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はじめに 

 本稿は筆者の所謂，構造技術サブシステムに係わる一つの技術史的検証を課題とするも

のであり，具体的対象は飛行機々体における枠組み構造とその要素技術たる材料(木材，竹，

鋼管及びチャンネル材)並びに接合技術(ネジないしリベット締結とガス溶接)に係わる事柄である。 

飛行機胴体，時に主翼の強度保持構造として第一次世界大戦期から 1930 年代はじめ頃に

かけて最も重要な地位を占め，今日においてさえ航空界の片隅にしぶとく生き残っている

技術に鋼管溶接構造がある。恰も標準的な自転車フレームを立体架構化したような構造物

がそれである。しかし，鋼管溶接構造の導入と並行し，ボルトやリベットを用いた管材組

立構造が盛行しており，チャンネル材の混用や専用といったスタイルも盛行していた。更

にはそれらの前駆形態たる木製枠組構造も局所的には健在であり続けた。 

構造力学上，かような構造物の内，部材の接合部に剛性が備わっているモノは frame，当

該部が屈曲可能な関節をなすモノは truss に分類されるが，航空の現場において枠組構造は

フレームともトラスとも呼称されて来た。 

 他方，鋼管溶接構造が往時殷盛を極め，永らく残存してもいるという揺ぎ無い事態に因

って，相当早い時期から，そして一部においてではあれ，鋼管胴体(steel tube fuselage)＝鋼
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管溶接胴体(welded steel tube fuselage)という早合点の図式が成立せしめられてしまっている。

また，端から接合工法など意に介さず，frame structure の一言でこれらを一括りにすると

いった所作さえ月並みとなって久しい1。 

 更に現今ではネット上に趣味の飛行機製作家のために鋼管溶接構造に係わる質の高いテ

キストまでが掲げられるに至っている。このため，迂闊に検索でもすれば鋼管胴体＝鋼管

溶接胴体との早とちりが却って強化されてしまうこと請け合いである2。 

 それはそれで実害が有るワケでもなく，敢えて目くじら立てて批判されるべき事態でも

ないのではあろう。しかし，少なくともかような十把一絡げ的概括観に依拠する限り，現

代人が歴史の理解を深化させようとしても，その努力は入口の段階で妨げられることにな

る。例えば，彼ないし彼女が先次大戦期イギリスの戦闘機の一機種について，「鋼管羽布ば

りという旧式な胴体構造は，ハリケーンの一生を通じてそのまま残された」と記されてい

るのを見ただけでは，その鋼管の接合様式が何であったのかについては少しも判らぬばか

りか，そもそも接合様式の如何に係わる疑問さえ発せられ難くなってしまっているワケで

ある3。 

 本稿は同時代においてはごく常識的であったにも拘らず，その後，閑却されてしまった

標記に係わる事蹟を整理し，技術の歴史の一隅を照らそうとする試みである。 

 

1．木製枠組式胴体の材料と結合構造 

1）木製機の構造と使用材料 

 木材は木目方向の引張に関してはその比強度(引張強度/比重)がジュラルミン(1910 年発明)等を

含む大抵の金属材料よりも大である(表 1)。木材は軽量･高強度素材である反面，木目直角方

向の引張強度は著しく低く，寸度の大きい部材に均質性を期待することは出来ず，耐熱性･

耐候性に欠けるという本質的弱点を有している。 

 

  表 1 飛行機材料の引張強度と比重，引張強度比 

材 料 種 別 引張強度 kg/mm2 比重 比強度(引張強度/比重) 

超々ジュラルミン   58 2.80 20.71 

Ni Cr Mo 鋼 160 7.80 20.51 

Mg 合金 AM58S    32.3 1.81 17.85 

18-8 ステンレス 130 7.85 16.56 

CrMo 鋼 熱処理  126.5 7.85 16.11 

                                                   
1 木村秀政監修『航空学辞典』地人書館，1959 年，250，697 頁，日本航空宇宙学会『航空

宇宙工学便覧』丸善，1974 年，414 頁，参照。 
2 cf., Construction of Tubular Steel Fuselages. 2005, 

http://www.raptorairworks.com/documents/134-construction-of-tubular-steel-fuselages-

v2.pdf 
3 引用は航空情報編『第 2 次大戦 イギリス軍用機の全貌』酣燈社，1961 年，48 頁，より。 
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超ジュラルミン板 44 2.77 15.88 

