追及すること。
（２）器材製作の独立を計ること。
の２つの目標を定めた 364 。それぞれの詳細は後述するが、１つ目の目標では
「航空部の一般教育並に器材は一切仏式に従うものと定む。将来仏国と同一程
度に達せば他の最高の式に依るを一般の方針と定む365。」と決定した。その理由
は当時報道がなされているが（図４―１参照）、井上は以下のように回想して
いる366。
欧州大戦の終末期に於ける英、米、仏、伊各国の航空の状況を見るに、各国各
特徴を有し、各一長一短であった。各国の優秀なるものを選んで之を我国に輸
入して範とすることは、一の良法であるが、又相互関係を失い、或は互に支障
を来たすの恐がないとも限らないから、初期航空の発展には有利ではないと考
えて、全然馬車馬的に仏国に模倣し、仏国の現状に追及するのを以て最大の目
標とし、他国の長所美点には一切目を呉れぬと云う主義を取って進んだ。之は
永久仏国に模倣すると云う訳では無く、先ず仏国に追及するのを以て第一の目
標とし、其略達成を見るに至ったならば始めて我国に於て自ら創意し、或は外
国の長所をとっても良いと云う意見であった。

364

井上「航空日本の創初」
（高橋『日本航空史 乾』
）２５５ページ。
「研究事項」
『重要書類綴』
。
『井上幾太郎伝』も本決定について、
「すべての範を
フランスに採る。フランスの飛行機を採用し、フランスの教育法を適用し、第一目標
をフランスの水準に達することと定める。そして第一目標完成の暁には、わが国独特
の段階に入らなければいけない」と記している。
『井上幾太郎伝』２４１−２４２ペー
ジ。
366
井上「航空日本の創初」２５５ページ。
365
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（図４―１）
「航空事業は仏国式に決す」
（東京日日新聞

１９１９年（大正８年）１２月

３日）

４．１．３

評価と課題

このように、陸軍航空部は航空の進歩に必須である専門教育と航空器材の補
給・製造を自ら実施できる組織として発足したが、それはあくまで官衙であり、
用兵を行う軍隊組織ではなく、航空部隊の指揮権は所在地の師団長に分散され
た。その意味では、廃止された交通兵団が統一した航空部隊の用兵権を持ち、
また交通兵団司令部条例の規定により航空戦術の用法について参謀総長の区処
を受けていたことからは後退した367。ただし、井上が陸軍航空の改善案として
挙げた６項目のうち、航空兵科の独立（とそれに伴う航空兵科将校の補充）と
航空兵団長の新設以外はある程度満たされた形になっており、航空改善施策は
漸進的に進歩したといえよう。
そして、井上が採用したフランスを「馬車馬的に」模倣するというやり方は、
多種雑多な外国のシステムから取捨選択するのではなく、当面は優れた１カ国
を絞り込み完全かつ排他的にお手本にして進歩発展を図る、という趣旨であり、
シンプルかつ迅速に進歩が期待できるという点で、後発国のやり方としては非
常に実際的であったといえよう。実際、研究会時代にも井上は、研究事項が多
すぎ、また日本の工業界が全然進歩してないため一朝一夕で航空事業を欧州各

367

秋山他『陸軍航空史』３５−３６ページ。
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国に追従させることは困難であると記録しており368 、航空軍備建設の方向性と
具体的施策を絞り込む必要があった。そしてフランスに倣うと決めた帝国陸軍
が次に行うべきことは、フランス航空教育団の教育・指導内容を、従来から残
された課題の解決に反映させることであったが、大戦後も急速に発展する航空
用法・技術が「他国の長所美点には一切目を呉れぬと云う主義」を早くも不可
能とし、また軍縮に伴う予算制約が陸軍航空の発展に大きな影響を与えること
となる。
４．２ 陸軍航空要員の補充と養成方針の変化
４．２．１

航空術修業員分遣規則の制定

帝国陸軍における航空要員の養成については、既述のとおり、交通兵を養成
する枠組みである交通術修業員分遣規則を利用して、航空要員候補者を航空大
隊に派遣することで教育していた。しかし交通兵団の廃止と陸軍航空本部への
航空本科専門教育権限の委譲により、１９１９年（大正８年）５月に航空術修
業員分遣規則を新たに制定369 、これにより各兵科将校を航空大隊に派遣して航
空要員を養成することとなり、同年１２月入隊の者は前規則からの通し番号で
第９期生とされた370 。この際、飛行機や発動機、その他の航空器材の教育に関
してはイタリア派遣団の編纂した教科書を標準的マニュアルとして使用するこ
ととされたほか、各航空隊には教育用参考資料としてフランス航空教育団の教
育内容が広く頒布されることとなった。操縦教育にはニューポール等のフラン
ス製の飛行機が主に使用されたが371、フォールが新式機の教育には弊害がある
として反対した「モ」式による教育は直ちに中止することが困難であったため、
１９２０年（大正９年）の第１１期生までは基本操縦用として使用し続け、陸
軍航空学校でも基本操縦教育を開始した第１２期では最初から新式機による教
育を行い「モ」式は以後使用されなくなった372。

368

「臨時軍用気球研究会の概況 大正７年１０月２日」
『制度改善書類』
「航空術修業員分遣規則制定の件（陸達第３１号、５月１９日）
」
『永存書類甲輯
第４類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030896900。これと同時に既
存の交通術修業員分遣規則も改正され、
「気球等」の文言が削除されて航空要員の教育
が規則の対象から除外された。
「交通術修業員分遣規則等中改正の件（陸逹第２１号、
４月１７日）
」
『永存書類甲輯第４類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C02030896600。
370
「打合会に説明すべき事項」
『重要書類綴』
。
371
陸軍航空本部星史班長 今澤捨次郎「陸軍航空史の大観（其の六）
」
（
『航空記事』
第２５０号、１９４３年７月）３５−３６ページ。
372
『井上幾太郎伝』２４２ページ。
369
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４．２．２

陸軍航空学校の新設と教育の専門化

井上は、「航空制度改善に関する意見」において示したとおり、航空要員の
養成は部隊と学校の二本立てで行うべきだと考えていた。これに関連して、井
上は田中参謀次長よりの依頼により１９１８年（大正７年）５月に「陸軍航空
学校設立案」を作成し、航空学校のより具体的なプランを示した373。そのポイ
ントは、学校は陸軍航空術の訓練と軍用航空の調査研究を行うという、かつて
の気球隊と臨時軍用気球研究会の業務を併せ持ったものであった。学校では、
（１）航空大隊において基本操縦術を習得した各兵科将校及び下士官
（２）各兵科将校のうち、偵察・観測将校及び通信・写真等専門の科目を修得
させる将校と下士官
（３）飛行機機体・発動機の整備取り扱いに従事する航空隊の下士官・兵卒
を教育し、その内容は高等操縦術、空中戦闘法及空中射撃術、爆弾攻撃、空中
写真及通信術、発動機工術、飛行機工術といった専門教育となっていた。この
ほか、機関将校の幹部要員を帝国大学機械工科卒業者である将校の中から選抜
し、航空大隊の材料廠または航空学校において教育することも想定されていた
374

。そして航空大隊においては、

（１）航空大隊の将校及び下士官全員に対する基本操縦術教育
（２）（１）のうち交通術・航空術修業員分遣規則により航空大隊に派遣され、
その後原隊復帰した者に対する既習者教育（毎年１回約２ヶ月）
（３）飛行機工卒及び発動機工卒に対する機関工術教育
を実施することとされているが、（３）についてはもっぱら航空大隊の材料廠
において教育し、その中から基幹要員となるべき者を学校に分遣することとし
ていた。このように、井上のプランは操縦要員をまず航空大隊において基本教
育を行なった後に学校で専門教育を行うというもので、これは第一次世界大戦
で欧米列強が航空学校を設立して専門的に航空要員を養成していたことの反映
373

「陸軍航空学校設立案（大正七年五月□日（筆者注：空白ママ）
）
」
『制度改善書
類』
（防衛省防衛研究所）
。本史料には「本案田中中将の依頼により立案せるものな
り」
、
「余は３月に入り我陸軍の採用すべき航空制度改正意見を呈出したり 本航空学
校設立案は右意見の一部として調査したるものにして陸軍省は□□（筆者注：判読不
能）より参謀長あて提出したり」との付箋がある。付録４「陸軍航空学校設立案」参
照。
374
「航空将校以下教育機関」
（
「陸軍航空学校設立案（大正七年五月□日（筆者注：
空白ママ）
）
」
『制度改善書類』
）
（防衛省防衛研究所）
。このほか、委託により海軍将
校・下士官及び民間人に対しても航空術の教育を行うことも想定されていた。

- 138 -

であるが、既述のとおり、大戦中の欧米列強は航空要員を基本操縦術・高等操
縦術ともに飛行専門学校において組織的に教育しており、航空部隊でも操縦教
育を行うようになったのは航空要員の需要が逼迫してからのことであった。そ
のため、井上が基本操縦術を航空大隊で行うこととしたことは、戦時の欧米列
強のように多数の航空学校を設立できなかったという現実的理由によるもので
あろう。同時に、平時でもあり航空大隊の数に比べ学校のキャパシティが小さ
いため、基本操縦術または復習教育は部隊で実施し、専門的事項については学
校で教えるという風に分業を行い、期間あたりの学校のワークロードを軽減す
る意図であったとも考えられる。実際、井上の案では、学校に教導大隊（２個
飛行中隊及び１個気球中隊）を置き学生の訓練と研究目的に使用することが検
討されていたが、「目下航空隊の兵員僅少にして其要員を得ること困難」であ
るという理由で当面設置しないものとしており、航空大隊を急速に拡大させる
中で、教官として学校に捻出できる要員が非常に限られていたことを示してい
る。
その一方、偵察・観測要員については操縦要員に比して数が限られていると
ともに内容が専門的なことから、最初から学校で専門教育を行うこととしたと
考えられるが、機関工術要員については部隊での教育が主であり、一部の基幹
要員のみが学校での教育を受けることが想定されていた。これも草刈少佐の報
告書で、欧米諸国は操縦術、偵察術、射撃・爆弾投下術といった機上任務は飛
行学校で教育しているが、飛行機工、発動機工、組立工といった工卒は国によ
って学校又は航空部隊で教育していると述べていることから375、それにならっ
て部隊での教育を選択したものと言える。ただし既述のとおり、欧米各国の場
合、工卒の技術上の基礎素養の高さを反映した政策を取っていると思われ、我
が国の場合には妥当なものであるかという疑問が残る。しかし陸軍航空部の会
議記録では、工卒や特業者の教育は航空大隊においてまとめて教育することを
基本方針とするも、彼らの教育には「充分力を用うること」とされていること
から376、工卒教育がおろそかにされていたわけではなく、やはり学校で専門教
育を実施するキャパシティが不足していたことが主な理由であると考えられる。
そしてこの案をもとに、１９１９年（大正８年）４月１５日に陸軍航空学校
が新設され、教育対象の学生は以下の３種類とし、必要に応じ臨時に各兵科将
校を教育することができることとされた377。
375

草刈『交戦諸国陸軍飛行界の現勢』２２ページ。
「打合会に説明すべき事項」
『重要書類綴』
。
377
「陸軍工兵学校．航空学校條例制定並歩兵学校騎兵学校條例中改定の件」
『永存書
類甲輯第１類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030868400。
376
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表４―３

陸軍航空学校における教育（１９１９年）

学生区分

対象

修業期間

甲種学生

高等操縦術修得のため、基本操縦術 概ね ５ヶ月と し、毎年
を修得した各兵科尉官、准士官及び ２回入校させる。
下士。

乙種学生

偵察、観測、写真、通信等の修得の 概ね ２ヶ月と し、毎年
ため教育される各兵科尉官。
２回入校させる。

丙種学生

機関工術、射撃、爆撃等の修習の為 概ね ２ヶ月と し、毎年
に教育される各兵科尉官、准士官、 ２回入校させる。
下士及び兵卒。

このほか、陸軍航空学校には学生の教育を担当する教育部のほか、航空に関す
る調査研究及び試験を実施する研究部と、器材の製造、修理、研究、試製及び
学生の実習のため材料廠を置くこととされ、臨時軍用気球研究会の調査研究機
能が移管された。なお、井上が要員不足を理由に当面置かないこととした教導
中隊は条文上は置くことが可能となっている。
こうして発足した陸軍航空学校は、既習者に対する高等飛行教育である甲種
学生教育を１９２０年（大正９年）１月から開始した。これは第１回甲種学生
と呼ばれ、各航空大隊から召集された尉官１０名及び下士４名が駆逐科と偵察
科に分かれて教育を受け、１０名（尉官７名及び下士３名）が６月末に卒業し
ている。そして陸軍航空学校における教育についても「当分の間仏国航空団に
より修習せる方法に依る」とされたことを受け378 、この第１回甲種学生は教育
用としてニューポール、スパッド、及びサルムソンといったフランスの各種飛
行機を使用した379 。また陸軍航空部は、航空大隊における教官を養成しかつ教
育の斉一を図るため、多くの人員を陸軍航空学校に派遣して教育する方針であ
り380、基本操縦教育を行う基幹要員をまず育てることで急拡大する航空部隊の
人的需要に応えようとした（大正９年から大正１１年までの陸軍航空学校にお
ける航空要員の養成状況については付録８「大正１１年

陸軍航空学校操縦術

修業者人名一覧表」を参照）。
378

「研究事項」
『重要書類綴』
。
「一般航空（６）
」
『大正９年 公文備考 巻３７ 航空１』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C08021587900。
「○○平方米」は翼面積を表す。このうち、
「ニ」式
２３平方米機及び同１８平方米機が共通（補修教育）に、その後の応用教育には戦闘
用に「ニ」式１５平方米機及びスパッド、偵察用にサルムソンが使用された模様であ
る。
380
「打合会に説明すべき事項」
『重要書類綴』
。
379
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この学校における教育は、陸軍の伝統が「教え、かつ戦う」であり、教育の
場は部隊であったことを考えると大きな転換であり、第一次世界大戦を契機に
陸軍の扱う兵器が高度化したことを受け、技術的専門事項はまず学校などにお
いて専門教育をした方が効率的だと考えられるようになったことの反映である。
そして交通兵団の廃止後、航空隊が隷属することとなった各師団長は、隷下部
隊の錬成に責任を有するが、騎兵、砲兵、工兵等と同じように航空隊に関して
はその本科専門教育に責任を負わないことになった。しかし依然として師団長
はこれらの本科専門教育について、各兵監に対するのと同様、陸軍航空部長に
意見を述べることができることとされ381 、これは帝国陸軍が航空隊を地上兵科
の制度内で育成し続ける意図であったことを意味している。
こうして帝国陸軍は学校と部隊という２本立てで航空要員の養成を行う体制
を整えたが、その後、世界の航空界の趨勢に合わせ、学校における航空教育の
専門化及び重点化が急速に進むことになった。陸軍航空学校ができた当初は、
戦闘大隊と偵察大隊の区別を画然と定めることのできない状況であったため、
各航空大隊に支給される飛行機は各種のものを支給し、教育内容に応じて使用
していた382。しかしフランス航空教育団は実習班を操縦（各務原）、射撃（静岡
県新居町）、偵察・観測（下志津）、爆撃（三方ヶ原）などに分けて教育し、将
来編成される分科と同編制の独立した学校の設立を提案していた383。またフォ
ール大佐も所澤は教育施設として狭いので、教育用飛行場の分離が絶対必要で
あると主張していた。これらの経緯のもと、１９１９年（大正８年）８月１日
には下志津に陸軍航空学校偵察班が、同月１３日には明野に同射撃班が設置さ
れた384。その後、１９２１年（大正１０年）には陸軍航空学校条例が改正され、

「教育總監部條例及師団司令部條例中改正の件（軍令陸第 5 号、大正８年４月１
０日）
」
『永存書類甲輯第１類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C02030865500。
382
「打合会に説明すべき事項」
『重要書類綴』
。
383
「飛行機操縦教育に関する提案」
『練習委員書類』
。フランス側の提案では、①基
本操縦学校、②爆弾投下専門学校、③空中戦闘専門学校、④空中射撃専門学校を設立
し、各務原においてこれら諸学校の教官養成のため操縦教育を修了した５０名を収容
できるキャパシティーを確保する必要があるとされた。
384 陸軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜粋』大正８年の項。三重県明野原に空中射撃演
習場を設置することは前年の６月に決定されていた。ただし、陸軍航空学校下志津偵
察班がいつから臨時航空術練習委員の所属から陸軍航空学校に引き継がれたのかは陸
軍においても正確な記録がない模様である。
「陸軍航空史の大観（其の六）
」３８ペー
ジ。また明野射撃班についても史料により記録が異なっている。なお航空大隊の戦
闘・偵察の分科開始はこの頃からだと思われる。
381
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同年４月１日に下志津と明野に陸軍航空学校の分校が設置された385。その際、
従来学校では高等操縦術の教育のみを行っていたのを基本操縦術の教育も行う
ように改めるとともに、以下のように学生の名称を修業科目と一致させ修業期
間を変更した。また操縦学生及び機関学生として下士候補者たる兵卒も採用す
ることとしたほか、臨時に召集して教育できる対象に准士官、下士及び兵卒を
加えた。
陸軍航空学校（本校・分校）における教育（１９２１年）

表４―４

学生区分

対象

修業期間

操縦学生

操縦に関する学術修習の為の各兵科 ５−９ヶ月とし、毎年概
尉官、准士官、下士及び下士候補者 ね２回入校。
たる兵卒。

偵察学生

偵察に関する学術修習の為の各兵科 約４ ヶ月とし 、毎年概
尉官。
ね２回入校。

機関学生

機関に関する学術修習の為の各兵科 約６ ヶ月とし 、毎年概
尉官、准士官、下士及び下士候補者 ね１回入校。
たる兵卒。

特種学生

射撃、爆撃、写真、通信又は火器の １−４ヶ月とし、種類毎
取扱等に関する学術修習の為の各兵 に毎年概ね１回入校。
科尉官、准士官、下士及び兵卒。

また、本校と分校それぞれにおける教育対象は以下のとおりとされた386。
学校
教育対象
所澤本校

操縦学生、機関学生及び特種学生

下志津分校

偵察学生及び特種学生（写真、通信等）

明野分校

偵察学生及び特種学生（射撃、火器の取扱等）

ここで注目すべき点は、まずそれまで部隊で実施していた基本操縦術も学校
において教育することとした点であるが、これは専門性の高まりと戦術上の分
科の要請に加え、フランス航空教育団の教育施設を引き継ぐ形で航空学校を拡
385

「陸軍航空学校条例中改正の件（軍令陸第１号、３月７日）
」
『永存書類甲輯第１
類 大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030974300 及び「陸軍航空学校
分校設置に関する件（陸逹第１９号、４月１日）
」
『永存書類甲輯第１類 大正１０
年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030975900。フランス航空教育団は静岡県の
新居町で射撃教育を行っていたが、実際にはこの地域は狭く射撃教育に適していなか
ったので、陸軍航空部は射撃場の選定を開始し、三重県明野原に決定、これは海岸に
は地上射撃場を、海面には空中射撃空域を持つ射撃教育施設となった。
『井上幾太郎
伝』２５０−２５１ページ。
386 陸軍航空本部星史班長
今澤捨次郎「陸軍航空史の大観（其ノ七）
」
（
『航空記事』
第２５１号、１９４３年８月）２３ページ。
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大することが可能になったことにより、教育キャパシティが増加したことが大
きな理由であろう。次に重要な点は、機関学生の独立と教育期間の変更、及び
下士候補者たる兵卒の重視である。機関学生は、将校については航空隊の機関
掛将校及び特業教育の教官として、又下士については同じく機関掛の下士及び
助教として勤務することが期待されており、それらに必要な技量を修得するに
は少なくとも６ヶ月を必要とすると考えられていた。しかし従来、機関学生は
射撃、爆撃等と同じ丙種学生として２ヶ月という短期教育の扱いとされていた
ものを、今回、機関工術は航空技術中重要かつ長期の教育を要するとの認識の
もと別建てとした。また、操縦学生と機関学生に下士候補者たる兵卒を加えた
のも、航空戦力を支える人的基盤としての下士官を重視し、その教育に時間が
かかるという認識のもと行われたと考えられる。更に急速に進歩する航空に関
する新事項を教育するため、佐尉官のみならず准士官、下士官及び特業者たる
兵卒をも臨時に召集することを可能とした。なお同時期に、帝国陸軍は航空身
体検査の導入を検討、委員会を設けて慎重審議の上、陸軍航空身体検査規則及
び同手続を定めたが387、これは航空戦力の人的基盤の安定を図るという意味で
航空要員の養成拡大と軌を一にするものであったと言えよう。
（図４―２）陸軍航空関係組織図（１９２１年）

387

「陸軍航空勤務者身体検査規則及手続制定の件」
『永存書類甲輯第５類第２冊 大
正９年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C02030968700。航空身体検査の導入はイ
タリアへの航空団派遣によりもたらされたものである（第３章第２節参照）
。
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このように陸軍航空学校分校設置は、操縦者を原則学校において教育するこ
とと、機関教育の重視及び下士官以下の航空要員の底上げに重点が置かれてい
た。ただし、陸軍航空学校条例の改正要旨においては組織改編のために新規予
算要求はしないと明言されており、苦しい予算の中教育の拡充を行ったことが
窺える。実は陸軍航空部はこの時点で
・

航空学校を本校と４つの分校（空中偵察分校、空中射撃分校、爆撃分校、
気球分校）という体制にする

・

研究部を航空学校より分離独立させ、陸軍航空部長の隷下に航空技術研究
所を新設する

という編制改正構想を持っていた388が、予算上の都合により断念した模様であ
る（この時期の陸軍航空組織の概要については図４―２参照）。
しかし、このような航空要員の量的需要と質的需要を限られた予算の中で満
たそうという努力はその後も継続される。１９２４年（大正１３年）の陸軍飛
行学校令の制定により、航空学校は陸軍飛行学校と改称され、以下のように所
沢陸軍飛行学校、下志津陸軍飛行学校及び明野陸軍飛行学校の独立した３校と
なった389 。この際、各学校において教育及び調査研究する内容は以下のとおり
定められた。
表４―５
飛行機操縦、機関及び爆撃 に関する諸学術並びに
これらに関する器材

陸軍飛行学校における教育（１９２４年）

所澤陸軍飛行学校

390

下志津陸軍飛行学校

戦術、偵察、偵察操縦、通信及び写真等に関する諸
学術並びにこれらに関する器材

明野陸軍飛行学校

空中戦闘、空中射撃及び火器の取扱等に関する諸学
術並びにこれらに関する器材

また学生の分類、教育対象及び修学期間は以下のとおり定められた。
学生
教育対象
修学期間
操縦学生

飛行機操縦に関する学術修習のため 概ね ９月とし 通常毎年
各兵科尉官、准士官、下士及び下士 ２回入校
候補者たる兵卒

388

「大正１０年新規事項 陸軍航空部」
『重要書類綴』
。
「軍令陸第６号 陸軍飛行学校令」
（
『航空記事』第２２号、１９２４年６月）
、陸
軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜粋』大正１３年の項。
390
爆撃教育については、この時点では爆撃学校がなかったが、１９２５年（大正１
４年）の宇垣軍縮の際に爆撃部隊である飛行第７連隊が創設され、爆撃に関する教育
は同連隊内の練習部にて行われることになったため、所澤学校では行われなくなっ
た。
389
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機関学生

機関に関する学術修習のため各兵科 概ね １年とし 通常毎年
尉官、准士官、下士及び下士候補者 ２回入校
たる兵卒

戦術学生

戦術修習のため各兵科大中尉

偵察学生

偵察に関する学術修習のため各兵科 ４−５ヶ月とし通常毎年
尉官
２回入校

射撃学生

空中戦闘及び空中射撃に関する学術 ２−５ヶ月とし通常毎年
修習のため各兵科尉官、准士官及び ３回入校
下士

特種学生

爆撃、偵察操縦、写真、通信または １−６ヶ月とし種類ごと
火器の取扱等に関する学術修習のた に通常毎年１回入校
め各兵科尉官、准士官及び下士

３−６ヶ月とし通常毎年
２回入校

このほか、従来所沢にしか置かれていなかった教育部を各学校にも置くことと
されたが、教導中隊、研究部及び材料廠は所沢のみに置かれたままであった391。
この本校・分校体制から、３校鼎立した陸軍飛行学校への改編の理由は、分
校体制の解消による効率的な学校運営に置かれていた392。しかしここでも、予
算上の観点から今すぐに編制・施設の拡充はできないため、まずは速やかに本
校・分校体制を改め行政効率化を図る必要があるという理由で引き続き予算の
範囲内で実施することとされた。この事情は、同時に改正された陸軍平時編制
における航空学校の編制改正理由において、本校・分校時代の編制表の人員を
変更しないことを条件として学校を分割するとともに「経費を増加せざる範囲」
で学生の種類と人員を変更するという説明に表れている393。このように、表面
上は３つの独立した飛行学校に多くのカリキュラムが置かれたように見えるが、
これをもって他種多様な任務の航空要員を直ちに大幅に教育できるようになっ
たわけではなかった。
４．２．３

航空運用思想の形成

このように、第一次世界大戦の研究結果やフランス航空教育団の講習内容は、
391

その後、この時点で所澤学校にのみ置かれた研究部及び材料廠は、１９２５年
（大正１４年）の陸軍飛行学校令改正（軍令陸第７号、大正１４年４月２７日）によ
り各学校におかれることになる。
392
「航空学校制度改正の件」
『密大日記 其１ ５冊の内 第１冊 大正１３年』(防衛省
防衛研究所)JACAR Ref.C03022645700。
393
「陸軍平時編制中改正の件（軍令陸乙第 7 号、５月１６日）
」
『密大日記 其１ ５
冊の内 第１冊 大正１３年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03022648900。
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世界の軍事航空の趨勢に従い、航空部隊の分科・専門化を漸次もたらした。そ
れはそれぞれの分科に特化した航空要員の養成が必要となるという意味であり、
そのために複数の航空・飛行学校とカリキュラムが作られたのはこれまで見た
とおりである。ではそのような航空要員の教育を行う際に使用された教範類及
びその思想的支柱となる航空運用思想はどのようなものであったのだろうか？
軍隊に対しては教育錬成の準拠を示し、その成果を検閲して軍隊錬成の基本
とする必要があるが、陸軍航空部が航空兵本科専門教育の検閲を始めたのは１
９２０年（大正９年）とされている394。その後、陸軍省航空課は、航空関係の
典範令の作成を１９２１年（大正１０年）末より着手し、１９２３年（大正１
２年）末以来、仮規定として十数種類が発布され、航空部隊での教育に使用さ
れたと記録している395。『井上幾太郎伝』においても、軍隊錬成の根源である検
閲と典範令がこれらの時期に開始されたことをもって、「空中において天の磐
戸が開かれ」、初めて本格的な航空軍隊が誕生したと評価している396。そこで作
成されたと思われる仮規定は大正１３〜１４年の陸軍省大日記中に多くが収め
られているが、「飛行機操縦仮規定」という操縦及び航法に関する基本的な内
容のもののほか「航空器材梱包積載教育仮規定」「飛行場設備教育仮規定」と
いった広範囲な内容の規定がマニュアルとして整備されていたことがわかる。
そして、飛行機の戦場での用法に関するマニュアルの内容が、当時の飛行機に
求められていた役割を端的に表している。まず、「偵察教育仮規定397」は、飛行
機による敵情及び地形の偵察と、砲兵射撃の観測の要領について扱っている。
その中では写真撮影の活用についても述べているが、これについては別途、技
術的側面からの詳細なマニュアルである「写真教育仮規定398」が存在している。
また、航空偵察の結果を地上部隊に伝達するための「航空兵通信教育仮規定399」
もあり、これは飛行機に期待されている任務として偵察、砲兵観測及びそれら
の情報の地上部隊との連絡が重要なものと認識されたことを示している。
394

『井上幾太郎伝』２５８−２５９ページ。
陸軍省航空課「帝国陸軍航空界の沿革」７ページ。
396
『井上幾太郎伝』２５９ページ。
397
「偵察教育仮規定」
『永存書類甲輯第４類付属書類 大正１３年』
（防衛省防衛研
究所）JACAR Ref. C02031171600。
398
「偵察及写眞教育假規定に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正１３年』
（防衛
省防衛研究所）JACAR Ref. C02031163900。大正１３年の写真撮影仮規定は見つかっ
ていないが、昭和１３年に改正されたものが残っているため内容を窺い知ることがで
きる。
「写真教育假規定改正に関する件」
『存書類甲輯第４類第１冊 昭和１３年』
（防
衛省防衛研究所）JACAR Ref. C01001593500。
399
「編次第４７号参第１４１号附属航空兵通信教育假規定」
『永存書類甲輯第４類
付属書類 大正１４年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C02031232100。
395
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なお、名称が全て「仮規定」となっていることについてであるが、これら
「仮規定」は航空兵隊の本科専門教育に責任を持つ陸軍航空部本部長から陸軍
大臣に認可が申請されており、その申請理由では「軍隊に於ける実施の経験等
により逐次改正し完璧を図る」必要があるため、「当分仮規定とし本職（筆者
注：陸軍航空部本部長）の名を以て実施」したいとしている。これは、戦術や
器材の高度化に逐次対応するため、権威があるが硬直化しやすい典範令ではな
く、当面使用する暫定的マニュアルを作成する必要があったことも確かであろ
うが、重要な理由として、帝国陸軍全体の典範令の編纂は教育総監部の所管と
なっていたことが大きな理由であると考えられる。この理由を端的に表してい
るのは、航空隊兵卒の一般教育用マニュアルが、陸軍航空部作成の「飛行隊教
練仮規定（徒歩を除く）400 」と教育総監部発行の「航空兵隊徒歩教練仮規定401」
に分かれている点であり、前者は飛行機操法など航空兵隊の本科専門教育につ
いて、後者は徒歩教練など地上兵科としての教育訓練をその内容としている。
このため、陸軍航空部は地上兵科とは異なる性質を持つ航空兵の養成マニュア
ルの作成について、教育総監部の所管に抵触しない形で漸進的に追求を試みて
いく402。
このように、当時の航空要員養成のためのマニュアル類においては偵察、観
測、連絡に関するものが重要視されていた。しかし同時に、フランス航空教育
団が空中射撃及び爆撃教育を行い、それらに専門化した航空・飛行学校が新設
されたこともこれまで見たとおりである。また青島戦役や第一次世界大戦の調
査研究等からも、飛行機の役割は偵察・観測にとどまらないことは帝国陸軍も
理解していた。そのため陸軍航空部は戦闘及び爆撃用教育マニュアルの作成に

400

「飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正１
３年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C02031163700。
401
「航空兵隊徒歩教練假規定」
『永存書類甲輯第４類付属書類 大正１３年』
（防衛
省防衛研究所）JACAR Ref. C02031170800。
402
この航空要員に対する教育責任をめぐる教育総監部と陸軍航空部（後に航空本
部）の所掌争いは１９３０年代以降にも持ち越されるが、教育総監部は明白に自己の
所管を侵されない限りは暗黙に協力していた模様である。例えば、１９２１年（大正
１０年）１１月に、教育総監部において「従来典範類起草の職にありし江橋（筆者
注：英次郎）歩兵少佐」を「航空兵操典起案の為」陸軍航空部に異動させたという記
録が残っている。
「教育（１）
」
『大正１１年 公文備考 巻５５ 航空１』
（防衛省防
衛研究所）JACAR Ref. C08050489800、
『井上幾太郎伝』２５９ページ。
なお最終的に飛行隊教練仮規定は「航空兵操典」として、典範令の中で権威のある
「操典」として１９３４年にまとめられるが、これは渡辺錠太郎陸軍航空本部長（１
９２９年３月―翌年６月）の強い意志によるものとされている。
『井上幾太郎伝』２５
９ページ。
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着手したが、これは当時、教育総監部が各種操典類及び教範の上位規範となる
べき戦闘綱要を編纂していた関係もあり、「飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）」
の付録という位置付けで航空部隊に配布されることになった403。この「航空兵
偵察及戦闘に関する原則」では依然として地上部隊の攻撃時等における偵察・
観測任務に重点が置かれているものの、敵部隊、重要施設及び制空権獲得のた
め敵飛行場への爆撃と、味方偵察機・爆撃機及び地上部隊の安全を確保するた
めの「掩護」及び敵飛行機の自由を妨害するための「制空」に多くの記述が割
かれている。そして飛行学校における空中戦闘訓練が頻繁となったことを受け
て、事故防止のためのマニュアルが別途発出されることとなった404。
他方、帝国陸軍は世界の航空界の趨勢に追随するため、フランス航空教育団
の帰国後もフランス人教官の招聘を継続していた。１９２０年（大正９年）に
はセレー中尉を操縦教育のため招聘したほか、フランス製機体・発動機の整
備・取扱のためフランス軍人を招聘した。航空戦術に関してはフォール大佐が
講義を実施しており、その具体内容は残されていないが、同大佐の残した航空
部隊の編制に関する報告書からは、第一次世界大戦以降フランス陸軍が採用し
ていた師団又は軍団に対する地上作戦協力主体のものであったと推測される405。
この際、陸軍航空部として航空戦術の研鑽を行うために外国人教官を招聘する
という井上本部長の発案により、１９２１年（大正１０年）にフランス陸軍大
学教官ジョノー少佐(Maecel Jauneaud)を招聘し、１２月から翌年３月までの
予定で陸軍航空部及び陸軍航空学校（分校含む）所属の１４名の将校に対し講
義及び現地戦術実習を行なっている406。

403

「航空兵偵察及戦闘に関する原則書に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正１
３年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C02031166100、
「航空兵偵察及戦斗に関する
原則」
『永存書類甲輯第４類付属書類 大正１３年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref.
C02031170300。
404
「空中戦斗演練の為指導假規定の件」
『永存書類甲輯第４類 大正１４年』
（防衛
省防衛研究所）JACAR Ref. C02031222900。
405
「航空部隊問題に関する「フォール」大佐報告 大正８年２月８日仏国砲兵大佐
「フォール」報告」
（
「一般航空（４）
」
『大正８年 公文備考 巻３６ 航空１』
（防衛
省防衛研究所）
）JACAR Ref. C08021348900。
406
「仏国武官傭聘の件（４）
」
『自大正８年至大正１１年 外国武官傭召関係書類』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C10073250100、
「教育（１）
」
『大正１１年 公文
備考 巻５５ 航空１』及び小磯国昭自叙伝刊行会編『葛山鴻爪』
（中央公論事業出
版、１９６３年）３９５ページ。
『井上幾太郎伝』によれば、ジョノー少佐の講義は陸
大出身者を対象としており、また１９２２年３月まででなく同年の夏まで講習を行な
っている。
『井上幾太郎伝』２４３ページ。
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ジョノー少佐による講習予定表

場所

内容

講義回数

１２月

１月

２月

東京

①

３

３

東京

②

３

３

東京

③

６

３

四街道

④

９

所沢

⑤

３

３

東京

⑥

６

３

合計

３０

補修又は
現地戦術
３
６

９

表４―６
３月

９

３

１２

①：空中戦闘に関する一般観察及び航空戦術、最近戦役間航空機の発達史
②：航空隊動員の理想案
③：平時における航空隊の理想的編制
④：偵察用飛行機及び軍団の気球
⑤：駆逐用飛行機及び航空防御
⑥：爆撃用飛行機及び臨時の任務
出典：「航空戦術講習予定表」（「教育（１）」『大正１１年 公文備考 巻５５ 航
空１』
）（防衛省防衛研究所）。

ジョノー少佐の講義内容は、表４―６が示すところでは偵察、爆撃、戦闘
（駆逐）の順に講義回数が多いが、講義に出席した小磯国昭407の回想によれば、
同少佐の講義内容は偵察飛行隊による戦術偵察及び戦場爆撃機隊による会戦時
の主戦場付近に対する攻撃と、重爆撃機隊の縦深侵攻による戦略偵察及び戦略
爆撃を中心としており、戦闘機は決戦時の主戦場上空における制空及び掩護を
任務とするというものであった408。しかしジョノー少佐の航空思想の眼目は、
飛行機の３大任務（及びそれに対応する機種）として、偵察・観測
(observation)、戦闘(chasse)、爆撃(bombardement)に分け、将来的には敵奥地
への戦略偵察及び戦略爆撃を可能にするような重武装・重防御のマルチロール
な大型飛行機で編制される独立重爆撃機隊が主要な航空戦力となる、というも
のであった。そのため、同少佐の講義内容は、フランスの航空戦力を基準にし
つつも日本の国情に合わせたものと考えられる409。その一方で井上本部長は独
407

陸士１２期、歩兵。航空本部総務部長、陸軍省軍務局長、朝鮮軍司令官、朝鮮総
督等を歴任し、１９４４年（昭和１９年）７月より内閣総理大臣。最終階級は大将。
408
小磯『葛山鴻爪』３９５−３９６ページ。
409
『井上幾太郎伝』２４３ページ。ジョノーの航空運用思想は、彼が帰国後にフラ
ンスで出版した L'Aviation militaire et la guerre aérienne (Paris: Ernest
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立爆撃飛行隊のみならず戦闘飛行隊の発展にも関心があった模様で、陸軍航空
本部長であった１９２６年（大正１５年）末と１９２７年（昭和２年）末には
それぞれドフルノー中尉とレルミット少佐を戦闘機の戦闘法教授のため招聘し
ている410 。その後、陸軍航空本部は１９２８年（昭和３年）にカドー少佐を、
１９２９年（昭和４年）にはアルベルタス海軍大尉を、それぞれ爆撃教育と航
法教育のために招聘し、フランス式教育法の摂取は一応終了した411。
このように１９２０年代の陸軍航空における戦術も、航空隊の編制と飛行学
校における教育の分科と軌を一にして、偵察から戦闘、爆撃へと範囲を広げて
いった。そして航空戦術研究の結果として陸軍大学校で使用された教科書も、
実際の教育訓練に使用される教範類の内容に従い、フランスをはじめとする欧
米列強の航空戦術の変遷を反映しつつ、我が国の国情に合わせたものとなって
いった。第一次世界大戦の終結前後に陸軍大学校で使用されていたと思われる
航空戦術の教科書では、第一次世界大戦を通じて発達した欧米諸国の航空戦
術・編制を概観しつつ、それに基づき飛行機の用法として捜索任務（偵察）、
空中戦闘、砲兵協力、爆弾攻撃、要地掩護及び通信連絡に大別している412。そ
こでは偵察、砲兵協力、連絡を行う飛行機の任務が重視されているが、欧州戦
線の経験を反映して砲兵協力に特化した記述がなされているとともに、爆撃は
物質的効果より精神的効果が高いこと、及び制空権の獲得は味方航空機の自由
と敵航空機の妨害を目的としているほか、味方地上部隊の士気の向上というモ
ラル上の効果があることを強調している。大戦終盤の時期には欧米諸国の飛行
機も分科が進んでおらず、様々な飛行機がその形状（長距離／短距離、大型／
小型など）に合わせて複数の任務をこなしており、教科書の内容もそれを反映
している。しかし当時の陸軍航空部隊の規模が小さかったため、我が国の編制
に合わせた記述とはなっていない。
Flammarion, 1923)によく表れている。なおジョノー少佐は帰国前の１９２２（大正
１１年）８月に、井上の要望に応じ、日本の陸軍航空に関する意見を提出している
が、そこでは極東における制空権を確保するため、日本は航空省の創設と航空兵科の
独立が必要であり、将来的には多発・多座の大型長距離飛行機を採用し、独立空軍を
建設する必要があると説いている。ジョノー少佐の意見全文は付録９「日本陸軍航空
に関する仏国「ジョノー」少佐の意見」を参照。
410
井上は研究会より有川大佐を欧州に派遣した際、ニューポールによる戦闘飛行隊
を作りたいとして指示を出しており、戦闘機部隊の充実を考えていた。
「有川大佐欧州
出発の節訓示したる事項 ８月１５日」
『制度改善書類』
。
411
『井上幾太郎伝』２４２−２４４ページ。
412
陸軍大学校兵学教官 陸軍歩兵大尉 佐野光信『大正 7 年度航空戦術講授録
全』
（陸軍大学校将校集会所、１９１９年）
（国立国会図書館）
。佐野は交通術修業員分
遣規則で養成された第５期偵察・観測将校である。表１―２参照。
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その後、フォールとジョノーの航空戦術講義に参加した小笠原数夫少佐 413
（当時）は陸軍大学校兵学教官として「先に来朝せる「フォール」大佐及び目
下来朝中の「ジョノー」少佐の意見を基礎として」我が国の国情に合わせた教
科書を執筆している414。その中で戦術上の基本的な事項を扱った「航空部隊の
用法に関する一般原則」では、地上協力型の戦術を唱導しつつ、我が国の想定
する戦争の形態にあわせ、陣地戦よりも機動戦を前提としているため飛行場の
設定を重要視している。また飛行機も偵察隊、戦闘隊、爆撃隊に分科した記述
となっており、偵察隊の役割が重視されているのは従来どおりであるが、制空
権の獲得のためには戦場上空での敵航空部隊の撃滅だけではなく進んで敵の飛
行場や航空関係施設を爆撃することが説かれている。また爆撃隊の任務にも、
戦場における敵部隊への攻撃だけではなく、遠く敵内部の交通拠点、軍事施設
及び兵站の破壊までが含まれており、また夜間爆撃の効果が強調されている。
このように、１９２０年代の帝国陸軍の航空戦術は、地上協力型の範疇を出
てはいなかったものの、その時代における世界的な航空運用用法とそれを可能
とした航空技術の発展を反映したものであった。実際、小笠原は、１９３０年
代中盤にドイツ空軍独立に啓発された空軍独立論争が発生した際には、航空部
隊の独立運用が可能となったとして空軍独立を提唱している415。その一方で、
この時期にも時代を大きく先取りした航空運用思想を展開した者もいた。フォ
ールの実施した航空戦術の講習に参謀本部より参加した小磯国昭中佐（当時）
は、「少しも指導啓発せらるる処はなかった」と回想しているが416、陸軍航空部
勤務となった後、ジョノーの講義に参加しており、その後１９２２年（大正１
１年）５月から翌年３月まで約１０ヶ月にわたる欧米航空事情調査を終えて帰
国、ジョノーの講義内容も踏まえつつ陸軍首脳の要望で以下の提言を行った417。
・

近代戦においては航空兵力の多寡が勝敗を左右する主要素となるため、我
が国も航空兵力の拡充強化が必要である。

413

陸士１６期、航空。陸軍航空本部総務部長、関東軍飛行隊長、飛行集団長などを
歴任。最終階級は中将。
414
陸軍大学校兵学教官 陸軍歩兵少佐 小笠原数夫『航空戦術講授録』
（陸軍大学
校将校集会所、１９２２年）
（国立国会図書館）
。小笠原の「航空部隊の用法に関する
一般原則」の詳細については、横山「日本陸軍におけるエアハパワーの発達とその限
界―運用規範書を中心に－」を参照。
415
陸軍中将 小笠原数夫「陸軍航空の回顧」
（
『偕行社記事』第７５４号、１９３７
年７月）８８−９２ページ。
416
小磯『葛山鴻爪』３９４ページ。表３―３も参照。
417
小磯『葛山鴻爪』３９９―４１６ページ、石橋健「小磯国昭大佐の航空拡充論」
（
『偕行』昭和５７年５月）２９ページ。石橋は陸士２５期、ジョノー少佐の通訳を務
めた。
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・

目下喫緊の課題は、重武装・重防御の多発全金属製機体による長距離爆撃

機と、これを掩護する航続力のある護衛戦闘機の開発・採用にある。
・

これらにより敵地深く侵攻し、敵軍民主要施設、工場及び交通動脈等を昼

夜を分かたず爆撃することで、人的物的資源を壊滅させることが戦勝への有
効・適切な作戦である。
小磯は参謀本部で講演を命ぜられた際、河合操参謀総長から「今日は相当手
厳しく説教を食ったね」と揶揄されたと回想しており、当時の参謀本部が理解
する航空戦力の用法及び採用していた整備方針とは非常に齟齬のある内容であ
ったことが推察される。他方で、１９２０年代になり世界の航空機の主流とな
った全金属製機の採用をめぐり、フランス式の航空戦力の整備方針は早くも揺
らぐことになるが、それは小磯のような航空運用思想が帝国陸軍内でも受け入
れられつつあったことを意味していた。
４．２．４

評価と課題

第一次世界大戦後、航空部隊の戦術分科が進み、偵察のみならず戦闘及び爆
撃という分科した任務が発生した。１９２０年代前半における帝国陸軍の航空
要員の養成はこのような世界的な流れを反映し、航空（飛行）学校において専
門的教育を行うとともに、教育内容の専門化に伴い異なる学校において様々な
カリキュラムが採用されることとなった。これは航空部隊の拡大に伴い、分科
が発生したことと軌を一にしており、近代的な航空戦力育成のためのソフト面
での充実といえよう。と同時に教育訓練時に使用される教範類も専門化の流れ
に併せ様々なマニュアルが作成された。
そしてこれら教範の背後にある航空運用思想の点では、小笠原が陸大の教科
書として記したような地上直協が主流となっていた模様である。そのため、小
磯のような独立爆撃部隊を重視する主張は帝国陸軍内ではあまり広い支持を集
めたとは言い難い。それはとりもなおさず、急速に航空技術・戦術が発展する
中で、様々な選択肢のうちから指向すべき重点を絞りこむことが困難であった
ことを意味している。実際、戦間期の欧米列強の航空運用思想は、フランスの
ような地上直協主体のものから、英米のように戦略爆撃を指向する国、そして
ドイツのようにオペレーション・レベルでの航空作戦に重点を置く国と様々で
あり、またフランスにおいても戦略爆撃の主張者もいれば、英米でも飛行機の
戦術的使用を重視していた者もいる。１９１８年４月に世界最初に独立を果た
した英空軍も、その発端はドイツ機による英本土空襲に対する防空の必要性か
ら出たものである。そして同じ戦略爆撃でも、米国のミッチェルはイタリアの
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ドゥーエよりも広範囲な爆撃理論の支持者であり、またドゥーエはイタリア本
国では飛行機の戦術的使用の支持者であるメコッチ少佐(Amedeo Mecozzi)の
後塵を排していた模様である418。
このように、戦間期はそれぞれの国情を踏まえつつ、急速に航空技術が発達
する中、どの国にとっても航空運用思想は百花斉放の状態であり、日本もその
例に漏れなかったということではないだろうか。一方で、教範類の作成過程が
よく表しているように、陸軍航空部は航空本科専門教育に責任を負うようにな
ったとはいえ、地上兵科一般教育に責任を持つ教育総監部の縛りから逸脱する
ことは許されなかった。そして教育総監部の権限により、陸軍航空部をして航
空兵の専門教育に関する典範令の作成すら許されなかった。そのため陸軍航空
当局者は、教育錬成上の必要のため、当面の間、仮規定という形で実施せざる
を得なかった。このように、陸軍航空がこれまで思い描いてきたような、帝国
陸軍内で独立した一つの責任の下で航空教育を統括するというプランは地上兵
科である帝国陸軍全体のルールにより引き続き制約を受けることとなる。それ
は、陸軍航空関係者が一つの責任の下で統括することを追求していたもう１つ
の柱である航空器材についても同様であり、また彼らが航空器材の高度化に対
応した下士官・兵卒の教育を重視していた状況と必ずしも相容れないものであ
った。この航空器材をめぐる陸軍航空の方針はどのようなものであったのだろ
うか。
４．３ 陸軍航空器材の生産及び補給方針の変化
４．３．１

フランス式航空器材の採用

本章第１節で見たように、井上本部長は航空要員の教育と航空器材をフラン
スのレベルに到達することを当面の目標とした。そしてその方針に基づき、将
来どのような種類の飛行機及び発動機が必要であるかを示した。シベリア出兵
時の大量購入の影響もあり、１９１９年（大正８年）３月時点で帝国陸軍の保
Phillip S. Mellinger, The Paths of Heaven: The Evolution of Airpower Theory
(Maxwell AFB: Air University Press, 1997), pp.151-181.
ただし、飛行機を戦術的に使用するのか戦略的に使用するのかという区分は相対的な
ものであり、必ずしも画然と判別できない。例えばメコッチ少佐は空軍による敵航空
部隊や後方物資集積地への攻撃を唱導しており、フランスのニエッセル将軍がその著
書「征空」において、空軍の目的は地上部隊の作戦への協力に限定した際には激しく
反論している。山田大尉訳「ニエッセル将軍著「征空」に対する伊国航空界の反響」
（
『航空記事』第８１号、１９２９年５月）２９−３１ページ。なお陸軍航空本部はこ
のニエッセル将軍の「征空」を翻訳出版している。
『航空記事』第７８号、１９２９年
（昭和４年）２月の広告より。
418
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有する飛行機の種類は多種多様であったが、１９２０年（大正９年）７月、井
上本部長は田中陸相に対し、将来使用すべき飛行機の型種を決定、これに基づ
き航空器材の整備を実施したい旨を上申した。その後、陸相から関係各所に通
牒した内容は以下のとおりとなっている419。
軍用飛行機及び発動機の種類（大正９年１０月１５日）
種類及区分
航
空
隊
用
飛
行
機