Al 合金 24 - ST   43.6 2.80 15.57 

ジュラルミン板 38 2.79 13.62 

ス プ ル ー ス    7.2 0.38 18.95 

ひ    の    き    7.2 0.40 18.00 

え  ぞ  ま  つ    6.9 0.40 17.25 

ぶ           な    7.3 0.63 11.59 

 松島鐵也『航空機用木材霞ヶ關書房』1944 年，16~17 頁，第 1~第 5 表，より。 

  ジュラルミン系合金の比重については改めて訂正の上，計算し直した。 

 

胴体枠組や翼，つまり木製機体のほぼ全てに最も多用された木材は当然のことながら軟

材の中でも比強度の点で突出したスプルースである。その代用品としてポプラが用いられ

ることもあった。硬材としては木製発動機架用，プロペラ用にマホガニーやクルミが最も

愛好された。我国においては時として引張りに強い竹が代用されることもあった4。 

これらの木質材料の長所と短所を利用して飛行機胴体を構成したものが木製枠組式胴体

である。とは言え，この立体架構に固有の 3 次元形状と強度とを付与する不可欠の要素は

張線であった5。 

木製発動機架を有する図 1 の胴体枠組は十字張線によって補強された立体架構で“wire 

braced girder”と呼ばれる。それは如何にも華奢なように見えるが，当時の木製機體設計

では部材に 20 倍の安全係数が掛けられていた6。 

 

 図 1 木製枠組式胴体を有する高翼単葉機 Curtis JN4 型 Jenny(1915 年) 

                                                   
4 木材の内，北米に産するスプルース(樅と訳されることもあるが，北米産のものはマツ科トウヒ属

の巨木で樹高 100m ほどにまで達する)やマホガニー等々については拙稿「近代ピアノ技術史にお

ける進歩と劣化の 200 年―― Vintage Steinway の世界 ――」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登

載)において相当詳しく言及しておいた。航空用木材は一般建材等より遥かに良質の材であ

ったが，それでもピアノには到底使えぬような“廃材”であった。 

5 張線にはピアノ線ないし後には細いピアノ線の素線8~30本程度を撚り合せた編組み線
ブレイデッド･ワイヤ

，

小縄
ストランド

ないし撚り線
ストランド

，即ちワイヤー･ロープないしケーブルの構成単位をなすものが用いられ

た。因みに，このストランドをコイル様のアウター･チューブ内に通したものをコントロー

ル･ワイヤとして供するものが自転車やバイクに用いられている bowden wire control 機構

である。cf., Victor W., Page, Motorcycles, Side cars and Cyclecars. N.Y., 1914, 

pp.446~448. ピアノ線とその製造工程についても拙稿「近代ピアノ技術史における進歩と

劣化の 200 年」において詳しく論じられている。 

6 日本飛行學校『飛行機製作術講義』8~9 頁，参照。相羽 有
たもつ

(1896∼1979)によって創設され

た本邦初の当該各種学校，日本飛行學校，日本自動車學校については拙稿「回転気筒空冷

星型発動機の盛衰」(大阪市立大学学術機関リポジトリ登載)，拙著『鉄道車輌工業と自動車工業』

日本経済評論社，2005 年，にて紹介しておいた。 
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 日本飛行學校編纂『飛行機講義錄(第壹巻)』日本飛行學校出版部，1930 年，折込み圖。 

 同じ図は同『飛行機構造學講義』(無刊記)にも収められている。 

 

翼や機体の表面には幅 1m当り抗張力1000kg以上の強度を有する木綿や麻の羽布が貼ら

れ，その表面にはニス，ラック類の混合塗料による塗装が施された(下塗りハケ 1 回･吹付 2 回，

中塗り吹付 1 回，上塗り吹付 2 回，仕上研磨)。但し，この外皮は引張応力を受持たぬ単なる表皮

に過ぎなかった。 

日本飛行學校のテキストには国産羽布として日本製麻會社(帝國製麻[→帝国繊維㈱]？)の製品

が，輸入品羽布についててはドイツ Continental や Metzeler といった後にメジャーなタイ

ヤ･ブランドとなるメーカーの名が挙げられており，アメリカ陸軍指定品も輸入されていた。

塗料も藤倉工業㈱(現･藤倉ゴム工業㈱)製の国産品と並んでフランスの製品が使用されていた7。 

木製に限らず，枠組構造は軽量で強度が高いだけではなく，操縦用ワイヤーや電線類，

油圧配管等を胴体内に引き回す際にもその処理が容易であった。総じて木材の耐候性は部

材の厚みが薄くなるほど小さくなるが，飛行機の場合，耐候性の乏しさは技術進歩の速さ

によって誤魔化され得た。つまり，そこに貫徹せしめられたのは居直り的な使い捨て割切

り思想である。 

 