教
育

飛行機

表４―７
発動機

１．戦闘用

スパッド式単座
イスパノ
（仏国より購入せる ２２０馬力
ものを充用）

２．偵察用

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

３．爆撃用

（イ）昼間爆撃用

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

（ロ）夜間爆撃用

Ｆ５０型三座

サルムソン
２３０馬力

滑走機

アンザニー
３５馬力

ニューポール式
２３平方米複座

ローヌ
８０馬力

ニューポール式
１８平方米複座

ローヌ
８０馬力

ニューポール式
１５平方米単座

ローヌ
８０馬力及１

１．基本操縦術
教育用

用
飛
行
機
２．高等操縦術
教育用

（イ）駆逐操縦科

419

「軍用飛行機の種類決定に関する上申（航部発甲第１７７号、大正９年７月７
日）
」
、
「軍用飛行機発動機共の種類審議の件（陸普第４１２３号、１０月２日）
」
、
「軍
用飛行機発動機共の種類に関する件報告（議会発第３０号、大正９年１０月１５日）
」
及び「軍用飛行機発動機共の種類に関する件（陸普第４６４０号、１０月２７日）
」
（
「軍用飛行機発動機共の種類審議の件」
『永存書類甲輯第５類第１冊 大正９年』
）
(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030964500。
ただし陸軍は１９２３年（大正１２年）に、当時世界最高レベルの馬力数であった
英国製発動機（ネピアライオン４５０馬力）を、また１９２４年（大正１３年）には
別の英国製発動機（ジュピター４００馬力）を研究用に購入しており、１９２５年
（大正１４年）にはドイツ製フォッカー偵察機を試験・研究用に購入していることか
ら、戦列用はフランス式に統一するが研究用は特にフランスにこだわらなかった模様
である。
「航空器材調弁に関する件（陸普第１７１０号、４月２８日）
」
『永存書類乙集
第２類第３冊 大正１２年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03011852300、
「航空器
材調弁に関する件（陸普第３３８８号、月日判読不能〔９月１２日？〕
）
」
『永存書類乙
集第２類第４冊 大正１３年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03011976900、
「航空
器材調弁に関する件（陸普第３１６０号、８月２０日）
」
『永存書類乙集第２類第４冊
大正１４年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03012122600。
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２０馬力
スパッド式単座

イスパノ
２２０馬力

（ロ）偵察操縦科

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

（ハ）爆撃操縦科

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

コードロン式
Ｇ４型複座

ローヌ
８０馬力２個

Ｆ５０型三座

サルムソン
２３０馬力２
個

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

３．偵察教育用
４．射撃教育用

（イ）駆逐操縦者 ニューポール式
用
１５平方米単座
スパッド式単座

ローヌ
８０馬力及１
２０馬力
イスパノ
２２０馬力

（ロ）偵察及爆撃

サルムソン式複座

操縦者用

サルムソン
２３０馬力

（ハ）同乗者（射 サルムソン式複座
撃偵察将校等）
用

サルムソン
２３０馬力

（ニ）目標牽引用

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

サルムソン式複座

サルムソン
２３０馬力

Ｆ５０型三座

サルムソン
２３０馬力２
個

５．爆撃教育用

出典： 「軍用飛行機発動機共の種類審議の件」『永存書類甲輯第５類第１冊

大

正９年』
（防衛省防衛研究所）

以上からわかるとおり、陸軍航空部は航空隊に配備及び航空要員の養成用の
飛行機を戦術分科に合わせた形で整備し、その中でも教育用のものについては
基本教育と応用教育毎に異なる飛行機を使用するという、専門教育に対応した
型式の整備を決定した。そしてフランス式を採用するという方針を決めたこと
に従い、飛行機、発動機ともに全てフランス製（国内生産含む）を使用するこ
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ととした。同時に、その他の飛行機で現に使用中のもの及び製作中のものにつ
いては現数限り使用を認めるというものであったため、それまで親しまれてい
たソップウイス等は次第に戦列を離れ、フォール大佐が教育上有害と指摘した
「モ」式は使用されなくなった。そして陸軍航空がその草創期に輸入し、国内
製造を可能としたことで青島戦役やシベリア出兵などで広く使用された「モ」
式４型及びルノー７０馬力発動機は製造中止が命じられた420 。これはジョノー
少佐が指摘したことでもあるが、外国の方式に倣う場合、飛行機機体及び発動
機のような精巧かつ多種類の部品・用具を必要とする器材はある１つの国に依
存し、かつ型式も絞るのが生産、補給及びメンテナンスの面では便利である。
同時に、陸軍はこれまで飛行機の名称については原名称（ニューポール、ス
パッド、サルムソン等）を用いていたのを、器材行政上統一した呼称を用いる
こととした。帝国陸軍は元々、１９１８年（大正７年）にモーリス・ファルマ
ン４年型を「モ」式４型飛行機、同６年型を「モ」式６型飛行機とする等、飛
行機の名称は原名カタカナの頭文字を採り「◯○」式飛行機と呼称するととも
に、名称が同じで型の異なるものは型の区分を付すこととし、発動機について
も飛行機の例にならうように定めていた421。しかし飛行機の種類が増加し、ま
た戦術分科に対応するため、１９２１年（大正１０年）にこれを改定、制式又
は仮制式として採用する飛行機は、その用途に応じ、滑走機、練習機、偵察機、
戦闘機及び爆撃機と称することとし、飛行機の種類を整理しつつ、これまで
「ニ式（筆者注：ニューポール）」、「サ式（筆者注：サルムソン）」や「ス式
（筆者注：スパッド）」と呼称していたものを以下のように改めることとした。
422

420

「飛行機製造数訂正に関する件（陸普第２３９号、１月１７日）
」
『永存書類乙集
第２類第５冊 大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03011547800。
421
「航空器材の名称及標識規定に関する件（陸普２００９号、６月１２日）
」
（
「航
空器材の名称及標識規定に関する件」
『永存書類甲輯第５類 大正７年』(防衛省防衛
研究所)JACAR Ref.C02030850600）
。
422
「航空器材の名称及標識に関する件（陸普第４７４１号、１０月２７日）
」
『永存
書類甲輯第５類第２冊 大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C02031026200。
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飛行機・発動機の名称（大正１０年１０月２７日）

表４―８

飛行機名称表
区分

改正名称

旧 名 称 （ 固 有 名 摘要
称）

飛行機

二型滑走機

二型滑走機

グノーム５０馬力発動機装
着のもの

三型滑走機

三型滑走機

アンザニー３５馬力発動機
装着のもの

甲式１型練習機

ニ式８１型飛行機

ニューポール式２３平方米

甲式２型練習機

二式８３型飛行機

ニューポール式１８平方米

甲式３型練習機

二式２４型飛行機

ニューポール式１５平方米

戊式１型練習機

コ式 G４型飛行機

コードロン式 G４型

乙式１型偵察機

サ式２型飛行機

サルムソン式２A２型

丙式１型戦闘機

ス式１３型飛行機

スパッド式１３型
イスパノスイザー２２０馬
力発動機装着

丁式１型爆撃機

Ｆ５０型飛行機

Ｆ５０型三座

丁式２型爆撃機

Ｆ６０型飛行機

Ｆ６０Bn３型

ロ式８０馬力
発動機

ロ式 J 型発動機

ローン式８０馬力

ロ式１２０馬力
発動機

ロ式 JＢ型発動機

ローン式１２０馬力 JB 型

サ式２３０馬力
発動機

サ式Ｚ９型発動機

サルムソン式２３０馬力 Z
９型

イ式２２０馬力
発動機

イ式２２０馬力
発動機

イスパノスイザー式２２０
馬力

ア式３５馬力
発動機

ア式発動機

アンザニー式

発動機

本表以外に現在せる飛行機及発動機は凡て従来の名称を用うるものとす
出典：「航空器材の名称及標識に関する件」『永存書類甲輯第５類第２冊

大正１０年』

（防衛省防衛研究所）

このように、帝国陸軍は、フランス航空教育団の帰国後、フランス方式に則
り航空器材の整備を行った。それは井上が述べたとおり、当時のフランスの航
空器材は世界最高水準と考えられていたからである。その一方で、フランス式
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航空器材への評価は徐々に揺らいでいくこととなる、それは直接的にはフラン
スから購入した航空器材が配送過程も含め評判が悪かったことに起因し、例え
ば、シベリア出兵時に駐フランス永井武官の主張により購入したスパッド１０
０機（第２章第３節参照）がことごとく破損して到着したほか、４０機注文し
たニューポールは２６機しか届かなかった423。このほか、爾後に購入したニュ
ーポール各種も到着した際に破損が多く424、また重爆撃機として購入したファ
ルマン５０（丁式１型）がフランス航空隊によって使い古された中古品のため
早々に破損し、放棄された（その次に購入されたファルマン６０（丁式２型）
は１９２８年（昭和３年）まで使われたが、やはり故障が多かった模様である）
425。

これは１９２２年に欧米諸国に航空事情調査のため出張した小磯国昭が、フ
ランスの飛行隊で使用している航空器材は第一次世界大戦時に比して多少の進
歩はしているものの、機体・発動機ともに旧式に属しつつあると回想している
ことにも表れている426。実際、第一次世界大戦で最大の航空大国であったフラ
ンスは、１９２０年代後半以降、国内の政治的混乱等の理由により航空産業が
活力を失い、徐々にその優位を失っていった427。更に、フォールが航空器材の
市場開拓の任務を帯びていたことは既述したが、フランス航空教育団の帰国後
もフランスは第一次世界大戦が残した大量の器材の処分のため、日本に売却を
持ちかけた。その際、明らかに時代遅れの航空器材の販売が駐日フランス大使
館付航空補佐官より持ちかけられるなどし、陸軍省は購入の必要なしと早期に
423

「飛行機調弁数量の件伺（陸軍兵器本廠ユ甲第４号、大正１３年３月２３日）
」
『外国飛行機購入書類』及び「
「スパット」式飛行機部品損害調査の件」
『永存書類乙
輯第２類第５冊 大正１０年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03011569100。た
だしスパッドの破損は第一次世界大戦の終戦に伴う混乱により、運送が遅延したこと
による腐食である可能性が高い（１９１８年１１月にフランス内工場から出荷した
後、マルセイユで翌年１０月まで留め置かれ、１９１９年１２月にようやく横浜に到
着した）
。なお日本政府はフランス政府との「有誼」のため、請求金額を支払うととも
に到着したスパッドは使用可能な部品を除き廃品処分とすることを決定している。
424
陸軍航空兵大尉 加藤邦男「飛行機機体を成るべく長く使用する為の処置方案
（懸賞論文）
」
（
『航空記事』第５２号、１９２５年１２月）２３−４５ページ。
425
野原茂『日本軍用機事典１９１０―１９４５ 陸軍編』
（イカロス出版、２００
５年）３２及び３４ページ。
426
小磯『葛山鴻爪』４０１−４０２ページ。
427
野原茂『日本陸軍戦闘機の系譜』（枻出版社、）２００９年）４２ページ、佐貫
『発想の航空史』１１７−１２０ページ、James, S.Corum, “Airpower Thought in
Continental Europe between the Wars,” in Mellinger, The Paths of Heaven: The
Evolution of Airpower Theory (Maxwell AFB: Air University Press, 1997)pp.151-159.
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回答している428。また航空器材以外でも、第一次世界大戦中に大量に生産され、
当時は既に時代遅れとなっていたフランス戦車ルノーＦＴの大量売却が持ちか
けられていた429。このようなフランス側のあからさまな態度も、帝国陸軍がフ
ランス製の航空器材から距離を置き始める要因となったかもしれないが、最大
の要因はこの時期、飛行機機体・発動機の大幅な国産化が官民ともに可能とな
ったことにあり、その過程にはフランス以外の航空先進国が関係していた。
４．３．２

器材独立方針

陸軍航空部の発足後に井上は教育・器材をフランスに範を採るとともに、器
材独立の方針を打ち出したが、これは飛行機後進国である日本がまず克服しな
くてはいけない課題であった。これまで見たとおり、第一次世界大戦の勃発と
ともに外国からの購入が途絶したことが帝国陸軍をして航空器材の国内生産の
方向に舵を切らせた背景である430。そのため陸軍航空本部は当面の航空器材の
調達について、陸軍省器材課と協議の上、以下の方針で臨むことにした431。
・

飛行機機体については、その年度所要総数の約２/３を陸軍航空部で、約
１/３を砲兵工廠において製造することを標準とする。ただし民間飛行機製
造業者に対する奨励の目的で、その発達に応じ、一部を民間会社に製造さ
せるようにする。

・

発動機については、砲兵工廠において製造するものとするが、民間飛行機
製造業の発達に応じ、その約半数まで民間企業に製造させることとする。

この際、陸軍省航空課は航空器材行政の統一的所管を図ろうとしており、１９
１９年（大正８年）７月に陸軍省官制を改正し、４月に設置されたばかりの同
課の所掌業務に航空器材の制式、支給、交換、整備及び検査に関する事項、砲
兵工廠における航空器材の製造に関する事項及び民間航空機の製造の保護奨励
等を追加し、また陸軍兵器廠条例を「但し航空用器材を除く」と改正する案も

428

「発動機売込に関する件」
『永存書類乙輯第２類第５冊 大正９年』
（防衛省防衛
研究所）JACAR Ref. C03011370800。これはフランス大蔵省次官（在庫処分担当：
Liquidation des stocks）からの申し出によるもの。売却リストには、１００馬力級
の明らかに時代遅れの発動機が多く含まれている。
429
原乙未生、栄森伝治共著『日本の戦車 下』
（出版協同社、１９６１年）２０ペ
ージ、大原徹「機甲部隊 その誕生から終焉まで」
『陸軍機甲部隊（歴史群像太平洋戦
争シリーズ Vol.25）
』
（学習研究社、２０００年）３５−３７ページ。陸軍省はこの購買
に乗り気であったが、陸軍技術本部が国産を主張して反対し、最終的に初の国産戦車
である試製１号戦車（後に改良され８９式戦車となる）の製造に成功した。
430
井上「航空日本の創初」２５５−２５６ページ。
431
「航空器材業務に関する打合事項 大正８．５．１４器材課」
『重要書類綴』
。
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作成していたが、これらは案にとどまった模様であり、器材課から反対を受け
たと推察される432。
こうして陸軍航空部は器材独立の方針を打ち出すとともに、飛行機製造にあ
たってはもっぱら官立工場で実施し、民間における飛行機製造はその発展を待
つという態度であったが、これはいまだ飛行機機体及び発動機の製造は官立工
場が主導しているという国内航空産業の実態を考慮してのものであった。第２
章第２節で述べたとおり、この頃は飛行機機体製作については最新鋭のものを
研究会（後に陸軍航空部補給部）あるいは砲兵工廠にて複製・改造できるレベ
ルに達していた一方、発動機については遅れがあった。１９１７年（大正６年）
の特別大演習における航空事故の原因からも、またフランス航空教育団の報告
書の指摘からも、発動機製作のレベルが日本の航空器材独立にとって最大のネ
ックであったことは明らかである。飛行機機体は当初、木製であったことから
も、比較的早期から日本において国産が可能となった反面、発動機は精密技術
の塊であり、特殊鋼材を必要とし、また高い工作精度が要求されるため容易に
国産化できなかった。このため、自然な流れとして、外国製発動機のライセン
ス生産による技術移転を試みることになった。
このような背景のもと、１９１８年（大正７年）３月１４日に陸軍省から飛
行機購入調査の照会を受けた駐フランス永井武官は、発動機について、最も見
込みあるサルムソンを採用するため製作権の買収を提案した（第２章第３節参
照）。その際、永井武官は臨時軍用気球研究会にも以下の内容を打電し、サル
ムソンの製作権買収の重要性を説明した433。
・

現在のままでは日本陸軍において発動機を自製する域に達するのは容易で
はなく、恐らく先進諸国の進歩に追随することはできないであろう。

・

また、技師等を派遣するだけでなく製作権も買収しない限り、どの工場も
十分な研究を許さないのは当然である。

・

例えば、三菱造船所は「ヒスパノ」（筆者注：イスパノスイザ）発動機の
製作権を買収し、技師職工をフランスに派遣し製造術を習得させている。英
米のような先進国でもフランスの優秀な発動機の製作権を買収し製造してい
る。

・

そもそも発動機のような精巧な機械は技術専門家と熟練職工を有している
のでなければ容易に優秀な新製品を製作できないため、日本陸軍が発動機を

432

「陸軍省官制改正案 大正８年７月４日 航空課」
『重要書類綴』
。
「電報訳 山田会長宛 発信者 永井大佐（４月１５日）
」
『外国飛行機購入書
類』
。
433
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自力で製造しようとするならば、三菱の例に準じて現在のフランス製発動機
中最も将来性のあるものを選び製作権を買収することで、製造術を練習しつ
つ技術力を蓄積する必要がある。
・

そのため「ヒスパノ」は三菱に委ね、陸軍は現在の趨勢上、サルムソンを
採用するのがよい。
これに対して陸軍省も、製作権を買収した場合には研究会及び東京砲兵工廠

から技術者・職工等を派遣し、発動機の製造のみならず機械の製造技術もあわ
せて修得させたいとの希望であった。そのため、同年５月には永井武官に対し
て発動機の製作権買収及び付帯条件として技師・職工のへの技術伝授等を要望
するよう命じた434 。その後、日本側がシベリア出兵の「時局」を理由に交渉開
始したこともあり、価格や製造台数及び有効期限などの条件について日仏間の
交渉が進み、陸軍省は永井武官に対し買収の手続きを取るように命じた。同時
にかねてより永井武官が現地における購買業務専従要員として推薦していた西
濱少佐にフランス現地に派遣する発動機製造講習団の指導をさせるように手配
し、一行は１９１９年（大正８年）１月に現地に到着した後、８月までに全員
が帰国した435。
一方で第一次世界大戦の終結に伴い、帝国陸軍は敗戦国であるドイツからの
戦利品としての航空器材を多数獲得することとなった436。ベルサイユ条約によ
り、ドイツは航空兵力の保有が禁止されたほか、一定期間（最終的には１９２
２年５月まで）のドイツ国内での航空機の製造禁止や全ての軍用航空器材の連
合国への引き渡しが義務付けられた。この際、これらの業務を管理する連合国
航空監督委員会(Inter-Allied Aeronautical Commission of Control；１９２２
年 ５ 月 か ら は 航 空 監 視 委 員 会 (Inter-Allied Aeronautical Committee of
Guarantee)が設置されたが、その中の航空委員会でドイツからの戦利航空器
材の分配が決定され、日本は全体の５％の取り分となった437 。この際、同委員
434

「飛行機製造権譲受の件（陸１５４、５月１０日）
」
『外国飛行機購入書類』
。
派遣人員は西濱少佐以下技師５名の合計６名。
「サルムソン製造権譲受の件（陸３
１２、９月３日）
」
、
「弐第２０１５其１０４ 第４号 電報訳 陸軍次官宛 発信者
巴里 永井大佐 仏陸２（１月７日）
」及び「第５号 電報訳 軍務局長宛 発信者
永井大佐 仏陸９３（８月１９日）
」
『外国飛行機購入書類』
。
436
ドイツからの戦利品航空機の獲得と、それが日本の航空技術の自立に果たした役
割については、Melzer, Wings for the Rising Sun, Chp.3 and Chp.4, 及び 西尾隆志
「戦間期ドイツから日本への航空技術移転―日本航空技術「自立」化過程と「軍縮下
の軍拡」―」
（
『国際武器移転史』第４号、２０１７年７月）８９−１１５ページに詳し
い。
437
分配比率は、英仏：３０％、米伊：１５％、日本及びベルギー：５％であった。
「航空委員会に関する報告（航空機材分配に関する会議）
」
（
「航空監督員会 総括報告
435
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会の日本代表であった田中国重少将438（当時）は、
（１）航空機が戦時に必要であることは大戦が証明した
（２）そのため、欧米諸国は大戦後も軍用機開発を継続するのは疑いない
（３）しかし莫大な経費と国際関係の考慮のため、むしろ戦時に軍用に転換で
きる民間機の開発に傾注するであろう
との観察のもと、日本も軍事・民間飛行機の発達のため、それを達成する「唯
一の手段」と考えられるドイツ戦利飛行機をなるべく多く獲得すべきであると
主張し、それらを日本に輸送するための費用を支弁してほしいと訴えた439。こ
れ受け、田中陸相の要望により、戦勝国としての欧米列強に対する体面のほか
「我が航空界の進歩発展に資する」という理由でドイツから獲得した航空器材
各種の輸送費２５０万円が１９１９年（大正８年）９月末に閣議決定された440。
田中少将及び田中陸相がドイツの航空器材の獲得の必要性を強調したのはい
くつか理由がある。第１に、ドイツ製の航空器材の性能が著しく優れていたこ
とにある441。押収飛行機は多発動機のツェッペリン・シュターケン大型機、ゴ
ータ大型機といったドイツが大戦で戦略爆撃に使用した機体や、各種爆撃用航
空機搭載機材があり、帝国陸軍の後の爆撃機装備の原型となったほか、発動機
もベンツ５００馬力など当時の世界最高水準で、帝国陸軍としては「全てが精
巧で頑強に、科学の極致を尽くしたものとして目を見張らせ、教えられるもの
が多かった」と評価していた442。実際、陸軍から航空監視委員会に派遣された
委員も、後述する全金属製飛行機と強力な発動機を主力としたドイツ航空産業
一」
『分割１』
）
（外務省外交史料館）JACAR Ref. B06150307700。
438
陸士４期、騎兵。参謀本部第２部長、近衛師団長、台湾軍司令官等を歴任。最終
階級は大将。
439
「田中少将電報 陸？第２８号 大正８年９月１日」
（
「１．一般」
『航空監督委
員会』
）
（外務省外交史料館）JACAR Ref. B06150307300。
440
「戦利航空機及附属品ヲ獲得シ夫々処置スルコトトシ其ノ経費支出方ヲ決定ス」
『公文類聚・第四十三編・大正八年・第二十三巻・軍事一・陸軍』
（国立公文書館）
JACAR Ref. A01200444000。日本に輸送する飛行機は１００機、発動機は５００台
（ただし両方とも使用可能なもの）とされ、また獲得した航空器材のうち、飛行船と
水上飛行機は海軍が受領し、陸軍は研究資料として部品及び素材を受領することとさ
れたほか、航空用補助器材をなるべく多く受領することとされた。
441
実際、陸軍はこの時期、飛行機機体及び発動機の他にも外国製の器材、部品及び
工具を大量に購入しているが、その中にはドイツ製のものも多く見られる。大正末期
から昭和初期にかけての『永存書類乙集』には「航空器材調弁に関する件」の件名で
多くの事例が存在していることがわかる。
442
『井上幾太郎伝』２５７ページ。なお本史料によれば、陸軍が受領した飛行機は
７４機、発動機は２７１機とされているが、押収航空器材の種類や数量は史料によっ
て異なる。高橋『日本航空史 乾』３６９−３７０ページも参照。
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は「尚将来を有」するだけでなく「終始世界的誘導地位」を維持するであろう、
と報告している443。
第２に、ジュラルミンを使用したドイツ製の全金属製機体が将来の飛行機機
体の主流とみなされたことからもドイツ製航空器材は注目された。押収された
飛行機には全金属製のユンカース単葉機もあり、これは押収飛行機が日本に到
着した後に摂政の宮（のちの昭和天皇）への御前飛行に供され、当時の新聞報
道はその耐久力、防御・防火力及び取り扱いの簡便さを挙げ「将来あるいは我
が軍用機を全部これにするかもしれない」と絶賛している（図４―３参照）444。
前述した欧州視察中の小磯も全金属製飛行機が多くのドイツ飛行機会社で製造
されている一方で、フランスではあまり盛んではない模様であると観察してい
る445。

（図４―３）
「御前飛行のユ式偵察機」
（大阪朝日新聞
月２５日

１９２２年（大正１１年）１０

７ページ）
。

第３に、このようなドイツ航空器材の優秀さは当然ながら連合国各国も認識
しており、航空監督委員会は連合国各国による熾烈な獲得競争の場となってい
たという切迫した状況にあった。陸軍省より派遣されていた委員からの報告で
は、ドイツが休戦後に連合国に押収されないよう、新式航空器材を様々な手段
で隠匿・改造しているため、価値ある器材は日に日に少なくなっていく一方で、
英、米、仏等がこれら新式器材を「何等かの名義をもって」購入している模様
であると報告している。そのため、日本としてもこの流れに乗り遅れないよう、
三井物産等を通じて民間機としての扱いにより購入しておくのが得策であると
提言している446。

443

「付録 大正１１年１０月稿 独逸航空界の現況」
『大正７年 欧受第１８５８
号自其４２２至其４４０平和条約関係書類 第１６号 陸軍省』JACAR Ref.
C08040367900。
444
「御前飛行のユ式飛行機『大阪朝日新聞』１９２２年１０月２５日朝刊、７ペー
ジ。
445
小磯『葛山鴻爪』４０２−４０３ページ。
446
第４９号 独逸より連合国に交付すへき航空機の件」
『大正７年 欧受第１８５
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その後も現地の陸軍委員からは、ドイツ飛行機製造会社がドイツ政府に没収
されないよう、密かに各国と秘密売買交渉をしつつあることが報告されるとと
もに、ユンカースの全金属製飛行機に使用されているジュラルミンに代表され
る新式器材・部品は将来も製造されるか未知であり、現在購入しておかないと
日本が押収した飛行機の修理すら覚束なくなることから、早々にこれら器材・
部品を購入し、それらの研究のためドイツ人の操縦士及び技師を三井物産の社
員民間人として日本に招聘することが提言されている。この案に対しては、外
務省は日本政府とは関係なくあくまで三井物産が器材を購入するという形を取
るならば敢えて反対しないという立場であったが、陸軍省はドイツ人操縦士・
技師を招くことは目下フランス航空教育団の来日中でもあるためフランスの感
情を害する恐れがあるとともに、ベルサイユ条約違反であるとして却下した447。
その後、１９２２年（大正１１年）５月にドイツに民間機の製造が認められ
たことから、本件は再び息を吹き返すこととなった。１９２３年（大正１２
年）、陸軍は「列強航空界の現況に鑑み、優良器材、殊に金属製飛行機の研究
並びにこれが整備は我が国当面の急務」であるとの考えのもと、金属製飛行機
に関し列国中最先端技術を持つドイツより技術者を招聘し、陸軍の航空技術を
向上させることを決定した448 。しかし民間機の製造が可能となったとはいえ、
ベルサイユ条約はいまだ外国軍隊がドイツ人技術者を雇用することを禁止して
いたため、陸軍は民間会社にドイツ人技術者を招聘させ、それを通じ陸軍の工
場にその技術者を招くという方法を採用した（ただしドイツ人であることを明
らかにしない）。実際、それまでにドイツの主要な飛行機製造会社は、研究所
や工場を第三国に移転させ、各国への航空器材の輸出やライセンス供与等の手
段により民間機のみならず軍用機及びそれに搭載する航空器材の開発を継続し
ており449 、多数のドイツ人技術者が陸軍及び民間飛行機製造会社への技術協力
８号其１ 平和条約国際連盟関係書類 審案添付 陸軍省』JACAR Ref.
C08040384500、及び「第５０号 独逸より連合国に交付すへき航空機の件」
『大正７
年 欧受第１８５８号其１ 平和条約国際連盟関係書類 審案添付 陸軍省』JACAR
Ref. C08040379200。
447
「１５．陸軍ニ於テ押収飛行機細部ノ部品附属機械等購買方ノ件」
『帝国二於テ
兵器需品購入並依頼製造関係雑件 第一巻』
（外務省外交史料館）JACAR Ref.
B07090275700、
「独逸航空技師雇入に関する件」
『欧受大日記 大正９年自７月至９
月』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C03025169500。
448
「外国航空技術者招聘に関する件」
『永存書類乙集第１類 大正１２年』JACAR
Ref. C03011775300。
449
例えば、ユンカースはオランダに、ドルニエはイタリアに工場を持っており、他
国軍からの注文を受けている会社も存在していた。
「付録 大正１１年１０月稿 独逸
航空界の現況」
。また小磯国昭はドイツ滞在中、ドルニエから戦闘機の設計図を見せら
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のため日本に招聘されることとなった。
このようなスキームが可能となった重要な背景として、１９２０年代初頭に
はすでに、民間の飛行機製造会社が陸海軍の発注に応えられるだけの技術を蓄
積していたことが挙げられる。例えば、日本飛行機製作所の中島式５型は１９
１９年（大正８年）５月に陸軍が民間工場製最初の制式陸軍機として１００機
注文し、航空部隊及び航空学校に支給された450。同製作所から独立した中島飛
行機は、陸軍から甲式２型及び３型練習機（それぞれ陸軍の制式機であったニ
ューポール８３Ｅ−２及び２４Ｃ−１が名称変更されたもの）の製作を発注され、
それぞれ４０機及び１０２機製造したほか、甲式４型戦闘機（ニューポール２
９Ｃ―１）の国産化も発注され、これは６０８機も生産され陸軍最初の大量生
産戦闘機となった。川崎は１９１８年（大正７年）７月に陸軍からサルムソン
２Ａ２偵察機の試作命令を受け、翌月にはフランスのサルムソン社より同機と
発動機などの製造権を獲得した。その後、技術者の欧米派遣や陸軍航空部補給
部所澤支所から飛行機製作の経験を持つ技師以下７０名を雇い入れるなどして、
１９２２年（大正１１年）１１月にサルムソン２Ａ２の試作機２機を完成させ、
これは乙式１型偵察機として陸軍に採用され１９２７年（昭和２年）８月まで
に３００機を生産・納入した。
このような流れのもと、１９２４年（大正１３年）２月、陸軍からの命令に
より川崎はドイツのドルニエ社に全金属製爆撃機の設計試作を依頼するととも
に飛行機部長以下５名をドイツに派遣、ドルニエ社との間に機体、ＢＭＷ社と
の間に発動機に関し技術提携を結んだ451 。川崎は同年スイスからフォークト博
士以下７名の技師を招聘したほか、翌年には自らも技師団をドイツやイタリア
のドルニエ工場に派遣し、１９２６年（大正１５年）春にはドルニエの金属製
飛行艇を元にＤo．Ｎ試作機を完成させた。これはその後陸軍の審査に合格し
て丁式爆撃機（ファルマン５０及び６０）の後継機である８７式重爆撃機とし

れるとともに、イタリアに行った際に工場の見学も許可されている。この他、小磯は
ジーメンス、ハインケル、ユンカースの見学を許可されているが、これはこれらの企
業が大戦後の苦境にあって帝国陸軍を重要な顧客とみなしていたことを意味してい
る。小磯『葛山鴻爪』４０６−４１２ページ、Melzer, Wings for the Rising Sun,
pp.72-73.
450
陸軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜粋』大正７年９月の項、高橋『日本航空史
乾』２６０−２６１ページ及び野沢正編著『日本航空機総集 第５巻 中島編（改訂新
版）
』
（出版協同社、１９８３年）５０−５２ページ。
451
川崎とドルニエの協力関係の詳細については、永岑三千輝「ヴェルサイユ体制下
ドイツ航空機産業と秘密再軍備（４）
」
（
『横浜市立大学論叢』社会科学系列６７（１・
２）
、２０１６年）５５−９２ページを参照。
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て採用された。この重爆撃機の試製にあたって、陸軍は「スイス人」技師の陸
軍航空本部技術部への出入りを許可する等の便宜を図っている452。
また三菱は海軍から「１０式」の３種の艦上機の発注（各型合計約３００
機）を受けたほか、陸軍からも１９２２年（大正１１年）に甲式１型練習機
（ニューポール８１Ｅ−２）の発注を受け２年後まで合計５７機生産、１９２
３年に発注を受けたアンリオ型練習機（巳式１型）は１９２７年（昭和２年）
まで１４５機生産された。このほか１９２６年（大正１５年）には１３式軽爆
撃機が暫定的に採用された453。
そしてこのような民間の飛行機製造力の向上に伴い、陸軍は、これまで外国
飛行機の輸入やライセンス生産を行なっていたものを日本で設計・製造し「純
日本制式を制定し併せて民間工場の助長」を図ることとした。まず１９２６年
（大正１５年）８月、陸軍は民間各社に、川崎が製造していたフランス製の乙
式１型偵察機（サルムソン）の後継機の設計試作競争を命じた454。これには川
崎、三菱、石川島が参加したが、川崎はリヒャルト・フォークト、三菱はアレ
クサンダー・バウマン、石川島はグスタフ・ラッハマンを主務設計者としたた
めドイツ人同士による戦いの様相を呈したが、最終的には川崎機が合格、１９
２８年（昭和３年）に８８式偵察機として仮制式決定され、１９３１年（昭和
６年）までに５２０機が生産された。また同機は爆撃装置を装備して８８式軽
爆撃機としても採用され455、１９３１年（昭和６年）まで合計３７０機生産さ
れた。
452

「陸軍航空本部技術部に外人出入の件」
『密大日記 其４ ６冊の内 第４冊 大正１
５年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref. C03022774200、
「瑞西人を技術部へ出入方の
件」
『密大日記 ６冊の内 第４冊 昭和２年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C01003765800。
453
これは同年、陸軍が軽爆撃機の候補として 3 機種（ブレゲー１９型、フォッカー
CV 型、及び三菱１３式）の審査結果、どれも要求性能を満たさなかったところ、爆
撃連隊の新設に伴い教育訓練上軽爆撃機が必要であったことから、前３機種の中から
国内生産のため器材補給が容易で、また相当の性能を有する三菱のものが選ばれたも
のである。
「軽爆撃機整備に関する件」
『永存書類乙集第２類第５冊 大正１５年』(防
衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03012271900。なお三菱１３式軽爆撃機は昭和２年に
８７式軽爆撃機と改称され、１９２９年（昭和４年）まで合計４８機が生産された。
「飛行機の稱呼に関する件」
『永存書類甲輯第５類 昭和２年』
（防衛省防衛研究所）
JACAR Ref. C01001006300 及び野沢正編『日本航空機総集 第１巻 三菱編（改訂
新版）
』
（出版協同社、１９８１年）４６ページ。
454 「民間に於いて飛行機設計をなさしむる件」
『密大日記 第３冊 昭和４年』(防衛省
防衛研究所)JACAR Ref.C01003865300。
455
「８８式軽爆撃機準制式制定の件」『密大日記 第４冊 昭和６年』(防衛省防衛研
究所)JACAR Ref.C01003953100。
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次いで１９２６年（大正１５年）１１月、陸軍はすでに旧式化していた甲式
４型戦闘機（中島がライセンス生産していたフランス製ニューポール２９Ｃ−
１）の後継機についても偵察機の例にならい民間に競争試作させることとし、
爾後、川崎、三菱、及び中島の３社に試作を命じた456。川崎はフォークト、三
菱はバウマン以下の陣営で引き続き臨み、中島はアンドレ・マリー及びマキシ
ム・ロバンのフランス人技師２名457の下で競争を戦ったが、最終的に中島のも
のが９１式戦闘機として採用され、各型が１９３４年（昭和９年）までの間に
計３５０機生産された。なお川崎は敗れたものの、本競争で設計した試作機
（ＫＤＡ−３型）をベースにした機体（ＫＤＡ―５型）を引き続き設計・試作
し、これは満州事変の勃発とともに戦闘機の需要が急増した結果、１９３１年
（昭和６年）１０月に９２式戦闘機として陸軍に制式採用され、合計３８５機
が生産された。
他方、三菱はユンカースと技術提携し、同社の様々な軍用・民間機のライセ
ンス供与を受けている。このうち全金属製四発旅客機のＧ３８は改造され最終
的に９２式重爆撃機となったが、このプロジェクトには当時、陸軍航空本部の
総務部長であった小磯国昭が深く関わっていた458 。小磯は８７式重爆撃機では
戦略爆撃機としては距離が短いため、有事にソ連、中国あるいは米領フィリピ
ンに対する長距離爆撃を可能とするような超重爆撃機の試作を井上本部長に提
言し、了解を得た上で、三菱にユンカースの大型旅客機のライセンスを購入し、
それを改造した重爆撃機の試作を持ちかけた。これは既述のとおり、小磯が戦
略爆撃機の必要性を訴えていたことと関係する。既述のとおり、小磯は爆撃機
の戦略的使用を主張していた。その著書においても、敵の空襲を防ぐ完全な手
段は、敵爆撃機の飛行場及びその工場を開戦劈頭に破壊するため航続距離と搭
載量の大きい爆撃機を大量に保有することであるが、財政的に困難な場合には
民間機を長距離爆撃機として戦時転用できるよう準備しておくことが必要であ
ると述べている459 。このように、小磯はユンカースの大型旅客機を、自分の航
456

「単座戦闘機試作に関する件」
『密大日記 ６冊の内 第３冊 昭和２年』
（防衛省防
衛研究所）JACAR Ref. C01003732500。
457
マリーはニューポール社、ロバンはブレゲー社に在籍していた。
458
「九二式重爆撃機準制式制定ニ関スル件」
『密大日記 第４冊 昭和８年』
（防衛省
防衛研究所）JACAR Ref. C01003974600、小磯『葛山鴻爪』４２２−４２４ページ、
及び荒蒔義次「空の要塞「超重爆撃機」
」
（
『偕行』１９８０年１月）３３ページ。なお
本件の詳細については西尾「戦間期ドイツから日本への航空技術移転」１０５−１０８
ページ、及び Melzer, Wings for the Rising Sun, pp.114-125 を参照。
459
小磯国昭、武者金吉『航空の現状と将来』
（文明協会、１９２８年）４３−４４ペ
ージ。
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空運用思想を実現するための最適な機体とみなしたといえよう。ただ、９２式
重爆撃機は１９３０年代初頭には早々に老朽化し、実戦に参加せず７機を整備
した後に分解・格納されてしまったが、これは当時の航空技術の急速な発展度
合のみならず、小磯のような航空運用思想を持った者が帝国陸軍内で後に続か
なかったことを示している460。
しかし、ドイツからの戦利航空器材が呼び水となって、陸軍及び日本の器材
独立を後押ししたことは確かである。実際、日本の航空史においては、多くの
ドイツ人技術者の指導により日本人技師が「準国産機」を開発したこの時期は、
１９２０年代半ばまでの欧米機のライセンス生産を特徴とする「模倣時代」か
ら、１９３０年代半ば以降の日本人技師により国産機が開発された「自立時代」
への橋渡しの時期とみなされている461。他方、１９２０年代を通して帝国陸軍
はフランス人教官を招聘しており、またフランス式の飛行機を多数使用してい
ることからも、早々にフランス式を放棄したわけではないことも事実である。
表４―９が示すとおり、１９２０年代に帝国陸軍の最大の飛行機輸入先はフラ
ンスであることから、実際にはそれまでに馴染みのあり、安定感のあるフラン
ス式教育・器材を使用したと同時に、将来性のあるドイツ製の全金属製機体と
高馬力エンジンの研究にも投資をしたということだろう。事実、当時のフラン
スは、技術的にドイツにその座を奪われつつあったとはいえ、長距離飛行の世
界的記録を多く樹立し、またマルチロール軍用機としての評判からも最高傑作
機と言われた全金属製機であるブレゲー１９を生み出す力がまだ残っていた
（第５章第２節で述べる朝日新聞のローマへの訪欧長距離連絡飛行に使用され
た機体はこのブレゲー１９の１種である）。そして準国産機及び国産機の開発
の前提として、ドイツ航空技術の摂取に負けず劣らず、フランス機のライセン
ス生産及びフランス人技師の指導による技術の蓄積は無視できないファクター
460

西尾「戦間期ドイツから日本への航空技術移転」１０７ページ。本機の設計グル
ープ陸軍側主任であった安藤成雄は、陸軍が本機を極秘扱いしすぎたため、満州事変
への投入も検討されたが秘密保持のために取りやめになったとしており、またそれが
実現していれば我が国初の渡洋爆撃を海軍でなく陸軍が行っていたであろうと回想し
ているが、同時に陸軍はこのような全金属製大型機の用法の研究もしていなかったと
認めている。横森周信編『回想の日本陸軍機（航空情報臨時増刊 No.150）
』
（酣燈社、
１９６２）８８ページ及び「航空日本史を生きたサムライたち（６）元陸軍航空技術
大佐 安藤成雄氏」中村編『日本の航空ルネサンス』８２ページ。
461
同上、１０３ページ。時代区分については、防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書
陸軍航空兵器の開発・生産・補給』及び横森編『回想の日本陸軍機』も参照。なお、
「模倣期」と「自立期」という用語は、航空機開発の面で同じ経過を辿った海軍航空
においても同様に使用されている。岡村純『航空技術の全貌（上）
』
（興洋社、１９５
３年）参照。
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である。また９１式戦闘機の競争試作は、事実上、フランス人技師とドイツ人
技師との戦いであり、そしてフランスの勝利に終わった。更に８８式偵察機の
補助的役割として設計・制式化された９２式偵察機は、三菱がフランス陸軍か
ら招聘したアンリ・ヴェルニス技師の指導によるものである。
日本陸海軍機の国別輸入先（１９１９−１９３０年）

陸軍
フランス

海軍

表４―９
合計

４５６

４

４６０

英国

６８

１５２

２２０

ドイツ

７９

４８

１２７

３

５

８

米国

出典：西尾「戦間期ドイツから日本への航空技術移転」１０３ページより著者が適宜加工。
原典は高橋『日本航空史

乾』６７７−６７９ページ及び野沢正『日本航空機辞典

１９

１０〜１９４５』
（モデルアート社、１９８９年）１４０−１６７ページ。

このように、１９２０年代には器材独立が達成されつつあった。それは表
４―１０が示すように、徐々に輸入飛行機の割合が減少し、陸軍及び民間飛行
機会社の製造する飛行機の割合が増えたことが物語っている。そしてそれは当
初、自国製航空器材の市場としての日本に期待していた航空先進国の思惑から
日本が早々に独り立ちしてしまい、また帝国陸軍が第一次世界大戦における輸
入途絶の経験から強く推進した「器材独立」の方針を飛び越えて、世界最先端
の航空技術を追求しはじめたことを意味していた。そしてより重要なことは、
これら外国人技術者の指導を受けた日本人技師がその後のアジア太平洋戦争を
戦う飛行機の設計者となったことである462。
しかし自前で航空器材の製造・補給が可能となったとしても、その後のメン
テナンスが十分なものでないと意味をなさない。そしてそれは航空器材が高度
化すればするほど大きな課題となってくる。この点、高度な技術の結晶である
航空器材の整備のあり方が問題となっていたが、その前には徴兵制という帝国
陸軍全体の枠組みと、１９２０年代の軍縮下における予算制約という壁が立ち
はだかっていた。

462

例えば川崎の土井武夫（陸軍三式戦闘機「飛燕」
）
、三菱の仲田信四郎（陸軍９７
式重爆撃機）
、堀越二郎（海軍９６式艦戦、零戦）及び本庄季郎（海軍９６式陸攻、一
式陸攻）
、中島の小山悌（陸軍９７式戦闘機、一式戦闘機「隼」
）などが代表例であ
る。
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陸軍の飛行機・発動機調達額

表４―１０

出典：鈴木淳「陸軍軍縮と兵器生産」横井勝彦編『軍縮と武器移転の世界史』４１０ペー
ジ。原典は高橋『日本航空史 乾』
。

４．３．３

整備方法の模索

工卒の教育は、１９１０年（明治４３年）に制定された「交通兵隊工卒教育
規則463」が航空隊（当時は気球隊）を含む交通兵諸隊における工卒について定
めていたが、その後航空大隊の交通兵からの分離に伴い１９１９年（大正８年）
に「交通兵隊航空兵隊工卒教育規則」が定められ、航空大隊における工卒の教
育が特出しされた464 。そして従来、特業者465に関する規則は諸工卒とは別に定
「交通兵隊工卒教育規則（陸逹第 1 号、１月１２日）
」
（
「交通兵諸隊に於ける工卒
の教育方に関する件」
『明治４３年乾の下「貳大日記１月」
』
）(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C06084898300。
464
「交通兵隊航空兵隊工卒教育規則規定の件（陸逹第１９号、４月１５日）
」
『永存
書類甲輯第４類 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030896500。
465
特業とは、軍隊教育令上の教育区分の１つで、その目的は陸軍の兵士として必要
な一般教育のほか「一部の下士、兵卒に戦闘の為必要なる特別の技能を修得せしめ」
ることにあり、例えば機関銃術、通信術及び観測術等が戦闘職種においては主要な特
463
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められていたが、１９２０年（大正９年）、「各隊特業修業者取扱規則466 」に吸
収される形で諸工卒も各種特業修業者として扱われることになった（以下、ま
とめて「工卒」と呼ぶ）。工卒は、一般教育の第２期を終了した初年兵の中か
ら隊長が適当な者を選抜することとされていたが、航空隊の工卒については第
２期からその教育を開始してよいこととされた467 。これは特に技術的要素の強
い航空隊（及び電信隊）の工卒教育は習得に時間がかかることを踏まえ、３年
在営制が２年在営制に短縮されることに対する備えであった。
これについては、臨時軍用気球研究会幹事となったばかりの井上少将が、航
空隊については従来どおり３年在営制を強く主張したことは第１章第４節で見
たとおりであるが、井上の予想どおり、航空隊兵卒に２年在営制を導入した後
には航空部隊はそれに対する教育で手いっぱいの状況となった。その例として、
１９２５年に帝国陸軍航空関係者向けの部内雑誌である「航空記事」に「我が
連隊に約４ヶ月間隊付したる某空軍大尉」の忌憚なき意見として以下の内容が
掲載されている468。
・

日本が航空学校を徹底的に設置せずして２年兵役を採用しているのは理解
に苦しむ。

・

航空隊兵卒の兵役期間は３年間必要であり、そうでなければ一般の陸上部
隊と比べて困難な航空隊兵卒の育成は困難であるため、むしろ海軍のように
志願兵制度を採用した方が得策である。

・

日本の航空将校は兵卒教育のために多大の労力と時間とを費やし、将校と
してなすべき研究や技量の向上がほとんど困難となっているため、新兵が入
営して少なくとも５、６ヶ月は将校の技量を演練することはできないであろ
う。

・

そのため、もし兵卒を半年でも学校で教育した後に軍隊に入れたならば、
軍隊は「真の演練場」となり戦争のための実用に供するに好ましい結果を

業として挙げられるが、航空隊（気球隊含む）については１５の特業（飛行機工、気
球工、発動機工、瓦斯工、機関工、木工、鍛工、電気工、写真工、通信、無線電信、
自動車、機関銃取扱、繋留車及び気象観測）が定められていた。
466
「各隊特業條業者取扱規則改正の件（陸普第４９２２号、１１月？日」
『永存書類
甲輯第４類 大正９年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030957600。
467
「交通兵隊工卒教育規則改正の件」
『永存書類甲類第４類 大正７年』
（防衛省防
衛研究所）JACAR Ref. C02030843400。
468
飛行第１連隊長 長嶺少佐「外国武官の隊附見聞談」
（
『航空記事』第３８号、大
正１４年１０月）１−１０ページ。この「某空軍大尉」の出身国については必ずしも定
かではないが、この時点で空軍を保有していた国（英国及びイタリア）と、
「仏国流と
稍趣を異にしている某国流」及びイタリア空軍の操縦教育を「見聞」した等の記事の
内容に鑑みると英国ではないかと推察される。
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もたらすであろう。
ここでいう「兵卒」とは学校教育の必要性など文脈から推定して航空隊の一
般兵卒というより工卒を念頭に置いているものと思われるが、いずれにせよ２
年在営制の下で航空将校は兵卒の教育に忙殺され、必要な技量の向上が困難な
状況となっていた。この状況を解決するには、記事の将校が言うように兵卒の
学校教育を実施するという案もあり、これは前述した１９２１年の陸軍航空学
校条例の改正により、下士候補者たる兵卒を学校で教育することが可能になっ
たことで部分的には実現していた。またマンパワーという点では職工の採用を
増加させるという手もあったであろうが、それは自隊予算の範囲で行わなけれ
ばならなかったため、この案も現実的ではなかったと思われる。
一方、適切に航空器材の整備を行うことは、飛行機１機あたりの命数を延長
することにつながるため、予算制約の中では現実的に有効な方法である。これ
に関し、加藤航空兵大尉469は「航空記事」への投稿において、器材行政の改善
により飛行機の命数を延長できるとして以下の点を指摘している470。
・

飛行機部品の円滑かつ適時適切な補給は命数延長にとって必要不可欠であ
るが、飛行機の購入・発注方法や部隊からの部品の請求方法に問題があるた
めうまくいっていない。

・

また器材整備が適切に行われていることが命数延長にとって重要な要素で
あるが、必要な特殊器具が制定されていないため多大な損失が発生している。

これは、とりもなおさず、飛行機の命数について確固たる基準が必要であるの
に対し、それがないことが原因で、器材行政当局者と実運用者である航空部隊
の間で問題を引き起こしていたということである。また加藤大尉は、
・

外国から購入するよりも、国内で生産した飛行機を使用する方が製造後の
検査が実施可能なため、命数の延長につながる。

・大規模な修理を部隊で行うことは限界があるため、陸軍航空部補給部が積極
的に「委託修理」として引き受けることが、機体の新調経費を軽減しかつ命
数延長につながる。
と主張した。１点目については、直近でフランスから購入したニューポール各
種が到着した際に破損が多かったことを例証として挙げているが、このほかに
も、シベリア出兵に際してフランスから購入したスパッドも到着時に破損が多
かったことは既述のとおりであり、これは当時陸軍航空当局者が注力していた
469

陸士２６期、航空。航空技術研究所、航空整備学校第２教育隊長、航空兵団兵器
部長、第２航空軍兵器部長などを歴任。最終階級は少将（マニラ航空廠長）
。
470
陸軍航空兵大尉 加藤邦男「飛行機機体を成るべく長く使用する為の処置方案
（懸賞論文）
」
（
『航空記事』第５２号、１９２５年１２月）２３−４５ページ。
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器材独立と一致する。しかし２点目については加藤の予期せぬ問題を惹起する
こととなる。というのは、当時、部隊と（１９２５年以降、陸軍航空本部）補
給部の間の整備の分担については、
・

飛行中隊：使用器材の手入れ及び簡易なる部品交換

・

材料廠：機体の部品交換、翼の張り替え及び小修理等並びに発動機の部品
交換による小修理及び分解・手入れ等

・

補給部：定期修理や高い段階の修理

とされていたが471、例外として、「航空隊の材料廠では修理できない航空器材に
限り」、各部隊の要求に応じ陸軍航空本部の予算をもって修理を実施すること
とされていた472。つまり、補給部に必要以上に修理負担のしわよせがいく構造
となっていたということである。これは部隊における航空器材整備のレベルが
高くなかったため、比較的技術及び器材の揃っている補給部で行うこととした
ことに起因すると思われるが、実際、補給部は必要以上にこの「委託修理」を
受け入れていたようで、当時補給部所澤支部勤務であった佐藤航空兵中佐が以
下のように批判している473。
・

航空器材の修理について、補給部が部隊の実施すべき修理の範囲を制限し
てきたことと、補給部に委託修理を依頼する際の費用は依頼元部隊の予算と
無関係なために、部隊が自隊でも可能な修理を避けて補給部に委託修理を依
頼してしまうのは当然の流れである。

・

これは部隊がその令達された兵器費を節約するためであるが、同時に補給
部は検査も含めて修理・点検を実施してくれるため、自然と補給部には千差
万別な程度の修理依頼が殺到している。

・

実際、部隊の方が個々の器材、特に発動機の実情をよりよく把握している
と考えられるが、このような慣習により、補給部の業務に支障をきたしてい
るだけでなく、部隊における整備技量の向上を妨げているため、部隊におけ
る修理を励行すべきである。
４．３．４

評価と課題

このように佐藤は、修理経費を含む兵器費の大幅な増額と同時に、各部隊と
471

「航空部隊演習器材定数表制定の件」
『永存書類甲輯第５類第１冊 昭和３年』
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C01001055900。
472 「飛行機修理に関する規定の件（陸普第（判読不能）号、４月１６日）
」
『永存書類
甲輯第５類 昭和２年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C01000998400。
473 航空兵中佐
佐藤求己「航空器材の技術的診断治療」
（
『航空記事』第５７号、１９
２７年５月）１７−２２ページ。
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補給部との間で修理範囲に明確な区分ができるように委託修理の方法等を改善
すべきであると主張したが、それはこのような現状では、各部隊は優秀な職工
を必要としなくなるため、要求水準に応じた工卒の教育を各部隊が行わなくな
るという懸念から来るものであった。
この、委託修理に起因する問題は、それを推奨した加藤大尉の予想外の弊害
であり、加藤が理想とした部隊における整備の実地教育にも反するものであっ
た。そして本件の根源は、佐藤も指摘しているように、兵器取扱規則において
機体及び発動機については部隊の備え付け工場において「確実に製造修理し得
るもの」に限ってその実施が許可されていることを逆手にとった、部隊におけ
る兵器費の節約インセンティブが大きな原因と考えられる。
更に、部隊に令達される兵器費の不足と職工の雇用も綿密に関係していたと
思われる。兵器の整備等のために部隊に職工を採用することは元々、航空隊、
気球隊及び交通兵諸隊のような「特殊の部隊」においてはその令達予算内で可
能とされていた474 。ただしこれまでも繰り返し見てきたとおり、工業後進国で
ある日本における職工の水準は低く、またその処遇についても陸軍は海軍や民
間工場に水をあけられている状況であった。また職工の雇用には各部隊に令達
された兵器費を使用することとなるが、「現に節約に節約を加えつつある修理
費、人件費、消耗品費等475」から成る兵器費が職工採用に潤沢に使用できたと
も思えない。加えて、上記記事が更に述べているように、部隊における工卒教
育のあり方も整備能力の向上にとって大きな課題であった。工卒教育にとって
必要な器具が整備されていなかったことは加藤が指摘したとおりであるが、飛
行機という高度な機械を扱う工卒の教育にとって充分な環境が整備されていな
かったことも事実である。
４．４ 小結
陸軍航空部発足後、陸軍航空は航空要員養成の方針を徐々に学校教育へとシ
フトさせ専門化していくとともに、下士官及び工卒の教育の底上げを図った。
そこにはフランス航空教育団がその講習で取り入れた専門的教育方法が反映さ
れていたが、フランス側をして最も苦慮したと言わしめた、航空器材の取り扱
いに関する技量の低さという課題の解決は困難であった。これは全ての範をフ
ランス式に採るとの決定により、陸軍航空の扱う航空器材も全てフランス化さ

474

「兵器取扱規則中改正の件（陸逹第 2 号、１月１５日）
」
『永存書類甲輯第５類第
１冊 大正８年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030901100。
475
加藤「飛行機機体を成るべく長く使用する為の処置法案」３１ページ。
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れ、また型種も絞り込まれたことから航空器材の補給及びメンテナンスの観点
からは容易になるはずであった。しかし航空兵への２年在営制の適用や、器材
整備に必要な器具の重要性に対する認識不足、そして器材整備の担当区分の曖
昧さと整備に充てられる予算の不足等により、航空戦力の基盤を成す整備要員
の技量の向上を妨げた。そしてそれは第一次世界大戦後の航空技術の急速な発
展により、ドイツ式の全金属製飛行機の製作を通じ、器材独立を達成した日本
の航空技術がおいてきぼりにしてしまった課題であったといえよう。加藤が指
摘したように、貧乏国の我が国では飛行機機体の命数をできるだけ延長するこ
とが必要であり、そのため整備の重要性が説かれたのであるが、結果として加
藤の期待とは裏腹に部隊における整備技量の低下を招きかねない状態となった
のはなんとも皮肉である。
このように、大正末期からすでに、将来にも問題となる飛行機整備のあり方
が帝国陸軍の大きな課題となっていた。その解決策の一つとして、航空要員の
うち飛行機搭乗者はその任務に専念させ、整備等の地上勤務は専門の者に担当
させるべきであるという考え方が生まれた。１９２４年（大正１３年）に安滿
欽一476陸軍航空部本部長のもとで策定された「飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）
477

」においては、あくまで教育訓練実施のためであると注記した上で、中隊内

において飛行機搭乗者から成る空中勤務班と、飛行機・発動機等の整備を行う
地上勤務者から成る飛行機班等とに区分した。その後、本規定は１９３１年
（昭和６年）に渡辺錠太郎航空本部長のもとで改正され478、飛行中隊の中で飛
行機整備担当者の責任範囲を明確にし、整備能力の向上が図られることになる。
しかし加藤が指摘した命数延長の問題も、整備の重要性の問題も、結局は予
算及び資源の少ない我が国がどのように航空戦力を効率的に維持できるかとい
う問題に起因していた。そしてそれはとりもなおさず、特殊な器材を使用する
航空という分野においては航空の専門教育を受けた人間が必要であることを意
味していた。一方でこれまでも縷々指摘されてきたとおり、陸軍のみで必要な
航空戦力の整備を行うことは、第一次世界大戦の経験から見ても非常に困難で
あることが認識されていた。そのため次章においては、陸軍内における航空の
476

陸士６期、歩兵。朝鮮軍参謀長、陸軍航空部本部長、陸軍航空部長（初代）等を
歴任。最終階級は中将。なお同期に南次郎がいるが、このほか有川鷹一及び芝生佐市
郎という初期陸軍航空関係者がいる。また臨時軍事調査委員長を務めた佐藤安之助も
同期である。
477
「飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）編纂説明書 大正１３年４月 陸軍航空部」
（
「飛行隊教練仮規定（徒歩を除く）に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正１３
年』
）(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02031163700。
478
『飛行隊教練仮規定』
（陸軍航空本部、昭和６年１０月）
（靖国偕行文庫蔵）
。
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独立管理を目指す陸軍航空関係者が、建設期の航空行政組織の形態として獲得
するに至った形と、日本全体の航空リソースを効率的に活用しようとした試み
について見ることとしたい。
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第５章：陸軍航空の独立と外部資源活用の模索
５．１ 陸軍航空における航空の独立管理への模索
５．１．１

宇垣軍縮と陸軍航空本部の発足

第一次世界大戦における航空戦の実相と各国の航空界の発展について陸軍が
組織的に調査を行なっていた様子は既述のとおりであるが、大戦終結直後、田
中義一陸軍大臣は第一次世界大戦の帝国陸軍の近代化の方法について検討を開
始した479。
この間、陸軍制度調査委員が「陸軍大臣の監督に属し陸軍諸制度の調査」を
行うため１９１９年（大正８年）３月４日に設置され、これは陸軍次官を委員
長として、陸軍省及び参謀本部の主要局部長・課長及び臨時軍事調査委員長か
ら構成されていた480。その後、１９２３年（大正１２年）１２月に組織改編し、
「帝国四囲の形勢と国内現下の情勢就中国軍の実情に鑑み」陸軍軍備の改善を
目的として陸軍諸制度を講究審議の上、１９２４年６月中旬までに報告するこ
とを命じられた481 。これにより、同委員の任務は、単なる研究から軍縮下での
陸軍軍備改善のための具体的な青写真を描くことに変化したと言えよう。そし
て航空関係の検討は航空特別委員（委員長畑英太郎少将）を設けて行うことに
なり、同委員は６月４日、「航空特別委員会議決書」を決定した482。これは部隊
の拡張と教育の充実を主眼としているが、その反面、既設航空隊の整備につい
ては「為し得る限り困難を忍び」止むを得ない場合には（価格の安い）外国飛
行機を購入することにより予算の枠内に抑えたとの説明があり、部隊の拡大が
優先され、他にしわ寄せが行っている状況であった。

479

陸軍航空制度研究委員、陸軍制度調査委員及び大正１４年度軍備整理（いわゆる
宇垣軍縮）については防衛庁防衛研修所戦史室『戦史叢書 陸軍航空の軍備と運用＜
１＞』
、同『戦史叢書 陸軍軍戦備』
（朝雲新聞社、１９７６年）及び秋山他『陸軍航
空史』に詳しいため、本論文では主に航空要員の確保・養成と航空器材の補給の点に
関し必要な点に絞って記述する。
480 「制度調査委員設置の件」
『永存書類甲輯第１類 大正１０年』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C02030980700。
481
「制度調査委員設置の件中改正並委員長へ訓令の件」
『密大日記 其１ ５冊の内
第１冊 大正１３年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C03022645200、
「陸軍制度委員
長に与ふる訓令」
『大正１３年１月 制度調査に関する書類 共５．其１ 制調．制調
議案』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C10073295400。
482
「航空特別委員会議決書 大正１３年６月４日」
（
「航空部隊拡張整備案（第１、
第２案）
」
『大正１３年１月 制度調査に関する書類 共５．其１ 制調．制調議
案』
）
。
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この審議の中では、陸軍及び民間の飛行機製造能力の見通し等が審議された
が、技術が急速に進歩し陳腐化の激しい航空戦力の整備に際しての操縦要員の
養成や平戦時の編制のバランスという点が焦点となっていた483。ここで、陸軍
制度調査委員長が学校に使用する経費を節約して航空部隊の数を増加すべきだ
と主張しているのに対し、航空特別委員会側は学校における平時教育数は戦時
所要を見越してのものであり、また戦時の民間操縦者の教育所要としてバッフ
ァーを確保していないため、削減の余裕はないと反論している。
その後、６月２８日に開かれた第２１回の会議において、４個師団の削減に
より編制及教育施設等の改善のための経費を捻出することが決定され484 、これ
をもとに陸軍制度調査委員は、７月３１日に合計２０項目の新施策案を決定し
た「陸軍制度調査委員第１次調査報告」を宇垣陸軍大臣に提出485、これがその
後、いわゆる「宇垣軍縮」と呼ばれる大正１４年軍備整理となる。ここでは編
制上の改善に最大の経費を投じることにより航空等の新兵器を整備し、国軍の
内容の充実に努めることとことされたが、航空に関しては「航空特別委員会議
決書」をほぼ踏襲した決定事項となっており、その主要内容は平時飛行８中隊、
気球２中隊の増設となっていた。この際、戦時なるべく多くの中隊数を得ると
ともに平時教育を良好にするため、
１．平時戦闘１０中隊、偵察１０中隊、爆撃４中隊、気球３中隊を整備
２．各飛行隊、気球隊等の平時定員は平時教育及動員（飛行隊は 1.25 倍動員）
に支障を生じない程度に増員
３．飛行学校を充実・改編し、飛行隊の 1.25 倍動員を可能とするため平時教
育する各種学生数を増加
すること等が整備要領とされた。
この際、「第１次調査報告」は、戦時動員能力を増大させる為には国内飛行
機工業の発達を促進することが肝要であり、そのためには平時使用する飛行機
の数を多くし、その補給も国内製品を使用することが必要であると述べている。
しかし財政難と軍縮のために飛行機数を大幅に増やすには、安価な輸入品に頼
483

「制度調査委員議事録（第１９回）
」
『大正１３年４月 制度調査に関する書類
共５．其５．議事規定．議事録』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C10073303100。
484 「制度調査委員議事録（第２１回）
」
『大正１３年４月 制度調査に関する書類 共
５．其５．議事規定．議事録』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C10073303300。なお
この会議において委員長より、本調査報告をもって調査業務の一段落とする旨の発言
があり、爾後の委員会の開催等については委員長一任とされた。
485 「大正１３年７月３１日
陸軍制度調査委員第１次調査報告 陸軍制度調査委員長
津野一輔」
（
「制度調査委員設置の件中改正並委員長へ訓令の件」
『密大日記 其１ ５冊
の内 第１冊 大正１３年』
）
。
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らざるを得ず、そうなると国内飛行機産業の育成が困難になるという問題があ
った。そして、このような航空器材の補給上のボトルネックの存在は、本来２
倍動員を基本とする帝国陸軍の動員方針を下回る動員率を航空隊に適用せざる
を得ないことを意味していた486。また、動員時に航空器材の十分な増加が可能
となったとしても、それに見合っただけの航空要員を増加できないと意味がな
い。そのため動員を見越した航空要員の養成が課題となってくるが、上述のと
おり予算制約により陸軍の飛行学校等の教育施設を十分に拡充できないため、
陸軍のみではそれを賄えない状況となっていた。
一方、「陸軍航空制度に関する件を研究せしむる為」１９１９年（大正８年）
１０月７日に設置された陸軍航空制度研究委員は、陸軍航空部本部長を委員長
とし、委員は陸軍航空関係者を中心とした委員会であった487。田中陸軍大臣は、
本委員の目的は「我邦の現況に適応せしむる如く航空制度を改善する資料を得
る」ために
１．航空に関する諸機関の編制、制度、施設及び航空部隊の編制
２．人員及び器材の補給策
３．民間工場及び民間航空施設に関する要求及びその利用方法
の３点について研究・報告することを命じ488、同委員は１９２２年（大正１１
年）までに５つの報告書を陸軍大臣に提出した。この点、陸軍航空制度調査委
員は、「研究」が目的とされていることから、軍縮下での具体的な近代化プラ
ンを策定することを命ぜられていた陸軍制度調査委員よりも自然と理想案に近
いアイデアが多く含まれることとなった。
この中で、航空要員の養成方針については、地上兵科としての教育と航空兵
としての教育のバランスに苦慮していたととともに、日進月歩の航空技術と軌
を一にした教育の実施のあり方を模索していた。この「航空部隊教育の斉一進
歩」は航空兵科を他兵科とは異にする凝集力の源泉であり、本来は独立した航
空士官学校が必要と考えられていたが、今回の報告書では陸軍士官学校に所要
486

「航空特別委員会議決書 大正１３年６月４日」
（
「航空部隊拡張整備案（第１、
第２案）
」
『大正１３年１月 制度調査に関する書類 共５．其１ 制調．制調議
案』
）
。このほかにも検討では 1.5 倍拡張案も提出されたが、いずれにせよ器材補給力
の限界から 2 倍動員には届かない状況であった。
「航空部隊拡張整備案（第２案）
」
（
「航空部隊拡張整備案（第１、第２案）
」
『大正１３年１月 制度調査に関する書類
共５．其１ 制調．制調議案』
）
。
487
「陸訓第３１号、１０月７日」
（
「陸軍航空制度研究委員設置の件」
『永存書類甲
輯 第１類 大正１１年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02031040200。以下、
『陸軍航空制度研究委員書類』という）
。
488
「陸軍航空制度研究委員長に与うる訓令」
『陸軍航空制度研究委員書類』
。
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の措置を講じると述べるに留まった。なお、本報告書では分校体制を各々独立
した学校にすることを提言しておりこれは既述のように１９２４年の陸軍飛行
学校令により独立した３校の新設につながった。
また航空要員の補充方針については、第一次世界大戦における戦時損耗の統
計等を利用した上で操縦者は毎月２００名の養成が必要と見積もっており、こ
の膨大な人数の補充の方法を重要な課題とみなしていた。そして、戦時に不足
する人員のうち 1/5 を民間から採用し、残りは平時定員のうち下士官を増加さ
せるとともに、下士志願者が兵卒の階級にある時から操縦要員を選抜するとし
た。ここで民間より下士官の割合が多くなっているのは、操縦要員は動員に際
して在郷者から招集するのでは技量維持ができないため平時より在隊させてお
く必要があるためであるが、いずれ戦時に必要な航空要員の数を陸軍の平時定
員に頼ることには無理であることを十分に認識していたといえる。
次に、航空器材の補給・整備については、
・

平戦時における航空器材専門の補給機関として航空廠を新設

・

飛行機機体製造所を新設するとともに東京砲兵工廠機器製造所（発動機製
作）を同工廠より分離し、この両製造所を合わせて航空工廠を新設

・

戦時には官民で５倍の飛行機製造力拡張が必要であり、平時から民間工業
の育成・奨励に努めるが、近い将来に陸軍の所要を十分満たすレベルに達す
ることは期待できないため、官立工場の戦時製造力は７倍拡張が可能な様に
準備

することとしており、日本の工業力の現状から、引き続き官立工場中心主義を
採っているが、民間飛行機工業が端緒についてきたとの認識からか、ここでは
飛行機製造の２／３を民間に、残りを航空工廠が製造すると仮定されている。
最後に、陸軍航空を統括する組織として陸軍航空本部を新設し、
・

陸軍大臣を陸軍航空の最高責任者とし、陸軍航空本部長は大臣に隷属

・

陸軍航空部を改編強化し、「陸軍航空に関する諸般の調査、研究、立案及
び航空兵科専門教育の斉一進歩並びに航空器材の整備、貯蔵、補給又検査」
を所掌

と、航空器材の発達と教育法が密接に関係するとともに、技術の発達と教育上
の要求に追随できる迅速な整備・補給体制が不可欠であるため、その計画と実
行を一手に統括できる機関として従来の陸軍航空部の改編強化を主張した。陸
軍航空本部の下には、航空諸学校のほか、前述の航空廠、航空工廠に加え航空
技術研究所を新設するが、その場合、陸軍航空本部長の業務が多岐にわたるこ
とから、本部長の下に次長を置いて補佐させることとしている（陸軍航空本部

- 180 -

の改編案については付録１０「陸軍航空制度研究委員案

陸軍航空本部編制

表」を参照）。なおこのような陸軍航空行政組織の改編案は、陸軍省航空課と
陸軍航空部がすでに着手しており、１９２１年（大正１０年）の新規要求事項
として、①陸軍航空部本部長を陸軍航空部長とし別に本部長を置く、②陸軍航
空部に検査部を新設し、本部、補給部、検査部の３部体制とする、③飛行機製
造工場を補給部より独立させる、④研究部を航空学校より独立させ航空技術研
究所を新設する等を検討していた489。
また、陸軍航空本部の新設と歩調をあわせ、陸軍省内においても、現在の陸
軍省兵器局器材課における航空器材の業務を軍務局航空課に併合することが提
言された。これは陸軍航空業務が軍務局航空課（航空行政）、兵器局器材課
（航空を含めた器材）及び陸軍航空部（実行機関）の３個の機関に分割されて
いるところ、航空では計画と実行とが密接・迅速な連携を要し、また３機関の
業務所掌範囲が明確でないため、業務の進捗の遅れや意見の相違が発生してい
ることを理由に挙げ、大臣のスタッフ機能をストリームラインするとともに、
実行機関である陸軍航空本部の本省における所管課を１つにすることを狙いと
するものであった。
このような航空関係業務の統一的管掌は１９１８年の特別大演習における事
故以来の陸軍航空の念願であったが、まず兵器行政統一の原則から兵器局器材
課の強い反対が想定された。これに対しては、航空技術の発達は極めて迅速で
あり、その整備・補給は技術の発達と教育上の要求から特に速やかな処置を必
要とするため、一般兵器と同一に扱うのは適当ではないとの理由からこれを斥
けつつ、航空部隊用の一般兵器は兵器局の所掌のままとし、その範囲及び整
備・支給法についてあらかじめ協定しておくことで妥協することとした。これ
は後に航空機に搭載する器材が高度化（例えば機関砲の大口径化や航空用爆弾
及び電波通信器材の発達など）した時期にはむしろ不適当な結果を生むことに
なったが、航空機搭載器材が未熟な時代においては補給上では効率的な措置で
あったかもしれない。
これら報告書の内容の実施に関しては、欧米における軍事航空の進歩の状況
や予算との関係を考慮する必要があるため、別の研究に譲ると山梨陸軍大臣に
報告され490、陸軍航空制度調査委員は解散した。これまで見たとおり、同委員

489

「航空課 編制関係事項」
『参考書類綴』及び「大正１０年新規事項 陸軍航空

部」
『重要書類綴』
。
490
「陸軍航空制度研究委員解散の件（陸普第６０７０号、１１月３０日）
」及び
「調査終了の件報告 陸軍制度研究委員長井上幾太郎（航部発甲第２５３号（日付判
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は陸軍航空の組織、航空要員の補充・養成及び航空器材の補給に関しかなり広
範囲で、ある意味理想といえる提言を行なったが、他方で軍縮による財源捻出
により近代化を行うという陸軍制度調査委員の報告もあり、現実の制約の元で
は実行可能なものは少なかったと思われる。
実際、陸軍航空制度研究委員が報告書で提言した陸軍航空関係の諸機関の改
編・新設等については部分的実現にとどまった。まず、１９２５年（大正１４
年）５月、大正１４年軍備整理の一環として、陸軍航空部は陸軍航空本部とし
て新編された（陸軍航空本部の組織については図５―１「陸軍航空組織図」参
照）。この際、報告書にあったような次長は置かれなかったが、総務部長が本
部長の権限を一部代行することが可能となった491 。また陸軍航空技術研究所は
新設されなかったが、その代わり技術部が陸軍航空本部内に置かれることとな
った492。他方、航空工廠と航空廠の新設は行われなかったが、陸軍航空本部令
の所掌から器材の製造が削除され、それまで陸軍航空部補給部が行なっていた
飛行機製造業務を手放すこととなった493 。これは一見、大規模な飛行機製造・
補給施設の新設を希望していた陸軍航空制度研究委員案からは大幅な後退のよ
うに見える。そしてこれは井上が陸軍航空部本部長に就任した直後に決定した
飛行機の官営製造方針からの大きな変更でもある。しかし実際は、民間飛行機
産業の飛行機・発動機製造能力が向上したため、井上が同方針において「民間

読不能）
）
」
『陸軍航空制度研究委員書類』
。
491
総務部長は航空兵の本科専門教育及び陸軍士官学校巡閲に関する業務を代行する
ことが可能とされていた（陸軍航空本部令第８条）ため、次長とまではいかないが一
段レベルの高い部長とも言える。なお陸軍航空部時代には部附少将が置かれており、
小磯国昭中佐（当時）が陸軍航空部に異動になった際（１９２１年８月）には上原平
太郎少将が部附として、井上本部長のもと事務一般の統括を行なっていた。
『葛山鴻
爪』３９３ページ。
492
報告書において所澤飛行学校の研究部を航空技術本部にすることを提言していた
が実現せず、代わりに陸軍航空本部令制定と同日（大正１４年４月２７日）の陸軍飛
行学校令の改正（軍令陸第７号）により所澤だけでなく下志津及び明野両飛行学校に
も研究部と材料廠が設置された。秋山他『陸軍航空史』１０７ページ。
493
陸軍航空部令第１条は（下線は筆者による）
、
「陸軍航空部は航空に関する事項の調査、研究及立案、航空兵諸軍隊本科専門教育の
整一進歩並航空に関する器材の製造、修理、購買、貯蔵、補給及検査を掌る」
となっているのに対し、陸軍航空本部令第１条は
「陸軍航空本部は陸軍航空に関する事項の調査、研究、試験及立案、航空兵諸軍隊の
航空兵科専門教育の斉一進歩、航空に関する器材の審査及其の制式の統一並器材の修
理、購買、貯蔵、補給及検査を掌る」
となっており、
「製造」が削除されるとともに、航空器材の審査・制式の統一が所掌と
して追加された。

- 182 -

斯業奨励の目的を以て其の発達に伴い一部を民間会社に製造せしむ」としてい
た状況が早期に到来したことを意味していた。また、ジョノー少佐が複数の民
間工場において飛行機を製造すべきとの意見を述べていたことにはすでに触れ
たが、これも本方針の背景として影響したものと思われる。
（図５―１）陸軍航空組織図

※付録１１より抜粋

こうして陸軍航空本部は航空機の製造を行わないこととなったが、その代わ
り航空に関する器材の審査及び制式の統一が新たな所掌となった。これ以前の
１９２４年（大正１３年）に陸軍航空本部は「航空部管掌機材審査方針494」を
策定しており、航空関係器材の審査は陸軍航空学校研究部において実施するこ
とが原則とされていたが、審査機能が弱体なため他の部隊等に試験等を依頼す
ることも可とされており、今回の所掌の追加により航空器材に関する審査機能
を正式な所掌とするとともにその機能の強化を図ったものと考えられる495。こ
494

「航空部管掌器材審査方針に関する件」
『永存書類甲輯第５類 大正１３年』
JACAR Ref.C02031176300。ここで陸軍航空部が管掌しないこととされた航空機用機
関銃、無線通信器材、電熱被服等、陸軍航空部外の管掌する器材である航空部隊専用
器材については、あらかじめ実用上の必要条件について各担当部署と協定し審査の迅
速を図るものとされた。また航空部隊用器材は已むを得ざるものを除くほか、努めて
兵器本廠の器材を使用することで「全軍器材の統一を期す」ことを図ることとされ、
引き続き兵器統一の原則を維持する形となった。
495
従来、航空器材を含む兵器の審査や制式の統一は陸軍技術本部の所掌であり、そ
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れと同時に、検査部が新設され従来の検査機能が強化496された。こうして陸軍
航空としては民間飛行機産業に製造を任せつつ、制式の統一と審査及び検査を
その業務とすることとなったが、これは型式の決定とクオリティの担保を行う
監督官庁としての役割を担うことに徹することに決定したと言えよう497 。そし
てこの時期民間の飛行機製造業は発展しており、民間から多数の飛行機調達が
行われるとともに航空器材が精巧複雑となってきたため、陸軍航空本部検査部
に検査場が設置されることとなった498。
このほか、陸軍航空本部の新編にあたっては、航空要員の専門教育に関する
権限が強化された。従来、陸軍航空部では航空兵の専門教育に関し「航空兵諸
軍隊を検閲して意見を隊長に訓示し、検閲を終わりたるときは実況を陸軍大臣

のため陸軍航空本部令の制定とともに陸軍技術本部令の改正が本来必要であるが、そ
れを行った史料が未発見である。ただし１９３２年（昭和７年）の陸軍技術本部令改
正（勅令第１７６号。これは中改正ではなく全改正となっている）において「兵器」
の定義から陸軍航空本部管掌器材が除かれている。これは陸軍航空本部令制定の際に
改正漏れをした可能性も考えられるが、勅令１７６号の改正理由ではそれについては
触れておらず理由は不明である。
「陸軍技術本部令○陸軍科学研究所令中○築城部条例○
陸軍兵器廠令中○陸軍造兵廠令中ヲ改正ス」
『公文類聚・第五十六編・昭和七年・第三
巻・官職二・官制二（大蔵省・陸軍省・海軍省）
』
（国立公文書館）JACAR Ref.
A14100302500。
496
小磯国昭の回想によれば、陸軍航空部時代は補給部の中に検査機能も同居（筆者
注：検査官は補給部ではなく本部の職員であるが所澤の補給部支部に常駐することと
なっていた）しており、補給に急なあまり検査をないがしろにする恐れがあったた
め、検査部の分離は「科学技術と連携した検査部の確立」の必要性から来るものであ
ったとしている。小磯『葛山鴻爪』３９８ページ。
497
他方、帝国陸軍も当面の間引き続き陸軍造兵廠（１９２３年（大正１２年）３月
に砲兵工廠から改編）で飛行機を製造していた。１９２４年（大正１３年）に陸軍造
兵廠砲具製造所、熱田兵器製造所及び千種機器製造所で定員が増加されているが、こ
れは造兵廠において飛行機の製作を行うことになったことが理由とされている。
「陸軍
平時編制中改正の件」
『密大日記 其１ ５冊の内 第１冊 大正１３年』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C03022649500。ただし造兵廠に対して当初陸軍からの発注は少なか
った模様であり、余力で民間設計の飛行機を製造したりしていた。ため、実際は民間
飛行機産業により需要は賄えたものと考えられる「金属製飛行機艇体製造引受の件」
『永存書類乙集第２類第４冊 大正１４年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03012125800、
「金属製飛行機模型売渡許可の件」
『永存書類乙集第２類第６冊
大正１３年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03012006600。
498
「陸軍航空本部検査部に検査場設置の件」
『永存書類甲輯第１類 昭和２年』(防
衛省防衛研究所)JACAR Ref.C01000963900。しかしフランスから購入した航空器材
に対する検査は日本の規格を用いたとはいえフランスに依頼していた状況であり、未
だ陸軍航空の検査機能は低い水準にあったと言える。
「航空器材検査に関する件」
『永
存書類乙集第３類第１冊 大正１４年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C03012139200。
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に報告し関係長官に通報す」との権限のみであり、完全に兵監並びの教育権限
を有してはいなかったが、今回これに加えて「本部長は陸軍士官学校を巡閲し、
当該兵科学生生徒の教育につき意見あるときは之を教育総監に通報す」と規定
された。これは教育総監部各兵監の権限である「砲兵監及び工兵監は陸軍砲工
学校、各兵監は陸軍士官学校を巡閲し、各本科学生生徒の教育上に付意見ある
ときは之を教育総監に具申すべし」と内容的には同じであり、航空本科専門教
育上の権限に関し陸軍航空本部長は各兵監と同等の権限を有することとなった。
ただし各兵監と同じということは、陸軍航空の改善案で反対があったような本
科専門教育と一般教育が切り離されている状態が継続するということであり、
引き続き教育総監部の権限が航空にも及ぶことは避けられなかった。
５．１．２

航空兵科独立

これまで見てきたとおり、航空兵科の独立は陸軍航空の念願であり、それは
大正７年特別大演習での飛行機事故を契機とした組織改善の際や、質の高い航
空要員の確保のため、航空兵としての精神的結束の重要性を理由に主張されて
きた。そして航空兵科将校の進級問題がその際に解決しなければいけない課題
であったことも既述のとおりである。このため、陸軍制度調査委員は航空兵科
の独立の是非についても重点的に議論を行い、１９１９年（大正８年）１０月、
「航空兵科新設要領499」をまとめ主に以下の点を主張した。
・

航空兵を独立した一兵科とする

・

将校は各兵科（特に士官より転科させることを原則とする）より転科させ

るとともに、階級の高い者が原兵科に戻ることを可能とする
・

准士官及び下士は各兵科及び航空兵中から補充するが、各兵科から転科さ

せた者は原兵科に戻る道を開いておく
・

兵卒は航空兵科として独立し、特に志願兵の採用を奨励する

この際、同委員は、将校の昇任問題の具体的解決方法を示した上で、「既定の
事」である航空兵科を速やかに独立させるべきであると主張した。そして陸軍
省航空課もそれに歩調をあわせ、航空兵科を独立させるべき理由として、まず
は航空兵としての精神的結束の醸成と航空兵の待遇改善を挙げた。そして上級
階級者の原兵科への転帰を可能にして進級速度を良好にするとともに、比較的
若手の者を多く指揮官にすることで待遇改善となるため、募集人員の質と量が

499

「議題 航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加え新に航空兵科を設くるを適当と
す 大正８年１０月１３日 制度調査委員」
『重要書類綴』
。
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自然と向上することを主張した500。
しかしこれらの意見に対しては、陸軍省軍事課が進級上の解決可能性に疑問
を呈し、時期尚早であるとして反対すると同時に、進級問題に関して以下の点
の実現性を更に研究する必要があるとの意見を述べた501：
・

戦時陸軍航空兵力の仮定に基づくポスト１４００名の確保502

・

現制１８飛行中隊のままとした場合の若手将校の良好な進級速度

・

現在不足している上級将校ポストへの他兵科からの確保

そして、まず以下のような諸手段を尽くして基礎を確立し、航空兵科の独立は
将来に待つべきというのが軍事課の意見であった：
・

操縦将校と航空器材の技術将校は、特別に登録し永久に航空関係に使用し、
人事は出身兵科に関わらず航空兵として独立して取り扱う

・

当分の間、彼ら以外で補充上の必要から航空関係に使用する者は原兵科の
人事とする
ここで軍事課は、航空兵について「他兵科と全く其の趣きを異にせる一戦闘

兵」であることを認めており、航空兵科の独立自体には賛成であるものの、そ
のために必要な条件を現在は満たすことができないとの意見により「時期尚早」
として反対していた。これに対し陸軍航空部は、航空兵科の独立を時期尚早と
する主張にはまだ研究の余地があること、また航空兵科独立の必要は単に進級
500

「航空兵科独立の利益 航空課」
（
「議題 航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加
え新に航空兵科を設くるを適当とす 大正８年１０月１３日 制度調査委員」
『重要書
類綴』
）
。本報告は志願者減少と素質低下の状況についてデータで示しているが、これ
は表１―４「飛行機操縦術志願者統計」を参照。
501
「航空兵科独立に関する研究」
『重要書類綴』
。
502
これは、
「我国軍兵力整備の第一目途たる３５軍団案を基礎とし（筆者中略）大正
２４年（３５軍団整備期）迄に整備すべき我陸軍航空兵力の最小限を算定」すること
としており、最小限で戦時合計１７０中隊、約２４００機の飛行機を必要とすると結
論づけている。この案は「フォール大佐の報告を参考とし」とあるように、フランス
航空教育団来朝時の臨時航空術練習委員が作成したものである。
「戦時陸軍航空兵力の
策定 大正８年３月２５日 臨時航空術練習委員印刷」
『参考書類綴』
。ここで帝国陸
軍の兵力整備目標として３５軍団が基礎とされているが、当時の帝国国防方針（大正
７年の第１次改定のもの）が発見されていないためその根拠は現在のところ不明であ
る。ただし北岡伸一によれば、大正７年の帝国国防方針第一次改定に関する資料が当
時の大蔵大臣の所蔵資料に含まれており、それによれば３個連隊で構成される師団×
２により１軍団を新設し、戦時４１個軍団、平時２２個軍団を２５年計画（＝１９４
３年迄）で整備するという案が計画されていた。この北岡の指摘を踏まえると、３５
軍団を大正２４年（＝１９３５年）まで整備することは「第一目途」であり、全計画
の一部だったと思われる（ただし北岡は上述資料から、２５年計画の第１期を１２年
間、第２期を１３年間としている）
。北岡伸一『官僚制としての帝国陸軍』
（筑摩書
房、２０１２年）９６−１０１ページを参照。
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問題のみではなく、人心統一上の問題である、と反論した503 。これらの議論を
見るように、航空兵科独立の最大の論点は若手将校の進級が他兵科と比して順
調に行われるかという実現可能性をめぐるものであり、兵科独立そのものにつ
いては陸軍内で概ねコンセンサスが得られていたと言えよう。しかし航空兵科
独立はこの時点では一旦沙汰止みとなる。なぜならば当時、フランス航空教育
団が滞在しており、意見を求められたフォール大佐が反対したからである504。
フォールの反対論の根拠は２点あり、１点目は航空兵にも地上兵科の素養が
必要であるからというものであった。これは砲兵出身であり、飛行機の役割を
地上軍の実施する作戦への協力であるとの考えであったフォールとしては当然
の主張である。しかしフォールはこの点については、航空兵科の将校を他兵科
へ一時的に異動させること等で解決は可能であると述べているため、真の反対
理由は第２点目であると思われる。すなわち、航空兵将校の速やかな進級が困
難となるというものであった。それは航空部隊の指揮官になる将校は自ら操縦
できる必要があるため、中隊長、大隊長、旅団長又は師団長等のポストを埋め
る航空兵将校は若くなければならない（最高４０歳が限度）とともに、カウン
ターパートの参謀部等に「押し」が効く階級である必要があることから、自然
と他兵科に在籍する同年齢程度の同期に比して階級が高くなければならないと
いう理由から来るものであった。そのために英軍及びフランス軍も航空隊で勤
務する将校に仮進級の制度を導入し、原兵科では中・大佐相当の者が航空隊
（英国では空軍）勤務の際には特別進級して中将の職にあると述べている505。
これに対し、井上は帝国陸軍において仮進級を採用することは、本人の「一
生より見れば何等進級せざると同様」であり、また原兵科の専門にブランクが
できるだけの結果となるため採用不可能であると反対している。そして仮に航
空兵科内で速やかな昇進が可能であったとしても航空関係の上級ポストは少な
いため、むしろ退役が早まる結果となり募集に悪影響が出るのではないかとの
503

「航空兵科独立問題に就き軍事課案に対する意見 大正９年２月４日 陸軍航空
部」
『重要書類綴』
。
504
「議題 航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加え新に航空兵科を設くるを適当と
す 大正８年１０月１３日 制度調査委員」には、井上の筆跡と思われる「航空兵科
の独立に就ては陸軍省各科各部とも異存なかりしが「フォール」大佐の不同意により
一時見合わせとなれり」との付箋が添付されている。フォールの見解及びそれに対す
る井上の意見については付録１２「航空兵科独立をめぐる井上少将とフォール大佐の
やりとり」を参照。
505
「航空部隊問題に関する「フォール」大佐の報告 大正８年２月８日仏国砲兵大
佐「フォール」報告」
（
「一般航空（４）
」
『大正８年 公文備考 巻３６ 航空１』
）
(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C08021348900、
「仏国に於ける航空編制の変遷 １
９１９年１０月７日 於東京 フォール大佐」
『重要書類綴』
。
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フォールの懸念に対しても、陸軍大学校への入学を優遇する等の特典によりな
んとかする、など若干歯切れの悪い答えをしている。
このフォールが提案した仮進級の制度は、現実にフランス軍が採用していた
ものであるため井上の反対は帝国陸軍内での期別管理の硬直性から来る問題で
あったと考えられる。なおフォールは、航空隊の指揮官は必ずしも陸大出身者
である必要はなく、あくまで操縦将校であることが条件だと述べているのに対
し、井上は指揮官には頭脳が必要である（ため陸大出身者であることが必要）
と意見を異にしているが、これは航空隊の指揮官にどの程度の戦術眼が必要で
あるかという認識から来るものであり、あくまで飛行機は補助兵科であるとい
う考えであれば、指揮官は陸大卒である必要はないと思われる。
結局、井上はフォールの「要するに固有の航空兵科を新設する事は仏国の経
験より見るも前述のごとく諸種の困難あり、就中昇進の関係上優良なる志願者
を得る事困難なり。故に之が実施にあたりては諸方面より研究して不都合を生
ぜざる如く、大いに細心の注意を要す」との反対意見の前に折れ、一旦は航空
兵科独立問題を棚上げにした。ただしフォールの帰国後、１９２２年末にフラ
ンスでは航空兵科が独立し、その後空軍独立への道を進むことになった506。フ
ォールはフランスの航空兵科独立を知った際井上に詫び状を送ったようで、井
上はこの航空兵科独立検討中止について「不見識な話」だったと後悔したと回
想している507。井上は「航空制度改善に関する意見」において航空兵科独立を
まっさきに挙げたことに見られるように、陸軍航空の発展にとり航空兵科独立
は最も重要であると考えていた。そのため、航空先進国のフランスからわざわ
ざ招聘したフォールの立場を立てて自説を曲げた形になったことに悔悟の念を
抱いたのは当然である508。他方で同じくフランス陸軍の航空将校であったジョ
506

フランスの航空兵科独立は１９２２年１２月である。航空兵科独立を決定した法
律は以下を参照。
Loi sur la création de l’armée de l’aéronaitique, le 8 décembre 1922
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64542845/f2.item.r=a%C3%A9ronautique
また、１９３４年７月にフランス陸軍の一兵科であった航空隊は独立した空軍とな
った。フランス空軍独立を決定した法律は以下を参照。
Loi no 1934-07-02 du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'Armée de
l'air
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6571058v/f5.item.r=arm%C3%A9e%20de%20l
'air
507
『井上幾太郎伝』２４９ページ。
508
井上はフォールと航空兵科独立の是非について議論した際の要点をまとめ、以下
の趣旨のコメントを付しており、本音ではこの時点に機が熟しているため航空兵科独
立を実行したかった様子がうかがえる。
「航空兵科独立に関しフォール大佐との会談の
要点」
『重要書類綴』
。
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ノー少佐は航空兵科独立賛成派であり509 、フランス陸軍内でも航空兵科を独立
させるか否かは意見が統一されていなかったと思われる。
このように、航空兵科独立に際しては、将校の進級問題を解決できるか否か
がその実現を左右する重要な課題であった。これは究極的には英国のように空
軍を独立させ、固有の空軍士官学校を創設することにより将校の需要を満たす
ことで解決される510 が、日本ではそこまで機が熟していなかった（本章第３節
参照）。他方、航空兵科独立に際して解決が必要な課題は、将校の進級問題だ
けではなかった。それは、上級将校が非常に少ない反面、初中級階級を非常に
多数必要とするという、航空戦力の特殊な人的ピラミッド構造によるものであ
った。これは下士官の操縦要員への大幅な採用によって解決が可能であり、実
際フランス軍も採用していた方法であった。既述のとおり、フランス陸軍航空
隊においては操縦将校は半数が将校であり半数が下士官であった。フォールは
その経験及び諸情報に基づき、必要な操縦者の構成についても提案している511。
そのため、陸軍航空制度調査委員は、以下のとおり下士官の大幅な登用により
将校の進級問題を解決することで航空兵科独立を可能とすることを提案した：
・

操縦要員の過半数を下士官とし、偵察将校の大部分を原兵科在籍の他兵科
将校とする。

・

下士官の補充については、基本は自隊補充とするが、これは精密な身体検
査を要する航空要員の補充プールとしては小さいため、他兵科からの転科者

・ 現在、航空兵を独立した一兵科とする必要性は関係各部のほとんど一致した意見
であり、軍務局においても独立兵科を可であるとしている状況であるが、フォール
大佐の意見は反対であった。
・ しかし同大佐の意見は実行以前に十分に研究する必要がある。なぜならば同大佐
の意見はフランス軍又は英軍の事例を元にしたものであり、我が軍の状況をよく知
らないからである。
・ そのため、まず同大佐に我が軍の状況を十分に知らしめ、その後に判断してもら
う方がよいと考え、この問題は一旦引き下がることにした。しかし我が航空界の諸
施策が発展するに従い、航空兵科独立の必要性は痛切に感じられる。
509
付録９「日本陸軍航空に関する仏国「ジョノー」少佐の意見」を参照。
510
「岩下大尉欧州差遣の件」
『永存書類乙集第１類 大正１２年』JACAR Ref.
C03011775300。
511
「航空部隊問題に関する「フォール」大佐の報告 大正８年２月８日仏国砲兵大
佐「フォール」報告」
（
「一般航空（４）
」
『大正８年 公文備考 巻３６ 航空１』
）
。
しかしフランス陸軍航空隊が操縦要員として下士官及び下士官・兵卒出身の下級将校
（大尉のうち３０％、中少尉になると７５％）を多数抱えていたことは部隊の指揮統
制上問題があったとされている。Charles Christienne and Pierre Lissarrague, A
History of French Military Aviation (Washington, D.C.; Smithonian Institution,
1986) pp.214-215.
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も加える。
・

そのため、下士官の進級及び待遇を改善する必要があり、少尉候補者を曹
長級の比較的若年からも選抜する。

・

操縦下士官の募集に際しては、若い下士官志願者（１７歳以下）を広く募
集するが、高い学力と厳密な身体的条件を必要とするため、一般兵卒とは大
きく異なる採用方法を行う必要がある。

・

このほか、下士官の補充は現役下士官を志願する民間操縦士からも採用す
る
ここでのポイントは、操縦要員または士官候補となる下士官層の大幅な拡大

の実現可能性であるが、人数が少ない自隊補充を当面の基本とすることとなっ
た理由としては、他兵科を含めた下士官を教育する学校や配属先の航空部隊を
予算の関係で急に拡大することはできないというものであった512。そして下士
官の操縦者を毎年将校とほぼ同数養成するのでなければ飛行隊の戦時２倍動員
は不可能であるとの理由により、帝国陸軍の航空部隊戦時２倍拡張要求は最終
的に１．２５倍拡張に落ち着いたが、航空器材の補給上のボトルネックにより
同じ結論に達したことは前に述べたとおりである。
そしてこれらの経緯のもと、１９２５年（大正１４年）５月１日に陸軍航空
の念願であった航空兵科の独立が達成された。同日に改正陸軍補充令が施行さ
れたことにより513、
・

兵科として歩兵、騎兵、砲兵、工兵及び輜重兵に「航空兵」を加える

・

現に陸軍飛行隊、陸軍気球隊又は陸軍飛行学校において勤務中の各兵科の
将校、准士官及び下士は辞令なく航空兵科に任ぜられる

こととされたが、移行措置として、当分の内、航空兵科の将校、准士官又は下
士は必要に応じ、各兵科の将校、准士官又は下士より補充することも定められ
た514。そして航空兵科の将校の補充法については、他兵科と同様に士官候補生

512

「下士の人事に就て」
（
「議題 航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加え新に航空
兵科を設くるを適当とす 大正８年１０月１３日 制度調査委員」
『重要書類綴』
）
。
513
具体的には、陸軍武官等表（明治３５年勅令第１１号）を改正し、工兵の次（輜
重兵の前）に航空兵を加えた。
「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表中ヲ改正ス
（勅令第１６０号、大正１４年４月２７日）
」
『公文類聚・第四十九編・大正十四年・
第十巻・官職八・高等官官等俸給及給与～旅費』
（国立公文書館）JACAR Ref.
A01200541000。
「陸軍補充令中改正の件（勅令第１６４号、大正１４年４月２７
日）
」
『永存書類甲輯第２類 大正１４年』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C02031210200。
514
「航空兵科将校補充制定の件（陸普第２９７号、８月１日）
」
『永存書類甲輯第２
類 大正１４年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02031210800。
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から将校を採用することとされたが、第１回航空士官候補生である陸士４０期
が陸士本科を卒業するのは１９２８年（＝昭和３年）となるため、それまでは
陸士３７〜３９期から航空転科させることとなった。
問題は、必要な下級将校の人数は下士官の活用により解決可能であるが、航
空将校の昇進スピード及び上級将校の補職先である。この問題の解決法がどの
ように合意されたのかを明らかにする史料は見当たらないが、陸軍航空部は彼
らの補職先として、航空部隊、航空関係官衙（学校、工場など）に加え、陸軍
省、参謀本部、教育総監部など、各兵科将校をもって充当可能な部署にすべか
らく配置することを想定していたようである515。しかし同時に、これは将来、
航空部隊が拡張された際に自然に解決されるはずなので、緊急に実施しなくて
もよいと結論づけており、かつ航空将校たる士官候補生は他兵科の枠から捻出
しているため、補職先はこれまでどおり兵科比例原則に基づいて算出すれば、
陸軍将校全体のピラミッドを崩すことなく既存の陸軍官衙で十分吸収できるは
ずである。そして操縦将校の養成数は毎期２５名（下士官と合わせて操縦要員
は毎年合計７２名）が標準とされたが、もともと操縦将校は不足しているのが
実態であり、また帝国陸軍が前提としていたような航空戦力の大拡張はしばら
く行われなかったため、将校の進級問題は当面課題にならなかったと考えられ
る516。一例として、英空軍は第一次世界大戦後に急速に戦力を縮小したため、
必要な幹部層の数を満たすことに注力することができた517。更に英空軍は操縦
者を将校に限っているが、これは操縦将校に偵察将校を兼ねさせていたためで
あり、航空に必要な将校数が比較的少なくて済むことを意味していた。そして
この傾向は飛行機の役割が偵察主体からマルチロール化するに伴い、またその
性能が高度になり操縦が簡易化するにつれ、操縦将校と下士官が半々であった
フランスにおいても生起するようになった。第一次世界大戦後の英仏航空事情
を調査した岩下新太郎歩兵大尉は、帝国陸軍においても操縦者・偵察者を同じ
くすることが戦術上のみならず航空兵科独立にも有利であると評価している。
また同大尉は、このような傾向は操縦者が「車夫」とみなされている思想を一
掃するものであるとし、欧州において操縦者の地位が向上していると報告して
515

「航空兵科独立問題に就き軍事課案に対する意見 大正９年２月４日 陸軍航空
部」
『重要書類綴』
。
516
陸士４０期（１９２８年）卒業生は合計で２２５名、内訳は歩兵１１３名、騎兵
１６名、砲兵４２名、工兵２５名、輜重兵５名、航空兵２４名である。その後、航空
士官学校の卒業生が初めて出る第５０期（１９３７年）まで、航空兵の割合は約１割
の水準を保っている。
「陸軍士官学校卒業人員表」
（山崎正男編『保存版 陸軍士官学
校』
（秋元書房、１９８９年）所収）より。
517
「岩下大尉欧州差遣の件」
『永存書類乙集第１類 大正１２年』
。
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いるが、これは当時の帝国陸軍の操縦将校がいまだ「車夫」とみなされ、人気
がなかったことを反映していた518。そのため、操縦将校の数を増やすためには
物質的・精神的待遇改善が何より必要であり、航空兵科の独立により鳶色の固
有徽章が付与されたことは大きく貢献したと思われる。ただし満州事変以降、
航空部隊の大拡張が企図された際には、帝国陸軍は操縦将校の確保にあたり下
士官を大量採用・養成するという方向で解決を図ることとなる。
５．１．３

評価と課題

陸軍制度調査委員の目的は、軍縮と予算制約の中、如何に航空近代化を行
うかというものであり、航空部隊の拡張に関しては平時飛行１０中隊の増設と
いう慎ましやかな結果となり、大正１４年軍備整理要領により飛行第７及び第
８連隊の新設となった519。他方、陸軍航空制度研究委員の目的は「航空制度を
改善する資料を得る」であったため、結果として理想案に近い広範囲な提言が
行われた。ここでは航空兵科独立に際しての進級問題の具体的解決策が示され
たにとどまらず、大規模な航空関係諸機関の整備が是とされていた。これらの
意見は、陸軍省航空課と陸軍航空部が検討した結果の多くを反映しており、こ
れまで見たとおり、陸軍航空関係者の間で共有されていた目標であった。
しかし航空関係諸機関の強化については、それまでの検討の結果が一部反映
されたにとどまり、肝心の陸軍省航空課への航空行政統一は果たされなかった。
この後の経緯は、１９２６年（大正１５年）９月３０日の陸軍省官制改正によ
り、整備局（動員課及び統制課の２課）が新設させるとともに、軍務局の歩、
騎、砲、工、航空課は全て廃止され新たに兵務課、徴募課、防備課及び馬政課
の４課が設けられ軍事課を含めた５課となり、兵器局も工政課が廃止され銃砲
課と器材課との２課体制となった。本改正は国家総動員体制の推進が主な目的
であると説明されており、それまでの航空課の所掌業務は、陸軍航空本部に関
することは兵務課、航空路に関する事項は防備課、器材に関する事項は器材課
と、３課に分かれることになった。これは「陸軍航空本部に於て器材の整備と
教育とを一括担任して有機的に機能発揮に努むる所ありと雖も、陸軍省内に於
518

工兵中佐 玉井要人「航空青年将校の心理の観察」
（
『航空記事』第２２号、１９
２４年６月）
。
519
「大正１４年軍備整理要領（軍令陸乙第３号 大正１４年３月２７日）
」
（
「第１
号 参謀本部 大正１４年密受第１３７号大正１４年軍備整理要領、同細則制定の件
（１）
」
『大正１１年乃至同１５年 軍備整理関係綴 陸軍省』(防衛省防衛研究所)
JACAR Ref.C08051859900。同時に飛行第１―第６大隊はそれぞれ飛行第１―第６連
隊と改称されるとともに編制改正され、また陸軍飛行学校３校の編制改正と陸軍航空
部の陸軍航空本部への改編が行われた。
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て再び分割せらるる結果、有終の美を発揮し得ざる感あり520 」評価されても仕
方のない結果である。
この、航空課を再び分割したことについては、歩兵課を初めとする軍務局の
他の兵科課も全て分割されており、この兵科別から機能別をベースとした組織
改編は、陸軍省において効率的な行政組織のあり方を模索した結果とも言え、
必ずしもネガティブな点ばかりではないと思われるが、整備局の新編にひっぱ
られる形で分割されたことは、１９２０年代においては国家総動員体制の構築
が陸軍航空近代化に優先された結果と言ってもよいであろう。そしてこの後、
陸軍制度研究委員が提言した各種の機構新設の実現は１９３０年代半ばに本格
的航空大拡張が始まるまで待たなければならなかった521が、そこでもなお、帝
国陸軍全体の原則、特に教育総監部の教育所管と兵器行政の統一原則は崩すこ
とのできない牙城として陸軍航空に立ちはだかることとなる。
他方、航空兵科独立には多数の下士官が必要であり、この補充方法として、
自隊補充のみでは不足するため各兵科よりの編入が検討されたことは既述した
が、

同時に、下士官は他兵科から求めるよりも「寧ろ民間より若年者を採用

し教育の上下士とするを可とす」との意見もあった522。前述したフォールによ
る操縦要員の構成案も１年志願兵といった予備役等の民間操縦士の大幅な活用
を提言していた。また陸軍航空本部が航空器材の製造権限を手放したのは、民
間飛行機産業の成長に伴い、民間に製造を任せ、陸軍航空本部はその指導監督
を行うことに決めたということである。これは、民間の飛行機操縦者と民間の
飛行機製造会社の状況が陸軍航空の発展に大きく影響されるということを意味
していたが、ではそれら民間航空基盤の状況はどのようなものであったのだろ
うか。
５．２ 民間航空基盤の育成
５．２．１

民間飛行界の状況

帝国陸軍及び当時の政府の民間航空に対する認識を考察するためには、第一

520

山崎正男『陸軍軍制史梗概 第１巻』
（靖国偕行文庫）４８ページ。
陸軍航空技術研究所、陸軍航空廠、陸軍航空補給廠、陸軍航空工廠等の各種航空
関係機関の新設、陸軍航空本部の外局化（＝単なる計画実行機関から、企画立案を司
る大臣のスタッフ化）及び同本部の次長新設などがこの時期に相次いで行われた。同
上、５２−５３ページ。また１９３７年（昭和１２年）には航空将校を養成する陸軍士
官学校分校が設置され、翌年には陸軍航空士官学校が新設された。
522
「航空兵下士を各兵科となす理由」
（
「航空兵科独立に関する研究」
『重要書類
綴』
）
。
521
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次世界大戦後の民間航空の現状について理解する必要がある523。欧米各国は大
戦中、揃って軍事航空を拡張させたが、戦後はその規模を大幅に縮小させた。
例えばフランス陸軍航空隊は大戦終結時に９万人の人員と１万１千機の飛行機
を有していたが、１９２０年にはそれぞれ３万９千人と約４千機へと減少し、
英国空軍は大戦終結時に２９万人の人員を有していたが、１年後には３万８千
人へと激減している524。米国陸軍航空隊も大戦終結時の１９万人の人員が動員
解除により１９１９年には早くも２万７千人へと減少した525 。それと同時に、
一朝有事の際には軍事用に転換できるよう、民間航空の維持と発展に努めてい
た。それは第一次世界大戦の終了により余剰となった軍用機の民間機への払い
下げ・転換をはじめ、民間航空事業の統括行政機関の創設や、航空会社の設立、
民間飛行機産業及び民間飛行家等への補助金の交付などを通じて行われたが、
民間航空界自身も、航空クラブの設立や商業用航空路線の開拓などにより大き
く発展した。特にこの時期に開催・再開された各種飛行競技会（ゴードン・ベ
ネット・トロフィーレースやシュナイダー・トロフィーレース等）をはじめ、
各国の民間飛行家が飛行機の速度、上昇高度、飛行距離等を競い合ったことは、
後に第二次世界大戦を戦うことになる飛行機の性能向上に大いに貢献した。そ
して世界飛行記録樹立の試みが数多く行われる中、１９２０年（大正９年）５
月にイタリア人中尉２名による、初の欧亜連絡飛行となる訪日飛行が行われ、
これに対しては陸軍をはじめとして政府を挙げて準備し、また官民挙げて大歓
迎をした（図５―２参照）。

第一次世界大戦後の世界における民間航空の状況は、Buckley, Air Power in the
Age of Total War ,pp.99-110; Robin Higham, Air Power: A Concise History (New
523

York: St. Martin’s Press, 1972) pp.73-80; Manufactures Aircraft Association, INC,
Aircraft Year Book 1921 (Boston: Small, Maynard &Co. 1921), pp.95-106 and 158169; Aeronautical Chamber of Commerce of America, INC, Aircraft Year Book 1922
(New York: Aeronautical Chamber of Commerce of America, INC, 1922), pp.60-98
などを参照。
524
Morrow, The Great War in the Air, pp.356-358.
525
Maurer Maurer, Aviation in the U.S. Army 1919-1939 (Washington: Office of
Air Force History, 1987), p.5.
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（図５―２）イタリア機の来日を告げる記事（読売新聞
９日

１９２０年（大正９年）５月２

朝刊７ページ。
）

また日本もこれに応える形で、１９２５年（大正１４年）、朝日新聞社により
訪欧飛行が行われた。これは日ソ国交が樹立されたばかりのモスクワをはじめ、
ベルリン、パリ、ロンドン等を経由し、最終目的地のローマに向かうというも
のであったが、最終的に約３ヶ月（１１０時間５０分）を要する大飛行であり、
また陸海軍及び関係省庁の全面的なバックアップの元に行われ、各種報道、広
告がなされるような国民的イベントとなった（図５―３参照）526。

526

大正１４年の訪欧大飛行の詳細については、前間孝則『朝日新聞訪欧第飛行』
（上下巻、講談社、２００４年）を参照。
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（図５―３）訪歐大飛行記念飛行双六（大阪朝日新聞社、１９２５年、早稲田大学図書館
蔵）

欧米の商業用航空路線については、逓信省の１９２５年（大正１４年）の調
査527によれば、
・パリ－ロンドン間：毎日２－３往復
・ロンドン又はパリから欧州主要都市：毎日１－２往復
・ハンブルグ、ベルリン、チューリヒ、アムステルダム、コペンハーゲンと欧
州主要都市間：毎日１往復
・ニューヨークと北米主要都市間：毎日１往復
・サンフランシスコ－ロサンジェルス間：毎日１往復
などとなっており、欧州主要都市間（北アフリカとの間を含む）及び北米主要
都市間は日曜を除き毎日往復運行していた。そしてこの時期に我々が知る多く
の主要航空会社（エールフランス、ＫＬＭ、ルフトハンザ、パン・アメリカン、
及びインペリアル・エアウェイズ〔後にブリティッシュ・エアウェイズに吸
収〕）が設立されたが、これらは国営又は半官半民、あるいは国家からの補助
金で運営されていた。
これら欧米各国における商業航空輸送の拡大は、長距離飛行に伴う航法の発
527

逓信省『逓信省五十年略史』
（共同印刷株式会社、１９３６年）１５４ページ。
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達のみならず、それに使用される航空器材の安全性・耐久性・経済性等の観点
から、戦間期の航空技術の発展に大きく貢献した。１９２０年代初頭にはフラ
ンスがその航空技術と余剰となった軍用機の活用により航空輸送分野において
世界をリードしており528、主要な航空路線はパリーロンドン間をはじめとして
欧州域内で形成された（図５―４参照）。他方で、米国の航空機産業はライト
兄弟の特許問題に端を発する度重なる訴訟や特許制度の問題などにより第一次
世界大戦前にはほとんど見るべきものがなかった529 。そのため第一次世界大戦
中、米国は独自で優秀な飛行機を製造できず、もっぱらフランスやイギリス機
のライセンス生産を行なっていた。しかし大戦後になり、航空兵力の維持を主
張する「モロー委員会」の報告や、飛行機の郵便への活用などによる政府によ
る大規模な支援と、陸海軍が大規模な飛行機購入を行なったことにより、米国
の航空機産業と航空商業路線は発展の緒に着くことになる（図５―５参照）。
また１９２７年のチャールズ・リンドバーグによる大西洋無着陸横断飛行に代
表される「リンドバーグ・ブーム」により国民の航空思想が喚起された結果、
飛行機需要が着実に増加し、１９３０年代に入ると米国は欧州民間航空を大き
く凌駕することになった。そしてこれが米国においてボーイング、ダグラス、
ロッキードといった巨大航空機産業の発展と、米国が戦時に航空機生産を急速
に拡大することを可能とする産業基盤の形成につながり、ひいては第二次世界
大戦における米国製軍用機の活躍の基礎となった530。

Aircraft Year Book 1922, p.72.
G .E .シモンソン編、前田清、振津純雄共訳『アメリカ航空機産業発展史』
（盛書
房、１９７８年）２４−２６ページ。
530
Buckley, Air Power in the Age of Total War, pp.107-108; Higham, Air Power: A
Concise History, pp.75-77; G .E .シモンソン編『アメリカ航空機産業発展史』２５ペ
ージ。郵便事業が米国の航空の発展に与えた影響については以下を参照。F. Robert
van der Linden, Airlines & Air Mail: The Post Office and the Birth of Commercial
Aviation Industry (Lexington: University Press of Kentuckey, 2002).
528
529
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（図５―４）欧州の定期航空路線図

（図５―５）米国の定期航空路線図

出典：陸軍省航空課「航空要覧
文備考

巻４３

大正１３年１２月」
（
「航空一般（１）
」
『大正１４年

公

航空』
）

他方、欧州においてはドイツがワイマール共和国の国策のもと、欧州域内に
網の目のように航空路線を形成し、それは早期に国交を樹立したソ連にまで及
んだが、これによりドイツの営業路線と乗客数は１９２０年代末には単独で英
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国、フランス、イタリアの合計を上回る規模となった531 。これは既述のとおり、
ドイツがヴェルサイユ条約により軍用機の保有を禁止されていたため、民間航
空に活路を見出し大きく投資することとなった結果である。それはとりもなお
さず、戦時における軍用転換への基盤形成となるものであったが、同じ文脈で
民間航空団体も戦時の航空要員維持の観点から重要な役割を果たした。特にド
イツにおいてこの傾向は顕著で、それまでバラバラに林立していた民間飛行士
養成機関を国（国防省と運輸省）がまとめあげ、表向きはスポーツとしての航
空の発展を目的としていたがその内実は「軍用航空の堅実なる殻を構成」する
ためにあった532。
一方、日本においても民間航空団体の発展は陸海軍と密接に関係して発展し
た533。元海軍機関少佐の磯部鉄吉は日露戦争で日本海海戦に参加、飛行機の必
要性を痛感し、海軍を退職して民間飛行団体の設立のため資金集めに奔走、１
９１２年（大正元年）に日本飛行協会を設立した（同年末に日本航空協会と改
称）。磯部はその後、第一次世界大戦でフランス陸軍航空隊に従軍し、昭和に
は日本グライダー倶楽部を創設する等、長く民間航空界に関わることになる人
物である。また国民新聞記者の中村英により帝国飛行協会が設立されたが、当
時臨時軍用気球研究会幹事（陸軍省工兵課長）であった井上幾太郎が常任委員
となり、同会の財政が安定するまで陸軍の機密費の流用を行う等の支援を行っ
た。そして自然な流れとして、両協会の合流話が持ち上がったことから、帝国
飛行協会は１９１３年（大正２年）、日本航空協会と合併し、当面クラブ形式
の団体として再出発することになった。同協会ではドイツのルンプラー２機の
Edward L. Homze, Arming the Luftwaffe: The Reich Air Ministry and the
German Aircraft Industry 1919-1939 (Lincoln: University of Nebraska Press, 1976),
531

p.32.
532

「欧第２号其３０ 大正１４年４月２５日 独逸航空界現況の件報告（１）
」
『大
正１４年 欧受第２号の１ 平和条約関係書類 陸軍省』
（防衛省防衛研究所）
JACAR Ref. C08040444000。
533
我が国の航空草創期における民間飛行家については、高橋『日本航空史 乾』
、
日本航空協会『日本航空史 明治・大正編』のほか、日本航空協会編『日本民間航空
史話』
（日本航空協会、１９６６年）
、平木國夫『鳥人たちの夜明け』
（朝日新聞社、１
９７８年）
、同『黎明期のイカロス群像』
（グリーンアロー出版社、１９９６年）
、同
『空気の階段を登れ―黎明期にはばたいた民間飛行家たち』
（三樹書房、２０１０
年）
、佐藤一一『日本民間航空通史』
（国書刊行会、２００３年）
、荒山彰久『日本の空
のパイオニアたちー明治・大正１８年間の航空開拓史』
（早稲田大学出版部、２０１３
年）などを参照。本節の日本民間飛行界の状況については、特に断りのない限り『井
上幾太郎伝』１７６−１８２ページ及び財団法人日本航空協会『協会７５年の歩み－帝
国飛行協会から日本航空協会まで－』
（日本航空協会、１９８７年）４９−１３７ペー
ジから引用。
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購入と操縦術習得を決定し、磯部をドイツに派遣したが、このルンプラーは青
島戦役に際し陸軍に買い上げられ、磯部を陸軍嘱託としてともに青島に送られ
た（第２章第２節参照）。
その後、帝国飛行協会は１９１４年（大正３年）７月に当時総理大臣であっ
た大隈重信を会長に、同年１０月法人組織として形態を整えた。その一方で、
１９１５年（大正４年）１月、当時予備役であった長岡外史が国民飛行協会を
設立しその会長となったため、２つの民間航空団体が並立する状態となった。
しかし両団体ともこの時期は資金不足であり、民間航空界の進歩以前に共倒れ
となる可能性があったため、井上の仲介により長岡が副会長となる形で１９１
８年（大正７年）６月に合流を成し遂げた。１９１７年（大正６年）に閣議決
定された「航空事業国庫補助に関する件」は、航空事業に補助金を支出するこ
とで民間における航空事業の保護奨励を国庫負担で行い、列強に比して弱小な
我が国飛行界の進歩を期することを目的としていたが、その実、帝国飛行協会
が財政不振に陥っており請願があったため、陸軍省が主導してこれに財政支援
（５年間にわたり毎年１０万円）を与えることが目的であった534。そのため、
民間飛行団体の統一により官界を含めた支持が一本化したことは同協会の資金
調達に大きく貢献することになった。また長岡副会長の運動もあり、同年 7 月、
寺内首相が官邸に政官財界の指導者を招き協会への援助を求めたところ即座に
５２万円が集まったほか、皇室からも５０万円の御下賜金が下された。
合併直前の日本航空協会は、日本初の航空殉難者である木村・徳田両陸軍中
尉に弔意金を送っていたが、帝国飛行協会は１９１８年（大正７年）秋、軍官
民の航空機搭乗者、軍属、職工等のうち「飛行中に傷害を受けたる者を保護扶
助する方法」を定めた保助内規、飛行士奨励金、飛行免状交付規定などを作成
し、民間操縦士の保護と資格統制を図った。しかし一民間団体の力には限界が
あり、いずれ民間航空の規模を大きくするためには、政府が飛行協会に補助金
を出すか、監督官庁を設立し自ら保護奨励に乗り出すか、いずれかの方法をと
る必要があった。
加えて、明治の末期ごろから、帝国議会での建議及び、各種民間航空団体等
からの政府・帝国議会に対する陳情が多数行われている状況であった。例えば
１９１３年（大正２年）には民間飛行家保護奨励案が、翌年には航空事業補助
に関する建議案が帝国議会に提出されたが、陸軍は時期尚早として取り上げな
かった。しかしその後、大隈帝国飛行協会会長（当時現職総理大臣）は、就任
534

「航空事業国庫補助講議（筆者注：ママ）に関する件」
『永存書類甲輯第１類
大正１０年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030981100。
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直後の１９１４年（大正３年）９月に首相官邸に地方長官を集め演説、第一次
世界大戦の勃発を踏まえつつ帝国飛行協会への援助を説くなど熱心に活動を行
ない、１９２１年（大正１０年）３月には「飛行事業拡張に関する件」と題す
る請願書の提出を行なった535 。同時に政友会の議員２名からも航空事業保護奨
励に関する建議案が提出されている。また前述のとおり寺内首相が政官財界の
指導者を官邸に集めた際にも、帝国飛行協会の国防上の重要性を説き、政府が
これを指導援助する旨を表明するとともに民間航空振興への賛助を求めている。
また１９１２年（明治４５年）５月には米国人飛行士アットウォーターが来日
し、陸海軍首脳の前で公開飛行を行うとともに郵便飛行を実施、また１９１６
年４月にも米国人飛行士アート・スミスが来日し、日本各地で曲芸飛行を行う
など大きく話題となった（図５―６参照）ため、我が国においても飛行界の発
展に尽力すべきとの声が朝野に多く聞かれるようになった。

（図５―６）
「空中王スミスと伯大隈の握手」
（読売新聞１９１６年（大正５年）４月４
日

朝刊５ページ）
。

535

同請願書は、飛行機の発達により我が国への空襲が容易となった現在、日本航空
界が幼稚であることは国防上・交通上非常に遺憾であるため、速やかに航空中央機関
を設置して航空行政を統括させるとともに、東京―大阪間、満州、朝鮮及び台湾に至
る航空路を開設し、また航空機・発動機製造奨励法と航空補助法の制定を求めてい
た。本請願は貴族院において採択され、政府（原内閣）に送付された。
「飛行事業拡張
二関スル件」
『議院回付請願書類原議（十一）
』
（国立公文書館）JACAR Ref.
A14080951800。
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また第２章第２節及び第４章第３節で述べたとおり、当初我が国における飛
行機産業は非常に脆弱であり、飛行機及び発動機の製作は主に官立工場によっ
ていたが、１９２５年（大正１４年）の陸軍航空本部設立時には飛行機の製造
は民間に委ね、同本部は監督官庁としての役割に徹することが可能な状況とな
っていた。しかし欧米と同様、新規事業である飛行機産業の育成には政府によ
る大きな支援が必要であり、帝国陸軍は航空器材の独立と戦時における生産拡
大のため、これらの保護育成に努めることとなる。このような背景のもと、政
府としては民間航空界の振興になんらか携わらなければならない時勢となって
いた。
５．２．２

航空局設置と民間航空活用の模索

第一次世界大戦研究や、陸軍航空制度研究などを経て、帝国陸軍は民間航空
の国防上の必要性について強く認識しており、それは民間航空界と民間航空産
業の発展と軌を一にするものであった。１９１８年（大正７年）２月に陸軍省
工兵課が作成した意見では、内閣直属の航空委員会を設置し各省が実施する民
間航空事業の調整・統一を企図していた。また参謀本部第３部作成の「空中威
力に関する根本的意見」（同年６月）は、民間航空事業の監督も行う「空中
省」の新設及び民間航空機工場の保護奨励を提言し、陸軍航空制度研究委員も
同趣旨により空軍省の設置を求めていた536。井上幾太郎が田中参謀次長に依頼
されて作成した陸軍航空学校設立案537（同年５月）においては、陸軍航空要員
たる「学生」のほか、民間より募集し航空予備将校・下士として戦時航空要員
のプールとなるべき「生徒」の教育も実施することとされていた。そして民間
からも、各種陳情等において飛行機事業拡張のため監督官庁の設立が要望され
ていたことは前述のとおりである。
このような背景の中で、１９１８年（大正７年）８月に井上は「内閣航空局
に関する意見」を提出した538。これは航空学に関する最高の国立研究機関を設
置し、実用を目的とした調査及び試作研究を行う必要があるというのが主な目

536

付録２「参謀本部第７課と陸軍省工兵課の陸軍航空制度改善案（概要）」参照。
付録４「陸軍航空学校設立案」参照。
538
『井上幾太郎伝』２１７ページ及び「大正７年８月提出 内閣航空局に関する意
見 陸軍少将 井上幾太郎」
『制度改善書類』
。配布先として、陸軍大臣、同次官、軍
務局長、工兵課長、軍事課長のほか、山内海軍大佐（横須賀航空隊司令等を歴任した
後、当時は軍令部出仕）となっている。海軍歴史保存会編『日本海軍史 第９巻 将
官履歴（上）
』４４３ページ。
537
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的であり、そのため内閣に航空局を設けこれに国立航空学研究所を付属させる
という趣旨のものであるが、その際航空局は、
１.航空学の調査研究に関する事項
２.民間航空事業の保護奨励に関する事項
３.民間飛行者の取締、資格検定、免状交付に関する事項
４.民間航空機製造業者の調査及びこれを軍部との連携に関する事項
を所管することとされ、勃興しつつある民間航空事業の健全な発展を促進させ
るため、飛行機産業と民間飛行家・団体に対する保護奨励と監督を行うことも
目的としていた。そしてその提出理由に述べられているように、戦時において
軍用航空機の需給が円滑になるよう民間航空機製造業者を調査するとともに軍
部との連携を保持させることを要するため、上記の所管事項を航空局において
統一実施する必要性がその根幹にあった。
この井上の内閣航空局案は実現を見なかったが539、有力な国防上の資源であ
る民間航空を陸軍が保護育成し、監督しようという動きは継続される。１９１
９年（大正８年）４月に陸軍航空部と陸軍省航空課が発足すると、同年６月に
は、陸軍省航空課が民間航空指導援助のため年額５０万円の支出を検討してい
る540。また井上は７月に陸軍省官制及び陸軍航空部令を改正し、航空課の所掌
に民間航空事業全般の取締、指導、援助並びに民間航空機製造会社及び飛行家
の保護奨励を、陸軍航空部の所掌に民間航空機の検査及び操縦者の資格検定と
民間操縦者の養成を加えようとした。これも実現を見なかったが、陸軍航空部
では引き続き「戦時に於て航空員の募集及補給を容易ならしむること」及び
「施政及商工業上に航空機を応用すること」で、政府のバックアップのもと我
が国における民間航空事業の発達を企図していた541。また１９２０年（大正９
年）に設置された国勢院も、同年１０月に飛行機用発動機の製造奨励案を策定
している542。ただし、政府全体として民間航空の保護育成を行う方向性ではあ
539

井上の提案に対し、海軍は現制度下で内務省及び陸海軍省監督のもとに帝国飛行
協会において実行すればよく、新たな機関を設置する必要がないとして反対した。
「内
閣航空局に関する件（軍務機密第８５３号 大正７年１２月２５日、海軍省軍務局長
から陸軍省軍務局長宛て）
」
（
「航空局関係（１）
」
『大正９年 公文備考 巻４６ 航空
１０』
）(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08021599300。
540
「民間航空指導援助奨励の為の費用 軍務局航空課」
『重要書類綴』
。大正８年６
月の日付あり。この５０万円の内訳は、機体製作のための製品補助費が最大で１８万
円、次が民間飛行学校における飛行家養成費で１３万２千円、そして帝国飛行協会へ
の補助費が１０万円となっていた。
541
「民間航空事業監督奨励に就て 大正８年８月２５日 航空部」
『重要書類綴』
。
全文は付録１３「民間航空事業監督奨励に就て」を参照。
542
「国勢院に於て立案編成したる軍需工業奨励及研究案」
『密大日記 ５冊の内 １
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ったものの、そもそも民間飛行家・団体や飛行機産業は民業であり、陸軍の所
管事項に留まらない性質を有していたため、他省庁との関係を整理する必要が
あった。
この間、船舶を所管する逓信省が、船舶と近い推進理論を持つ航空機に対し
ての検査を行うことが適当であるという見地から、１９１９年（大正８年）、
民間航空事業の監督指導は逓信省にて行うこととする閣議決定を行う方向とな
った。しかし閣議の場で田中陸相は暫定的に陸軍省にて担当することが適切で
あると主張し543、結果として、民間航空事業の監督・保護奨励等は一長官が統
括する必要があると共に、同事業は軍事航空と最も密接な関係を有するとの理
由から陸軍大臣に委任されることとなり、同年９月２３日に陸軍大臣に暫定的
に属する航空局の設置が閣議決定された544。この際、航空局は各省の代表者よ
り構成され「軍用以外一般航空事業」を所管するが、航空機を使用する特殊事
業に関してはその事業を管理する各省の所管とされた。そして陸軍大臣は
–航空機の検査、検定、登録、機籍に関する事項
–航空機操縦者の養成、資格検定、免状の下付、保護奨励に関する事項
–航空の取締及び救護の規定に関する事項
–国際航空に関する事項
–民間航空団体、民間航空機製造所、航空員養成所の監督保護奨励並びに国庫
補助に関する事項
–その他民間航空に関する事項
を管理し、その他の省庁については、
–逓信省：空中輸送事務に関する事項
–大蔵省：空中輸出入品の関税事務に関する事項
–内務省：航空警察に関する事項
を所管するとされた。
この陸軍大臣が航空局を管理することとなった経緯については様々な記録が
ある。まず逓信省から陸軍省に対し、民間航空事業は逓信省の所管が適当であ
大正９年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03022490400。
543
祝嶋男「航空局の設置および航空法制定の経緯」日本航空協会『日本民間航空史
話』
（日本航空協会、１９６６年）５３−５５ページ。祝氏は元逓信省書記官であり、
所管部局である管船局長とともに山梨陸軍次官を訪ね、民間航空事業は逓信省で所管
することが適当である旨を説明していた。
544
「航空局設置要領 大正８年９月２３日 航空課」及び「軍用以外航空事業の所
管に関する件 大正８年９月２３日 陸軍省」
『重要書類綴』並びに「１．臨時航空委
員会設置ニ関スル件 大正八年九月／分割２」
『帝国航空法規関係雑件／臨時航空委員
会関係雑件 第一巻』(外務省外交史料館)JACAR Ref.B12081123500。

- 204 -

るという協議があったが、田中陸相から加藤海相に民間航空の取扱について意
見を聞いたところ、加藤海相からは、民間航空の振興・奨励が必要なことは同
感であるが、海軍関係の方はまだ数も少ないため、陸軍の方でやるなら海軍も
一緒にやる、との回答があったようである545。他方、海軍側は、海相が「民間
飛行に関する監督及世話等は陸軍に於てす。海軍は之に与らざる旨を言及せ
り。」と発言したと記録しており、これに対し海軍省の事務方は、有事の民間
航空利用の際、陸軍の勢力下に圧せられることになるため海軍に不利であると
して対策を検討している546。ただし陸軍側としてはいずれ民間航空を手放す考
えで、元々は大蔵省に対し、民間航空が陸軍の国防政策に密接に関係するとい
う理由で持ち出した方が予算査定されやすいとの予算要求上の理由からくるも
のであった模様である547。
いずれにせよ、陸軍が主導となって民間航空を保護育成しようとしていたこ
とは疑いなく、航空局設置に必要な法令は陸軍が主体となって検討されること
となる。陸軍省航空課は、原案（大正８年９月２３日作成）では長官及び次長
を陸軍の現役中・少将のみで構成し、専任の事務官１３名のうち９名は陸軍の
現役佐尉官をもって充てる等、陸軍色の濃い内容としていたが、この原案を照
会された海軍事務方は「本案はまるで陸軍の専有物の感あり」と記録ししてい
るため反対されたと思われる548。結果として、１９２０年（大正９年）７月に
航空局官制が制定され８月１日に施行されるとともに、航空局の組織は、長
官、次長以下３１名の職員を置き、長官は現役の陸軍中・少将又は海軍中・少
将を、次長は現役の陸軍少将又は海軍少将を、また専任事務官１０名は陸軍の
佐尉官・同相当官又は海軍の佐尉官をもって充てることとされたが、初代長官
は山梨半造陸軍次官、次長は陸軍省軍務局長畑英太郎少将であり陸軍主体とし

545

日本航空協会編『日本航空史 明治・大正編』４２１ページ。
「
「民間飛行に関する監督及世話等に海軍は与らず」と云うに就て ８．７．２
９」
（
「航空局関係（１）
」
『大正９年 公文備考 巻４６ 航空１０』
。起案社に「大
関」の名前があるため、前述の大関鷹麿大佐（当時軍務局員）と思われ、供覧済とし
て堀（悌吉？当時海軍少佐、軍務局局員）
、山梨（勝之進？当時海軍大佐、海軍軍務局
第１課長）の捺印がある。海軍歴史保存会編『日本海軍史 第９巻 将官履歴（上）
』
６９ページ及び３９１ページ。
547
「航空日本史を生きたサムライたち（３）初代航空局長 波多野保二氏」
『日本
の航空ルネサンス』６６ページ。
548
「航空局官制 大正８年９月２３日 航空課」
『重要書類綴』
、
「航空局関係
（３）
」
『大正９年 公文備考 巻４６ 航空１０』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C08021599500。
546

- 205 -

て発足した549。またこの際、あわせて陸軍省官制も改正され、陸軍省航空課の
所掌に「航空局に関する事項」が加わった。
こうして陸軍のもとに体制を整備した航空局は、民間飛行界の指導監督と保
護育成のために具体的な施策を打ち出した。まず文部省の所管であった帝国飛
行協会を管理下に置き、毎年１―３万円の補助金を出すとともに、１９２１年
（大正１０年）には航空法と航空取締規則や航空機操縱士免許規則などの各種
監督規則を制定し、操縦士免許を国家資格とした550。また民間操縦士の養成
は、従来個人経営による民間飛行訓練所が個別に行なっていたほか、帝国飛行
協会が１９１５年（大正４年）に操縦士養成の陸軍への委託を開始、１９１７
年（大正６年）の第３期生まで毎年２−３名を輩出していたものを、１９２０
年（大正９年）より国費で養成することとした。このため航空機操縦生採用規
則を制定、民間人操縦士志望者に対し所澤の陸軍航空学校において、一般軍事
学、普通操縦術及び高等操縦術などの委託教育を実施できるようにした551。こ
れは１９２２年（大正１１年）６月に同規則が改正され、海軍航空隊において
も民間人に対する委託教育ができるようになった552。更に民間航空訓練所等に
対し随意契約により不要航空機の払い下げ等を行い、高価な航空器材を安価に
調達できるようにしたほか、民間飛行家に対し発動機取扱の指導等のために技
術者の派遣を行った553。そのため１９２０年代半ばの日本における民間飛行機
549

陸軍は井上陸軍航空部本部長に長官を兼ねさせようとしたが、井上は多忙を理由
に断ったという。
『井上幾太郎伝』２５３−２５４ページ。
550
「帝国飛行協会の所管に関する件」
『永存書類甲輯第１類 大正９年』(防衛省防
衛研究所)JACAR Ref.C02030920800 並びに（以下３件は全て『永存書類甲輯第５類
第２冊 大正１０年』(防衛省防衛研究所)）
「航空取締規則制定の件」JACAR
Ref.C02031024700、
「航空機操縱士免許規則制定の件」JACAR Ref.C02031025000
及び「航空機検査規則制定の件」JACAR Ref.C02031024900。また佐藤『日本民間航
空通史』４４−４５ページも参照。操縦士免許を取るためには日数と費用が必要であっ
たため、帝国飛行協会はこれに対して「飛行奨励金」制度を設け金銭的支援を行なっ
た。
551
「航空機操縦生採用規則制定の件」
『永存書類甲輯第２類 大正９年』(防衛省防
衛研究所)JACAR Ref.C02030936600、
「陸軍航空学校ニ於テ民間ノ希望者ニ対シ航空
術ヲ教授シ得ルノ件ヲ定ム」
『公文類聚・第四十三編・大正八年・第二十四巻・軍事
二・海軍、学事・学制（小学校～雑載）
』
（国立公文書館）JACAR Ref.
A01200444500、
「陸軍航空学校に於て民間．航空術修業志願者教育の件」
『永存書類
甲輯第１類 大正８年』(防衛省防衛研究所) JACAR Ref.C02030868500、
「民間志願
者の飛行機操縦術教育に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正８年』(防衛省防衛研
究所)JACAR Ref.C02030896100。
552
「航空機操縱生採用規則改正に関する件」
『永存書類甲輯 第１類 大正１１年』
(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02031037100。
553
「航空事業保護奨励ノ為陸海軍軍用ノ航空機又ハ其ノ部品属品ヲ貸付ケ又ハ売渡
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の種類は、ニューポール、サルムソン、ソップウィス、ブレゲーなどの元軍用
機が多数を占めていた。これは欧米諸国では大戦集結直後はハンドレページや
ファルマンなどの軍用機の払い下げが多かったところ、１９２０年代半ばにな
ると民間用の新型機が多く登場していることと対照的である554。
５．２．３

民間航空活用上の問題

問題は、民間操縦士を育成しても肝心の受け皿が未熟なことであった。戦時
の予備操縦士として活用可能な民間操縦士は、平時は航空輸送産業に従事して
いることが望ましく、そのため欧米諸国は政府を挙げて航空輸送会社や操縦要
員の供給先の民間航空クラブ及び飛行学校等の育成に多大な支援を行なってい
た555。我が国の航空輸送産業については、１９２２年（大正１１年）には日本
航空輸送研究所が、翌年には朝日新聞社による東西定期航空会と川西機械製作
所による日本航空株式会社といった民間航空輸送会社が発足し、主に郵便及び
貨物運送を開始した。しかしこれら日本の商業航空路線は、東京―大阪―福岡
間及び堺―今治間を主要路線として運航本数は最大で１週間に３往復程度にと
どまっている（図５―７参照）。また商業用航空路線の規模を反映して、１９
２５年（大正１４年）の民間操縦士の数は米国が６００名、英国が５６０名、
フランスが５５０名、ドイツが３５０名のところ、日本は１８８名となってお
り、民間飛行機も米国１２００機、英国６９２機、フランス７７８機、ドイツ
２２５機のところ、日本は７３機となっていた556。

ス場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ定ム」
『公文類聚・第四十五編・大正
十年・第二十巻・財政一・会計一（会計法・収支）
』
（国立公文書館）JACAR Ref.
A01200480400、
「航空局関係（１１）
」
『大正９年 公文備考 巻４６ 航空１０』
(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08021600300。
554
逓信省航空局『航空要覧 大正１４年１１月』８―１１ページ。
555
「欧第２号其３０ 大正１４年４月２５日 独逸航空界現況の件報告（１）
」
『大
正１４年 欧受第２号の１ 平和条約関係書類 陸軍省』
、
「岩下大尉欧州差遣の件」
『永存書類乙集第１類 大正１２年』
、Aircraft Year Book 1922, pp.60-98。
556
逓信省航空局『航空要覧 大正１４年１１月』２、６－７、１１−１２及び２６
－４３ページ。
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（図５―７）日本の定期航空路線図

出典：「世界主要定期航空路図（六）」逓信省航空局『航空要覧

大正１４年１１月』

このように本邦民間航空が未熟であった背景には、航空業は非常に多額の資
金を要するところ、いまだ飛行機は危険な乗り物という認識があったため、資
本家がなかなか資金を提供しなかったという背景がある。実際に企業・運営に
こぎつけた日本航空株式会社などの航空輸送会社も、本業（川西の織機など）
で稼いだ資金を赤字の航空に回していたという状況であった。そのため航空局
及び陸海軍が補助金の交付を大蔵省に要求したが却下された模様である557。ま
た欧米の例を見ると、距離が短い場合は鉄道の方が高い輸送効率であるため、
航空輸送業の発展があまり期待できないという現実もあったであろう。そのよ
うな状況であったため、航空法はすでに公布されていたものの、施行されたの
は１９２７年（昭和２年）６月になってからであった558。他方、当時、欧米各
国が東洋に定期航空路線を開拓し、また世界中の飛行家が長距離飛行記録樹立
のため来日しつつあったことにより朝野の圧力が日増しに高まっていた。
この間、航空局は行政整理の一環として１９２３年（大正１２年）４月１日
をもって逓信省に移管された559。その際の航空局移管の理由は、表向きは陸軍
557

「航空日本史を生きたサムライたち（３）初代航空局長 波多野保二氏」６７−
６９ページ。
558
酒井正子「変容する日本の航空界（その４） 日本の航空１００年（上）
」
（
『帝
京経済学研究』第４４巻第 1 号、２０１０年１２月）９５―９９ページ。
559
「航空局馬政局及廃兵院移管に関する件」
『永存書類甲輯第１類 大正１２年』
(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02031096000、
「行政整理案に関する件」
『密大日記
其１ ６冊の内 第１冊 大正１２年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03022593300。
この際、航空局の移管とともに、馬政局と廃兵院も陸軍省からそれぞれ農商務省と
内務省に移管されることとなったが、その理由も従来の陸軍による監督をより広範囲
の施策目的により他省庁へ移す、というものであり、当時の陸軍軍縮の中で陸軍が予
算不足になっていたことが背景にあったと考えられる。
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大臣の管理下で民間航空業が発展したため、本来所管すべき逓信省に戻すとい
うものであった。しかし実際は、政府として航空輸送会社を設立しこれに補助
を行うとともに必要な飛行場や各種航空施設を整備する必要があるが、陸軍は
近代化と軍縮で財源不足の中、航空局のために使用できる予算が足りないこと
にあった560。
この航空局の逓信省への移管後、政府はその主導により内地に加え朝鮮、満
州、台湾への航路拡大を目指す国策民間航空輸送会社の設立準備調査委員会を
設置（会長：渋沢栄一、副会長：井上準之助）、１９２８年（昭和３年）に日
本航空輸送株式会社が設立され、同年の第５５回臨時帝国議会では同社に対し
１１年にわたり総額１９９７万円の補助金を支出することを可決した561。また
逓信省航空局は民間航空会社への奨励金交付による保護奨励及び航空路の拡大
に努めた結果、日本航空輸送株式会社が発足してからは東京―大阪間を週１２
往復、大阪―福岡線を週６往復、福岡―蔚山―京城―平壌―大連間を週３往復
（昭和５年から週６往復）するなど路線を大幅に拡大した562。
このような民間航空輸送業の営業拡大は、自然と民間操縦士の需要を高め
た。しかし航空局自身が操縦士を養成する能力がなかったため、逓信省移管後
は「航空局依託航空機操縦生教育」として陸海軍に委託する形で継続され、１
９３８年（昭和１３年）に逓信省地方航空機乗員養成所が開設されるまでの
間、陸軍において計９９名（第１８期まで）、海軍において計６４名（第１６
期まで）の合計１６３名が養成された563。委託を受けた陸海軍は毎年それぞれ

なお、逓信省に置かれた航空局はその後、１９２４年（大正１３年）１１月には逓信
省内部部局の一局となるが、１９３８年（昭和１３年）１月に再び逓信省の外局とし
て復活する。
560
海軍中将 小倉嘉明「航空局創設とその前後」
（
『飛行』第１５巻第１０号、１９
４０年１０月）９１−９２ページ。小倉嘉明は当時海軍大佐であり、航空局事務官に併
任されていた。
561
同上及び佐藤『日本民間航空通史』１３７―１４０ページ。なお日本航空輸送の
発足に伴い、政府は前述の民間３社に対して解散と新会社への合流を要求したが、こ
れに対しては東西定期航空会と日本航空は同意したものの、日本航空輸送研究所が拒
否したため同研究所は限定的ながら運航を容認された。
562
逓信省『逓信省五十年略史』１５２−１５６ページ及び毎日新聞社編『別冊一億
人の昭和史 日本航空史』
（毎日新聞社、１９７９年）１１０ページ。
563
「航空機操縦生教育其の他依託に関する件」
『永存書類甲輯第４類 大正１２
年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02031126400、
「航空局依託航空機操縦生教育に
関する取扱規定の件達」
『大正１２年 「陸普綴 正 参謀本部 庶務課」
』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C02030551300 及び佐藤『日本民間航空通史』７６−７７ページ及び１
６１−１６３ページ。陸軍と海軍は毎年それぞれ５名ずつの委託教育を行った（海軍の
委託教育開始前は陸軍で毎年１０名）
。海軍による委託教育開始が遅れたのは「施設の
都合」により急にはできないとの理由であった。日本航空協会『日本航空史 明治・
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５名ずつのペースで民間操縦士を養成したが、これは既述のとおり、陸軍が毎
年７５名規模（将校：下士官＝１：２）で操縦要員を養成しようとしていたこ
とと考え合わせると微々たる数であり、また陸軍の航空学校における教育キャ
パシティの不足に由来するものであったこともすでに触れたとおりである。そ
の後、操縦士の養成は満州事変前後の時期において陸海軍とも自前で養成する
方向に舵を切り（それぞれ陸軍飛行学校生徒〔１９３３年採用開始：のちの少
年飛行兵〕、海軍飛行予科練習生〔１９２９年採用開始〕）、陸軍は下士官層の
拡大に注力することとなる。
他方、民間飛行機産業は航空局発足以前から陸海軍の保護を受けて育成され、
また陸海軍は民間飛行機製造会社に盛んに発注を行った（第４章第３節参照）。
その結果、１９２０年代には陸軍の調達に占める国内民間飛行機会社製造飛行
機・発動機の割合が急激に増えており、我が国の民間飛行機製造会社は徐々に
外国依存から脱却し、我が国独自の飛行機製造が可能となってきたが、航空局
は陸軍の管理下にあった約２年強の間を含め、飛行機製造業に対し大きな保護
奨励策を実施した様子はない。このような背景もあり、長岡外史は１９２７年
（昭和２年）３月１５日の帝国議会において、「我が国における飛行機製作の
不振は造船奨励法的の国定法なきに依ること明なり。政府は航空機製造奨励法
を設くるの意志なきか」と質問している564。しかし何より、この頃の我が国の
航空機産業の最大の顧客は陸海軍であったため、陸海軍が飛行機製造業者に定
期的に発注を行い、その庇護の下に置いておけば済んだというのが現状であっ
たと思われる。日本の民間飛行機数は１９２５年（大正１４年）には７３機、
１９３０年（昭和５年）には１２１機となっている565。これに対し、１９２６
年（大正１５年）公表の陸軍の使用可能航空機数は約５００機、１９２９年
（昭和４年）公表の陸軍飛行機支給定数は６３３機であった566。そして前述の
とおり、民間飛行機の多くは軍からの払い下げであった。そのため、民間航空
輸送業からの需要がない現状では、飛行機製造会社にとって、大口の需要家と
して陸海軍に頼らざるを得なかったであろう。そして、長岡の主張したような
航空機製造奨励法は、日中戦争開始後の１９３８年（昭和１３年）に制定され
た航空機製造事業法を待たなくてはいけなかった。
大正編』４９１ページ。
564
長岡の質問の詳細については以下の帝国議会議事録を参照。
https://teikokugikaii.ndl.go.jp/#/detail?minId=005213242X02619270315&current=1
565
逓信省航空局『航空要覧 大正１４年１１月』１ページ、同『航空要覧 昭和５
年１１月』１ページ及び同『昭和４年度航空統計年報（第１回）
』１６７ページ
566
陸軍省『帝国及列強之陸軍』
（大正１５年１月）１２ページ及び附表第２、及び
同『最新帝国及列強の陸軍』
（昭和４年１月）１３－１４ページ。

- 210 -

このような状況のもと、帝国陸軍が操縦要員と航空器材の供給先として、同
じく航空戦力を育成していた海軍に注目するようになったことは自然であった。
その海軍は、陸軍と同じく、早くから飛行機の軍事的価値に注目しており、自
ら海外の航空界について調査研究を行っており、臨時軍用気球研究会を陸軍と
ともに立ち上げたことは既述のとおりである。次節では、海軍の飛行機に対す
る関心と、帝国陸軍が海軍に対して持っていた協力の考えについて考察するこ
とにしたい。
５．３ 海軍航空基盤の活用
５．３．１

海軍の飛行機に対する関心と帝国陸軍からの評価

第１章第２節で見たように、陸海軍のみならず官界も交えた臨時軍用気球研
究会が１９０９年（明治４２年）に設立567されたが、メンバーが陸軍によって
多く占められている上に予算の大半が陸軍の施設購入に使用され568、また海軍
が必要とする飛行機の性能が陸軍のものとは異なる等の理由から、海軍側には
研究会に対する不満が蓄積していった。それでも海軍は研究会において積極的
に飛行機の操縦術・製作術の習得に努めていた。そもそも海軍側の委員には、
研究会の立ち上げに尽力した山屋他人大佐（軍令部２班長）、日露戦争の旅順
港封鎖作戦に参加し、飛行機の軍事利用の必要性を痛感し個人的に研究に努め
ていた金子養三大尉、及び大砲の専門家で飛行機の研究家でもあり、後に海軍
を辞し民間航空界で活躍する奈良原三次造兵中技師等がメンバーとして加わっ
ていた。研究会が陸軍の徳川、日野両大尉をヨーロッパに派遣したことは前述
したが、海軍からも金子大尉がフランスに派遣され飛行機と気球の操縦術を習
得し、徳川大尉と同じく万国飛行協会の飛行免状を取得した。金子大尉はこの
際、ルノー７０馬力発動機搭載のモーリス・ファルマン水上機２機及び予備発
動機３台を購入した569。
その一方で、海軍が諸外国に航空機調査の為に派遣していた将校達から、研
究会に頼らずに海軍独自で飛行機を研究するべきとの意見具申が度々行われた。
特に英国滞在から帰国した飯田久恒中佐570からは、１９１０年（明治４３年）、
567

臨時軍用気球研究会の立ち上げ経緯を巡る陸海軍それぞれの解釈については、柳
澤潤「飛行機導入時期の日本海軍の取組（I）
」
（
『政治経済史学』第５３２号、２０１
１年２月）を参照。
568
１９１０年（明治４３年）度の研究会予算約４７万円のうち、建築及び土地買収
にかかる費用として約３３万円が計上されている。
「気球」
『公文備考物件 ６ 巻８
２』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C07090011400。
569
桑原『海軍航空回想録 草創編』３６−３７ページ。
570
同中佐は、日露戦争中に東郷司令長官の参謀として勤務し、旅順封鎖作戦におい

- 211 -

海軍の飛行機には艦上発着装置が必要なこと、研究会は施設整備にばかり経費
を使用している為研究費が僅少であること、また陸海軍飛行機は使用目的が異
なるが、研究会は海軍が必要な短距離離陸可能な飛行機ではなく滑走距離が大
きな飛行機を購入していること、そして研究会解散の暁には全て陸軍の所有と
帰すであろうこと等を理由とし、研究会の有無に関わらず海軍独自の航空機研
究の途を開く準備を早期に開始すべきであるとの提言があった571。
このような状況を踏まえ、研究会発足から３年弱しか経っていない１９１
２年（明治４５年）６月に海軍は独自に「海軍航空術研究委員572」を組織する
とともに、横須賀から近い神奈川県追浜に研究所を設置、実質的に研究会から
離脱した。本研究委員は、後に中島飛行機を設立した中島知久平機関大尉を含
む３名をカーチス飛行機の購入のために米国に派遣する等、独自の道を歩むこ
とになるが、形式的には海軍は依然として研究会に残留していたため、１９１
５年（大正４年）、当時の海軍航空術研究委員長である吉田清風大佐からの
「臨時軍用気球研究会解散に関する意見」をはじめとして海軍部内で研究会の
解散意見が続出した573。特に１９１７年（大正６年）に海軍部内で作成された
「臨時軍用気球研究会に関する件574」は、研究会設置から現在に至るまでの経
緯を総括するとともに、これまで如何に陸軍が自己の利益のみを図り、常設航
空部隊の創設や、航空手当及び航空徽章など各種航空制度の検討にあたっても
海軍と協調せず常に「各種の画策」を行なってきたかについてかなり感情的に
述べている575。実際、１９２０年（大正９年）に研究会が正式に廃止となった
て飛行機の必要性を痛感している。同上、４２ページ。
571
海軍航空本部『海軍航空沿革史』
（昭和１０年３月）
（防衛省防衛研究所）
、第１
編９２ページ。ただし飯田中佐は滞英当時、英国飛行界の発展を報告するに際し、臨
時軍用気球研究会を活用した我が国の航空術の発達を期すべき旨を述べている。
「飛行
機に関する件」
『明治４１年 外国駐在員報告 巻４』(防衛省防衛研究所)JACAR
Ref.C10100704600 及び「４３年８月２７日 飛行機の研究に就き意見」
『明治４１年
外国駐在員報告 巻５』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C10100708400。
572
海軍航空術研究委員の設置根拠となる文書は管見の限り見当たらないが、１９１
２年（明治４５年）６月２７日の海軍公報に６月２６日付で委員１９名の発令が掲載
されている。
「海軍公報第１２３号」
（昭和４５年６月２７日）
（
「明治４５年６月
（２）
」
）
『明治４５年 海軍公報 部外秘共』(防衛省防衛研究所) JACAR
Ref.C12070235100。
573
海軍航空本部『海軍航空沿革史』第１編、５９−６３ページ。
574
「臨時軍用気球研究会に関する件」
（
「臨時軍用気球研究会（１）
」
『大正６年 公
文備考 巻１ 官職１』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08020891700。
575
本史料では、１９１５年（大正４年）１２月の航空大隊の編成に際して陸軍が海
軍を「出し抜いた」とあり、本来翌年に陸海軍ともに歩調を合わせて実施するはずだ
った常設航空部隊の編成を陸軍側が嘘をついて予定より早く開始したとされている。
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際、陸海軍両相の連署で閣議請議を行っているが、陸軍側が陸軍航空部の設置
を研究会廃止の理由にしているのに対し、海軍側は陸軍に対し同意を回答する
に際して「海軍航空諸機関の施設改善に伴い臨時軍用気球研究会の必要を認め
ざるに至れるに由る」との理由書をあえて添えており、研究会廃止を長く訴え
てきた海軍の態度がよく表れている576。
加えて、「臨時軍用気球研究会に関する件」は青島戦役における陸軍航空隊
の不振ぶりを強調し、
・

陸軍航空隊の出征にあたり、海陸共同研究機関である研究会の「劣等器具」
を使用するほかなかったこと

・

そのため同戦役後の航空機の修理・補充にあたって研究会はしばらく完全
に機能停止に陥ったこと

・

同戦役までに費やした年月と予算に照らしても、海軍の航空隊は陸軍のそ
れに対し全ての点において卓越していたこと

・

同戦役後の航空大隊の創設以来、陸軍は研究会を同大隊に対する下請け機
関として利用していること

などと批判している。
青島戦役においては海軍の飛行機も初めて実戦に参加し、陸軍に先駆けて初
作戦を行ったことはすでに述べたとおりである。海軍は特務艦であった「若宮」
を航空母艦として艤装、１００馬力発動機搭載のモーリス・ファルマン式２台、
同７０馬力４台を搭載し、将校１２名及び下士官以下含め総勢３５名を派遣し
た577。海軍の航空隊は偵察、爆撃、味方部隊の上陸援護、弾着観測等を行い、
顕著な功績としては日英側に脅威となっていた独艦エムデンを発見した。同航
空隊が強力な１００馬力エンジンを搭載するモーリス・ファルマンを使用し、
爆弾、機関銃、拳銃等を搭載し、加えて無線電信、写真機なども必要に応じて
搭載することができた578。軍艦から陸上を砲撃する際、その弾着を艦上から観
測するのは非常に困難である一方で、飛行機上からの観測は極めて容易であり、
まさに金子大尉が旅順港封鎖作戦参加以来、飛行機に期待していたことが実現
したことになる。これに関し、参謀本部がまとめた「要塞攻撃の教訓」では、
真偽の程は定かではないが、いずれにせよ海軍が横須賀に常設航空隊を編成したのは
翌々年の１９１６年（大正５年）４月１日である。
576
「臨時軍用気球研究会官制廃止の件（勅令第１３５号、大正９年５月１４日）
」
（
「臨時軍用気球研究会官制及陸軍省臨時職員増置の件廃止の件」
『永存書類甲輯第１
類 大正９年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C02030916200。
577
高橋重治 『日本航空史 坤』２２ページ。
578
これに対し、陸軍の主力は７０馬力エンジン搭載のモーリス・ファルマンであ
り、馬力不足が痛感されていた（第２章第２節参照）
。
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青島戦役における海軍の航空隊に対する評価について以下のように記述されて
いる579。
・

青島戦役のような島嶼要塞の攻略は今後も我が軍の作戦として予想される
ものであり、海軍の協力を得ることは将来も必要である

・

海軍の数十回の偵察飛行の際に陸戦に関する専門的知識を持った陸軍将校
を搭乗させたならその効果は大きかったと思われる
このように、海軍からの辛辣な批判とは対照的に、陸軍は我が国の作戦上、

爾後大いに想定される島嶼部の攻略戦における海軍との連携に期待していたと
言える。その証左として、参謀本部の「大正三年日独戦史」においては、「第
十一章

航空隊の行動」の陸軍航空隊の活動記録の後に「海軍航空隊行動概要」

として一節を設けるとともに海軍航空隊の個々の活動に関しその任務内容、実
施日、当日の天候・気象状況、活動成果及び被害状況等を逐一記載しており、
当時の陸軍が海軍の航空隊の活動状況及び使用飛行機の性能等について高い関
心を持っていたことが伺える。特に、海軍機の偵察・爆撃効果を詳細に記録し
ていることから、上述のとおり将来における海軍航空隊と陸軍航空隊の協働作
戦に期待を有していたものと思われる。ただし実際には、海軍航空隊の任務に
は陸軍が記録していない艦砲射撃の弾着観測や機雷敷設状況の把握等、海軍固
有のものも含まれており、同じ飛行機を使用しているとしても、海軍にはそれ
固有の任務が存在することを陸軍がどの程度理解していたかは不明である。
他方、「臨時軍用気球研究会に関する件」や、参謀本部の「要塞攻撃の教訓」
を合わせ読むと、当時の海軍は航空に関して非常に熱心であった印象を受ける
が、航空関係者はともかく、航空機の可能性に対して未だ海軍中央部の関心が
薄かった模様である。視界が悪いときは飛べない、波の高い日には使えないと
いう飛行機をたくさん作っても国防は全うできない、それよりも「もっと勉強
してどんな天気の日も太平洋の真ん中を飛んで見せたら考えてやろう」という
のが関係当局の言い分であったようである580。また陸上飛行場の必要性につい
て意見が分かれており、当初は追浜にも水上機の飛行場しかなく、当局もいざ
となったら陸軍に貸してもらえばよい、との考えであった。１９１８年（大正
７年）の山下献金の際、海軍にも５０万円献金があったため、横須賀航空隊は
１、２年で消耗してしまう飛行機よりも陸上飛行場の土地買収にあてるべきだ
と主張したが、海軍省は結局、飛行機の購入に使用した581。この他、空母必要
579

参謀本部『戦史及戦術の研究第二巻 要塞攻撃の教訓』１６９−１７０ページ。
桑原『海軍航空回想録 草創編』４７ページ、１３４−１３５ページ及び１５０−
１５１ページ。
581
このときは結局、英国からショート水上偵察・攻撃機（３２０馬力）１０機、フ
580
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論者であった金子養三中佐（当時）は霞ヶ浦が艦載機練習用の飛行場用地とし
て最適であると考えていたが、八八艦隊の実現が主目標であった海軍当局の反
応が薄い中、陸軍が霞ヶ浦を飛行場用地として買収しようと考えているという
話を聞きつけ、急遽、井出海軍次官を説き伏せ用地買収をするようなこともあ
った582。また帝国議会においても、１９１５年（大正４年）１２月、山根正次
衆議院議員が加藤友三郎海相に対し、海軍の航空関係の予算が少なく、一方で
欧米では大馬力の飛行機が開発されており国防上不安である、との質問をした
のに対し、加藤海相は近い将来において飛行機の爆弾により主力艦が撃沈され
る恐れはないので、主力艦の建造方針に変わりはない旨を答弁している583。そ
の後も、海軍が日露戦争の鹵獲艦である石見に対する爆撃実験を１９２４年
（大正１３年）７月２９日に実施し沈没させたが584 、飛行機で軍艦を沈めるの
は困難であるという海軍の総意は引き続き変わらなかった。このような海軍の
態度に対して、１９２４年（大正１３年）に衆議院議員となった長岡外史は、
１９２７年（昭和２年）３月１５日の帝国議会で「飛行事業並補助艦に関する
質問」を行い、飛行機による爆撃により軍艦に容易に致命傷を与えられること
は内外の実験で明らかであるため、海軍は補助艦ではなく航空機を多く作るべ
きである、と質している。同時に、海軍がワシントン条約後、航空機や航空母
艦より補助艦を優先して建造していることや、陸軍が４個師団を削減してまで
航空拡充しているのに比して海軍は補助艦建造に莫大な費用をかけていること
を批判しているが、この質問に対しては宇垣陸相より更に研究をしてみる考え
であるとの答弁があったのみで、財部海相からは答弁がなかった585。
ランスからテリエー飛行艇（３００馬力）１０機、そのほか「ソッピース・クック
ー」雷撃機を研究用として３機発注した。桑原『海軍航空回想録 草創編』１４４ペ
ージ。
582
同上、１５０−１５１ページ。陸軍が霞ヶ浦に目を付けているという件は、金子
中佐が臨時航空術練習委員（第３章第３節参照）への連絡将校として勤務していた際
に井上幾太郎から聞いた話であるという。なお、フォール大佐も霞ヶ浦は飛行場とし
て適地であるとの意見であったようである。
583
以下の議事録（第３７回帝国議会衆議院予算委員会第４分科会、大正４年１２月
２０日）を参照。https://teikokugikaii.ndl.go.jp/#/detail?minId=003713604X00219151220&spkNum=40&current=26
584
元ロシア艦アリョール。ワシントン海軍軍縮条約により廃棄が決まった。なおこ
の爆撃実験には海軍から陸軍に見学案内が送られ、見学者名簿からは「上原元帥」
「奥
元帥」
「田中大将」
「町田大将」
「大庭大将」などが参加予定となっている。
「廃棄艦実
験見学の件」
『密大日記 其２ ５冊の内 第２冊 大正１３年』(防衛省防衛研究
所)JACAR Ref.C03022654500。
585
以下の議事録を参照。https://teikokugikaii.ndl.go.jp/#/detail?minId=005213242X02619270315&current=1
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しかし、「臨時軍用気球研究会に関する件」は、あくまで研究会の現状の打
破を主張しており、研究会とは別に、陸海軍でより大規模な共同研究機関の設
置が議題に上った際には必要に応じ協力すべきであるとして、陸海軍間で航空
分野に関して協調することは否定していない。実際にも、海軍が研究会を離脱
した以降、陸海軍間でお互いの航空関係工場、学校、部隊等の見学や、各種演
習や長距離飛行試験時の協力を盛んに実施した様子が「井上史料」、「陸軍省大
日記」及び「海軍公文備考」に多数記録されている。また、１９１６年（大正
５年）４月の横須賀航空隊設置に伴う海軍航空術研究委員の廃止後、海軍は１
９１７年（大正６年）１１月に調査研究機関として「臨時潜水艇航空機調査会」
を発足させたが、本調査会はフランス航空教育団の講習を受けるため陸軍の臨
時航空術練習委員へ海軍要員を派遣した586。と同時に、海軍が１９２１年（大
正１０年）に英国から招聘したセンピル大佐の率いる英国航空教育団による講
習のために設置した臨時海軍航空術講習部には、海軍の招きにより陸軍将校も
参加した587。
実際、海軍航空と陸軍航空はお互いの動向を睨みながら発展してきたのが実
情である。海軍は、日本における航空草創期に陸軍とともに臨時軍用気球研究
会を立ち上げたものの、その内実が海軍側の意図と合致しなかったため、早々
に離脱したことは既述のとおりである。また、あくまで海軍側の言い分である
が、陸海軍は常設航空隊の設置を歩調を合わせて実施する手筈であったところ、
陸軍が１９１５年（大正４年）１２月に航空大隊の編成を予定より前倒しにし
て実施するという「出し抜き」が発生した588。その後、陸海軍は競い合うよう
に航空隊の増設を行なっていくが、双方とも軍縮やそれぞれの部内における予
586

「臨時航空術練習に関する件（官房第７９号の３（大正８年２月２０日）
）
」
『西
受大日記 大正８年６月』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C07060733900。なお同調
査会は１９１９年（大正８年）７月に海軍省軍務局に臨時に航空部が発足したことに
伴い、一切の事務を軍務局に引き継ぎ解散した。
587
「臨時海軍航空術講習に関する件（陸密第１７２号、６月１４日）
」
『密大日記 ６
冊の内 第２冊 大正１１年』(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C03022589400。１９２１
年（大正１０年）９月から予定されていた第１回専修員講習には陸軍航空部と陸軍航
空学校よりそれぞれ将校１名が参加した。なお、本講習部はセンピル飛行団の帰国に
伴い翌１９２２年（大正１１年）１１月に廃止されるとともに、海軍霞ヶ浦航空隊と
なった点は、フォール航空団のために各地に設置された練習部が陸軍航空学校分校の
母体になった経緯と類似している。
588
「臨時軍用気球研究会に関する件」
（
「臨時軍用気球研究会（１）
」
『大正６年 公
文備考 巻１ 官職１』
。海軍が常設航空隊を横須賀に編成したのは１９１６年（大正
５年）４月１日であり、海軍側の記録では、本来この年に陸軍も常設航空隊を設置す
る予定であった。
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算配分の優先度等の理由により、航空隊の拡張は度重なる延期を繰り返しなが
ら行われた（表５―２参照）。また航空関係行政組織の新設・改編についても、
陸海軍は航空という共通分野に関し、似たようなアイデアを抱き、お互いの動
向を注視しながら実施してきたことが窺える（表５―３参照）。１９１９年
（大正８年）に吉田清風少将以下のメンバーは、欧米各国の視察結果に基づき
意見書を提出、海軍も航空関係の責任を一元的に管理する海軍航空本部を設置
すべきであると主張した589。同年には同趣旨の意見が臨時潜水艇航空機調査会
委員長から提出されているが、当時海軍省軍務局はこれを「参考とす」という
扱いにとどめ590、実際に海軍航空本部ができるのは１９２７年（昭和２年）の
こととなる。また吉田少将以下による意見書では、海軍においても航空学校を
設置して教育内容・習熟度別に専門的に航空要員を養成すべきであると主張し
ており、「現在の如く戦闘部隊たる航空隊の一半を教育機関たらしむるが如き
は」膨大な航空要員の養成に応えることはできないとして、当時、練習飛行機
隊により航空要員の養成を行なっていた状況を批判している591。ただしこれに
ついては、１９１９年（大正８年）度予算より横須賀に航空学校を新設する案
が計画されていたが、陸上飛行機の教育は陸軍に委託すべきであるとの声が部
内に多く、省内会議で取りやめになった592。その後海軍は霞ヶ浦航空隊に練習
機能を移転するが、航空学校の設立については立ち消えとなってしまった。
また、英国航空教育団の招聘の検討にあたっては、海軍の陸軍に対する複雑
な思いが見て取れる。そもそも、海軍としても陸軍と同様、海外の航空先進国
から教官を招聘して最先端の航空教育を受けることが第一次世界大戦後を見据
えた航空近代化の近道と考えていた。１９１９年（大正８年）に９月に海軍は
「航空機外国品採用方針」を決定し、日本の海上航空兵力の建設にあたっては、
「海軍として航空機の利用に就て最も発達せる英国に拠るを至便とす」との方
589

「大正８年６月 欧米各国航空視察意見」
（
「諸報告（８）
」
『大正８年 公文備考
巻４０ 航空５止』(防衛省防衛研究所)）JACAR Ref. C08021355900。
590
「大正８年６月１６日 航空関係の中央機関に関する件」
（
「一般航空（５）
」
『大
正８年 公文備考 巻３６ 航空１』(防衛省防衛研究所)）JACAR Ref.
C08021349000。
591
表５―１にあるとおり、１９１６年（大正５年）に横須賀航空隊が置かれた際に
は常設飛行機隊２隊とともに練習飛行機隊１隊が置かれ、海軍はここで航空要員の養
成を行うこととした。その後、練習用の航空部隊は切り離され、１９２２年（大正１
１年）に霞ヶ浦航空隊が新設された際にはその機能を吸収することになった。なお霞
ヶ浦はセンピル飛行団による教育が行われていた場所であり、それを教育施設として
使用したことは陸軍がフランス航空教育団の講習場所を航空学校分校として整備した
ことと類似している。
592

海軍航空本部『海軍航空沿革史』第２編９０−９１ページ。
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針を採用した593。そして実際、航空教育団を派遣しようとの申し出が英国側か
らなされている594 。他方でフランス航空教育団が来日し、陸軍側から講習への
参加希望の打診があった際には、当初様子見をする予定であったのを加藤海相
の一声で「割り込み」することとした595 。しかし陸軍側の実施する講習に参加
したことが、むしろ自前で外国人教官を招聘することへの大きな動機となった
596

。そのため、海軍省軍務局は「海軍として已に陸軍に於いて施行中の仏国航

空団による臨時航空術練習に参加しあるに係わらず今又別に本案の如き提議を
見るは不可なりとの説597」を排し、特に海軍航空の技術・運用で世界一と考え
られていた英国から教官を招聘するべきであるとの方針に立ち戻った。もちろ
ん海軍にとっては、英国が海軍航空分野、特にこの時期海軍が重視し始めた艦
載機の分野では世界をリードしている存在であることに加え、長年続いている
日英同盟の存在（筆者注：日英同盟の廃棄決定は１９２１年１２月のいわゆる
四カ国条約により決定され、実際に条約が失効したのは１９２３年８月である）
が英国からの教官団招聘の決定にあたり重要な要素であったとは疑いないが、
カナダの歴史家であるジョン・フェリス(John Ferris)は、陸軍から更なる航空
援助を受けることとは海軍にとって”bureaucratic humiliation”であると捉
えられたことが大きく作用したと述べている598。このように、海軍による英国
593

同上、第６編１２ページ。しかし実際はこの時期、英国のみならずフランスにも多
くの要員を派遣し航空術等の教育を行なっている。
『大正８年 公文備考』の航空関係各
巻を参照。
594
日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空史 第２（軍備編）
』７０９ページ。
595
「臨時航空術練習委員に関する件通帳（陸普第４２４１号、大正７年１２月１４
日）
（
「一般航空（１）
」
『大正８年 公文備考 巻３６ 航空１』(防衛省防衛研究
所)）JACAR Ref. C08021348600。これはフランス側が水上機とその教官を派遣して
きたことを重視してのことだと思われ、実際、海軍の専修員は水上機を使った講習に
積極的に参加し、報告している。
『大正８年 公文備考』の航空関係各巻を参照。
596
日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空史 第１（用兵編）
』８３ページ及び同
『日本海軍航空史 第２（軍備編）
』７０９ページ。
597
「英国空軍軍人傭聘の件（１）
」
『大正１２年 公文備考 巻４５ 航空』
（防衛省
防衛研究所）JACAR Ref. C08050770500、日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍
航空史 第２（軍備編）
』７０７−７１２ページ。
598
John Ferris, “A British ‘Unoficial’ Aviation Mission and Japanese Naval
Developments, 1919-1929,” The Journal of Strategic Studies, 5(3), 1982, pp.416439. 反対に、英国の側も大戦後の航空機産業の市場維持のため、フランスやイタリア
が日本に航空教育を提供して影響力を拡大することを恐れていた。そのため、空軍省
や外務省は日本への航空教官団の派遣を支持したが、日本の海軍力増強を恐れる海軍
省からの反対にあい、最終的に派遣されたセンピル飛行団は、フォールのフランス航
空教育団とは異なり、
「非公式の(unofficial)」ものとされた。詳しくは横井「戦間期イ
ギリス航空機産業と武器移転―センピル航空使節団の日本招聘を中心に－」を参照。
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航空教育団の招聘はフランス航空教育団の講習への参加を通じた陸軍側への組
織的体面という要素が作用していたことは興味深い。
陸海軍の航空隊拡張計画（昭和６年まで）
年（西暦）

１９１５

陸軍

表５―１

海軍

航空第１大隊（２中隊）

１９１６

横須賀航空隊（常２・練１）

１９１７

航空第２大隊（２中隊）

１９１８

航空第４大隊（３中隊）

横須賀（常３・練２）
佐世保（常３）

１９２０

航空第３大隊（３中隊）
航空第６大隊（３中隊）

横須賀（常５）佐世保（常５）
呉（常４）舞鶴（常１）
練習隊（２）

１９２１

航空第５大隊（３中隊）

１９２２

(航空大隊を飛行大隊と改称)

１９１９

横須賀（５）霞ヶ浦（７）
佐世保（３）大村（２）

１９２３
１９２４
１９２５

横須賀（５）霞ヶ浦（７）
佐世保（２.５）大村（２.５）
飛行第１連隊（４中隊）
飛行第２連隊（２中隊）
飛行第３連隊（３中隊）
飛行第４連隊（４中隊）
飛行第５連隊（４中隊）
飛行第６連隊（３中隊）
飛行第７連隊（４中隊）
飛行第８連隊（２中隊）

１９２８

横須賀（２.５）館山（３.５）
霞ヶ浦（７）佐世保（２）
大村（２）

１９２９
１９３０
１９３１
※ 矢印の始点は編成開始、終点は編成完結を表す。また、下線は増設後の数を表す。
※

陸軍は、１９２２年（大正１１年）に航空第１―６大隊をそれぞれ飛行第１―６大隊
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と改めた後、１９２５年（大正１４年）にはそれぞれ飛行第１―６連隊と再度名称を変
更するとともに、飛行第１、第４及び第５連隊に中隊を増設し、また飛行第７及び第８
連隊を新設した。
※

海軍は当初、１９１６年（大正５年）度に飛行隊３隊充実計画を策定、横須賀に航空

隊（常置飛行機隊２及び練習飛行機隊１）を設置し１９２０年（大正９年）度までの５
カ年度で整備する予定であったが、１９１８年（大正７年）度予算編成で計画を変更し、
１９２２年（大正１１年）度までの飛行隊８隊充実計画とした。その後１９２０年（大
正９年）度予算編成では第一次世界大戦の実績に鑑み、１９２３年（大正１２年）度ま
での飛行隊１７隊充実計画に再度改めた。この１７隊計画は爾後、幾度か内容を変更さ
れながら完成期日を度々延期され、最終的には１９３１年（昭和６年）完成となった。
（出典）
「第１９、第２０師団航空大隊新設及輜重兵大隊電信隊編制改正要領制定の件」『密大日
記 ４冊の内 １ 大正４年』
「歩兵連隊機関銃隊航空第２大隊の新設及野砲兵第１８連隊山砲兵大隊航空隊陸軍騎兵実
施学校編制改正要領同細則制定の件」『密大日記 ４冊の内 １ 大正６年』
「大正７年軍備充実要領同細則制定の件」『密大日記 ４冊の内 １ 大正７年』
「大正１１年軍備整理要領同細則制定の件」『密大日記 其１ ６冊の内 第１冊 大正１２
年』
「第１号 参謀本部 大正１４年密受第１３７号大正１４年軍備整理要領、同細則制定の
件（１）」『大正１１年乃至同１５年 軍備整理関係綴 陸軍省』
「航空一般（５）」『大正１４年 公文備考 巻４３ 航空』
日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空史 第２（軍備編）
』６−１６ページ
海軍航空本部『海軍航空沿革史』第２編８７−１１４ページ。

表５―２

陸海軍の航空関係行政組織の新設・改編
年（西暦）

１９０９

陸軍

海軍
臨時軍用気球研究会設置

１９１２

海軍航空術研究委員設置

１９１６

海軍航空術研究委員廃止（横須賀航
空隊に業務を引き継ぎ）

１９１７

臨時潜水艇航空機調査会設置

１９１９

１９２０

陸軍省軍務局航空課・陸軍航空
部設置

海軍省軍務局に臨時航空部設置
海軍技術本部に第６部設置（航空機
及びその材料に関すること等）

臨時軍用気球研究会廃止
陸軍大臣の管理下に航空局設置
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海軍技術本部廃止・海軍艦政本部の

設置に伴い、技術本部第６部の所掌
を艦政本部第６部へ移管
軍務局第３課設置（航空に関する事
項等）
・臨時航空部廃止

１９２１
１９２３

行政整理により航空局、逓信省
に移管

１９２５

陸軍航空本部設置

１９２６

陸軍省軍務局航空課廃止（その
所掌は兵務課・防備課などで分
掌）

行政整理により軍務局第３課廃止
（その所掌は同第１課・第２課で分
掌）

海軍航空本部設置

１９２７

※一般航空行政については、陸軍省では、軍務局に航空課が設置される以前は工兵課が、
海軍省では、軍務局に臨時航空部が置かれる以前は軍務局第１課が所掌していた。
（出典：海軍部分のみ）日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空史 第３（制度・技
術編）
』３−２８ページ、海軍航空本部『海軍航空沿革史』第１編１−８ページ。

陸海軍はお互いの航空施策の動向を随時観察しながら、実務上種々の協力関
係を築いていた。ただし、この協力関係は、例えば水上機を練習させるために
陸軍要員を派遣し、また射撃術を訓練させるために海軍要員を派遣するなど、
あくまで陸海軍それぞれの枠内での航空技術の発展に有益である範囲において
行われていた。そして航空部隊及び航空関係行政組織の整備についてもお互い
の動向を注視しながら行われていたが、実際には陸海軍自身の内部事情が優先
された。しかし、航空要員の養成は、操縦術など陸海軍で共通する部分も多く、
また航空器材についても機体の共通化や、強力な発動機の共同開発は陸海軍と
もに利益となったはずである。何より資源が乏しく、また軍縮下で予算制約が
ある中、陸海軍で別に航空戦力を保持しておくことは不経済である。そもそも、
世界で初めて空軍を独立させた英国では、陸海軍による航空要員・器材の奪い
合いが航空省を誕生させるきっかけとなっている。このため、大局的見地から、
陸海軍が航空分野で協力する余地はなかったのであろうか。あるいは航空分野
を統一して進歩させるという考えはなかったのであろうか。
５．３．２

陸軍による統一空軍創設の模索と海軍の反発

世界的な航空機の航続距離・搭載能力の急速な発達により、島国であること
が最早国防上のメリットではなくなった我が国にとっては、資源が少なく、ま
た国土が南北長距離に渡るため、独立した航空戦力による防空は効率的な方策
であった。そのため空軍独立論は陸軍部内では早くから議論され、１９１８年
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（大正７年）６月には参謀本部第３部より「空中威力に関する根本的意見」の
具申があった599。そこでは、航空戦力を陸海軍の補助戦力と考えるのが誤りで
あることは欧州戦役の結果明らかであり、将来は国防上重要な一要素として陸
海軍と鼎立しなくてはならないと主張し、「空中省」及び「空中軍」の具体的
プランを提示している。また陸軍航空制度研究委員（本章第１節参照）もその
報告において、陸海軍航空部隊を合わせて空軍を建設することが必要であると
提言していた600。それは民間も管轄する空軍省及び陸海軍から独立した空軍の
創設という点では参謀本部案と同じであるが、現有の陸海軍の航空部隊を統合
し、また陸海軍が必要とする航空部隊の編成とその教育訓練は空軍が担当する
という点で、非常に独立性の高い組織を構想していたといえよう。そして統一
空軍の所要兵力として、１９３４年（大正２３年）の帝国陸軍軍備充実期まで
に合計１１２中隊（偵察４５、戦闘５２、爆撃１５）、１１６４機が必要とい
う非常に大規模な想定をしていたが、これは当時の方針に基づき大正２３年に
おける仮想敵国を米、露、支と想定した場合、敵飛行機の合計は１２００−１
３００機程度と見積もられたことを基礎にしている。同時に、参謀本部は戦時
航空兵力としては約１７５中隊が必要と想定していた。
この際、陸軍航空制度調査委員は独立空軍を建設する利益として、（１）国
防上から見た利害、（２）財政上から見た利害、（３）陸海軍の現状から見た利
害、（４）指揮統制及び教育上から見た利害、の４点を検討した結果を挙げて
いる。このうち（１）と（２）は前述した通り、長大な国土を有するため航空
攻撃に脆弱な我が国が、限りある資源・予算の下で重複を避け経済的に国防を
全うすることができるという合理性からくるものであった。そして（３）は、
陸海軍では人員の補充、器材の補給・製造など多岐に渡る違いがあることから、
米国のように陸海軍個々に航空戦力を拡張する方が有利との反対意見を想定し
たものであり、また（４）も、陸海軍はそれぞれ固有の航空任務を有するため、
統一空軍と陸海軍との間に指揮統制上の問題が発生するのではないかとの懸念
を想定したものである。しかし前者に対しては、豊かな米国の例は参考になら
ず、貧しい我が国が進歩発達を遂げる方策を採る必要があるとし、後者に対し
ては適切な部隊の編合と共同訓練により解決可能であると主張しており、総じ
599

「空中威力に関する根本的意見 １５部の内第１１号 大正７年６月 参謀本部
第３部」
『制度改善書類』
。
600
「空軍建設の利害に関する研究」
（
「陸軍航空制度研究委員設置の件」
『永存書類
甲輯 第１類 大正１１年』
）
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C02031032300。
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て経済合理性の観点を全面に押し出すとともに、個々の具体的な問題は解決可
能である、との意見であった。
ここで注目すべきは、空軍独立が必要な理由として、経済合理性のみならず
戦術上の理由が挙げられていることである。それは、地理上我が国に最適な作
戦形態は、陸海軍による「局部的専守防衛」ではなく「攻勢的に敵の根拠を襲
撃して殲滅的打撃」を与えること、そして「制空権の獲得」であり、そのため
に独立空軍が必要である、という意見であった。この背景として、第一次世界
大戦におけるドイツのロンドン空襲が事例として挙げられているが、実際、こ
の時期には飛行機の性能の飛躍的向上により、日本が主に米露の極東根拠地ま
たは中国からの爆撃圏内にあるという認識が影響している（図５―８参照。た
だしこれは実際に米露がそのような戦略爆撃機を持っていたかという話は別に
して、当時の欧州における長距離爆撃機〔例えば英国のビッカース・ビミー〕
の飛行距離を基準としていた）。また既述のとおり、当時の世界で長距離飛行
が盛んに行われ、日本にも多くの外国機が飛来していたことにより、地理的感
覚が縮小しているという背景もあった。これは世界共通の感覚であったといえ、
１９２４年（大正１３年）には米国雑誌において、日本や欧州航空先進国から
の空襲に警戒すべき趣旨の記事が掲載されている601。

601

陸軍歩兵中尉 小澤直治「来るべき空の禍」
（
『航空記事』第３３号、１９２５年
５月）１―１０ページ。これは１９２４年１０月１９日の Seattle Post-Intelligencer
紙に掲載された記事の翻訳である。
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（図５―８）日本に対する爆撃機の活動範囲

出典：「航空要覧

大正１３年１２月

陸軍省航空課」『大正１４年

公文備考

巻４３

航空』

他方、重複の防止による経済的航空戦力の整備という観点からは、航空要員
と航空器材について独立空軍ではどのような利点があったと考えられていたの
であろうか。陸軍航空制度調査委員の報告を作成するにあたり、委員長であっ
た井上は多方面にその利害を検討させており、以下の結論を得ている602：
602

「１．憲法上より見たる利害（空軍独立する場合の利害以下同様）
」
『参考書類
綴』
。井上のメモによれば、空軍の独立を主張するために各方面の学者に依頼してその
利害を研究させ、主に陸軍省参事官の意見により陸軍としての意見をまとめたとして
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（人事行政上の利害）
（利点）
・空軍が独立した場合、人事行政上、陸軍又は海軍の人事に影響を受ける
ことなく、進級・補充・服役等、空軍の必要に応じて定めることができる。
（欠点）
・当初、陸海軍よりどのように要員を空軍に入れるかという問題は面倒で
あるが、当局間で虚心坦懐に協力すれば難事ではない。
（要員養成上の利害）
（利点）
・空軍が独立した場合、空軍精神の養成及教育の進歩という利益がある。
・航空教育にあたって、陸海軍の重複を招かないという利益がある。
（欠点）
・陸海軍の作戦に協力する航空要員を別に教育する必要がある。
（航空器材の補給上の利害）
（利点）
・空軍が独立した場合、器材の統一、補給の円滑及び民間工場の利用等に
利益がある。
・特に戦時においては、民間飛行機製造会社からの器材等の調達にあたり、
陸海軍の争奪を惹起しないため、利益が大きい。
（欠点）
・ なし
と、特に陸軍の航空兵科独立の際に問題となっていた将校の進級問題の解決と、
教育実施及び器材の製造・補給上の重複回避が主眼となっている。ここで最後
に民間航空産業との関係について述べているが、統一空軍の創設は、幼稚な民
間航空事業を順調に発達させるとともに、脆弱な民間航空産業を経済的に利用
し、また民間航空を戦時における航空兵力の一部として育成するという観点か
ら、空軍当局の統一指導によることが最も適切であるとして、これも経済合理
性の観点から結論づけている。いずれにせよ、陸軍は個別具体的なデメリット
は認めつつも、総論として空軍の独立のほうがメリットが大きいという意見で
あった。
この間、空軍独立問題のほかにも陸軍は海軍との間で協議する事項が山積し
ていたため、１９２０年（大正９年）１０月、田中義一陸軍大臣が加藤友三郎

おり、陸軍航空制度研究委員の空軍独立意見はほとんどこれによったものと考えられ
る。
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海軍大臣に対し、陸海軍航空協定委員会を組織することを申し入れ、特別委員
会を組織して１４項目の協定事項の審議及び空軍組織問題の研究調査を行うこ
とになった603。その結果、約２年にわたり総計６回の委員会の間、陸海軍で合
意できた事項については協定を結ぶとともに覚書を陸海軍両大臣間で交換、１
９２２年（大正１１年）１２月１日に委員会は解散した604。このうち、空軍独
立に関しては１９２１年（大正１０年）６月１０日に「空軍組織問題に関する
特別委員会の意見」として委員長から陸軍大臣に報告され、審議の結果、空軍
を独立させるか否かという問題については「依然現制を持続するを妥当と認む」
との判決が下された。そして、統一空軍と現制度である航空部隊の陸海軍への
分属とは互いに長短があるため、本問題に対し拙速に結論を出すことは多くの
欠陥を生みかねないという、先送りの理由が添えられた605。
５．３．３

「現制維持」の結論とその要因

その空軍独立の「長短」が何であるかについては、この意見に附属している
解説で述べられている606。その中で、長所については陸軍がかねて主張してい
たのと同様、資源の少ない我が国が重複なしに効率的に国防を全うできるとい
う点にあり、海軍もその点については同意している。そして、航空要員の養
成・補充の面では、空軍独自の人事行政が実行できるとともに、操縦術といっ
た航空分野に共通の技術について重複なく教育ができること及び「空軍精神の
涵養」に利益があること、そして航空器材の製造・補給の面では、補給の円滑
及び民間工場の利用の点等において利益が多く、またこれと関連して民間航空
の育成の面でも統一指導が可能となることを長所として挙げており、これらの
点は陸海軍ともに合意した意見であった。
他方、短所としては、陸軍も同意する点として、指揮系統の複雑化、共通教
育と共通器材の採用により陸海軍特殊教育の要求が満たされないこと等を挙げ

603

「陸海軍航空協定委員会設置の件（陸普第４２８８号、１０月８日）
」及び「陸
海軍航空協定委員会第１回報告（陸海航協委機密第１号 大正９年１２月２８日）
」
（
「陸海軍航空協定委員会設置の件」
『永存書類甲輯第１類 大正１２年』
（防衛省防衛
研究所）JACAR Ref.C02031091700。以下『陸海軍航空協定委員会書類』という）
。
604
「陸海軍航空協定委員会第８回報告（陸海航協委機密第３１号、大正１１年１１
月２９日）
」
『陸海軍航空協定委員会書類』
。
605
「陸海軍航空協定委員会第３回報告（陸海航協委機密第１４号、大正１０年６月
１０日）
」及び「空軍組織問題に関する特別委員の意見（陸海航協委機密第６号、日付
不明）
」
『陸海軍航空協定委員会書類』
。
606
「大正十年五月 空軍組織問題に関する利害研究意見集」
『陸海軍航空協定委員
会書類』
。概要は付録１４「空軍組織問題に関する特別委員会の意見」を参照。
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ており、空軍を独立させた場合、
・空軍が要員・部隊の教育訓練を行い、それを陸海軍に配属することは、運用
者の要求する能力が育たない結果となる
・陸海軍の作戦に使用する航空部隊にとっては、むしろ「陸軍精神」「海軍精
神」の向上・涵養に害がある
などと、もっぱら統一空軍の利点の裏返しである欠点を主張することに努めて
いるきらいがある。さらに、海軍航空部隊は艦隊の一部であるため編制を乱す
という点や、海軍航空要員は船乗りである必要がある、などといった、そもそ
も論として取り付く島のない論点も持ち出している。また、陸軍が統一空軍の
必要性を第一次世界大戦の戦訓であると匂わせたことに対抗してか、海軍は英
国空軍が独立後に混乱しており、空軍に編入された元海軍軍人から不満が絶え
ない事例を強調している。なお、海軍は予算についても、かえって３軍間の調
整・配分が複雑になるという点も挙げているが、その中でも陸海軍は統一空軍
の要求する予算を使用するだけとなるため自然と経費を有効に使用する観念が
薄くなる、という理由はもはや言いがかりに近い。
このような海軍の反応は陸軍も予想していたことであろう。なぜなら特に個
別論点に関し、統一空軍の利点は陸海軍それぞれの不利益となる場合が多いか
らである。しかし陸軍が統一空軍の欠点は認めつつも、総合的に勘案すると利
点が大きいと主張していることに対し、まるで重箱の隅をつつくように個別の
デメリットを強調して後に引かない海軍の姿勢は非常にコントラストがある。
小磯国昭も、陸海軍航空協定委員会に参加した時の状況として、海軍側委員が
「現状を墨守するのが最善の方法であるという結論を得る為には、仮令、牽強
付会しても顧みないという主義方針を採り、会議は単に陸海軍双方の意見を至
急其の方向に纏める為にのみ努力されるという傾向」に陥っていたと観察して
いる607。
このように「現制維持」という結論となった理由については色々な説明が可
能であろう。井上幾太郎はその回想において、「海軍が全然反対」したことを
理由に挙げている608 。しかし陸軍内部でも空軍独立へのコンセンサスが集約さ
れていなかったのが実態である。井上は「陸軍も亦航空隊を失うことを欲」し
なかったとも回想しており、また陸軍内では田中陸相が井上の空軍独立論に賛

607

小磯『葛山鴻爪』３９３−３９９ページ。
井上「航空日本の創初」高橋『日本航空史 乾』２５７ページ。また『井上幾太
郎伝』は加藤海相が絶対反対の立場であったと記している。
『井上幾太郎伝』２６１
ページ。
608
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成であったのに対し、上原勇作参謀総長が反対したとの記録がある609。上原参
謀総長は陸軍固有の航空戦力の必要性から反対したが、これに対し井上が、独
立しなければ戦時における航空兵の維持・補充が困難になる点をあげて終日説
得した結果、上原はしぶしぶ同意したという。
この上原に対する井上の説得内容は、航空兵科独立に際して人事問題の解決
が最大の課題となっていたことを踏まえると、それは究極的には空軍独立によ
って解消されることを井上も認識していたということを意味している。そして
陸軍航空制度調査委員の報告も述べているが、航空を陸軍の枠内に収めたまま
の現状では、地上兵科である陸軍の利益が優先してしまいその発達が望めない、
との理由が陸軍航空関係者をして空軍独立を主張させた大きな理由であろう610。
しかし既述のとおり、井上はフォールから空軍独立どころか航空兵科の独立も
反対されており、航空兵科すら独立していない現状、空軍独立など論外である、
というのが陸軍内の大勢であったと思われる。
また海軍は徹底して統一空軍に反対する立場を貫いたが、その真意は単に臨
時軍用気球研究会以来の陸軍に対する不信感に基づくものなのか、あるいは陸
軍又は統一空軍に掣肘されない海軍独自の航空戦力が必要不可欠であると考え
ていたのか（それとも両方なのか）は定かではない。しかし陸軍と同様、海軍
も諸外国の航空調査を行なっており、その結果、空軍独立は時期尚早であると
いう結論に早々に達したようである611。ただその調査の論旨の主要点は、現状、
陸海軍航空兵力はそれぞれの作戦に必要不可欠なものであるため分属を可とす
る一方、空軍が独立する時期は、陸海における戦争も含め「主として空中兵力
の勝敗に依りて定むるに至るべき将来」であるというものであり、海軍として
は、陸海軍ともに現在の航空戦力では独立した航空作戦を実施できないという
評価が空軍独立反対の根底にあったと考えられる。
これらを踏まえると、この時期に空軍独立につき海軍の同意が得られなかっ
た理由は、感情的理由もさることながら、飛行機に期待する役割、陸軍の飛行
609

『井上幾太郎伝』２６０−２６１ページ、防衛庁防衛研修所『戦史叢書 陸軍航
空の軍備と運用＜１＞』１４９ページ、及び田中耕司、河内山譲、生田淳編『日本陸
軍航空秘話』
（原書房、１９８１年）４８ページ。
610
「空軍建設の利害に関する研究」
（
「陸軍航空制度研究委員設置の件」
『永存書類
甲輯 第１類 大正１１年』
）
。
611
「大正８年６月 欧米各国航空視察意見」
（
「諸報告（８）
」
『大正８年 公文備考
巻４０ 航空５止』
）
（防衛省防衛研究所）JACAR Ref. C08021354700。この報告は
複数人で分担されているが、当該部分は後に海軍航空の中心人物の１人となる大関鷹
麿海軍少佐の筆によるものであり、同少佐は後に陸海軍航空協定委員会の空軍組織問
題特別委員会において海軍側委員を務めている。
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機の能力に対する期待値の低さ、そして当時の陸海軍が保有する航空戦力の規
模及び能力に鑑みて、時期尚早と判断された、ということが言えると思われる。
実際、当時は陸海軍とも小規模な航空部隊しか保有していなかった（表５―３
参照）。
国名

中隊数

飛行機数

表５―３
航空要員数

日本

１６

５００

３０９８

英国（空軍）

３２

１２００

３５０００

米国

４０

３３６９

９８２５

フランス

１２７

３８５０

３７４８０

イタリア

２８

５００

６３３０

各国陸軍航空兵力比較

出典：「航空要覧

大正１３年１２月

陸軍省航空課」『大正１４年

公文備考

巻４３ 航空』（防衛省防衛研究所）。
比較までに、海軍省軍務局の調査によれば１９２４年（大正１３年）に海軍
は１０個中隊を保有しているため、陸海軍合計で２６個中隊となる612。これに
加え、陸軍は大正１４年軍備整理により１０個中隊の増加を計画しており、海
軍は１９２０年（大正９年）に決定した合計１７個中隊の整備計画を遅れなが
ら実行中であったため613、１９３０年代に入るころには陸海軍合計で４３個中
隊に拡張予定であったとみなしてよい。これに比して、英空軍の３２個中隊と
いう数は英本土を担当する空軍のみの数であり、海外の航空部隊及び陸海軍協
同航空部隊と合わせると約６３中隊となるとともに、英本土担当の空軍は１９
２４年６月の予算議会通過により５２中隊への拡張が決議されている614 。また
イタリアの空軍独立は１９２３年（大正１２年）であるが、表５―１の数字は
統合前のものであり、統合後は６６中隊に拡張されることとなっていた615。
また当時の軍縮機運の中、仮に空軍独立が達成されたとしても、かえって空
軍予算は陸海軍予算を削るための口実にされることが予想されることから、陸
海軍の反発の中で航空部隊の大幅拡張ができたとは思えない。陸軍は宇垣軍縮
612

「列国航空兵力比較一覧表」
（
「航空界現状」
『大正１３年 公文備考 巻４５
航空』
）(防衛省防衛研究所)JACAR Ref.C08051150200。本史料では陸軍の中隊数は１
３となっており、表５―１のものよりデータの時点が若干古い模様であるが、比較上
問題は少ないと判断した。
613
日本海軍航空史編纂委員会編『日本海軍航空史 第２（軍備編）
』１４−１５ペー
ジ。
614
陸軍省『帝国及列強之陸軍』
（大正１５年１月）７５−７８ページ。
615
「航空要覧 大正１３年１２月 陸軍省航空課」
『大正１４年 公文備考 巻４
３ 航空』
（防衛省防衛研究所）
。
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で４個師団を削減し、２個飛行連隊その他を新設等したが、井上は、それまで
の６個飛行大隊（＝宇垣軍縮による軍備整理時に連隊と改称）への拡張の苦労
を振り返り、１個飛行大隊を創設するのに１個師団分の経費が必要だったため
「陸軍の予算を１人で、かっさらっていくような印象を陸軍部内にも与え（中
略）部隊の拡張も６個大隊で一服するのがよいとも考えた」と述べている616。
このため、井上の中でも、宇垣軍縮の結果拡大された２個飛行連隊は望外であ
ったと思われ、ましてそれ以上を望んだだろうか。また陸軍航空制度調査委員
が航空兵科独立のための将校進級問題の解決策を検討した際には、航空部隊の
拡張には多数の航空将校の養成と彼らの補職先の確保が必要であることが分か
っていたが、それは当時の教育キャパシティの規模と他兵科との均衡から達成
可能であったとは思われない。
これに加え、飛行機の能力がまだそれほど高度でなかったことも理由であろ
う。当時の陸軍は長距離爆撃機を整備できておらず（重爆中隊が新設されるの
は１９２５年である）、ジョノー少佐や小磯が提唱したような独立した重爆撃
機隊による戦略爆撃を実行する能力はなかった。また当時の陸軍の飛行機は航
法が未発達で、１９２１年（大正１０年）に実施された所沢―長春間の長距離
飛行訓練では不時着が相次いだため、井上はその後、各航空部隊にまず国内に
おいて定期的に航法飛行訓練を実施させた617。このようなお粗末な状況で独立
空軍の作戦が実行できたか疑問視されて当然である。
これに関連して戦術面の理由も挙げられる。陸軍航空制度研究委員の報告書
においては、統一空軍の任務としては主に防空が挙げられており、前述したよ
うに同報告書は空軍による敵航空戦力への「殲滅的打撃」に言及しているが、
それは現実の能力を反映していない。実際、井上の想定していた空軍の任務
も、戦略爆撃ではなく防空作戦に主眼が置かれていた618。そして陸軍が第一次
世界大戦の教訓として引き合いに出した英国空軍の独立も、元々は防空の必要
性から生まれたものであった。実際、統一空軍と結びつけて想起される戦略爆
撃の有効性・必要性については欧米で意見は統一されていなかったのが実情で
あり、同時に欧州各国における空軍独立は国情に応じた様々な理由によるもの
であった619。なお独立空軍による戦略爆撃理論を提唱したことで有名なイタリ

616

『井上幾太郎伝』２５２−２５３ページ。
同上、２７１−２７４ページ。
618
井上は「航空日本の創初」においても、
『井上幾太郎伝』に転載されている「独
立空軍並に空軍省を設置せよ 官民一致以て其実現を期すべし」
（
『井上幾太郎伝』２
６３ー２７０ページ）においても、空軍独立の理由を防空のためとしている。
619
James S. Corum, “Airpower Thought in Continental Europe between the
617
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アのドゥーエ（Giulio Douhet）将軍がその著書「制空（Il dominio dell'aria）」
を著したのは１９２１年であり、その思想が我が国の陸軍航空界に影響を及ぼ
したのは１９３４・３５年（昭和９・１０年）以降と見られるため、この時期
にドゥーエの学説が日本の航空独立論に影響を与えていた可能性は低い620。第
４章第２節で述べた、ドゥーエのライバルともいうべきイタリアのメコッチ少
佐が『航空記事』に登場しているのに、ドゥーエへの言及がないということ
が、１９２０年代の陸軍航空関係者内における彼の知名度の低さを表している
と思われる。
このような中で、実際に空襲の惨禍に遭っておらず、かつ長距離航空打撃力
がなく、またそれを支える航空運用思想が定着していなかった我が国で、空軍
独立の必要性を訴えても響かなかったのは当然と言えよう。まして、航空兵の
人事問題や、教育・器材における経済合理性を根拠にしたところで説得力が弱
く、とりあえず陸海軍別々に今のまま頑張って整備し、十分な数が揃ったらま
た考えましょう、という結論は自然なものと思われる。要するに、陸海軍当事
者の間で総じて、統一空軍創設に差し迫った必要性はなく、また現実的でもな
く、さらにメリットが目に見えづらかったというのが端的な答えではないかと
考えられる。いずれにせよ、この検討をもって空軍独立論は一旦収束し、次は
１９３５年のドイツ空軍独立に触発され、再び日本における空軍独立が陸海軍
で議論されるまで待たなければならなかった。その頃には陸海軍ともに航空戦
力は質量ともに充実し、また陸軍では１９３７年（昭和１２年）の航空充備計
画により１４２個中隊（当時は５４個中隊が現存）という大規模な拡張が計画
されていたが、満州防衛と対ソ戦の必要性から地上兵力の整備が優先される結
Wars, “in Mellinger ed., The Path of Heaven, pp.151-181。１９１８年の英空軍の独
立の後は、１９２３年にイタリア空軍が独立したが、これはドゥーエの戦略爆撃思想
を支持する、ムッソリーニをはじめとするファシスト党リーダー達の影響が大きいと
されている。しかし実情はイタロ・バルボ航空大臣をはじめとして、メコッチ少佐の
唱える航空戦術（戦略爆撃までは想定していないが、飛行機による敵後方拠点への攻
撃などの独立航空運用を主眼とする。
）の信奉者が多かった模様である。またフランス
の空軍独立は１９３３年であるが、これは陸軍の強い影響下に置かれており、ドゥー
エの信奉者が独立空軍的運用を試みたケースもあったが、大勢は「ニエッセル将軍」
が「征空」で唱えたような、地上協力型のドクトリンを支持していた。メコッチのニ
エッセルに対する反論については、第４章第２節参照。
620
「広告 伊国ヂュリオ・ドウーエ将軍著 制空と将来戦」
（
『航空記事』１９３５
年１０月）によれば、陸軍航空本部が１９３４年秋に本書を予約・頒布した際、
「此新
学説一度照会（筆者注：ママ）せらるるや、我が国航空界にも尠なからざる衝撃を与
えたり」とされており、これ以前には陸軍航空内でドゥーエの学説がほとんど知られ
ていなかったことを示唆している。また１９３５年頃より「航空記事」誌上には、当
時の伊エ戦争に絡めて、ドゥーエの学説に関する記事が多く掲載されるようになる。
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果となる。そして真に航空優先政策が採られるのは太平洋戦争の半ばまで待た
なくてはいけなかったが、その際の課題点は、大量に消耗する航空要員の補
充・養成と航空器材の製造・補給にあったことは留意すべき点であろう。
５．４ 小結
陸軍は航空制度調査を通じ、航空部隊の増設と航空兵科の独立、及び陸軍航
空部の機能が強化された陸軍航空本部の新設という成果を得た。それは軍縮下
において航空部隊が大幅に増設された点で、航空戦力の整備の観点からは評価
すべきものであった。しかし陸軍航空本部の権限は様々な制約により一定の成
果にとどまった。そこでは検査部と技術部が追加されたことにより組織的には
拡大し、航空兵の専門教育の権限は陸軍航空部時代よりは強化されたものの、
それは航空兵科独立に伴い各兵監並びの権限を与えられたということであり、
教育総監部の所掌する陸軍全体の教育権限に抵触しない範囲に限定されたこと
には変わりはない。
一方で、陸軍航空関係者の長年の夢であった航空兵科の独立は、将校の人事
問題の解決の道筋が合意されたことにより達成された。また、陸軍航空部時代
にあった航空器材の製造任務が削除され、審査業務に専念することになったが、
これは民間航空機産業の発展に伴い、航空器材の製造は民間に任せ、監督官庁
としての役割に徹することとしたということであり、民間の競争を促進すると
いう政策はフランスが第一次世界大戦期に採用していた施策と同じであり、優
秀な飛行機を生み出した要因でもあるため（そして英国は逆のことを行なって
失敗したため）ため間違っていない。そして民間飛行機産業の発展は第一次世
界大戦における器材の輸入途絶という経験から推進されており、これが陸軍航
空本部が監督官庁に徹することができた理由である。ただ民間操縦士の活用は、
大戦後に欧米各国がその航空戦力を維持するために軒並み採用していた方法で
あったが、我が国における航空輸送産業という受け皿が小さかったため、小規
模なものにとどまった。
このように陸軍航空は、第一次世界大戦の調査研究、実戦経験、演習におけ
る飛行機事故、そして航空先進国からの教育などを経て、一貫して陸軍内にお
ける特殊地位と追求してきた。それは、航空兵はれっきとした戦闘職種である
という認識のもと、急速に発展する航空技術に追随する航空要員の養成を軌を
一にして行う必要があるとの認識から来ていた。そして将校の人事問題や過少
な資源のもと、地理的に航空攻撃に脆弱な我が国の国防を全うするため、航空
戦力の整備にあたって経済合理性を追求した結果、空軍の独立という結論に達
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したが、海軍のみならず陸軍内部におけるコンセンサスが得られず、また飛行
機の能力と航空部隊の規模に鑑み、結論は先送りされた。この際、航空部隊の
拡張も航空兵科の維持も、人的・物的基盤の拡充が必要条件であったが、当時
の財政状況により、戦用及び教育用航空機・施設の増加が見込めなかったため、
必要な航空要員の養成と飛行機産業の発達を阻害するというボトルネックを形
成した。そして陸軍航空関係者の積年の希望であった航空行政の元締めとして
の陸軍省航空課も、国家総動員体制構築の要請の前に再度分散してしまった。
そして陸軍航空が１９２０年代までに直面したこれらの制約条件―財政的制
約、陸軍全体の枠組みとの関係、及び国家総動員体制構築との関係―は、１９
３１年の満州事変以降、我が国の国防環境が緊迫する中で陸軍航空を発展・拡
大するためには、引き続き乗り越えなければならない壁となって立ちはだかる
こととなる。
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終

章

帝国陸軍の航空建設期における課題と対応の分析

本論文は、帝国陸軍が新興兵器である飛行機に対し有していた認識とそれを
戦力化するために実施した施策を、特に航空要員の補充・養成と航空器材の補
給・整備の面に焦点を当てることにより、帝国陸軍が飛行機を戦力として活用
する際に直面した課題とそれを克服する過程を明らかにすることを目的として
いる。この際、帝国陸軍が航空建設期に達成しようとしたアイデアと、その達
成度合いはどのようなものであったのだろうか。
5.1 本論文各章の整理
まず、本論文の各章で明らかになったことを整理する。
第１章においては、初期の陸軍航空の実態と課題について論じた。そこでは、
初期の航空関係組織の基盤が脆弱であったこと、暫定的な枠組みを使用し部隊
に教育を頼っていたため十分な航空要員の養成ができなかったこと、そのため
航空要員の補充・養成に際して各兵科から「寄合所帯」を形成せざるを得ず、
それが応募者の減少と要員の質の低下につながっていたこと、及び航空器材の
補給・整備に関しては整備員の質の維持が課題であることが陸軍内で広く認識
されたことが明らかになった。
第２章においては、帝国陸軍が実戦経験と海外航空事情の調査を通じて航空
戦力の価値を認識し、航空戦力建設のための資を得たこと、そして第一次世界
大戦とシベリア出兵というイベントが陸軍航空の発展の上で大きな影響を持っ
ていたことを明らかにした。青島戦役において初めて飛行機を実戦使用した陸
軍は、小規模な作戦ながら、飛行機の軍用価値を認め、それを戦力とするため
に必要な課題について必要な教訓を得た。次いで行われたシベリア出兵におい
ても飛行機の役割は限定的であったが、青島戦役での教訓を踏まえ、航空要員
と航空器材の面で比較的十分な体制で作戦に臨んだ。と同時に、帝国陸軍は第
一次世界大戦中の欧米航空界につき組織的に調査を行い、陸軍航空の制度設計
のために必要な情報を得ていた。そこでは、戦時には航空要員及び航空器材の
急速な損耗が発生すること及び、それらを補充するために戦時に大規模な施設
の拡張が必要であるため、民間航空をはじめとする平時からの準備が重要であ
るという点について認識された。加えて、第一次世界大戦は航空器材の輸入途
絶をもたらしたため、それまで輸入に頼っていた帝国陸軍を国産化の方向に舵
を切らせるとともに、民間飛行機製造会社の勃興につながった。そしてシベリ
ア出兵は「独禍東漸」という脅威認識と、潤沢な臨時軍事費により、航空戦力
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が大拡張する契機となった。
第３章においては、陸軍航空が第一次世界大戦後の近代的な形態に発展する
ための方向性を決定するまでの過程について明らかにした。大正６年の特別大
演習における飛行機事故は、陸軍航空に複数の組織が関与し責任が分散されて
いたことが大きな原因であったことから、陸軍航空を発展させるためには抜本
的な組織改革が必要であると認識され、井上幾太郎少将が具体的改善案を提言
した。それとともに、イタリアへの航空団派遣とフランス航空教育団による最
新式の航空教育を通じ、陸軍航空は近代的な航空戦力として発展するための方
向性を得ることとなった。
第４章においては、陸軍航空が近代的形態を整えた具体的な施策について明
らかにした。航空近代化の近道として、一途にフランスに範をとることと決し
た陸軍航空は、学校を中心とした体系的・専門的な要員の養成方法を採用した。
その際、航空部隊が漸次拡張していくとともに、第一次世界大戦を経た世界的
軍事航空の趨勢と軌を一にして、戦術上の分科が発生し、それに伴った航空戦
術の発展と教育の専門化が行われた。また航空器材についてもフランス式を採
用しつつ、輸入途絶の経験から器材独立の方針を決定し、民間飛行機製造業が
発展するまで官業主導によることとしたが、むしろ敗戦国ドイツからの高度な
航空器材と技術提携を通じて民間飛行機産業は急速に国産化が可能なレベルと
なっていった。
第５章においては、建設期にあった陸軍航空が１９２０年代までに目指して
得たものと、残された課題について述べた。帝国陸軍が将来の陸軍の姿を検討
するため組織的調査研究を行った結果、大正１４年軍備整理（いわゆる宇垣軍
縮）に伴い、航空２個連隊の拡張とともに、陸軍航空本部の新設と航空兵科の
独立をもたらした。陸軍航空本部は、航空兵の専門教育について各兵監並びの
権限を持つにいたったが、一般教育については引き続き教育総監部の責任とさ
れ、航空教育の担任が分散されたままとなった。また航空器材については、陸
軍航空が独自で航空器材の補給を可能とするように大規模な航空機製造所等の
設置を目指していたが、民間飛行機製造業の急速な発展により、むしろ陸軍航
空本部は監督官庁に徹し、民間の競争に任せることが可能となった。航空兵科
の独立は陸軍航空関係者の長年の悲願であったが、そのネックとなっていた将
校の進級と下士官層の確保という課題の解決の道筋が示されたことから達成可
能となった。その際、軍事航空の平時における基盤として民間航空の保護育成
を図ったが、民間操縦士はその受け皿となる民間航空輸送業が未熟であったた
め、戦時需要を賄える規模での養成は困難であった。同じ理由から、飛行機製
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造会社の顧客は陸海軍に限られ、その陸海軍も軍縮により大幅な航空部隊の拡
張ができなかったことから、その需要にも限度があった。また陸軍は財政制約
のもとで国防任務を果たすため、航空要員の養成や航空器材の製造の重複が避
けられるという経済合理性を正面に出し、海軍に対し空軍独立を呼びかけたが、
当時の航空戦力の規模、技術、戦術などの面から時期尚早と判断され、将来の
課題として持ち越された。
5.2

陸軍航空が目指したものとその達成度合

以上、本論文で明らかになったことを踏まえ、陸軍航空がその建設期におい
て何を目指し、またそれがどの程度達成されたのかを考えてみたい。陸軍航空
が目指した目標は、大正６年の特別大演習における飛行機事故をきっかけとし
て、井上幾太郎が策定した航空改善案をベースとし、それに第一次世界大戦の
教訓が加わったものである。航空改善案は、以下の６つであり、陸軍航空が第
一次世界大戦から得た教訓に由来するものは、、民間航空の保護育成と航空器
材の国産化の重要性及び空軍の独立の必要性であった。
①航空兵科の独立
②航空兵科独立を可能とするための航空兵科将校の補充・教育法の改善
③航空隊の交通兵団からの分離
④天皇直隷の航空兵団長の新設
⑤研究会の解散と航空学校の新設
⑥陸軍省内に航空局、航空機中央器材廠及び航空機製造所を新設
まず、航空改善案のうち、③と⑤が比較的早期に実現したのは、陸軍内部に
おいて比較的容易に同意を得られることが可能であったからであろう。換言す
れば、交通兵団も研究会ももはや時代の趨勢に合わなかったということもある
が、欧米諸国の航空制度の研究やフランス航空教育団の指導から、航空学校新
設による専門的教育が航空教育にとっては世界的スタンダードだと判断された
ことが大きい。そして交通兵団隷下にあったということは、航空兵が電信隊、
鉄道隊などの交通兵と同じに扱われていたことを意味しているが、これは当初
の米国陸軍においても同様であり、広く工兵の一部として扱われていたことは
フランス陸軍においても同じであった。そのため、米仏の航空隊が第一次世界
大戦を経て陸軍内で旧組織から離れたことと軌を一にして、帝国陸軍の航空隊
も交通兵団から離れたことは自然であった。
次に実現したのは⑥であったが、これは井上が改善案で例示したような「空
中省」の設置は過ぎた希望であったものの（当時、英国に航空省ができたばか

- 236 -

りであった）、陸軍航空関係者がフランスのような大規模なものを期待してい
たのと比べると小規模なものにとどまった。
フォール大佐考案の航空局編制案

図３―１（再掲）

フォール大佐が本国フランスの陸軍に大戦中に設置された航空局の編制に基づ
き提案した組織は、陸軍大臣の下に航空分野の責任を一手に管掌する大規模な
ものであった。フランスでは次官級の航空局長の下、航空要員の補充・養成と
航空器材の補給・整備が一手にまかなわれ、また独立した航空技術研究所が置
かれていた。それに基づいたフォールの考案の要点は、教育訓練を担当する部
署と航空器材を担当する部署との間に中間機関を置かず、それらは一長官のも
とに置かれることが必要というものであった。
その意味で、陸軍航空部及び陸軍航空本部は、航空兵の専門教育と航空器材
の製造、補給、検査を１人の本部長が担任する組織となったが、陸軍省航空課
は航空器材に関する権限を持たず、器材行政全般については引き続き兵器局器
材課の統制下に置かれており、現業部門で統合されている機能が本省の企画立
案部門では統合されなかった。それでも、航空課の設置は工兵の一員であった
航空兵を、兵科独立前にもかかわらず、行政上は工兵から切り離したとしたと
いう点で一歩前進と評価してよい。
一方、井上が改善案で挙げていた航空機中央器材廠は補給部（及び支部）の
設置という形で小規模ながら実現した。またフォールの考案した航空局は航空
器材を独自の工場で製造させることとしていたが、飛行機製造会社が発展する
に従い、陸軍航空は当初の官業主導方針から民間の競争を促し、自らは監督官
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庁となる方に切り替えた。その際にフォールの考案に入っている材料検査部に
あたる組織が、陸軍航空部時代は補給部の中に同居していたところ陸軍航空本
部への改編と同時に検査部として別組織になったが、これは補給部とは別の組
織が検査を担当することで、補給部が民間から調達する航空器材の質を担保し
ようとしたというものであり、その意義は大きい。
また、④の航空兵団長は置かれなかったことについての評価は半々とならざ
るを得ない。たしかに、陸軍航空部、そして陸軍航空本部と組織が移るにつれ、
また航空要員の専門教育が進むにつれ、陸軍航空部本部長・陸軍航空本部長の
持つ教育権限の範囲は広がり、最終的には兵監並びとなった。井上は航空兵団
長を航空教育の元締めとして考えており、そのため陸軍航空部本部長・陸軍航
空本部長は井上の考えていたものに近い権限を持つに至ったと言えるが、井上
は兵監制度を否定していたためこれは未達であると言える。それでもなお、陸
軍航空部、ついで陸軍航空本部が、航空兵の本科専門教育の権限を手中に収め
たことにより、陸軍航空学校・飛行学校における専門教育と調査研究を推し進
めることができ、また航空戦術の教範を「仮規定」という形ながら策定するこ
とができた。この航空戦力錬成の基本となる教育訓練の権限を手に入れたこと
は大きい。この際、教育総監部の権限に抵触するため、陸軍航空部・陸軍航空
本部が権威のある航空兵操典を作成することができなかったことは当時の陸軍
の制度上の限界を示している。しかし航空技術・戦術の変化が急速であったこ
とを鑑みると、硬直的なな操典ではなく柔軟に改定可能な仮規定でも実務上の
問題は生じなかったと考えられる。
そして最も達成に時間がかかったのは①の航空兵科の独立であり、これは②
の航空将校の補充・養成と密接な関係があった。当初、井上は航空将校を部隊
と学校の２本立てで養成しようと考えていたが、フランスの指導のもと、部隊
での教育ではなく学校における専門教育の方向に舵を切った。これは学校の教
育可能人員が軍縮により抑えられたものの、航空部隊での教育は部隊に負荷を
かけ、その運用能力発揮を阻害すること、また欧米列強も学校での教育を基本
とし部隊での教育は戦時における例外であったことを考えると、世界標準の適
切な方法を採用したと言って良い。
他方、航空兵科の独立は、最後まで反対した陸軍省軍事課も含め、その必要
性については広く合意があったが、懸案となっていた将校の進級問題解決の道
筋が示されたことからようやく達成された。しかしその実現に時間がかかった
理由は航空部隊の規模が小さかったことに起因するのではないかと思われる。
既述のとおり、航空兵科の独立問題の解決が難航した直接の原因は、航空兵科
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将校の進級スピードを他兵科のそれに比して良好なものにできるかという実現
性に対する疑念と、それが実現しなければ優秀な航空兵科が集まらないという
懸念であった。そしてこの問題は、航空戦力を発揮するためには多数の若い初
級将校を必要とするという航空戦力の人的ピラミッドの特殊性に由来していた。
これは換言すると、多数の下級将校を必要とするが、彼らが第一線で活躍でき
る時期が短いとともに、上級将校のポストが少ないため彼らの将来の処遇に困
るという問題に帰着する。そのため、下士官層の増員を図りつつ、上級将校の
ポストについては航空部隊が拡大した際には自然と増加するとの見込みのもと、
大正１４年軍備整理（いわゆる宇垣軍縮）により既存１６個飛行中隊に１０個
中隊が増設されたのと同時に航空兵科独立が実現した。しかしそもそも航空要
員が質量ともに不足していることが問題の発端であるとともに、それまでの航
空部隊拡張も軍縮により遅延しながら完成しており、また増設された１０個中
隊が完成するのもその後５、６年かかっているため、部隊の増加スピードが航
空要員の増加スピードに追いつかないということはなかったと思われる。そし
てその後の歴史が示すところは、初の航空兵科士官候補生の採用が開始された
陸士４０期（１９２８年（昭和３年）卒）の航空兵科将校の多くは太平洋戦争
終結時には中佐クラスであったため、航空将校の上級ポストが足りないという
状況には至らず、むしろ日中戦争以降、航空部隊の急拡大に伴い、不足する航
空兵科将校を他兵科からの大量転科により補ったのが実態であった。
一方、第一次世界大戦の教訓により陸軍航空が目指したもののうち１つめは、
戦時航空戦力の基盤としての民間航空の保護育成であった。戦時に消費される
膨大な人員と器材を平時から準備する必要性と、大戦後の軍縮機運から、欧米
各国は競って戦時に航空戦力として使用できる民間航空の維持に努めた。これ
により、ベルサイユ条約で空軍保有が禁止されたドイツが却って商業航空を発
達させたことは既述のとおりであり、実際、これが１９３０年代のナチスによ
る再軍備の際の空軍の基礎となったことはよく知られている。と同時に、米国
においては広大な国土という性格上、航空輸送が必然的に発達し、第二次世界
大戦で使用されることになる航空戦力の技術的・産業的基盤を形成した。この
ほかにも、世界的な航空レースや飛行記録の樹立競争も、欧米航空先進国の航
空技術の発達を後押しした。
帝国陸軍もこのような戦時予備としての民間航空活用という国際的な潮流を
強く認識しており、航空局の設置や帝国飛行協会への支援などを通じ、民間航
空の発展を後押ししたが、航空輸送産業の発展は遅かった。これは現在にも通
じるところがあるが、その背景として鉄道や海運による輸送の方が航空よりも
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経済効率が高かったことが考えられる。事実、航空輸送業を営んでいた会社は
みな本業があり、そこで得た利益で航空輸送をまかなっていた。そして欧米に
比べると日本国民の「航空熱」が低く、飛行機は危険な乗り物であるとみなさ
れていたことが大きい。そのため、飛行機製造産業は顧客を陸海軍に頼らざる
を得ず、その陸海軍は軍縮のもとで航空部隊の拡張をゆっくりとしたペースで
進めていたため、売り上げが限られることになった。そのため戦時の航空要員
として期待された民間操縦士の養成は民間航空界では進まず、陸海軍に委託さ
れて実施したが、陸海軍の教育施設に余裕がなかったことから年間１０人ペー
スという微々たる数に止まった。このため、民間航空輸送業が発展し、また民
間操縦士が増加するのは、満州事変以降に航空部隊が拡張し、また日本が満州
と中国本土に国策会社を通じて航空路を伸ばすようになってからであった。
二つ目の第一次世界大戦からの教訓は航空器材の国産化である。大戦中の輸
入途絶により、それまで外国製品に頼っていた航空器材が手に入らなくなった
ことで陸軍が航空器材の国産化に大きく舵を切ったことは本論文で見たとおり
である。それは当初、フランス製の航空器材のライセンス生産により行われ、
軍民双方の技術力の蓄積に貢献したが、その後、第一次世界大戦後のドイツ製
航空器材と技術の獲得により、世界の航空機と同水準に近い航空器材が製造で
きるようになった。そしてこれが１９３０年代半ば以降の日本における「純国
産」航空機を生み出す基盤となり、日本はそれらの飛行機により日中戦争と太
平洋戦争を戦うこととなる。この際、日本の航空技術が世界的水準へと発展す
るきっかけとなった全金属製機体をはじめとするドイツの航空技術は、ベルサ
イユ条約により国際的監視下に置かれる中で欧米諸国が競って手に入れようと
奔走しており、帝国陸軍がそのような国際的競争の渦中にあって巧みに技術の
獲得に成功したことは銘記すべきであろう。
最後に、第一次世界大戦の分析と日本が置かれている各種制約に鑑み、陸軍
航空が推進しようとした目標として、空軍の独立がある。これは第一次世界大
戦における航空要員と航空器材に対する膨大な需要の発生という認識に基づき、
また英国における空軍の独立に触発される形で、長い国土を持つという地理的
制約のため、航空機の航続距離と搭載能力の発達により防空上脆弱となった日
本を軍備の重複なく経済的に防衛するための方法として考案された。そして実
際のところ、同じく航空戦力を育成しつつあった海軍との間で、航空要員の養
成と航空器材の製造を共通して行えるというメリットは大きいと考えられた。
これは海軍側の反対と、陸軍内部におけるコンセンサスの不在により課題が先
送りにされるという形になったが、１９２０年代までに本格的に空軍独立を果
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たしたのは英国とイタリアだけであり、フランスとドイツについては１９３０
年代になってからである。その後、１９３５年のドイツにおける空軍独立が契
機となり日本でも空軍独立が現実的課題として本格的に議論されることとなる
が、１９２０年代においては世界でも独立した空軍はまれであった。英国の場
合は第一次世界大戦中のドイツの空襲という実際の脅威のもと、陸海軍で航空
器材の奪い合いを行なったため、国民的圧力により達成されたものである。そ
のため大戦が終わるとアイデンティティ・クライシスに陥り、戦略爆撃と空軍
による植民地の経済的な防衛621に活路を見出すことになる。そしてイタリアの
場合は空軍のイメージをファシズムの高揚に結びつけたムッソリーニによる強
力なリーダーシップによるところが大きく、実際は英仏に遅れを取る航空機産
業のレベルにより数々の困難が待ち受けていた。そのため、航空部隊の規模が
小さく、航空機の技術・運用方法・戦術ともに未発達であり、また実際に空襲
の惨禍を被っていない我が国において空軍独立がなされなかったのは自然の成
り行きといえる。陸軍内部において航空の独立的地位を追求し続けた陸軍航空
関係者が、空軍独立を論理的な結論として結びつけるのは難しいことではなか
ったが、彼らの経済合理性に基づく空軍独立のロジック（陸軍航空将校の進級
問題も含む）は、海軍には受け入れられなかった。
しかし総合的に見て、特殊な要員と特殊な器材を取り扱う航空を、れっきと
した戦闘兵科として育成するため、陸軍内で特別な地位を勝ち取ろうとした陸
軍航空関係者の認識は世界標準であり、その方向性も正しかった。これは米国
陸軍航空隊のケースと非常に似た経過をたどっている622。米国陸軍では、第一
次世界大戦前に信号団(Signal Corps)の一部として航空部隊が発足し航空要員
の養成を行なっていたが、大戦中に航空器材の生産に支障をきたしたため組織
改編を行い、１９１８年に陸軍省に設置された２つの航空関係部局（航空機生
産局：Bureau of Aircraft Production と陸軍航空部：Division of Military
Aeronautics）を経て、陸軍航空隊(Army Air Service)が誕生した。この際、航
621

大戦後の英国では、軍備と軍事予算の大幅な削減が議論される中で、それまで多
額の予算により陸軍が担っていた植民地の防衛（Imperial Policing）を空軍が行うこ
とで軍事費を抑えることができるという”Air Substitution”という主張が展開された。
そしてこの空軍により「経済的に」植民地を防衛するというアイデアは、戦間期の英
国空軍が自己の存立基盤を維持するための方便として戦略爆撃とともに唱導し続ける
こととなる。詳しくは David E. Omissi, Air Power and Colonial Control: The Royal
Air Force, 1919-1939 (Manchester: Manchester University Press, 1990)及び Barry
Renfrew, Wings of Empire: The Forgotten Wars of The Royal Air Force, 1919-1939
(Stroud: The History Press, 2015)を参照。
622
詳しくは、Maurer, Aviation in the U.S. Army, 1919-1939 を参照。
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空関係者は航空の独立がその発展に必要不可欠であるという認識のもと、空軍
独立や航空省の設置から、海軍内における海兵隊のような半独立的地位に至る
までさまざまなプランを立案したが、陸軍内で空軍独立は時期尚早と判断され
た結果、１９２６年に陸軍航空団(Army Air Corps)の設置となった。これは航
空要員の養成と航空器材の補給に一元的に責任を有していたが、航空戦力の目
的を地上軍への直接協力と捉えていた参謀本部の強い管轄下に置かれていたた
め、航空関係者は引き続き独立を目指し、１９３５年に陸軍航空団は運用も含
めて陸軍内で半独立的な組織(GHQ Air Force)として改編された。そしてこの
間も米陸軍航空関係者は、航空戦術学校(Air Corps Tactical School:ACTS)に
おける研究を通じ、地上軍への直接協力から戦略爆撃まで、幅広い航空戦術の
開発に努めていた623 。その後の経過はよく知られているように、１９４１年６
月の陸軍航空軍(Army Air Force)を経て、第二次世界大戦後の１９４７年、米
国空軍として独立する。この米国の事例も踏まえると、帝国陸軍の航空関係者
による空軍独立論と、それに及ばずとも陸軍内での独立的地位の追求は、彼ら
が自然と向かう方向であったと思われる。実際、１９２０年代における欧米各
国の状況を見ると、空軍が独立した英国とイタリアは例外的なケースであり、
当時の最大の航空大国であるフランスでは航空は陸軍内での半独立的地位であ
った。むしろ問題は、フランスもドイツも空軍を独立させ、また飛行機の性
能・戦術がともに発達し、航空部隊の規模も急拡大しはじめた１９３０年代半
ば頃の空軍独立がうまく運ばなかったことの方ではないだろうか。
5.3

制約要因と推進要因

ここで、帝国陸軍が１９２０年代までに達成した施策の制約要因と推進要因
を分析してみたい。まず制約要因である。
（１）陸軍内部の制度的制約
新興兵器である飛行機を戦力化する際に、それを使用する軍種の制度的枠
組みをどこまで適用するかが大きな課題となった。帝国陸軍は、伝統的に軍
政、統帥、教育の権限を、それぞれ陸軍大臣、参謀総長、教育総監のいわゆ
る「三長官」に分ける制度を採用しており、それは１９１３年（大正２年）
の「陸軍省参謀本部教育総監部関係業務担任規定」により担保されていた
624

。そのため、航空器材・航空要員に関わる行政事項は陸軍大臣に、航空兵

ACTS の歴史についてまとまった文献として、Robert T. Finney, History of the
Air Corps Tactial School 1920-1940 (University of Michigan Library, 1992)を参照。
624
いわゆる「担任協定」について、詳しくは後藤新八郎「
「担任規定」及び「互渉
規程」について」
（
『軍事史学』通巻７１号、１９８２年１２月）を参照。
623
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の教育は教育総監に、そして航空部隊の運用は参謀総長にと権限が分散され
ており、陸軍航空関係者が目指していた一長官のもとに要員と器材に関わる
事項を一元化しようする目標を最後まで阻むことになった。加えて兵器行政
統一の原則により、全ての陸軍兵器行政は陸軍省器材課が所管し、その下の
現業機関である砲兵工廠（後の造兵廠）が兵器製造を、兵器廠が兵器補給を
担当していたため、航空兵器を陸軍省航空課及び陸軍航空部（後の陸軍航空
本部）が別枠で取り扱うことを困難にしていた。更に、陸軍全体に適用され
た徴兵の在営期間短縮が、高度な器材を扱うため要員養成に時間がかかる航
空兵にも適用されてしまい、部隊が教育訓練に忙殺されることになった。
（２）軍縮に伴う予算制約
１９２２年（大正１１年）の山梨軍縮（第１次）では航空大隊が飛行大隊
に改称されたのみで部隊は削減されず、１９２５年の宇垣軍縮においてはそ
の捻出財源により既存１６個中隊に１０個中隊が加わるという拡充がなされ
た。しかし航空部隊の量的拡張を優先したことで、航空・飛行学校における
教育能力の増加に予算が回らず、また航空部隊拡張の速度が落ちたため、民
間飛行機会社に安定して飛行機・発動機の発注を行うことができなかった。
これは民間航空輸送産業の未発達な日本において、飛行機製造会社が軍の需
要に頼らざるを得なかった状況を考えるとその営業に大きな影響があったと
思われる。また軍縮により陸軍管理下で民間航空を育成することが困難とな
り、航空局を逓信省に移管することとなったが、これは日本の航空機開発の
発達に大きな影響を与える民間航空輸送産業を軍事的観点から拡大すること
を阻害したと思われる。そして陸軍における航空要員の教育施設の不足と、
民間航空輸送産業の未発達があいまって、戦時航空要員の予備となるべき民
間操縦士を大幅に養成することができなかった。更に経費節減の考えは、航
空部隊が自ら器材整備を行わず、陸軍航空部・航空本部の補給部に委託修理
として丸投げすることを招き、部隊の整備技量の向上を妨げることとなっ
た。
（３）工業・産業基盤の脆弱性
日本の工業基盤の劣位は、公差の概念がない職人的な器材の取り扱い方と
相俟って、複雑精巧な航空器材、特に発動機の開発、製造、整備の上で大き
な制約となった。これは飛行機事故や航空殉職を頻発させ、航空要員の不人
気につながった。また平素から技術素養のある者を徴兵することが困難であ
ったため、航空隊において発動機及び機体の整備などを手がける工卒・特業
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兵の教育に時間がかかり、特に徴兵の在営期間短縮が部隊教育にとって大き
な痛手となった。
（４）陸軍内コンセンサスの不在
飛行機の軍事的役割に関する認識が帝国陸軍内で共有されていなかった。
これは世界的に見ても、航空戦力の主な役割は地上軍への直接協力であると
の認識が大勢であった一方で、飛行機の能力が急速に発達していた当時とし
ては、航空の独立運用、敵後方拠点の爆撃、航空殲滅戦に至るまで幅広い戦
術上の見解が生まれたのは自然であった。しかし師団へ航空部隊を配属し、
用兵・教育訓練上の元締めたる航空兵団長を作らなかったことはドクトリン
形成の妨げとなったと思われる。
総じて言えば、（３）の工業・産業基盤の脆弱性は当時の日本の状況から
変えようがない問題であり、（４）の陸軍内コンセンサスの不在は国際的に
見て不思議ではない状況であった。一方で（２）の軍縮に伴う予算制約の要
請は、限られた予算をどのように使用するかという問題であるため、正面装
備や部隊の拡大よりも教育施設や整備器材の充実に力を注いでもよかったと
思われる。そして（１）の陸軍内部の制度的制約は硬直した陸軍の官僚制度
を体現しており、陸軍航空関係者のほとんどの努力は、この束縛をいかに回
避して航空を発達させるかという点に注力されたと言っても過言ではない。
次に推進要因は以下の通りである。
（１）国際情勢
第一次世界大戦と、ロシア革命に起因するシベリア出兵は陸軍航空の近代
化に大きく貢献した。第一次世界大戦は帝国陸軍に青島戦役での飛行機を使
用した実戦経験をもたらし、またその調査により近代的航空戦力のあり方を
教えた。そして航空器材の輸入途絶は航空器材国産化の契機となり、またイ
タリアへの航空団の派遣は航空身体検査や職工用マニュアルなどをもたら
し、ドイツの戦利品は全金属製飛行機を使った国産機を製造する能力を急速
に高めた。一方、シベリア出兵は航空戦力の量的拡大をもたらすとともに、
フランス航空教育団の来朝のきっかけとなり、最大の航空大国であるフラン
スから最新の航空教育をパッケージで学ぶことを可能とした。この際、第一
次世界大戦とシベリア出兵の準備は、１９１８年（大正７年）の第一次国防
方針改定が総力戦を前提とし、軍団制の採用など軍の近代化を目指していた
ことを考えると、その方向性に大きな影響を与えたと思われる625。
625

帝国国防方針の第一次改定については原文が残っていないが、周辺史料を活用し
た先行研究の蓄積がある。代表的な研究として、北岡伸一『日本陸軍と大陸政策 １
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（２）予算増加
逆説的であるが、宇垣軍縮により陸軍近代化のための予算が捻出されたこ
とで、かえって航空戦力は拡張された。またシベリア出兵により臨時軍事費
が潤沢に使用可能となったことにより、飛行機・発動機の大量購入のみなら
ず、フランス航空教育団の準備に多額の予算を割くことが可能となった。こ
の際、航空団の費用はフランス政府持ちであったが、国内での施設や器材の
準備には他省庁や地方自治体もかかわっており、様々な費用がかかったと思
われるため、田中陸相による臨時軍事費使用の許可は帝国陸軍がフランスの
航空教育の受容に大きく貢献したことは間違いない。
（３）陸軍首脳部のリーダーシップ
（１）の国際情勢をうまく活用するとともに（２）の予算増加を実現させ
た重要な要因として、宇垣陸相のリーダーシップが挙げられる。宇垣は大正
１４年軍備整理の際、陸軍大臣として１０個飛行中隊の増設とともに爆撃連
隊を追加した。一方で、田中も参謀次長ついで陸軍大臣として、シベリア出
兵時の飛行機調達、フランス航空教育団の招聘、陸軍航空部の新設、ドイツ
戦利品の獲得、航空局新設626、そして空軍独立などすべてにおいて関わり、
大きな支援を行なっている。彼らの強力な推進力が、さまざまな結節点で航
空発展に大きく貢献したことは疑いないだろう。
ここで、宇垣と田中の陸軍航空発展に対する貢献度について評価してみた
い。両者とも、飛行機の軍事的価値を高く認めていたことは間違いない。ま
ず宇垣については、その日記の記述から推察すると当初は歩騎砲工という地
上兵科に協力する偵察力としての飛行機に大きな期待を抱いていたと思われ
るが627、飛行機の能力の向上に伴い、空襲に対する備えや国家の威信として
の航空戦力へと、期待する役割が変化していったものと思われる628。また宇
垣は自らが陸相時代に航空兵科を独立させたという自負心からか、その後も
航空演習を度々見学している629。井上幾太郎もその回想で、大正１４年軍備
９０６−１９１８年』
（東京大学出版会、１９７８年）及び黒野耐『帝国国防方針の研
究―陸海軍国防思想の展開と特徴―』
（総和社、２０００年）を参照。
626
田中は航空局の設置に関し、１９２０年（大正９年）９月２５日の地方長官会議
において、民間航空界が未発達な状況に鑑み航空事業の発達は日本にとって急務であ
るとして協力を求めている。
『読売新聞』１９２０年（大正９年）９月２６日朝刊２ペ
ージ。
627
宇垣一成著、角田順校訂『宇垣一成日記 I』
（みすず書房、１９６８年）２０１、
２５１、３４８ページ。
628
同上、４７０、４７５―４７６ページ。
629
同上、４８５ページ、小磯『葛山鴻爪』４２１−４２２ページ。小磯によれば、昭
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整理において「多数の反対を排し」航空兵科独立と陸軍航空本部への改編を
決断した宇垣のリーダーシップを高く評価している630。
一方、田中についても、陸軍大臣として「航空の発展には大なる理解を以
て多大の努力を払われ、教育、行政を一括して総覧する航空部を置き、航空
学校を設け、航空隊を増設せんとし、大正７年の通常議会に於いて協賛を経
て翌年度より実施」されることとなったと大きく評価されている631。「田中
義一伝記」も田中の陸軍発展に果たした役割について大きく取り上げ、その
編纂過程で記録した井上の述として「故田中大将幾多の功績の中でも、我が
航空制度の確立、乃至航空の現状を招来した点は国民の銘記すべき所であろ
う」と記載しており632、また『井上幾太郎伝』において田中の功績が多く触
れられていることは本論文で見た通りである。このため、後世に残されてい
る実績としては田中の方が宇垣より多く取り上げられており、特に陸軍航空
の近代化にとって重要な時期に数々の施策を打ったことは、その後の陸軍航
空が発展するために欠かせない貢献であったと言えよう。
しかし井上が悲願としていた航空兵科の独立は田中陸相時には達成され
ず、独立が決定されたのは宇垣陸相の時である。そして宇垣の大きな功績と
して、なんといっても４個師団を削減してその捻出財源の大きな割合を航空
部隊の拡張にあてたことは誰しも認めるところであろう。このため、田中は
航空発展の道筋をつけたが、その残された課題を宇垣が実現した、と評価し
てよいと思われる。他方で留意しなければならないのは、田中が陸相時代に
新設した陸軍航空課を宇垣が陸相時代に解体したという事実である。これは
宇垣日記の記述から窺えるように、宇垣が総力戦体制構築の方に関心をもっ
ていたためではないかと思われる。田中と宇垣が陸軍航空の発展に果たした
役割はともに大きかったと言えるが、更なる研究が待たれる分野である。
なお、シベリア出兵を契機とする航空拡張に際しては、航空支持者であっ
た原敬首相の存在も大きく、また臨時軍用気球研究会の立ち上げに際しての
和３年の名古屋で行われた航空特別演習において、陸海軍の中央部から有力な顔ぶれ
が参加していなかったところ、当時軍事参議官であった宇垣大将だけが見学に来たと
回想している。なお航空戦力拡充のための４個師団の削減は小磯のアイデアであり、
航空部勤務時に参謀本部作戦課長（坂部十寸穂大佐）に進言したが、現在兵力の削減
は困難であると言われて受け入れられなかったと回想している。小磯『葛山鴻爪』４
１６及び４５３ページ。
630
井上「航空兵科独立の経緯の概要を述べ兵科の将来に及ぶ」７ページ。
631
同上、５ページ。
632
高倉徹一編『田中義一伝記 下巻』
（田中義一伝記刊行会、１９６０年）１８７−
１８９ページ及び２１０−２１５ページ。
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寺内陸相と長岡外史軍務局長の役割も見過ごせない。長岡はその後も帝国飛
行協会の役員や衆議院議員として、日本の航空発展につき唱導し続ける存在
となることは本論文で述べたとおりである。
（４）優秀なスタッフの存在
陸軍航空建設期における井上幾太郎の役割は誰も否定できないであろう。
彼は周囲の反対を押し切って飛行機を大正元年の特別大演習に参加させ、ま
た徳川好敏を中心とした航空要員養成を開始し、一旦航空関連の職から退い
た後もその手腕を買われて、大正６年の飛行機事故の対策とその後の改善の
ために引き抜かれた。そして本論文でみたとおり、井上の航空近代化の原点
は日露戦争での経験にあったと言える。
ここで、田中や宇垣といった陸軍大臣のもとで航空発展の具体的施策を実
行した井上は、リーダーというよりスタッフのまとめ役といった方がよいと
思われる。そして航空の素人と自ら認める井上633がさまざまな改革プランを
打ち出すことができたのはその下に優秀なスタッフを擁していたからであ
り、特に草刈思朗の存在は出色である。彼はフランス航空教育団の来朝準備
の際に急死してしまうが、その際に井上があわてたという記録634が、草刈の
存在の大きさを物語っている。草刈は本論文で見たように、研究会からフラ
ンスに長期間出張し、欧州の航空界について詳細に研究した成果を報告して
いる。そして陸軍航空がその後採用した数々の施策は、草刈の報告と同じ内
容であり、彼の報告を基礎として立案されたことを伺わせる。加えて、第一
次世界大戦の調査研究や、イタリアへの航空団の派遣そしてフランス航空教
育団の来朝といった重要なイベントに際し、それぞれを支えた優秀なスタッ
フたちがいた。そして井上が陸軍航空のトップとして、田中、宇垣、上原と
いった陸軍首脳部と交渉するために彼らの提供する材料を使い、実現した手
腕は見事だという他はない。
総じて言えば、国際情勢の変化を航空近代化のために活用するとともに必
要な予算を獲得するため、優秀なスタッフによる調査研究の結果とその立案
した施策を適時適切に取り入れて実行したリーダーの存在がなければ、帝国
陸軍が１９２０年代までに達成した航空近代化は不可能であったと思われ
る。

633

小磯『葛山鴻爪』３９３ページ。
『井上幾太郎伝』２３７−２３８ページ、
「航空日本史を生きたサムライたち
（１）陸軍航空の元老 井上幾太郎氏」５９ページ。
634
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5.4

現代へのインプリケーション

最後に、歴史研究である本論文の内容から一般化することは難しいが、現代
における軍事力の整備にあたり、得られる教訓を考えてみたい。まず、本論文
で繰り返し強調したように、新兵器が登場しそれを軍事目的で活用する際には、
その運用方法もさることながら、要員の補充・養成と器材の補給・整備も一体
として考えなければならないということが挙げられる。
どれだけ技術的に優れている兵器を配備したとしても、それを扱う要員の進
級問題や待遇に欠陥があると戦力化は困難となる。特に、その要員が現存する
軍種の補助兵科ではなく、れっきとした１つの戦闘兵科としての扱いを求める
際には、彼らの精神的結束を担保してやることが優秀な要員の募集と離職防止
のみならず、戦力発揮に際して必要不可欠な条件となるだろう。またそれが急
速に高度化する技術を用いている場合には、その発達と軌を一にした教育訓練
が必要となってくるため、教育訓練と器材行政を一元管理することは非常に重
要である。加えて、器材の整備に十分な予算を配分することを怠ってはならな
い。
そしてその戦力化に関しては、最初は旧軍種（現在でいえば陸海空）のいず
れかの庇護下におき、あるいは共同で実施すればよいが、その新兵器が軍事面
で持つ価値が高まるにつれ、いずれ独立運用を考えなければいけなくなる時期
が来るだろう。その兵器の性質によっては現存軍種と密接な運用が必要な場合
も多いと考えられるが、独立運用が必要となってくる時期を見極め、その際に
は旧軍種のくびきに縛り付けておかないことが大切である。
加えて、軍用転換可能な高度な技術は民生技術が該当する場合が多いと考え
られる。そして最初は行政による所管が一定せず、複数省庁にまたがる可能性
も高い。その際、軍用にする価値があると認めた場合には、軍の庇護下で十分
な予算をつけて保護育成することが重要である。今後、ますますグローバル化
する世界において、世界各地で様々な技術が生まれては死んでいくと思われる
が、その際、どのような技術が軍事転用可能かについて世界の動向を絶え間な
くウォッチし、国際的な技術獲得競争において先んじる必要性があることを軍
事当局者は常に考えておく必要があるだろう。
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付録７ 陸軍航空部組織図
付録８ 大正１１年

・・・・・・・・２７３

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８１

陸軍航空学校操縦術修業者人名一覧表

・・・・２８３

付録９ 「日本陸軍航空に関する仏国「ジョノー」少佐の意見」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８５
付録１０

「陸軍航空制度研究委員案

陸軍航空本部編制表」

・・・２８８

付録１１

陸軍航空組織図

付録１２

航空兵科独立をめぐる井上少将とフォール大佐のやりとり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９２
付録１３

「民間航空事業監督奨励に就て」

付録１４

「空軍組織問題に関する特別委員会の意見」
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・・・・・・・・・・・２９５
・・・・・・２９８

付録１
臨時軍用気球研究会の構成
（大正７年１月末）
役職
会長
幹事
委員
委員

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
御用掛

現職

陸軍次官
陸軍省工兵課長
東京帝国大学工科大学
教授
中央気象台長
東京帝国大学工科大学
教授
交通兵団長
海軍省軍務局長
参謀本部第３部長
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
航空第１大隊長
参謀本部課長
海軍軍令部出仕
海軍軍令部参謀
交通兵団司令部部員
陸軍砲工学校教官
東京砲兵工廠
熱田兵器製造所長
海軍省軍務局員
海軍軍令部参謀
海軍技術本部部員
交通兵団司令部附
東京砲兵工廠
鉄砲製造所長
陸軍砲工学校教官
海軍技術本部部員
海軍技術本部部員
航空第１大隊中隊長
航空第１大隊附
航空第１大隊附

官等
陸軍中将
陸軍工兵大佐
理学博士
工学博士

氏名
山田隆一
宮原國雄
田中館愛橘
井口在屋

理学博士
工学博士

中村精男
横田成年

陸軍中将
海軍中将
陸軍少将
陸軍少将
陸軍工兵大佐
陸軍工兵大佐
陸軍工兵大佐
海軍大佐
海軍大佐
陸軍工兵中佐
陸軍工兵中佐
陸軍砲兵中佐

武内徹
井出謙治
星野庄三郎
井上幾太郎
有川鷹一
鳴瀧紫麿
芝生佐市郎
山内四郎
松下東治郎
高田精一
松井順
北川正太郎

海軍中佐
海軍中佐
海軍中佐
陸軍工兵少佐
陸軍砲兵少佐

小倉嘉明
福与平三郎
金子養三
益田済
植村東彦

陸軍砲兵少佐
海軍少佐
海軍機関少佐
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵中佐

櫻井義秀
河野三吉
山下誠一
徳川好敏
松井命
大出虎雄
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御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛

陸軍技術審査部附
陸軍軍医学校附
航空第１大隊附
鉄道連隊材料廠長
航空第１大隊
材料廠長
陸軍省兵器局課員
交通兵団司令部部員
航空第１大隊附
陸軍省軍務局課員
航空第１大隊附
航空第１大隊附
参謀本部部員
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第２大隊中隊長
交通兵団副官
陸軍砲工学校教官
交通兵団司令部附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
陸軍省経理局課員
横須賀海軍工廠
造兵部部員
航空第１大隊副官
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊
材料廠附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
航空第１大隊附
東京砲兵工廠廠員
第３師団経理部附

陸軍工兵中佐
陸軍二等軍医正
陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐

杉山正
井上圓治
中松新蔵
石本祥吉
吉田鍔郎

陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍歩兵大尉
陸軍騎兵大尉
陸軍一等軍医
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍一等主計
海軍大尉

梅戸綽
草刈思朗
中西正
林正木
澁谷繁雄
伊藤赴
佐野光信
岡楢之助
寺師義信
佐藤求己
中川泰輔
佐竹保治郎
安達十九
築山一郎
長澤賢二郎
平手勘次郎
馬越喜七

陸軍工兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍工兵中尉

中田武實
真壁祐松
伊庭三郎
岩崎安美

陸軍工兵中尉
陸軍輜重兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍工兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍二等主計
陸軍二等軍医
陸軍技師
陸軍技師
陸軍技師

深山成人
武田次郎
安邊浩
長尾久吉
松岡勝蔵
中澤治平
瀧川義治
桑貝秀二
權守央
岩本周平
石川重遠
津田敏雄
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御用掛
陸地測量部附
陸地測量師
水谷英保
御用掛
航空第１大隊附
陸軍技師
伊東信二
御用掛
陸軍東京経理部附
陸軍技師
清水幸重
御用掛
陸軍省経理局附
陸軍技師
田村鎮
研究会服務 陸軍省附
陸軍技師
片山誠之
※網掛け部は交通兵団司令部所属又は航空隊所属の者。
※このほか、原史料には「海軍少将 中島資明」も委員として別に記載されて
いる。
人員合計

うち

７２名
会長
１
委員（幹事含む）２７
（うち交通兵団司令部５、航空隊３）
御用掛
４３
（うち交通兵団司令部３、航空隊所属 ２６）
研究会服務
１

出典：「臨時軍用気球研究会委員御用掛連名簿
改善書類』（防衛省防衛研究所）。

大正７年１月末日現在」『制度

（大正７年１１月）
役職
会長
幹事
委員
委員
委員

委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

委員
委員

現職

陸軍次官
交通兵団司令部附
中央気象台長
東京帝国大学
工科大学教授
海軍省軍務局長
交通兵団長
参謀本部第３部長
海軍技術本部
第２部長
交通兵団司令部附
参謀本部課長
陸軍省兵器局
器材課長
陸軍省軍務局
工兵課長
航空第１大隊長

官等
陸軍中将
陸軍少将
理学博士
理学博士
工学博士

氏名
山梨半造
井上幾太郎
田中館愛橘
中村精男
横田成年

海軍中将
陸軍少将
陸軍少将
海軍少将

井出謙治
山田隆槌
星野庄三郎
森越太郎

陸軍工兵大佐
陸軍工兵大佐
陸軍工兵大佐

有川鷹一
芝生佐市郎
福井策三

陸軍工兵大佐

宮原國雄

陸軍工兵大佐

河田四十一
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委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

海軍軍令部出仕
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
海軍省軍務局員
海軍軍令部参謀
海軍技術本部部員
陸軍兵器本廠検査官
陸軍省兵器局課員
交通兵団司令部附
東京砲兵工廠
砲具製造所長
陸軍砲工学校教官
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
海軍技術本部部員
交通兵団司令部附

海軍大佐
陸軍工兵中佐
陸軍工兵中佐
海軍中佐
海軍中佐
海軍中佐
陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐
陸軍砲兵少佐

山内四郎
草刈思朗
益田濟
小倉嘉明
福與平三郎
金子養三
徳川好敏
梅戸綽
玉井要人
植村東彦

陸軍砲兵少佐
陸軍砲兵少佐
陸軍歩兵少佐
海軍少佐
陸軍工兵大尉

櫻井養秀
浅田礼三
布田太郎
河野三吉
松井命

航空第１大隊附
陸軍軍医学校附
航空第１大隊附
交通兵団司令部附
航空第１大隊附
航空第１大隊
材料廠長
交通兵団司令部附

陸軍技師
陸軍一等軍医正
陸軍工兵中佐
陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐
陸軍工兵少佐

岩本周平
井上圓治
中松新蔵
林正木
高橋勝馬
赤羽佑之

陸軍工兵大尉

澁谷繁雄

陸軍工兵大尉

中西正

航空第１大隊附
陸軍省軍務局課員
航空第２大隊中隊長
交通兵団副官
陸軍砲工学校教官
陸軍技術審査部
審査官
航空第１大隊附

陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉
陸軍工兵大尉

伊藤赴
井上乙彦
佐藤求己
中川泰輔
佐竹保治郎
安達十九

陸軍工兵大尉

築山一郎

航空第１大隊中隊長
参謀本部部員
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附

陸軍工兵大尉
陸軍砲兵大尉
陸軍砲兵大尉
陸軍歩兵大尉

長澤賢二郎
佐野光信
倉片深
値賀忠治

（欧州出張中）

委員
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛

御用掛
（出征中）

御用掛
（出征中）

御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
（欧州出張中）

御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
（出征中）
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御用掛

交通兵団司令部附

陸軍騎兵大尉

岡楢之助

航空第１大隊附

陸軍一等軍医

寺師義信

交通兵団司令部附
横須賀海軍工廠
造兵部部員
海軍技術本部出仕
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
航空第１大隊副官
航空第１大隊附
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附

陸軍一等主計
海軍大尉

三登小六
馬越喜七

海軍機関大尉
陸軍工兵中尉
陸軍工兵中尉
陸軍工兵中尉
陸軍工兵中尉
陸軍工兵中尉
陸軍工兵中尉
陸軍砲兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉

花島孝一
岩崎安美
深山成人
長尾久吉
佐川績
牧野演
東榮治
和田昌雄
真壁祐松
伊庭三郎

交通兵団司令部附
交通兵団司令部附

陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉

加藤正美
安邊浩

交通兵団司令部附

陸軍歩兵中尉

松岡勝蔵

交通兵団司令部附
交通兵団司令部附
交通兵団司令部附

陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉
陸軍歩兵中尉

小澤武夫
小関觀三
中澤治平

陸軍歩兵中尉

瀧川義治

陸軍騎兵中尉

水田嘉藤太

陸軍輜重兵中尉

武田次郎

（伊国出張中）

御用掛
（伊国出張中）

御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
御用掛
（欧州出張中）

御用掛
御用掛
（欧州出張中）

御用掛
（伊国出張中）

御用掛
御用掛
御用掛
（出征中）

御用掛
（出張中）

御用掛

交通兵団司令部附

（病気療養中）

御用掛
（出征中）

御用掛
航空第１大隊附
陸軍二等軍医
御用掛
第３師団経理部附
陸軍技師
御用掛
陸軍東京経理部附
陸軍技師
御用掛
陸軍省経理局附
陸軍技師
御用掛
東京砲兵工廠廠員
陸軍技師
御用掛
航空第１大隊附
陸軍技師
御用掛
陸地測量部附
陸地測量師
※網掛け部は交通兵団司令部所属又は航空隊所属の者。
人員合計

７９名
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權守央
津田敏雄
中村琢治郎
田村鎮
石川重遠
伊東信二
水谷英保

うち

会長
委員（幹事含む）
御用掛

１
３０
（うち交通兵団司令部９、航空隊２）
４８
（うち交通兵団司令部２１、航空隊１２）

出典：「臨時軍用気球研究会委員御用掛連名簿
度改善書類』。
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大正７年１１月２日現在」『制

付録２
参謀本部第７課と陸軍省工兵課の陸軍航空制度改善案（概要）

●

参謀本部第３部「陸軍航空制度改善に関する意見上申（案）」

１．航空部隊を交通兵団から分離し、新設する航空兵団長の隷下に置く：航空
部隊は電信や鉄道のような交通部隊とは性質が異なる「特殊部隊」であるた
め交通兵団長の隷下に置くのは適当ではなく、また各航空部隊を所在地の師
団長に分属させるのは航空戦術の発達を阻害するものであるため、航空兵団
長に統一的に監督させるべき（兵監制度は不適当）
２．航空兵科を独立させる：他兵科の航空将校が臨時勤務している現状は航空
の進歩が望めないため、航空兵科を独立させ補充も将来的には他兵科と同制
度にすべき
３．臨時軍用気球研究会を解散し陸軍航空学校を設立する：航空機が完全に軍
事的実用段階に達している現状、学術上の理論研究は帝国大学に譲り、責任
ある航空兵団長の下に学校を創設し実用的研究を行い、全国の航空隊の統一
的進歩を図ることが必要
４．航空器材は当分の間、必ずしも国産品にこだわらず外国品の購入も可とす
る：先進国の航空機は日進月歩の状態にあるため、欧米から購入した航空機
から必要なものを取捨選択することが賢明である一方で、関係者の中には保
守的自負心から旧式器材の改良に没頭する傾向がある結果、現在の製造能力
が幼稚な状態と相まって自主製作の結果を常に不良なものとしており、これ
は先般の大演習の飛行機事故が好例
５．多数の将校及び職工を先進国に派遣し製作及び操縦の技術を習得せしめ
る：格段に進歩している先進国の技術を現地で習得することは本邦航空界の
発達のため極めて必要
６．各航空大隊の演習用器材及び演習費を増加させる：航空大隊の器材及び演
習費が僅少なため研究会より器材の供用と補助を受けようやく教育を実施で
きている現状は、航空隊の教育と研究会の研究双方を不十分なものとしてお
り、我が航空界不振の一大原因はまさにこの点にある。
「付記」
・ 航空部隊を陸海軍に分属せず独立した空中軍を設立するという意見、また
海軍のものは陸軍に併せ戦時所要に応じ海軍の要求を満たすという意見もあ
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るが、現時点でこれを解決することは非常に困難であるため他日の研究に譲
る。
・

とりあえず当面は、陸海軍各別にその必要に応じるように発達を図り、将
来の状況に適応するように措置する事が適当。
・ また民間飛行家を奨励するため門戸を開き、資格に応じ相当の対価を与え
る制度を設けることが必要。
・ 特にこの技術を有する者を一年志願兵に採用することで、操縦将校下士の
戦時要員を補わせることが極めて必要である。
・ このため一年志願兵の資格及び試験基準等に多少の斟酌を加えることも可
能とすべきである。
出典：「陸軍航空制度改善に関する意見上申案

大正７年１月

第３部」『制

度改善書類』（防衛省防衛研究所）。
●

陸軍省工兵課「陸軍省工兵課案
括整備に関する意見

鉄道、電信、航空諸部隊並関係諸機関統

大正７年２月３日」

１．航空隊を交通兵団より分離する：鉄道、電信、航空の３事業を完全に発達
させるためにはそれぞれ分離させる必要がある。特に航空についてはその性
質が全く異なり、また進歩の初期にあるため、速やかにその発達を促し世界
に追随するためには完全な独立が必要
２．陸軍省に航空局を置く：航空に関する一切の器材行政を管掌させるととも
に、進歩の初期にある事業を阻害しないよう、陸軍大臣直轄の一局長に比較
的自由に手腕をふるわせることが適当
３．独立した航空機製造所と航空中央器材廠を設置し共に陸軍大臣の直轄とす
る：
・

航空機の製造は独特の経験が必要であるため、全く独立した航空機製造

所を設置し、航空勤務将校等の経験者を幹部に充て、航空器材独立自給の
基礎を確立することが必要
・

また航空機は破損、損耗が頻繁であるため、航空器材を経済的に利用す

るための特殊設備と専門者とを必要とすることから、兵器本廠の一業務と
して分担させている現状は業務の過多・煩雑を招き不適当
４．交通兵団司令部を廃し鉄道、電信監部及航空監部を設け参謀総長の直轄と
する：航空隊の教育の斉一進歩を図るために兵監制度を採用するが、航空は
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他兵種と趣を異にすることから航空監は教育総監ではなく参謀総長に隷属さ
せることが適当
５．航空学校を設け航空監の管轄とする：
・

多数の航空機操縦術の教育と航空機に関する学術の普及のため、速やか

に航空監の下に航空学校を新設することが必要
・

また航空機の機能や作戦上の価値は学術研究調査の結果に大きく依存す

るため、完全な研究機関を同校に付属させることが肝要
６．臨時軍用気球研究会を廃止し、現予算の一部により内閣直属の航空調査委
員会を設け、残りの予算を航空学校設立の財源とする：
・

戦時における遠距離航空襲撃、沿岸及び都市の空中防御、航空機工場動

員、軍用航空機補充と、平時における民間航空機の標準規格の設定、検
査、民間航空者の資格検定などの民間航空事業の監督・保護・奨励は陸軍
のみが担任するのではなく、各省それぞれ分担すべきもの
・

故にこれらの業務の調整及び航空事業の統一のため内閣直属の航空委員

会を設置する事が必要であるが、その財源は臨時軍用気球研究会を廃止
し、その予算の一部を充てることが適当
出典：「陸軍省工兵課案
する意見

鉄道、電信、航空諸部隊並関係諸機関統括整備に関

大正７年２月３日」『制度改善書類』（防衛省防衛研究所）。
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付録３
航空制度改善に関する意見

総説
我陸軍航空界の現況は之を欧州諸国に比し著大の遜色あるは何人も首肯する
所なり。帝国が先きに臨時軍用気球研究会を創設し、之が研究調査を開始して
より以来、其年月及び之に投じたる経費の額より考うるときは其進歩の状況今
日の如くなることは素より自然なりと雖、苟も戦闘場裏に於て輸贏を争うべき
陸軍航空事業に在りては一瞬時と雖此現状に甘んずることを得ず。茲を以て今
や我陸軍航空事業の進歩を促進し、一大発展を図るは実に刻下の急務なりと
す。
欧州諸国が這回長期の戦役に依り実戦場裏に於ける経験と対敵上の競争に依
り現時状態に進展し得たる航空事業を短時日を以て之を獲得し、少くも彼に匹
敵し得べき程度に向上せしめんことは元より容易の業にあらず。故に此の事業
を大成せんと欲せば須く先ず一方に於ては現在の制度を根本的に改正し、他方
に於ては所要の経費を充分に之に投ずるの覚悟なかるべからず。而して制度の
改正に至りては、以下叙述するが如く極めて多方面に渉るものありと雖、就中
全航空事業を挙げて責任ある一長官の統一に委し以て之が計画実施を統括せし
むることは該事業大成の為め至重至要の根本問題たらずんばあらず。若し夫れ
制度の改正にして従来の旧慣に拘束せられ、其統括にして徹底的なる能わざる
か若くは経費の節約にのみ腐心し姑息の施設に止めんか斯業の進歩発達得て期
すべからずして寧ろ之を企図せざるに若かず。以下制度改正に関する意見を述
べんとす。
第１、航空兵科を独立せしむべし
理由
戦場に於ける航空勤務は之を他兵科の勤務に比較するに全然其趣を異にし、
全く独立の分科にして且つ極めて重要なることは元より明らかなり。従て一兵
科独立の価値あることは何人も否定せざる所なりと雖、世上往々将校の補充及
進級の関係より之が独立を危むものなきにあらず。然れども大凡一兵科の事業
駸駸として進歩する所以のものは当該兵科の将校が其事業を以て終生の天職と
し、孜々として之が進歩発達に腐心するに基かずんばあらず。若し夫れ航空事
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業にして現制の如く独立せる一兵科を設くることなく、将校は各其籍を他兵科
に置き、単に一時の命課に依り之に従事せしめんか、彼等は常に不安の念に駆
られ専心之に従事するの意志なくして一時を糊塗するに止まり、軍隊及諸機関
は寄合世帯となり或は兵科嫉視の弊に陥り到底斯業の堅実なる進歩を期待する
を得ず。而して多数の戦時増加要員を全部此の兵科に入るること能わずとする
も、平時航空部隊又は之に関する諸機関に在りて戦時編制の基幹となるものは
尽く該兵科のものを以て之に充つるを要す。而して其補充及教育に関しては後
段別に述ぶる所あるべし。
第２、航空隊は之を交通兵団より分離すべし
理由
航空隊創設の初期、未だ幼稚なる試験時代に在りては、之を仮りに交通兵団
に属せしむること止むを得ざる制度なりと雖、航空隊は元純然たる戦闘兵種に
して軍の後方に在りて交通業務に服すべき鉄道及電信兵と全然其性質を異に
す。故に之を交通兵団長の隷下に在らしむることは、各種の方面に於て至当な
らざるのみならず、将来天進運を開展せんとする航空事業の進歩発達に支障な
きを保し難し。宜しく之を分離し独立せる一長官の管理下に在らしむるを可と
す。
第３、航空部隊の統括機関として航空兵団長を設くべし

但し航空兵団長は師

団長の隷下に置かずして、之を天皇に直隷せしめ、師団長は其師管内に在る
航空部隊に対し動員、衛戌、営外の軍紀風紀、法務、経理及衛生を管理し、
其の他は挙げて兵団長の管理に属せしむるを要す
理由
航空事業の進歩発展の為、之を統一せる一機関の隷下に在らしむるの必要な
ることは既に切論したる所の如し。従て現在の特科兵に於けるが如く、兵監制
度を執るが如きは、此の主旨に合せざるなり。蓋し兵監制度は責任の所在両分
せられ、動もすれば両部の監督或は間隙を存し、或は重複となる恐なしとせ
ず。軍隊の蒙る迷惑少なからざるのみならず、殊に本科専門の教育のみを監督
する兵監を設くるが如きは一大進展を緊要とする航空事業に対し斯業の進歩を
促進するの途にあらざればなり。茲を以て航空部隊は之を天皇に直隷する一兵
団長をして統括せしめ、其衛戌地所管の師団長の当然管理するを要するものの
外、挙げて之を兵団長の職責に帰せしむるを要す。
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附言

若し目下の状況直に航空兵団長を天皇に直隷せしむることを得ずとすれ

ば、一時の手段として之を陸軍大臣に直属せしむるを可とす。蓋し目下事業の
進展を要する時機に際しては、事業の遂行と予算と殊に密接に関係あればな
り。
第４、臨時軍用気球研究会を解散し航空学校を創設すべし
理由
臨時軍用気球研究会は其任務を未だ終了の時期に達せずと雖、該会設立当初
の目的たる航空機の一般的研究は既に大半を終了し、今や陸海軍各其特性に応
じ実用上の諸問題を解決すべき時期に到達せり。茲を以て臨時軍用気球研究会
の存置敢えて無用なりと云うにあらずと雖、陸軍独特の研究、調査、訓練の機
関を特設することは本会の存続よりも尚お喫緊の問題なりとす。而して一方に
於ては文部省は既に東京帝国大学内に純学理の研究所を設置し、又海軍は先き
に海軍航空術研究所を設けて後、之を航空隊に改め専ら海軍独特の用途に関す
る航空事業の研究を行いつつあるの状況なるを以て、此際臨時軍用気球研究会
を解散し、之に代うるに航空学校を創設し、之を航空兵団長の隷下に属せしめ
且つ之に研究部を附属し陸軍航空術の訓練及我陸軍独特の用途に充つ可き器材
の調査、研究、改良、審査を行わしめ、其の他航空機の軍事上に関する諸問題
を研究、解決せしむるを要す。
前掲の主旨に依り航空学校は左の要領に依り組織するを要す。
航空学校組織要領
１、航空学校に左の諸部を置く。
本

部

教育部
研究部
教導隊（３中隊とし飛行機２中隊、気球１中隊とす。但し当分の内は要
員充当の関係上、之を設置せず。）
材料廠
２、航空学校に於ては高等操縦術、空中戦闘法、空中射撃術、爆弾攻撃術、
空中写真術及通信術並に発動機学、機体構造学等を教育し、左の者を学生
として召集す。
（イ）航空大隊に於て初等操縦術を修業せるものの一部（学校卒業後、航
空兵科に転科すべきもの）
（ロ）航空隊附将校及下士
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（ハ）偵察及観測将校下士及航空隊附下士にして特に工術を修得せしむる
もの
学生中の一部の者は更に理科大学又は工科大学、陸軍砲工学校若しく
は工業学校等に派遣し、又は航空器材製造所に分遣し、学理の研究又
は器材製作の実習を行わしむ
３、研究部は現在の臨時軍用気球研究会に代るべきものにして航空器材の調
査、研究、試験、審議及航空機の軍用に関する諸問題を解決するに任じ、
之が為特に年々潤沢なる研究費を臨時費を以て充当するを要す。而して其
の研究班は左の如く区分す。
飛行機班
発動機班
気球班
航空及戦闘班
射撃班
写真班
通信班
気象班
火器班
４、教導隊の兵卒は之を各航空大隊より分遣す
５、材料廠は学校教育に必要なる器材の修理及研究用器材の製作に任ず
第５、航空学校新設と共に航空第１大隊を他に移転し所澤飛行場を拡張するを
要す
（中略）
第６、航空兵科将校の補充及教育
航空経過将校は当分の内、各兵科将校にして操縦術を修得したるものの内よ
り転科せしむるの制度を採り、上級将校のみは差当り特に航空事業に知識を有
する者（製造に経験ある者を含む）より採用し、他日原兵科に復帰することを
得せしむ。而して航空兵将校の補充及教育に関する一般の系統を述ぶれば左の
如し。
１、初等操縦術は現制の通り航空大隊に於て各兵科の将校を召集して教育
す。その教育期は概ね５ヶ月とす。
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２、初等操縦術を卒業したる各兵科将校の内、所要人員は更に航空学校に之
を召集し高等操縦術其の他の課程を修得せしむ。其教育期は概ね６ヶ月と
す。其の他は之を原隊に復帰せしめ、某年間戦時航空要員とし毎年１回復
習の為め之を航空隊に召集す。
３、航空学校に於て高等操縦術其他の課程を卒業したる各兵科将校は之を航
空兵科に転科せしめ、航空隊附其の他航空機製造所等の官衙及学校の要員
に充つ
４、航空隊附将校及下士は概ね隔年に１回航空学校に召集し之が教育訓練を
行う。
５、航空学校学生にして成績優秀なるものは更に帝国大学、砲工学校若くは
工業学校に派遣し又は航空機製造所に分遣し学理及製作の研究を為さしむ
理由
航空兵科の独立と共に戦時要員の全部を尽く当該兵科に入らしむることは大
に望む所なりと雖、戦時要員の数は莫大にして平時此要員を尽く航空兵科将校
として収容すること困難なり。故に航空兵中（少）尉級の平時定員は戦時各部
隊の基幹となるべき者及高等操縦者の要員を顧慮して之を定め之を航空兵科と
して航空部隊に在職せしめ、而して其他の戦時増加要員は初等操縦術を修得せ
る各兵科将校を原隊に復帰せしめ、原兵科に止まらしむるものを以て充つるの
止むを得ざるなり。又平時航空部隊内大尉以上の定員は航空兵青年将校の進級
を顧慮し其比率を定むること之を他兵科と同一ならしむ。以下別に述ぶる所の
航空局、中央器材廠、航空機製造所等の設置は一面に於ても亦此主旨に合する
ものとす。
第７、陸軍省内に航空局を置き又航空機中央器材廠及航空機製造所を特設し共
に陸軍大臣に直属せしむべし
理由
航空事業の進歩発達を期する為、凡ての機関を統轄するの至重至要なること
は既に述べたる所なり。行政、製作及補給の諸機関に於て殊に此統轄主義の重
要なることを感ずるや頗る痛切なり。現制に於ては航空事業に関し、一般行政
は軍務局工兵課に、器材の行政は兵器局器材課に属し、而して補給業務は兵器
廠に、製作は砲兵工廠に於てする等極めて複雑なる関係を有するを以て、動も
すれば其間統一と連繋とを欠き、意志の疎隔を生ずる虞なしとせず。将来一大
進展を期すべき航空事業の施設として隔靴掻痒の感尠少ならざるなり。之を欧
州諸国に見るに、一として我国の如く此の業務を在来各部の分業に委するもの
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なく、何れも行政、補給、製造の為諸機関を特設して上下左右の連繋を円満に
し、以て之が発展を容易ならしめつつあり。蓋し航空事業の異常なる進歩発達
を期するの捷径たらずんばあらざるべし。
我陸軍航空事業の将来の進展と将又民間航空事業の将来とを考察するとき
は、航空行政に関し将来施設改善を要する事項は繁多なる事は何人と雖否む所
なし。茲に於て陸軍省内に航空局を設置し一般行政の外に器材行政等一切の航
空行政を挙げて之を統轄、処理せしむることは決して過重の施設と云うべから
ず。寧ろ之を欧州強国が空中省を設置しあるに比すれば尚未だ其及ばざるを恐
れざるを得ず。人或は意わん、航空局を設けて航空一般行政を処理せしむるは
可なるも、器材行政をも之をして統轄せしむるは現制に於ける兵器行政の統一
主義に背反するものなりと。然り此の説は一面理由なきにあらずと雖、航空事
業は即今日進月歩の状態にして併も我国目下の状況よりして之を他の事業に比
較すれば急速なる一大進展を為さざるべからざるの状況にあり。従って一般行
政と頗る密接の連繋を保たしむるを緊要とするのみならず、若し之を分離して
現制の如く他の兵器行政と共に処理せしむるが如きは其間阻隔を生じ易く、航
空事業の円満急速なる進展を企図するの途にあらざるなり。
航空機の製作は独特の研究と経験とを要するものにして、之が使用を為し得
る者初めて之を製作し得と云うも過言にあらず。無経験なる製造者が単に一片
の仕様書又は設計図に依りて之を製作するが如きは到底機能の完備改善を期し
得べからざるは勿論、急速なる斯界の進歩に伴うことを得ず。若し夫れ旧慣に
捉われ之を襲用せんか、徒らに製造者と使用者との間に於ける紛争は絶ゆるに
由なく、航空事業進展の機運を阻害すること少なからず。況んや航空機にあり
ては製造の不備は直に使用者の犠牲を生じ、延いて国軍航空事業の整備に波及
する所の支障頗る大なるものありと言わざるべからず。故に他の兵器製造機関
と分離して全然独立せる航空機製造所を設置し、他を省みることなく又他に妨
げられることなく独立独歩専専念之が製造に従事せしむることは目下の急務な
りとす。若し夫れ兵器製造を統一する主義に捉われ現制の如く一砲兵工廠の分
担業務とするが如きは将来の急速なる進展を期するの途にあらず。宜しく之を
分離し若くは別に特設して航空機製造所を設け、而して其幹部には主として航
空に経験ある航空兵科将校を之に充当し、器材自給の途を完備するを要す。
又航空機は他の兵器と全然其趣を異にし之が購買、検査、保存、修理、支
給、交換等には独特の技術と眼識を要するのみならず、航空機は其破損衰損の
極めて頻繁なるものにして、補給業務の繁多複雑なること他に其の比を見ず。
従て之を現時の兵器本廠の一業務として分担せしむることは極めて過重なりと
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言わざるべからず。而して将来戦用航空機の整備業務益々繁多なることに想到
すれば、思半に過ぐるものあり。之れ航空機中央器材廠の特設を必要とする所
以なり。
出典：「航空制度改善に関する意見

大正７年４月」『制度改善書類』（防衛

省防衛研究所）。
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付録４
陸軍航空学校設立案
※筆者注：原史料には「本案田中中将の依頼により立案せるものなり」、「余は３月に入
り我陸軍の採用すべき航空制度改正意見を呈出したり 本航空学校設立案は右意見の一部
として調査したるものにして陸軍省は□□（筆者注：判読不能）より参謀長あて提出した
り」との付箋あり。

第１
１

要領
陸軍航空学校は陸軍航空術の訓練及び器材の研究審査並びに航空機の軍用

上に関する事項の調査を行う
２

陸軍航空学校は航空兵団長の隷下に置く

３

陸軍航空学校は之を所澤に置くただし射撃術の訓練及び之に関する研究の

為別に其の分校を設く
４

陸軍航空学校に於ては陸軍将校及び下士に航空学術を教育するの外委託を

受けたる海軍将校下士及び民間より採用せる生徒に陸上航空機の操縦術を教
育す
５

陸軍航空学校の設立とともに臨時軍用気球研究会を廃止し又航空第１大隊

を他に移転せしむ
６

本案の実施と同時に東京帝国大学内航空研究所を拡張し其経費を増加して

航空機並発動機に関する純学理の研究並教育に遺憾ならしむるを要す
第２
１

陸軍航空学校の組織
陸軍航空学校は左の諸部より成る（本部、教育部、研究部、工場）。右の

外教導大隊（飛行機２中隊及気球１中隊より成る）を置き学生の訓練に使用
すると同時に研究上の使用に供するの必要ありと雖も目下航空隊の兵員僅少
にして其要員を得ること困難なるを以て当分の内之を置かず
２

教育部に在ては学生及生徒を教育す
１、学生
①航空大隊において普通操縦術を修得した各兵科将校の一部（学校卒業後
航空兵科に転ぜしむるものにして高等操縦術のみを教育す）
（注意）各航空大隊において普通操縦術を修得したる他の一部は原隊に復
帰し某年間航空隊戦時要員たるものとす）
②航空大隊より分遣せる将校及下士
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③海軍将校下士にして陸上航空機操縦術練習の為委託を受けたるもの
学生に教育すべき科目：高等操縦術、空中戦闘法及空中射撃術、爆弾攻
撃、空中写真及通信術、発動機工術、飛行機工術
２、生徒
生徒は民間志願者を募集し之に普通操縦術並びに軍事学の初歩を教育す
其の修学期間は１カ年とす
生徒は体格及学科試験により採用す学科試験の程度は１年志願兵よりも
悄々低下す生徒の年齢は１８年以上２３年以下とす
生徒は卒業後航空兵予備将校又は下士とし某年度間戦時航空隊の要員
に充つ
３

研究部は主として現在の臨時軍用気球研究会に変わるべきものにして航
空機の調査、研究、試験、審査及び航空機の軍用に関する諸問題を解決す
るに任ず（研究部の各班略）
当分の内研究部は外国の新式航空機を購入して研究に資し又其の案出に
繋がる航空機及び其の付属品を製作試験し得るため臨時費をもって潤沢な
る研究費を充当するを要す

４

工場は学校所要の航空機の保存、修理、交換の業務に当たるの外研究試
験用諸器材の製作に任ずるものとす

理由
臨時軍用気球研究会は研究事項いまだ終了の時期に至らずといえども該会設
立当初の目的たる航空機の一般的研究はすでに大半を終え今や陸海軍その特性
に応じ実用上の諸問題を解決すべき時期に到達せり
加之陸軍においては今や航空大隊数個を設置せるも之が幹部の訓練並びに教
育の斉一進歩を図るべき機関を欠けり茲をもって気球研究会の存置あえて無用
なりと云うにあらずと雖も陸軍独特の研究調査並びに訓練の機関を特設するこ
とは本会の存続よりも尚喫緊の問題なりとす
而して一方に於ては文部省は小規模ながら既に帝国大学内に航空研究所を設
置し純学理の研究を行わんとし又海軍は航空隊の外に海軍省内に航空機及び水
雷艇調査委員を設け専ら海軍独特の用途に関する航空事業の研究を行いつつあ
るの状況なるをもってこの際臨時軍用気球研究会を解散し今後純学理の補給は
これを帝国大学に仰ぎ陸軍においては航空学校を創設し航空に関する諸般の学
科及び術科を訓練して各航空隊教育の斉一進歩を図り且つ之に研究部を付属し
陸軍独特の用途に充つべき器材の調査、研究、審査を行い航空機の軍用上に関
する諸問題を研究解決せしむるを要す
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生徒を民間志望者より採用する所以は主として平時他の各隊に勤務し戦時航
空隊に入るべき将校の員数を減少せし戦時得員を民間を求めんとするにありと
雖も又一方には之に依りて民間航空事業を振興せしめんとするに依るものなり
「航空将校以下教育機関」

陸軍航空将校以下の教育は大別して左の二とす
１、航空大隊にて教育
２、航空学校にて教育
而してその教育区分下記のごとし
１、航空学校においては左記各号に該当する者の教育を実施す
１

航空大隊において基本操縦術を習得せる各兵科中少尉及び准士官下士

（約５ヶ月）
２

各兵科尉官たる偵察将校、観測将校ならびに通信、写真等専門の科目を

修むべき操縦将校准士官下士（約２ヶ月）
３

飛行機機体並びに発動機の整備取り扱いに従事すべき航空隊下士卒（約

２ヶ月）
４

航空船及び繋留気球操縦者は毎年少数の人員を限り航空学校の航空船科

に入学しその術を研究せしむ
２、航空大隊において教育すべきもの左のごとし。
１

未修者
イ 航空大隊付将校下士全部
ロ 各兵科中少尉及び下士中飛行機操縦に適する者を選抜すただし年齢２
６歳以下とす
ハ 飛行機工卒及び発動機工卒（主として材料廠において教育すただしそ
の基幹たるべきもの若干を航空学校に分遣す）

２

既習者
各兵科将校下士にして操縦術終了後原隊に復帰せるもの（毎年１回約２
ヶ月）
（注）航空船及び繋留気球操縦者は主として気球隊にて教育す

- 268 -

３、機関将校の教育
機関将校の基幹としては帝国大学機械工科卒業者たる将校を採用しなお適任
者を選抜し航空隊材料廠及び航空学校に於て教育す
出典：「陸軍航空学校設立案（大正七年五月□日（筆者注：空白ママ））」
『制度改善書類』（防衛省防衛研究所）。
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付録５
臨時航空術練習委員の名簿
臨時航空術練習委員列次名簿

役職

現職

官

氏名

委員
長

交通兵団司令部附

陸軍少将

井上幾太郎

委員

航空第一大隊長

陸軍工兵大佐

河田四十一

委員

東京砲兵工廠名古屋機器製造所
長

陸軍砲兵中佐

笹本菊太郎

委員

航空第二大隊長

陸軍歩兵中佐

杉山元

委員

陸軍省軍務局課員

陸軍工兵中佐

杉原美代太郎

委員

交通兵団司令部附

陸軍工兵中佐

益田済

委員

陸軍兵器本廠附

陸軍歩兵中佐

中村祐真

委員

野戦砲兵射撃学校教官

陸軍砲兵少佐

太田和三郎

委員

交通兵団司令部附

陸軍砲兵少佐

浅田礼三

委員

交通兵団司令部附

陸軍歩兵少佐

市田太郎

委員

陸軍省兵器局課員

陸軍工兵少佐

梅戸綽

委員

陸軍省軍務局課員

陸軍歩兵少佐

児玉友雄

委員

交通兵団司令部附

陸軍工兵少佐

玉井要人

委員

航空第一大隊附

陸軍工兵少佐

高橋勝馬

委員

航空第一大隊材料廠長

陸軍工兵少佐

赤羽佑之

委員

野戦砲兵射撃学校副官

陸軍砲兵大尉

湯原惣助

委員

参謀本部部員

陸軍歩兵大尉

小笠原数夫

委員

参謀本部部員

陸軍歩兵大尉

酒井鎬次

委員

参謀本部部員

陸軍騎兵大尉

牧野正廸

委員

近衛歩兵第三連隊中隊長

陸軍歩兵大尉子
爵

鍋島直和

委員

陸軍歩兵学校教官

陸軍歩兵大尉

役山久義

委員

重砲兵監部部員

陸軍砲兵大尉

太田勝海

委員

交通兵団司令部附

陸軍一等主計

三登小六

委員

近衛歩兵第四連隊附

陸軍歩兵中尉

鈴木元

委員

歩兵第十九連隊附

陸軍歩兵中尉

小林碧

委員

野砲兵第一連隊大隊副官

陸軍砲兵中尉

間野一喜

委員

歩兵第六十七連隊附

陸軍歩兵中尉

黒川清
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委員

輜重兵第十八大隊附

陸軍輜重兵中尉

若林治郎造

委員

歩兵第四十九連隊附

陸軍歩兵中尉

瀧田元吉

委員

歩兵第四十二連隊附

陸軍歩兵中尉

朝比奈大樹

委員

野砲兵第十八連隊大隊副官

陸軍砲兵中尉

四宮俊彦

委員

歩兵第二十二連隊附

陸軍歩兵中尉

重松潔

委員

歩兵第六十二連隊附

陸軍歩兵中尉

梨岡壽男

委員

歩兵第五十四連隊附

陸軍歩兵中尉

人見幹雄

委員

歩兵第五十七連隊附

陸軍歩兵中尉

磐井文雄

委員

歩兵第三十八連隊附

陸軍歩兵少尉

諫山春樹

委員

歩兵第七十一連隊附

陸軍歩兵少尉

尾本喜三郎

委員

歩兵第八連隊附

陸軍歩兵少尉

恵藤第四郎

委員

歩兵第六十九連隊附

陸軍歩兵少尉

福澤定和

委員

歩兵第五十連隊附

陸軍歩兵少尉

江尻正三

委員

歩兵第二十九連隊附

陸軍歩兵少尉

栗栖猛夫

委員

歩兵第二連隊附

陸軍歩兵少尉

阿久刀川赳夫

委員

歩兵第二十連隊附

陸軍歩兵少尉

大村省吾

委員

歩兵第五連隊附

陸軍歩兵少尉

沼田英治

通訳

印東学

通訳

市川六郎

臨時航空術練習委員勤務者名簿

現職

官

氏名

航空第一大隊附

陸軍工兵大尉

伊藤赳

交通兵団司令部附

陸軍砲兵大尉

倉片深

航空第一大隊附

陸軍工兵大尉

山瀬十九二

電信連隊附

陸軍工兵中尉

菅波易二

交通兵団司令部附

陸軍工兵中尉

岩﨑安美

航空第二大隊附

陸軍歩兵中尉

瀬戸俊二

交通兵団司令部附

陸軍工兵中尉

深山成人

交通兵団司令部附

陸軍歩兵中尉

加藤正美

交通兵団司令部附

陸軍工兵中尉

牧野演

航空第一大隊附

陸軍輜重兵中尉

武田次郎

交通兵団司令部附

陸軍工兵中尉

長尾久吉

航空第一大隊附

陸軍工兵中尉

荒井三郎

交通兵団司令部附

陸軍工兵中尉

佐川績
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交通兵団司令部附

陸軍歩兵中尉

小澤武夫

交通兵団司令部附

陸軍歩兵中尉

小関観三

航空第一大隊附

陸軍工兵中尉

石田房雄

航空第一大隊附

陸軍工兵中尉

寺本志雄

交通兵団司令部附

陸軍工兵中尉

山名要

交通兵団司令部附

陸軍砲兵中尉

和田昌雄

航空第二大隊附

陸軍砲兵中尉

大塚寅雄

第一師団軍医部部員

陸軍一等軍医

梶井貞吉

航空第二大隊附

陸軍一等軍医

加藤美

航空第一大隊附

陸軍一等軍医

長谷信次

航空第一大隊附

陸軍二等軍医

権守央

航空第二大隊中隊長

陸軍工兵大尉

佐藤求巳

航空第四大隊中隊長

同

長澤賢二郎

航空第一大隊中隊長職務心
得

陸軍歩兵中尉

真壁祐松

出典：「臨時航空術練習委員列次名簿」「臨時航空術練習委員勤務者名簿」『練
習委員書類』（防衛省防衛研究所）。
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付録６
発動機製作班に関する仏国航空団終末報告

※下線は筆者による。なお、原史料には誤字と思われる表記が散見されるが原
文ママとした。また算用数字はアラビア表記とした。その他、転写の際のル
ールは論文本文に従った。
本書は発動機製作の指導に任ぜる仏国航空団員が仏国政府に提出すべき終末
報告書にして偶然手に入りたるを以て之を翻訳印刷せしめたり。
大正９年５月５日

臨時航空術練習委員

第１ 仏国航空団到着以前に於ける日本の飛行機用発動機の製作状況
１９１３年日本陸軍は初めて「ルノー」７０馬力の発動機を東京砲兵工廠に
て製作せり。然るに其の後、引続き同工廠にて「ダイムラー」１００馬力の製
作を試むるに至れり。斯くして此等２種の発動機は其効果良好なりしにより漸
次日本砲兵工廠にて製作せしも仏国航空団の日本到着迄は其製作数至って僅少
なりき。
第２ 航空団員の監督により実施せし製造作業の進捗状態
１９１９年（大正８年）２月
航空団の到着の当時に名古屋市に大なる発動機製造所を創設中なりしも未
だ作業を開始するの程度に至らざりき。同製造所に要する器械の大部は亜米
利加合衆国に於て購入し其多数は既に到着し名古屋に集積せり。
航空団は本製造所の作業開始を待つ間取敢ず仮工場を設け斬新の作業法に
より発動機製作の指導を開始するの有利なることを具申せり。之に対し日本
陸軍は相当の処置を講ずべきことを諾し其準備に着手せり。
１９１９年（大正８年）３月
仮工場の準備完成する迄は主として発動機製作用素材の試験に従事せり。
日本陸軍は「サルムソン」Ｚ９型２５０馬力発動機を製する方針を取れり
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蓋し（日本政府は同発動機の製作権を購入せしも未だ製作に関する図書類は
殆ど之を入手せざりき）又一方に於ては東京砲兵工廠内に講座を設け製作技
士及検査官に対し発動機製作に関する学科講習会を開催せり。
（此講義録は翻訳の後印刷し将来の教育資料に供せられたり。）
１９１９年（大正８年）４月
「サルムソン」式２５０馬力発動機製作の為仮工場を熱田（名古屋近傍）
に設くることに定められたり。
熱田兵器製造所は之がため空工場を提供し製作上必要なる器械を米国より
到着せる荷物より選出することとせり。仮工場にて先ず設備を施せしは機会
工場、製罐工場、組立工場、試運転場及検査場なり。尚熱田兵器製造所は必
要に応じ鋳造工場の一部を借与し鍛工作業用の加熱炉、健淬用加熱路、原料
試験用諸器械及実験場等の使用上便を与うることとなれり。
仮工場用建物を実施踏査を行い、所要器械を選出す。仮工場の設備図を調
整し日本側の承認を受く。
１９１９年（大正８年）５月
製作用器械仮工場に到着し、逐次に据付を行いたり。既定の計画に基き仮
工場の設備を完了せり。
製作用素材の準備に関する諸規格の調整（化学的成分取扱、物理的性質等）
製作に関する研究
１．鍛造作業―鍛造品及打貫部品並打貫型の製図
２．鋳造作業―鋳造模範、鋳型の製図、鋳入法の規定
３．熱作業―熱取扱の規定、ダイヤグラム（線図）の調整
４．機械作業―（工具及製罐）
各部品毎に作業順序を区分し詳細なる製作法の規定
去る３月に施行せし素材検査の結果、大森製鋼場（東京付近）より提出せ
る鋼類は大体に於いて良好なりしを以て該製鋼場に対し更に発動機１０台を
製作するに必要なる素材を注文せり。
１９１９年（大正８年）６月
大森製鋼所より注文品を送付し来り「ニッケル、クローム、タングステン
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鋼を除く外は全部合格せり」
ニッケル、クローム、タングステン鋼の研究を継続せり。一方に於ては発
動機各部品の鍛造作業を開始するに至れり。
１９１９年（大正８年）７月
「ニッケル、クローム、タングステン鋼」の研究を継続し、又一方に於て
は其成果不良なる場合を顧慮し代用品として２種の鋼を予定せり。
鍛造作業を継続
鋳造作業を開始
機械作業に於ては若干部品の荒削を開始
１９１９年（大正８年）８月
研究中の「ニッケル、クローム、タングステン」鋼及其代用品たる２種の
鋼を試験せしに、大森製鋼場より提出せる代用鋼の１種は其結果良好なりき。
発動機部品の鍛造作業は終了。但し「ニッケル、クローム、タングステン」
鋼を用ゆべき部品を除く。
鍛造作業は依然継続
機械作業に於ては部品製作を開始す
１９１９年（大正８年）９月
「ニッケル、クローム、タングステン」鋼の研究は依然続行せり。
大森製鋼場より提出せる第２種代用鋼は未だ合格に至らず
鋳造作業継続
機械作業継続
製罐作業を開始
１９１９年（大正８年）１０月
試験の結果「ニッケル、クローム、タングステン」鋼は「サルムソン」式
発動機製作の為良好なる強度を有することを認めしに依り之を受領せり。此
際大森製鋼場は此結果を大に喜び事後標準規格に適合すべき該鋼の研究を継
続すべきことを申し出たり。
鋳造作業終了
製罐作業に於ては若干成品を見る
機械作業継続
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曲軸の任上に適合せざる器械を以て仕上作業を実施せざるため作業困難
にして且遅延せり。
鋼の電気鍍金装置の設備
部品熱取扱中不必要の部分に炭化を防止するため鋼鍍金を以て保護する
ためなり。
１９１９年（大正８年）１１月
「サルムソン」発動機用特殊鋼の問題は全く解決を見たり。
「ニッケル、クローム、タングステン」鋼製部品の鍛造作業
鋳造作業に関する諸問題も解決せられたり。唯治塞の鋳造は尚研究の余地
あるも、良結果に達すべき見込充分なり。
機械作業に多少の遅滞あるも進捗しつつあり。
製罐作業は組枠及器具の不足のため著しく遅延せり。
１９１９年（大正８年）１２月
製罐作業の進捗は改善せられたり。
機械作業に於ては第１号発動機の平衡試験に必要なる部品を製出せり。
第１号発動機の平衡試験に着手せしも活塞の重量過大なりしため中止せり。
１９２０年（大正９年）１月
活塞の過重を修正せし結果、却って軽量に過ぎしを以て更に鋳型の改正に
つき研究せり。
製罐作業は依然順調に進捗せり。
機械作業に於ては第１号発動機の組立に要する部品の製作を終りしも、精
密なる検測器現在せざりしため若干部品に就き公差範囲を脱せるものあり。
是単に部品を交換可能性を失うに止むるも此事たるや頗る重大の問題なり。
日本人は此点に関し重要視せざるの風あり。
第１号発動機の組立を著しく遅滞せしめざる為、前記の不良部品を使用す
ることとせり。之がため第１号発動機に対しては特別の予備部品を準備する
の已むを得ざるに至れり。
但し航空隊に支給すべき第２号以下の発動機に対しては斯くの如き姑息手
段を再びせざるため必要なる処置を講ぜり。
第１号発動機に対する平衡試験を完了せり。次で組立作業を継続せしも、
曲軸室との取付具合の不良のため一気筒を除外するに至りたる結果、組立作
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業を中止せり。
１９２０年（大正９年）２月

第１号完成

活塞は適当なる重量を得るに至れり。
製罐作業の進捗は順調なり。
機械作業も漸次良成績を以て進捗し、第１号発動機に対する機械作業は全
然完了せり。
２月１６日、第１号発動機の組立を終る。
第２発動機の組立に着手し、平衡試験を終了す。
第１号は３時間摺合運転を行いたる後、分解検査を行えり。
（特例）次で４時間の受領試験を行いたるに、成績頗る良好にして、其馬力
は所定のものよりも１６馬力を超え、而も揮発油の消費量は２５０瓦の定量
に対し僅かに２１５瓦にて足るを認めたり。
１９２０年（大正９年）３月
製罐作業は順調に進捗す。
第２号発動機は３月１５日組立を終り試運転の準備完了せり。
尚発動機各部品の機能を点検し且製作法の適否を検する目的を以て第１号
発動機に対して５０時間の耐久試験を施行することに決定せり。耐久試験の
初期に於て試験用「ムリネ」（特種の螺旋機）破断したるため一時中止し、
其後左の如く試験を実施せり。
６時間運転

３回

６時４５分間運転

２回

８時３０分間運転

１回

１０時間運転

１回

運転状態極めて良好なりき。
全試験間に於て弁の点検及摺合を行うの必要をも認めざりき。而して唯一回
水の遁逸を防止するため唧筒及発電機の支台を部分的に分解せるのみ（唧筒
軸の「メタル」を交換せり）
更に３時間半連続運転の後、試験を終了せり。
耐久試験の初期及及終期に於ける最大馬力は殆んど変化なせりき。即ち
最初の５時間に亘る試験に於て平均２５７馬力、５５３時間半運転後の５分
間に於て平均２５３馬力。
若し試験間に於て弁の摺合を行うときは一層良好なる結果を得たるべし。
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一馬力一時間に対する揮発油の消費量も極めて良好の状態にして、試験の初
期に於ては２１０瓦、全試験の主期に於ては２２７瓦なり。之を定量２５０
に比するときは揮発油の消費量なるを知るべし。
（注意

試験実施間、天候不良にして度々強雨ありし為め気化作用不良なりし

ため最大馬力を多少減少せられたり）
第２号発動機は試運転台の不具合なりし為、２，３の事故ありしも、次の試
験の後受領試験に合格せり。
連続４時間の運転

１回

分解検査の結果、何等異状を認めず。
組立後、更に３０分間の試験

１回

第１号発動機に就て行いたる５０時間の試験の結果に徴し、第２号発動機の
機能に対しても充分の保証を与うることを得べく、従って第２号発動機は日
本航空部に引渡さるる筈なり。
１９２０年（大正９年）４月
以上数回の試験により製作の結果良好なるを認めたるを以て、日本陸軍は
大森製鋼場に８０台分の発動機用鋼を注文せり。
熱田の仮工場は開設後１年にして閉鎖し、新築せる機器製造所に移り、本
月中第３、第４、第５号の３発動機の機械作業を終了する筈なり。
第３

仏国航空団の帰国に際し日本の発動機製作に関する所見

熱田工場に於ける僅々１カ年間の作業より得たる結果は次の如し
第１号発動機は普通検査の後更に５０時間に亘る試験を施行し、諸？の点検
及摺合を行わざりしに拘らず良好なる結果を呈せしを以て、爾後製作の発動機
は陸軍航空部の採用することに決定せり。
第２号の発動機は単に普通受領検査を経たるのみなりしも、其結果良好なり
し為「サルムソン」式２型偵察用複座飛行機にとして採用せらるる筈なり。
日本陸軍は仏国航空団員の指導に従い新作業法に依りて発動機製作に着手し、
多数製作のため殆ど仏国に於けると同様の諸工具を採用するに至れり。
最初に製出せる２個の発動機が何れも其試験の結果良好なりしを以て、日
本に於て日本に於て仏国器材の価値を認めらるるに至り、８０台分の原料を
注文せるは実に其例証なり。
現在日本に於て「サルムソン」発動機製作のため原料を準備し、或は注文
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中のもの１５０台分にして之を分類せば次の如し。
第１次製作（日本の原料） １０台
第２次製作（日本の原料） ８０台
第３次製作（仏国の原料） ６０台
要するに「サルムソン」式２５０馬力発動機は爾後日本に於て製作するこ
とに決定せられたり。
尚熱田仮工場は約１ヶ年其作業を継続したる後閉鎖し、新築機器製造所引
移れり。而して此の新製造所に於ける製作能力は日製３台と打算し得べし。
機器製造所は２万６千平方米の地域を有し其機械工場は４００台の新式器
械（大部は亜米利加装備し約８千平方米の面積を有せり。
目下、機器製造所は発動機のみの製作を目的とせるも仏国航空団の提言に
より発動機に応ずる飛行機を製作する為更に工場を新設する筈なり。
第４ 一般に関する批評
１．日本人は模擬に長ずるも之を応用することを知らず
２．自己の行為が如何なる結果を生ずるやを考慮せざるが如し
３．責任を怖れ上官の命を待つ
４．修得せる事項は自己の独特の技能となし他に伝うることを欲せず
５．指揮は形式を以てす労働党を怖るるものの如し
６．厳重なる監視下にあるも工場内喧騒なり
７．秩序並組織は不備なり
８．実行極めて緩慢なり
９．公差と交換性との緊要なることを了解せず
１０．手先の仕事を以て能となす（鋏と針金との仕事）

職工に関する注意事項

熱田に於ける全作業期間尤も困難を感じたるは職人の欠乏なり。之が為作業予定に
著しく遅滞を生じたるは已を得ざることと云うべし。
抑も職人の斯く欠乏を告げしは大阪及東京に於ける各私設工場の豊富なる給金手当
金の引力に依るものにして陸軍工廠の如き薄給庁は日々転職者を醸造するの感なき能
わざりしを以てなり。

附記
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本報告書には熱田仮工場及機器製作所の一般図、発動機製作班の編成、職工賃金表
及本邦に於ける技術者養成の系統図並に工場内写真数葉を添付しあるも訳書中には之
を省略す。

出典：「発動機製作班に関する仏国航空団終末報告
名古屋」
『練習委員資料』（防衛省防衛研究所）。
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１９２０年４月３日

於

付録７
陸軍航空部組織図
本部（東京）

補給部（東京）

長

少将

井上幾太
郎

長

副官

工兵中尉

寺本志雄

部員

部員

歩兵少佐

市田太郎

部員

部員

砲兵少佐

櫻井養秀

部員

部員

歩兵大尉

値賀忠治

附

部員

歩兵中尉

伊庭三郎

附

検査官

工兵少佐

徳川好敏

附

騎兵大尉

岡楢之助

部員

歩兵中尉

小澤武夫

部員

検 査 官 （ 所
澤）

砲兵中尉

佐藤政城

附

附

一等主計

三登小六

附

検 査 官 （ 所
澤）
検 査 官 （ 所
澤）

砲 兵 大
佐
歩 兵 中
佐
工 兵 大
尉
砲 兵 中
尉
工 兵 上
等工長
工 兵 軍
曹
砲 兵 二
等
鍛工長

所澤支部

掛 札 秀 之
介

長

中村祐真

部員

村上靖直

部員

大塚寅雄

部員

臼井六郎

部員

中 川 兵 之
助

部員

加 藤 音 三
郎

部員
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工
佐
工
佐
工
尉
工
尉
工
尉
歩
尉

兵 中
兵 少
兵 中
兵 中
兵 中
兵 中

歩 兵 中
尉
工 兵
尉
砲 兵
尉
工 兵
等
工長
工 兵
長

中
中

益田済

長

少将

有川鷹一

玉井要人

教官

砲兵少佐

浅田礼三

岩崎安美

教官

工兵少佐

赤羽佑之

深山成人

教官

砲兵大尉

倉片深

佐川績

教官

歩兵中尉

坂口四郎

小関觀三

教官

工兵中尉

牧野演

中澤治平

教官

歩兵中尉

安邊浩

山名要

教官

歩兵中尉

松岡勝蔵

和田昌雄

研究部部
員

工兵少佐

松井命

木下儀三

研究部部
員

工兵大尉

井上乙彦

堀江辰吉

研究部部
員

工兵大尉

築山一郎

上

曹

航空学校（所澤）

検査官附（所
澤）

工兵上等工
長
工兵上等工
長

附

工兵曹長

永持治朗

附

一等主計

麻生一平

附

工兵曹長

郡司由松

附

一等軍医

寺師義信

附

一等計手

澤田大次
郎

附

兼一等軍医

長谷信次

附

属

小森瑞枝

研究部附

技師

岩本周平

附

属

鈴木八郎

附

砲兵上等工
長

榊原辰三郎

検 査 官 （ 所
澤）

工兵中尉

岩崎安義

附

砲兵一等鍛
工長

辻政雄

検 査 官 （ 所
澤）

兼 （ 航 空
１）工兵中
尉

林末松

附

一等計手

久保勝義邦

附

属

毛利増吉

附

技手

阿部清治

附

技手

関根幸雄

附

小林堅治

附

技手

中里五一

石丸博

附

技手

吉原作夫

研究部部
員
研究部部
員

歩兵中尉

加藤正美

工兵中尉

長尾久吉

材料廠

長
附
附
附

出 典 ：「 陸 軍 航 空 部 職 員 表

大 正 ８ 年 ６ 月 １ ６ 日 」『 重 要 書 類 綴 』 （ 防 衛 省 防 衛 研 究 所 ）。
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工兵少佐
兼歩兵中
尉
兼歩兵中
尉
技師

吉田鍔郎
小関觀三
中澤治平
伊東信二

付録８
大正１１年 陸軍航空学校操縦術修業者人名一覧表
修業年
次

学生種別

科別

大
正
9
年
度

第１回
短期操縦
学生

駆逐科

氏名

工兵中尉 水谷良蔵
歩兵中尉 河井田義匡
騎兵中尉 今田徹
工兵曹長 森作蔵

偵察科

歩兵大尉 加藤尹義
工兵大尉 小島寅雄
砲兵中尉 近藤源三郎
歩兵中尉 樋口正治
工兵曹長 中山敢造
工兵曹長 中根常四郎

第２回
短期操縦
学生

駆逐科

修業年
次

学生種別

科別

大
正
10
年
度

第１回
短期操縦
学生

偵察科

歩兵大尉 曽根誠三

歩兵中尉 秀島正夫

官

氏名

歩兵大尉 木下正信

学生種別

科別

官

歩兵中尉

佐田侃三

歩兵少尉

立山武雄

砲兵中尉

篠原直大

砲兵中尉

松谷和之

輜重兵
中尉
騎兵中尉

荒川安蔵

砲兵中尉

吉田俊

騎兵少尉

吉満胤俊

砲兵中尉 小野崎仁

歩兵少尉

上田貞楠

騎兵中尉 今村久

騎兵少尉

光岡明

砲兵中尉

林三郎

歩兵中尉

畑島定

歩兵少尉

佐倉光一
一寸木亀
之助
小沼浅次
郎
田中勘兵
衛

砲兵中尉 渡邊四郎
歩兵中尉 山本辰雄
歩兵中尉 小島幸延
工兵特務 堀江辰吉
曹長
工兵曹長 大橋秀次郎
歩兵曹長 藤葉尚
工兵軍曹 西島道助

大
正
11
年
度

歩兵中尉 古谷健三

長期
操縦学生

駆逐科

偵察科

第１回
短期操縦
学生

駆逐科

工兵中尉

工兵曹長 町田三郎

工兵曹長 熊倉米吉

工兵曹長 田宮清

工兵軍曹 高間隆太郎

歩兵大尉 服部券太郎

騎兵軍曹 田口信雄

工兵曹長

騎兵大尉 立松芳次郎

歩兵軍曹 末宗武義

工兵曹長

歩兵大尉 神津幸右衛
門

大

歩兵軍曹 美濃勇一
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氏名

歩兵中尉

騎兵大尉 中山頼道

駆逐科

修業年
次

小川小二
郎
供野快介

歩兵大尉 溝口護命

第２回
短期操縦
学生

歩兵中尉 近藤兼利

偵察科

大

官

大

工兵軍曹

花澤友男

歩兵中尉 立見文三郎

正
９
年
度

輜重兵
西尾三郎
中尉
輜重兵
近藤三郎
中尉
工兵曹長 木下耶麻次
工兵曹長 森川武夫
輜重兵
乾将顕
曹長
工兵曹長 小澤廣延
歩兵軍曹 山中義輔
臨時操縦
学生

大
正
10
年
度

第１回
短期操縦
学生

駆逐科

歩兵大尉 中林済

偵察科

正
１
０
年
度

歩兵大尉 手島恒久
歩兵中尉 西田健之助
砲兵中尉 波多野赳夫
夫
砲兵中尉 織田喜代治
砲兵中尉 中西保頼
工兵特務 今井万作
曹長
工兵曹長 山崎藤造
工兵曹長 遠藤辰三郎
騎兵曹長 兼松重則

正
１
１
年
度

偵察科

砲兵中尉
工兵中尉

岡田巳三
夫
丸山末男

歩兵中尉

小林孝和

歩兵中尉

福田汀

歩兵少尉

田島可也

工兵特務
曹長
工兵曹長

新井富次
郎
土屋剛

砲兵曹長

伊藤定行

歩兵軍曹

藤村友槌

騎兵中尉 藤岡文雄

歩兵曹長 岡崎甚三郎

歩兵軍曹

金澤六郎

偵察科

歩兵中尉 三木亀太郎

工兵曹長 小西二八

工兵軍曹

工兵軍曹 海老根末吉

砲兵軍曹

駆逐科

輜重兵
伊藤武夫
少尉
輜重兵
谷甚吉
大尉
歩兵中尉 青木武三

工兵軍曹 西川重太郎

砲兵軍曹

中原範四
郎
小島佐三
郎
尾久礼三

歩兵軍曹 佐藤一郎

工兵軍曹

緒方喜芳

歩兵軍曹 斎藤国三郎

工兵軍曹

米澤太平

臨時操縦
学生

輜重兵
大柴榮
中尉
騎兵中尉 思田謙蔵

偵察科

騎兵軍曹 中野清澄

工兵軍曹 山口尤松

歩兵軍曹 富所留三郎

工兵軍曹 正木清隆

歩兵軍曹 福島茂重

備考
1.短期操縦学生は各隊に於て基本操縦術を修得し本校に於て高等操縦術を修業せしものとす
2.臨時及長期操縦学生は本校に於て基本操縦術より教育せしものなり
3.本表の外航空局依託第１期操縦生10名を大正10年度に於て教育せり

出 典 ：「 卒 業 」『 大 正 １ １ 年

公文備考

巻５５

航 空 １ 』（ 防 衛 省 防 衛 研 究 所 ）。
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付録９
日本陸軍航空に関する仏国「ジョノー」少佐の意見

（一）日本国の有する航空力（飛行隊、気球隊、特殊砲隊その他諸勤
務特に飛行機の武装及び航空無線通信）は尚大に拡張せられざるべ
からず。蓋し航空力は将来戦に於て益々重要なる任務を負担すべけ
ればなり。之が為要すれば他兵種殊に騎兵及歩兵の予算を削減し、
之を以て航空の予算を増加するを有利なりとす。
（二）極東に於ける制空権を確保する為、日本は漸次航空省の創設及
航空兵科の独立を策するを要す。
然れ共、今直に之を実行せんとするは稍過早なるべし。即ち貴国
は目下陸軍は仏国飛行家、海軍は英国飛行家の各援助の下に其の進
歩発達を図りつつあるを以て、円満なる発達を遂ぐる迄は依然之等
各国の指導に依るを適当なりと認む。
（三）然れども今より遠距離行動用大独立飛行隊を海陸軍両飛行隊以
外に建設するの緊切なることは敢て之を断言して憚らざる所なり
（ 秘 一 号 （ 筆 者 注 ： 不 明 ） を 参 照 ）。
日本国は地形上山地多き為飛行場を得ること困難にして、国土は
長大なる距離に延長し、而も亜細亜大陸とは大海を隔てて相対し、
天候雲霧多きを以て日本国に小飛行機の採用は一考を要すべきもの
と認めらる。
此に於てか、数発動機数座の飛行機（実際に於て故障少く大なる
行動半径を有し無線電信電話機を有す）は日本の将来の為、大に貢
献する所あるべきを信じて疑わず。
（四）小官が在邦一ケ年間経費節減問題に就て縷々耳にする所なり。
之が為陸海両軍の航空技術の研究試験及製造購買事業を統一するは
目下の急務なるべし。
又類似の発動機は各異の外国より求むることを継続すべからず。
新式飛行機の研究、例えば所沢に於て研究せる事項は直ちに海軍
に、又海軍の研究は直ちに陸軍に採用せられざるべからず。
陸海軍若しくは民間飛行機の翼型は同一とし、只其胴体のみを異
にし必要に応じて交換し得べきものたらしむるべし。
即ち小官は、一国の民間飛行機は全部戦時動員の際は軍用飛行機
へ改造し得べく、又此の如くなし得ざるべからざるを信ず。
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（五）軍用航空機の製作を火砲又は軍艦と同一視し、海陸軍兵器製造
所に於て製作せんとするは適当ならず。
是れ飛行機は単に製作したるのみにては実地試験の結果、実用に
供し得るや否や予め逆賭すべからざるを以て、之を広く民間に求む
る事なく１、２の官設工場の建造にのみ待たんとするが如きは優良
なる製品を得るの道にあらざればなり。
故に小官は講義中（筆者注：判読不能）国家は其の必要とする各
型飛行機を少なくとも５製造所に於て製作せしめ、１ケ年間の実地
試験後、其内の良好なるもの二箇を選定し、各１中隊分を注文し更
に１ケ年間中隊に於て試験せしめたる後、最も良好なるものを採用
するを要することを述べたり。以て参照せられたし。
（六）小官は将来現在の程度の航空船及水上飛行艇の空中戦闘は惹起
せざるべしと為すものなり。
航空船及飛行艇は速度緩にして操縦自由ならざるを以て、我飛行
機の行動し得る範囲に於ける海上よりは容易に駆逐せられ得べし。
遠洋偵察の為には遠距離行動飛行機は十分航空船に代うることを
得べし。又将来５０乃至１００人乗の遠距離行動の水上飛行艇を製
作せらるべく、現に米国は専ら之が研究中なり。
然れども右飛行艇は尚未だ研究時代なるを以て、従って小官は今
暫く時期の至るを待つを適当なりと思考す。
（七）小官の考案に依る日本に於て採用せらるるを可とする各種飛行
機（陸軍軍用及遠距離行動用のみを列挙せり）の諸元は別表の如し。
該表は小官の日本に於て行いたる５０回の講演を（筆者注：判読
不能）したる結論なり。
之に依りて日本国の全飛行隊は単に３種の発動機（軽重量イスパ
ノ型１、堅固なるロレーヌ型１、中間のサルムソン型１）を装着す
る１２種の飛行機を採用せらるるを得べく、従て他の型種に属する
発動機の製作権を求むる如き必要なかるべし。
該表に示す飛行機の各種原型を以て今より１ケ年半（１９２４年
３月）以内に実地試験を完了し、且此時期に於て武装及無線電信の
試験を行うべし。
小官は此の時に当りて最も完成せる空中無線機を仏国に就て購買
せられ、又１乃至１０００吉瓦の爆弾及機関銃、機上軽砲の製作を
準備せられん事を建言す。
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軽砲は後座式のみに依らず、電気装置により発動機の力を利用し
て操作し「フィルム」にある写真機をも同時に機械的に動かしむる
ものを可とす。
結論
以上開陳せる小官の意見を採用せらるれば小官の最も光栄とする
所にして、海軍の遠距離行動用飛行機及民間飛行界に於ても大いに
価値あるものなるべし。
孜孜として倦まざる日本航空界は、３、４年を出でずして在来の
旧式器材に悩まされつつある諸強国を凌駕することを得べし。
添付資料：
・ジョノー少佐理想案に基く飛行機諸元表
・ 遠 距 離 行 動 用 A L - 1 4 型 の 製 作 飛 行 諸 元 及 武 装 の 研 究 の 概 要 （「 ボ ア
ッソン」氏考案）を具申す
出 典 ：「 秘 密 意 見 書 第 ４ 号
少佐の意見

日本陸軍航空に関する仏国「ジョノー」

陸軍航空部印刷

大 正 １ １ 年 ８ 月 ２ ５ 日 」『 参 考 書 類 綴 』

（ 防 衛 省 防 衛 研 究 所 ）。
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付録１０
陸軍航空制度研究委員案

陸軍航空本部編制表

１．現在の陸軍航空部を改編して陸軍航空本部と改称し、同本部長は陸軍大臣に隷す。
陸軍航空本部は陸軍航空に関する諸般の調査、研究、立案及航空兵科専門教育の整一進歩並航空器材の
整備、貯蔵、補給及検査を掌る。
２．陸軍省兵器局の器材課に於ける航空器材の業務を軍務局の航空課に併合す。
３．陸軍航空部隊に要する諸経費は一括して陸軍予算中に「航空費」なる費目を設け別途に積算す。
４．陸軍航空本部に次の諸機関を隷属す。
イ．航空諸学校
ロ．航空技術部
ハ．航空廠
ニ．航空工廠
５．陸軍航空本部は本部長の下に 1 名の次長を置き本部の内部は業務の種類に依り之を３部６課に区分し、
其編制を次表の如くす。
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陸軍航空本部編制表
本部長
１

計

中将

次長
１

少将

区分

人員

第
部

１

長
佐１

大

第
部

２

長
佐１

大

第
部

３

長
佐１

大

将校同相当官及技師

６４

准士官下士判任文官

課長
大（中）佐６

部員
中（少）佐 １０
少佐 ４
大尉 １４
尉官 １７
副官 大（中）尉
２
主計 主計正 １
主計 １
技師 ３

准士官 ８
下士・判任文官 ６
９
（内技手 ２３、計
手２）

７７

備考
（１）本表定員の外、必要に応じ航空器材検査の為、尉官、准士官、下士、判任文官若干名を増加するこ
とを得
（２）部長の内２名は少将を以て充つることを得
（３）技師は高等官３等以下とし又技手の内６は航空技手とすることを得
出 典 ：「 報 告 第 ５ 号

平時陸軍航空諸機関及制度

大正１１年１月３１日

太 郎 」『 陸 軍 航 空 制 度 研 究 委 員 書 類 』（ 防 衛 省 防 衛 研 究 所 ）。
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陸軍航空制度研究委員長

井上幾

付録１１
陸軍航空組織図

軍務局航空課

陸軍大臣

航空本部長

陸軍航空本部

１．制度、編成、動員其他航空兵の本務
関係事項
２．航空兵下士以下の補充に関する事
項
３．航空に関する事項
４．陸軍航空本部、陸軍飛行学校に関す
る事項

総務部

技術部

補給部

検査部

１．航空に関する事項（被服に
関する事項及他部主管の事項
を除く）の調査研究及立案
２．航空兵諸軍隊本科専門教育
並航空兵諸軍隊練習部に於け
る教育に関する事項
３．陸軍飛行学校に関する事項
４．庶務及経理に関する事項
５．他部の主管に属せざる事項

１．航空に関する器材の
調査、研究、試験、立案
及審査
２．航空に関する気象及
衛生の調査、研究、試験
及立案
３．航空に関する器材制
式の統一及同制式図の
調整整理に関する事項

１．航空に関する器材の
修理及廃品処分に関す
る事項並技術部の依託に
係る器材の試作
２．航空に関する器材の
購買、貯蔵又補給に関す
る事項

１．航空に関する器材の
採用検査に関する事項
２．民間製造所に注文し
たる航空に関する器材の
製造並修理作業の監督
に関する事項
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所澤陸軍飛行学校
材料
廠

研究
部

教育
部

下志津陸軍飛行学校
本部

１．操縦学生教育 将校約 70 名 ９ヶ月
２．機関学生教育 将校下士約 30 名 １
１ヶ月
３．依託操縦学生教育 約 5 名 ８ヶ月
４．教育、器材、気象、衛生等に関する
研究

教導
隊

材料
廠

研究
部

教育
部

明野陸軍飛行学校
本
部

１．戦術学生教育 将校約 10 名 ８ヶ月
２．偵察学生教育 将校約 30 名 ４−６ヶ
月
３．操縦学生教育 将校下士約 30 名 ４
−６ヶ月
４．偵察、観測、連絡、通信、写真等に関
する研究

材料
廠

研究
部

教育
部

本
部

１．射撃学生教育 将校下士約
50 名 ２−６ヶ月
２．空中戦闘、空中射撃、火器取
扱等の研究

出典：「帝国陸軍航空部隊概況一覧表 其の１ 官衙学校」（「航空一般（５）」『大正１４年 公文備考 巻４３ 航空』）
(防衛省防衛研究所) 及び「陸軍航空本部事務分掌規程（陸逹第２３号、大正１４年５月４日）」『官報 第３８０７号（大
正１４年５月４日）』（国立公文書館）。
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付録１２
航空兵科独立をめぐる井上少将とフォール大佐のやりとり

井：我が航空界は目下寄合世帯の姿なるを以て、一兵科としての精神的完結に
乏しく、為に諸種の点に於て遺憾を感ずる事多し。故に今回航空兵科を新設
せんとするの議あり。之に関する大佐の意見を承りたし。
フ：それに関しては大要次のごとき２点の大なる困難あり。航空兵科の将校は
其の任務達成上他兵科の事情に精通しあるを要す故に、航空兵科の将校に歩、
騎、砲、工各兵種の出身者あるは決して避くべき事ならざるのみならず、寧
ろ便とする次第なり
第二は昇進及び補充に関する事なり。航空兵科の将校は其の兵科の特質上
昇進の甚だ迅速なるを要す。固有の航空兵科を新設すれば昇進に不便なり。
引いて志願者の減少を来し其の補充に困難を感ずるに至らむ。
井：第一の問題は容易に解決し得べし。
フ：然り。航空兵科の将校をある期間他兵科に派遣するの方法を取れば不可能
にはあらず。
井：第二の問題に関しては、固有の航空兵科にても昇進を速にするの方法を取
れば可ならむ。
フ：果たして可能なるや。
井：他兵科に於ける下級者と上級者との割合を図の如しとすれば、
上級

下級
航空兵科に於ける其割合を図の如くするの成算なきに非ず。
上級

下級
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フ：各兵科の将校を一時航空兵科とし、ある期間の後原兵科に復帰せしむる方
法にては如何。
井：日本陸軍にては、例えば一将校航空兵科となりたるため、同期出身将校よ
り上級となりてある期間の後原隊に復帰し、上級の職務を取るがごときこと
は風習上決して実行し得べきことに非ず。
フ：例えば航空兵科にある期間を６、７年間とすれば、その間に左程原兵科専
門の事を忘るる恐も非ざるべく、又其の人は他の人に比し航空兵科専門に属
する学術科を余分に習得せる訳なれば、上級に立つも職務執行上差し支えな
きに非ずや。
井：日本に於ては実施困難なり。又仮進級の方法と雖も効果なし。如何となれ
ば本人は其の一生より見れば何等進級せざると同様なればなり。加之数年の
後原兵科に復帰したる場合を考うるに、原兵科専門の事に関し引き続き其の
兵科にありし者に比して一籌を輸するは当然なるを以て、其の者の原兵科に
於ける前途は頗る暗澹たるものなるべし。従って此の方法による時は航空兵
科に居る将校は常に自己の将来に関し不安の念を抱くに至り、万事に不結果
を見るべきや必せり。
フ：航空兵科の昇進は格段に速かならざるべからず。固有の航空兵科として昇
進を速ならしむる事が実行し得るものとすればそれも不可なからむ。然れど
も其のごとくして上長官に昇進したるもののその後は如何。
井：昇進の頗る速ならしめて、ある階級に達したる後は已むを得ず其の一部は
予備役に転ぜしむ。
フ：志願者の減少を来たし補充困難なるに至るがことなきや。
井：昇進を速ならしめ且つ種々の特点を与うれば補充に困難を感ぜざる見込み
なり。例之大学校入学の条件を有利ならしむるがごとき件に関しては現に考
究中なり。
フ：航空兵科に於ては優秀なる操縦者は大に優待し、其の昇進のごときも特に
速ならしめざるべからず。然るときは優秀なる操縦者は大学校に入るの暇に
乏しく、大学校入学者は劣等操縦者に限るの奇現象を呈するに至らむ。此の
点大いに考慮せざるべからず。
井：或いは然らむ。その点は大いに注意すべし。
フ：航空隊の隊長のごときも大学卒業者のみに限らず、多くは操縦者出身を以
て充つるを可とす。
井：隊長としては主として頭脳を要する故又趣を異にする点あらむ。
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フ：要するに固有の航空兵科を新設する事は仏国の経験より見るも前述のごと
く諸種の困難あり、就中昇進の関係上優良なる志願者を得る事困難なり。故
に之が実施にあたりては諸方面より研究して不都合を生ぜざる如く、大いに
細心の注意を要す。
井：諾。
出典：「議題

航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加え新たに航空兵科を設く

るを適当とす

大正８年１０月１３日制度調査委員会」『重要書類綴』(防衛省

防衛研究所)。
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付録１３
民間航空事業監督奨励に就て

大正８年８月２５日

航空部

本邦に於ける民間航空事業を発達せしめんが為には政府の奨励援助を必要と
す。而して其の目的とする所は概ね次の二なり。
１

戦時に於て航空員の募集及器材の補給を容易ならしむること。

２

施政及商工業上に航空機を応用すること。
前者は直接国防問題に関するを以て陸海軍当局者の当然管理すべき所にして、

第２項の事業に使用せらるる航空員及航空器材の大部は有事の日国防上に利用
せらるべきを以て之に対しても或る程度まで陸海軍に於て其の監督に干与すべ
きものとす。
第１、戦時に於て陸海軍部外の航空員及航空器材の利用
戦時国防上必要なるべき航空員及航空器材を常時完全に整備し置くことは経
済上到底許さざる所とす。故に有事の際民間に於ける航空員及航空器材を利用
し得るの手段を講じ、国防上遺漏なきを期せざるべからず。之が為には民間に
於ける航空員の養成及航空器材の製作を奨励し、之に依て得たる人員と器材と
は多方面に於て応用の途を開くこと肝要なり。
民間に於て製出せる器材は、如何なる方面に使用せられつつあるも有事の際
陸海軍が直ちに之を利用し得んには軍事上の見地より定めたる或る条件を具備
せしむべきこと無論にして、陸海軍当事者は製造家に適確なる指針を与え、製
作中及完成後に於て検定を行うこと必要なる。
第２、陸海軍部外に於ける航空機の用途
民間に於ける航空事業の発達を促進するには航空機応用の途を開拓するの必
要なるは既に述べたるが如し。而して陸海軍部外に於て航空機を利用すべき方
面を求むれば次の如し。
郵便、旅客の輸送、貨物の運搬、空中路による連絡、高空気象の観測、航空機
関・航空警察（国際航空条約の締結と共に必然起こるべき問題なり）、興行飛
行、遊覧飛行
以上列記せる事業中には政府事業として管理すべきもの多しと雖も、之に使
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用する航空員及航空器材は主として民間に供給を仰ぎ、政府は民間航空業者を
援助監督するの策に出つるは政府事業並に民間の商工業の発達を期待する主旨
に命ずるものとす。
第３、民間航空事業の発達を期するため政府の執るべき処置
政府が民間航空事業の発達を促進せんと欲し執るべき処置は大要監督及奨励
の二とす。
其一、航空事業の監督
１、民間航空事業取締法の制定
（イ）機械の検査
（ロ）操縦者の検査（操縦免状の下付）
（ハ）国際航空路及着陸場の規定
（ニ）航空禁制地帯の規定
（ホ）機体の登録
（ヘ）機体の標識
（ト）信号に関する規定
（チ）損害賠償規定
（リ）興行飛行の規定
（ヌ）遊覧飛行の規定
（ル）郵便飛行の規定
（オ）航空員養成に関する取締
（ワ）航空救難に関する規定
（カ）航空機に依る輸送禁制品の規定
（ヨ）航空機上無線電信備付に関する件
（タ）航空日誌
（レ）航空に関する罰則
（ソ）航空機に対する法令の適用
２、航空警察の設置
３、航空税関
４、民間航空団体の監督
其二、民間航空事業奨励援助に関する事項
１、民間に於ける航空機の製作
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（イ）製作上の指導
（ロ）製作品に対する検査及試験
（ハ）製作品の採用
（ニ）製作品に対する懸賞
（ホ）製作品に対する補助
（ヘ）陸軍に於て民間技術者の養成
（ト）製作用素材の供給
２、民間操縦者の養成
（イ）民間操縦者を陸軍に於て養成
（ロ）民間飛行学校へ教官の派遣
（ハ）民間操縦者の特別任用
（ニ）懸賞飛行
（ホ）保険に関する件
３、民間航空団体に対する国庫補助

出典：「民間航空事業監督奨励に就て

大正８年８月２５日

類綴』（防衛省防衛研究所）。
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航空部」『重要書

付録１４
空軍組織問題に関する特別委員会の意見
（概要）

※

原史料にならい、（陸）は陸軍、（海）は海軍、（共）は共通の意見である。

（１）憲法上より見たる利害
（共）帝国憲法第１１条及第１２条に「陸海軍」とあるのは国軍の意味であ
り、航空機の出現をもって直ちに憲法改正の必要はない。
（共）仮に憲法改正を要するとしても憲法７３条により議会に諮ることとな
るが、議院はこれに対し可否を決することしかできないので統帥大権に
累を及ぼすことはない。
（海）憲法上の規定がなくとも結局空軍の統帥・編制権は天皇に属すること
となるが、陸海軍の統帥・編制権は憲法上のものであるのに対し、空軍
のそれは憲法以外のものとなり、軽重の別を生じる恐れがある。
（海）いずれにせよ、憲法改正をした方が明確ではある。
（筆者参考）
第 11 条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第 12 条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
第 73 条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ
帝国議会ノ議ニ付スヘシ
２ 略
（２）国防上より見たる利害
（共）防空上、兵力の重複を避けることで他方面に国防上の欠陥が生じる
ことを防ぐことができる。また陸海軍に必要な分は空軍から転用するこ
とにより「分合自在」の利がある。これは寡少な航空兵力で防空を全う
しなければならない我が国に特にあてはまる。
（共）協同作戦及び航空兵力使用に関する陸海空三者の協調が困難である。
（海）用兵の要点は各兵力を有機的に結合し指揮系統を一貫させることに
あるが、統一空軍を建設すると二重系統となり兵力の結合を害する恐れ
あり。
（海）統一空軍ではある程度まで陸海共通教育を行う必要があるため、陸
海軍それぞれの用兵上の要求に満たない結果を生じるおそれがある。
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（３）財政上より見たる利害
（共）重複予算要求を避け国費の負担を軽減できる。
（海）ただし統一管理機関を新設する必要があり、陸海軍においても各種機
関の新設が必要となるため、この種の重複は免れない。
（海）陸海軍は我が国国防の基本であり、所属航空機関がこれと一体となっ
て航空予算を要求すれば比較的航空予算の成立は容易であるが、統一空軍
においては反対の減少を生じるであろう。
（海）陸海軍は予算要求にあたりプライオリティをつけており、必要に応じ
他の軍備に充てるべき予算を航空予算に充当することができるが、統一空
軍にはこのような利はない。
（海）陸海軍に空軍が加わる事で相互間の予算が調整不能となる恐れあり。
（海）統一空軍の予算は空軍が要求し、陸海軍はこれを使用するだけとなる
ため、自然と経費を有効に使用する観念が薄くなる。
（４）陸軍の立場より見たる利害
（略）
（５）海軍の立場より見たる利害（本項全て（海））
・

陸海軍航空部隊の任務分担、官民航空機製作力の相互利用、民間航空関係
員の配分等に関し陸海軍間に協定を要する煩雑さを避けることができる。

・

能力の維持向上、兵力機種の選定及び運用、補給等に掣肘されることなく
円滑に陸海軍の任務に順応できない不利あり。

・

艦上航空機並びに軍港、要港その他海軍関係要地の海面及び空中を防御す
る航空隊は艦隊や所在海軍部隊と密接に連携して任務にあたるため海軍作戦
の一部を遂行するものであり、海軍兵力の一部を構成するものであるため、
「空軍の統一は此の点より見て海軍兵力の編制を破るの不利あり」。

・

海軍の任務達成上、空軍との間に連絡機関が必要となるが、特に軍艦は本
質上、その重量と容積とに自ら制限があるため、航空器材の装備、乗員等に
ついて海空両軍間の連絡が困難となる可能性が高い。

・

海軍航空要員は空中の人たる資質とともに船乗りである特質を有している
必要があり、これは精神的、身体的に常に慣れ親しんでいないと了解し得な
い性質のものである。「統一空軍制度は此点に関し海軍の立場より見て特に
大なる欠陥を伴うものなり」。船酔いしやすく、狭い居住環境を厭う空軍軍
人がいたら海軍派遣を忌避するであろう。
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・

英国空軍の事例では、空軍から海軍に派遣する者はもっぱら元海軍軍人を
充てているにも関わらず不平が絶えず、中には「自分は海上勤務が嫌だった
ので空軍に転じたのにまた海上勤務を強いられるのは迷惑千万」と主張する
者もあるようだ。同時に、海軍派遣時の人事考課は海軍指揮官に委ねられる
ため空軍内における進級の公正が得難いとの意見も生じ、遂には海軍派遣は
一種の懲罰であると見なす者もある模様。

（６）編制、指揮、統御上より見たる利害
（海）敵空軍に対する作戦及我が国の防空上、航空部隊を集団統一的に使用
できる利点がある。
（共）陸海空三軍の協同作戦を緊密にする為「総統帥」に関する制度の決定
が必要であるが、この決定と運用は困難であろう。
（海）空軍から所要に応じ陸海軍に航空部隊を配当することは指揮の統一を
害するおそれあり、また一般軍令承行及び部分的統帥においても複雑にな
ることを免れない。
（海）陸海軍はその本質上、各作戦の領域を異にし、各独特の兵術を有する
為、戦時に陸海軍に分属する航空隊は陸海軍の一部として平時より固有の
編制とする必要があるが、統一空軍はこの編制を破り指揮統御上も不利。
（７）人事行政上より見たる利害
（共）空軍として独立すれば、人事行政上、陸軍または海軍から掣肘を受け
ることなく任用、進級、補充、服役、給与等空軍の必要に応じた制度を定
めることができる。
（共）空軍から所要に応じ陸海軍に分属する場合、空軍内に陸軍勤務、海軍
勤務及びその他勤務の３部を生じ、空軍内部の調和・均衡を保持すること
が難しくなるだけでなく、陸海軍の進級等の制度に大差があるため、空軍
要員の人事上の取扱も複雑になる恐れが大きい。
（８）教育上より見たる利害
（共）統一空軍は航空教育の主体である操縦、空中射撃、空中戦闘、爆撃、
機関及びその他特種技術等の教育の整一進歩、改善等に利がある。
（共）このような空軍の一般教育は、陸海軍に置かれている際に発生してい
る「二重設備（筆者注：陸軍の場合、陸上業務と航空業務の両方を習得
しなければいけないという意味か？）」を避けることができる。
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（共）「空軍精神の涵養に利あり」。
（海）陸海軍への分属は、それぞれ指揮官＝教育者となるため、航空員の能
力は指揮官の要求に従い発達するが、統一空軍から航空部隊を陸海軍に
配当する場合それは期待できない。
（海）教育上の計画実施とその他実用上の計画実施とは相互緊密な関係を有
するが、統一空軍は教育者側と実用者側との系統組織を異にするため兵
力の整備運用上のみならず教育上も困難をもたらすであろう。
（海）陸海軍の航空部隊は、各軍独特の兵術に基づき各特有の技能及びそれ
ぞれ陸軍精神及び海軍精神を持ちその向上・涵養に努める必要があるが、
統一空軍ではいずれも欠陥が生じる。
（９）民間航空より見たる利害
（共）幼稚な我が国民間航空事業を発達させ、有事の際帝国航空兵力の一大
要素として使用する為には空軍による統一的指導が最良であり、また民
間の微弱な資力を経済的に利用できる。
（１０）器材補給上より見たる利害
（共）空軍として独立した場合器材、材料規格等の統一、補給の円滑、民
間工場の利用等に利がある。特に戦時において民間への製作注文、器材
及び油類等の調達にあたって陸海軍で争奪を起こす恐れがなく、「全般
的に利益多し」。
（共）陸海軍それぞれ特種の考慮で最も自己に便利な器材を得ようとする
場合、空軍当局と意見を異にし、結果として不満足な器材の供給を受け
ざるを得ない場合が考えられる。

出典：「大正十年五月

空軍組織問題に関する利害研究意見集」『陸海軍航空協

定委員会書類』（防衛省防衛研究所）。
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大正１４年１０月）
長南政義編『日露戦争第三軍関係史料集 大庭二郎日記・井上幾太郎日記で見る
旅順・奉天戦』（国書刊行会、２０１４年）
仁科俊『航空５０年史』（鱒書房、１９４３年）
「航空日本史を生きたサムライたち（３）初代航空局長
村光男編『別冊航空情報

波多野保二氏」（中

航空秘話復刻版シリーズ（３）生きている航空日本

史外伝（上巻）日本の航空ルネサンス』（酣橙社、２０００年））
原奎一郎『原敬日記』第４巻（福村出版、１９６５年）
原乙未生、栄森伝治共著『日本の戦車

下』（出版協同社、１９６１年）

山田大尉訳「ニエッセル将軍著「征空」に対する伊国航空界の反響」（『航空記
事』第８１号、１９２９年５月）
山中峰太郎『現代空中戦』（金尾文淵堂、１９１４年）
陸軍省航空課「帝国陸軍航空界の沿革」（『航空記事』第４２号、１９２６年２
月）
若林欽『海の趣味 : 海事思想の喚起』（同文館、１９１６年）
和田秀穗『海軍航空史話』（明治書院、１９４４年）
渡部一英『巨人・中島知久平』（鳳文書林、１９６５年）
「空中飛行機ノ利益」（『偕行社記事』第３９４号、１９０９年６月）
「空中飛行器ノ戰爭ニ及ホス影響」（『偕行社記事』第４２１号、１９１０年１
１月）
「軍令陸第６号

陸軍飛行学校令」（『航空記事』第２２号、１９２４年６月）

（戦史：防衛省防衛研究所）
参謀本部『戦史叢書第七号

西伯利出兵間の経験に基く寒地の冬季作戦』（偕

行社、１９２７年）
同

『大正７年乃至１１年西伯利出兵史』第１〜第４巻（参謀本部、１９

２４年）
同

『大正三年

日独戦史

下巻』（東京偕行社、１９１６年）

臨時軍事調査委員『欧州戦の経験に基く戦術の趨勢

第一巻』（偕行社、１９

２１年１１月）
同

『欧州戦の経験に基く戦術の趨勢

第二巻』（偕行社、１９

「欧州戦の経験に基く戦術の趨勢

第三巻」（偕行社、１９

２１年１１月）
同
２１年１１月）
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（井上幾太郎保管資料：防衛省防衛研究所）
●『気球研究会並航空制度改善書類

大正６．１２〜７．１２』（『制度改善書

類』）所収分
「有川大佐欧州出発の節訓示したる事項

８月１５日」

「意見 井上少将」
「飛行機関係事項研究の為外国差遣者一覧表

大正６年１２月調」

「大正７年度臨時軍用気球研究費実行予算編成に関する方針」
「陸軍工兵大佐有川鷹一に与うる訓令」
「気研発第１２号

委員会開催の件通牒

大正７年１月３１日」

「大正６年特別大演習に於ける飛行故障調査概要

陸軍省

大正７年１月」

「陸軍航空制度改善に関する意見上申案

大正７年１月

「臨時軍用気球研究会委員御用掛連名簿

大正７年１月末日現在」

「陸軍省工兵課案
見

第３部」

鉄道、電信、航空諸部隊並関係諸機関統括整備に関する意

大正７年２月３日」

「交通兵団長に報告並に井上少将の意見
「会長及び工兵課長に報告及打合事項

２月１３日」
井上少将」

「軍用気球研究会専務者として新に交通兵団司令部に増加配属せられたき人員
大正７年２月１４日

井上少将」

「航空制度改善に関する意見

大正７年３月４日」

「陸軍航空学校設立案（大正七年五月□日（筆者注：空白ママ））」
「新に増員を迎えたるに依り訓示
「空中威力に関する根本的意見

大正７年６月２１日」
１５部の内第１１号

大正７年６月

参謀本

部第３部」
「大正７年８月提出

内閣航空局に関する意見

「臨時軍用気球研究会の概況

井上幾太郎」

大正７年１０月２日」

「臨時軍用気球研究会委員御用掛連名簿
●『陸軍航空部本部関係

陸軍少将

参考書類綴

大正７年１１月２日現在」
大正６．１２．２０〜１２．１．１１』

（『参考書類綴』）所収分
「戦時陸軍航空兵力の策定

大正８年３月２５日

「飛行機操縦術修業者一覧表

大正８年５月

臨時航空術練習委員印刷」

航空第１大隊」（「飛行場に於け

る負傷者経過一覧表」
「自６月２日至６月６日召集歩騎兵将校人名簿
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臨時航空術練習委員偵察観測

班

大正８年６月２日」

「日本に於ける航空教育将来の発展に関する意見

大正８年１１月６日

フォ

ール大佐」
「明治４５年以降

空中偵察将校名簿

大正９年１月調整

陸軍航空部」（「空

中偵察観測将校連名簿」
「航空課

編制関係事項」

「１．憲法上より見たる利害（空軍独立する場合の利害以下同様）」
●『陸軍航空部本部創立当初の重要書類綴

大正８．６．１６〜８．９』（『重

要書類綴』）所収分
「仏国飛行機発動機価格表

１９１９年３月４日

「航空器材業務に関する打合事項
「陸軍航空部職員表

「フォール」大佐」

大正８．５．１４器材課」

大正８年６月１６日」

「研究事項」
「陸軍省官制改正案

大正８年７月４日

「民間航空事業監督奨励に就て
「航空局設置要領

大正８年８月２５日

大正８年９月２３日

「軍用以外航空事業の所管に関する件
「航空局官制
「議題

航空課」
航空部」

航空課」

大正８年９月２３日

大正８年９月２３日

陸軍省」

航空課」

航空兵を独立せしめ之を戦闘兵科に加え新たに航空兵科を設くるを適

当とす 大正八年十月十三日

制度調査委員会」

「航空兵科独立に関する研究」
「航空兵科独立問題に就き軍事課案に対する意見

大正９年２月４日

陸軍航

空部」
「航空兵科独立に関しフォール大佐との会談の要点」
「大正８年度大演習並対抗演習参加飛行機の配合に関する覚書」
「打合会に説明する事項」
「大正１０年新規事項

陸軍航空部」

●『臨時航空術練習委員関係書類（仏国航空関係）大７．１２．１２〜１１．
８．２５』（『練習委員書類』）所収分
「大正８年３月１日現在すべき飛行機発動機螺旋機員数表」
「仏国飛行委員の取扱及接待要領」
「臨時航空術練習委員列次名簿」
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「臨時航空術練習委員勤務者名簿」
「第１部

命

第１号

第１部命令

「大正７年１２月２０日

１２月１３日

於所澤」

臨時航空練習委員第２部練習準備要領」

「第２部練習準備に関する件報告
臨時航空練習委員第２部長

第２部発第１号

大正７年１２月２３日

益田濟」

「航空部隊問題に関する「フォール」大佐の報告

大正８年２月８日仏国砲兵

大佐「フォール」報告」
「航空部隊問題に関する「フォール」大佐報告附録
東京

１９１９年２月１７日於

仏国航空団」

「大正８年３月１日現在すべき飛行機発動機螺旋機員数表
日調

大正８年２月１９

臨時軍用気球研究会工場掛」

「臨時航空術練習計画概要
「所澤製作班長へ命令

委員長井上少将」

「航空術練習予定表

２月２１日
大正８年２月

於東京

臨時航空術練習委員長より」

臨時航空術練習委員」

「陸訓第４１号」
「仏国航空団練習実施の計画成る」
「飛行機機体製作専修員の件上申

大正８年２月２１日

第一部長

河田四十

一」
「発動機製作専修員の件上申

大正８年２月２１日

第一部長

河田四十一」

「第２部練習の為航空第１大隊及臨時軍用気球研究会器材使用予定」
「訓示（大正８年２月

臨時航空術練習委員長

「仏国航空団の実施せる教育に関する所見

井上幾太郎）」

大正８年１１月６日

フォール大

佐」
「臨時航空術練習委員たる各部長及各班長並航空各部隊長に与うる訓示

８．

１２．１０日」
「発動機製作班に関する仏国航空団終末報告
「航空教育に関する覚書

於東京

１９２０年４月３日

１９２０年４月１０日」

（陸軍省大日記類・海軍公文備考類：防衛省防衛研究所）
『永存書類甲輯』各年
『永存書類乙輯』各年
『欧受大日記
『西密受大日記

』各年
大正７年８月』

『西受大日記』各年
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於名古屋」

『２西欧受大日記

大正７年８月』

『貳大日記』各年
『密大日記』各年
『陸支密大日記

第２９号

３／３

昭和１５年』

『公文備考』各年
（その他陸海軍関係書類：防衛省防衛研究所）
『西伯利出兵作戦に関する命令

訓令

西動綴

共４

其１

自大正７年８月

至同１４年２月』
『大正３年戦役兵器局業務詳其の１
『大正３年

青島戦役

第１号の内１』

動員及編成に関する書類

『大正３年戦役意見書

青動全

陸軍省』

秘』

『大正３．４年以降戦役出兵
（人事局（恩賞課を除く）
『大正３年～９年

極秘

其４の内其１

業務詳報綴

軍務局（軍事課を除く）

大正戦役

戦時書類

巻１７３

（総受領簿を付す）

法務局）陸軍省』
西比利亜方面派遣帝国陸

軍に関する件』
『欧州戦争研究事項一覧表
第２航空隊付

大正７．６．２６』

値賀忠次大尉『シベリヤ出兵

第２航空隊概況

大正７．８〜

８．３』
『大正７年

欧受第１８５８号其１

平和条約国際連盟関係書類

審案添付

陸軍省』
『大正７年
６号

欧受第１８５８号自其４２２至其４４０平和条約関係書類

第１

陸軍省』

『大正１１年乃至同１５年

軍備整理関係綴

陸軍省』

『大正１２年 「陸普綴 正 参謀本部 庶務課」』
『大正１３年１月

制度調査に関する書類

共５．其１

『大正１３年４月

制度調査に関する書類

共５．其５．議事規定．議事録』

『青島戦に於ける航空隊参加概史

制調．制調議案』

大３．８．１８～４．１．５』

『筑紫中将戦時欧米視察報告第２編

大正８．１』

『物質的国防要素充実に関する意見

大正９年７月２０日』

『明治４１年

外国駐在員報告

巻４』

『明治４１年

外国駐在員報告

巻５』

『明治４５年

海軍公報

部外秘共』

海軍航空本部『海軍航空沿革史』（昭和１０年３月）
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加藤邦男『加藤調査團報告結言 昭和１５年９月』
（外務省外交史料館）
「航空監督員会

総括報告一」『分割１』

『欧州戦争ノ経済貿易ニ及ホス影響報告雑件／仏国輸出禁制品ニ関スル件／在
仏大使館』
『欧州戦争関係伊国ノ依頼ニヨリ飛行将校及職工並二材料供給一件』
『帝国二於テ兵器需品購入並依頼製造関係雑件

第一巻』

『帝国航空法規関係雑件／臨時航空委員会関係雑件
『帝国陸海軍将校海外派遣雑件／陸軍ノ部

第二巻』

『帝国陸海軍将校海外派遣雑件／陸軍ノ部

第三巻』

第一巻』

（国立公文書館）
『公文類聚・第四十三編・大正八年・第二十三巻・軍事一・陸軍』
『公文類聚・第四十三編・大正八年・第二十四巻・軍事二・海軍、学事・学制
（小学校～雑載）』
『公文類聚・第四十五編・大正十年・第二十巻・財政一・会計一（会計法・収
支）』
『御署名原本・大正九年・勅令第五百二十三号・陸軍軍人服役令中改正』
『議院回付請願書類原議（十一）』
（その他：国立国会図書館）
陸軍大学校兵学教官

陸軍歩兵少佐

小笠原数夫『航空戦術講授録』（陸軍大

学校将校集会所、１９２２年）
陸軍大学校兵学教官

陸軍歩兵大尉

佐野光信『大正 7 年度航空戦術講授録

全』（陸軍大学校将校集会所、１９１９年）
逓信省『逓信省五十年略史』（共同印刷株式会社、１９３６年）
逓信省航空局『航空要覧

大正１４年１１月』

同

昭和５年１１月』

『航空要覧

陸軍省『帝国及列強之陸軍』（大正１５年１月）
同

『最新帝国及列強の陸軍』（昭和４年１月）

臨時軍事調査委員『欧州交戦諸国の陸軍に就て』（１９１７年１月）
同

『欧州交戦諸国の陸軍に就て』（増補再版、１９１７年６月）

同

『交戦諸国の陸軍に就て』（第３版、１９１８年１月）
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同

『交戦諸国の陸軍に就て』（第４版、１９１８年１２月）

同

『参戦諸国の陸軍に就て』（第５版、１９１９年１２月）

「筑紫中将戦時欧米視察報告第１編」『杉山元関係文書』
「筑紫中将戦時欧米視察報告第４編」『杉山元関係文書』
（その他：靖国偕行文庫等）
菅原道大『陸軍航空の発達はなぜ遅れたか』（未発表原稿、執筆年不詳）（靖国
偕行文庫）
山崎正男『陸軍軍制史梗概

第１巻』（１９２７年５月）（靖国偕行文庫）

『飛行隊教練仮規定』（陸軍航空本部、昭和６年１０月）（靖国偕行文庫蔵）
陸軍航空本部『陸軍航空本部歴史抜粋』(陸軍航空本部、１９３８年３月)（靖
国偕行文庫)
「臨時軍事調査委員月報其他配布先概見表」（『臨時軍事調査委員月報其他総目
録』（陸軍省、大正１１年２月２５）（拓殖大学八王子図書館佐藤安之助文庫）
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