2）Curtis 複葉機，Breliot 単葉機他における機体枠組部材結合構造 

木製枠組式胴体は黎明期の飛行機に共通する構造物であったため，一々その具体例を開

陳する意味も無いが，部材結合部の詳細構造についてまでトレース可能な事例は必ずしも

多くない。ここではアメリカの Curtis 複葉機，フランスの Breliot 単葉機の例を引いてお

く。 

1908 年，自作の飛行機で初飛行に成功した Glenn Curtis(1878~1930)はアメリカの，従っ

て世界飛行機界のパイオニアの一人であり，Curtis Aeroplane & Motor Company, Inc.を設

                                                   
7 日本飛行學校『飛行機製作術講義』5，10~11 頁，和久田信忠編『航空工業ハンドブック』

春陽堂書店，1940 年，664~665 頁，参照。 
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立し，ライト兄弟に対する最大のライヴァルとなった人物である。もっとも，双方の血を

引く競合会社は 1929 年，合併させられて Curtis-Wright Co.となる運命にはあったのであ

るが……。とまれ，図 2 は推進
プッシャー

式プロペラを持つ初期のカーチス式複葉機である(側面図，

左が機首側)。 

 

 図 2 Curtis 複葉機 

 

 

 American Technical Society, Cyclopedia of Automobile Engineering. Vol.IV, Chicago, 1913, p.242 

Fig.11, p.243 Fig.12. 
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 その胴体枠組の部材結合は取付け補助金具と張線，張線金具を用いるシンプルな突合せ

構造に依っていた(図 3)。 

 

  図 3 Curtis 機に使用された張線引張･張線取付･支柱受･梁接合用の金具類 

    

    ditto., p.250 Fig.16. 

 

実際の適用例に係わる拡大図は見出せていないが，この構造様式を簡略化して発動機付

き模型飛行機に応用した例を図 4 として掲げておく。“TIN”は勿論，錫ではなくブリキ板

の謂いである。実機においては釘とハンダの代りにビス付きソケットとワッシャとナット

とが用いられていたワケである。この釘ないしソケットは枠組の剛性には何程も寄与せず，

架構の剛性は専ら縦通材の抗張･抗圧強さと竪材の抗圧強さ，そして各部材に圧縮応力を作

用させる張線の張力に依存した。それでも，結合部にこの種の謂わば手掛かりを欠く場合，

胴体架構を仮組して行く作業は著しく面倒になる。実機ならば組立冶具を誂える程度の配

慮は不可欠であり厭われるべき所作でもないが，こと模型に関する限り，それでは煩瑣に

過ぎたであろう。 

 

図 4 模型飛行機に観る Curtis 簡略型の部材接合様式 
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ditto., p.233 Fig.9. 

 

図 5 に示されるのは 1908 年，初飛行に，’09年ドーバー海峡横断に成功した単葉機の開

祖，フランスの Louis Charles Joseph Breliot(1872~1936)によって興された Blériot 

Aéronautique によって造られた牽引
トラクタ

式プロペラを持つブレリオ式単葉機の一つである8。 

 

図 5 Breliot 単葉機 

 

                                                   
8 飛行機製先会社の社名については宮本晃男『航空機大辭典』育成社弘道閣，1942 年に拠

る。以下も同様であるが，第二次世界大戦開戦直前の調べである。 
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ditto., p.282 Fig.23, p.283 Fig.25. 

 

 ブレリオ機における胴体部材結合様式は一箇所に結合金具と張線フックとを兼ねる“U

ボルト”を 2 本，用いる方式であった(図 6)。 

 

 図 6 Breliot 機の部材接合様式 

   

   ditto., p.284 Fig.26. 

     金井武一『飛行機之實地設計』日本飛行研究會，1915 年，119 頁，第四十六圖も同じ。 

 

 この“U ボルト”は部材を引き寄せはするが，接合部に強い摩擦力を作用させ，2 つの部

材を固定するまでの機能は持っていない。迂闊に引張り過ぎれば長孔の木口側の土手を剪

断破壊しかねないからである。その危険は外力に因る枠組の変形のために部材の角度が変
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化する(直角からズレる)ような場合にも生じ得る。もっとも，そこが剪断されたところで枠組

の強度にはさしたる影響は無い。 

 畢竟，この“U ボルト”の緊締力は胴体架構の仮組の際，その有効性を発揮し，組立冶

具への依存度を抑える程度の控え目な役割を演じていたものと想われる。この部分の緊締

力が強過ぎれば仮組に際して却って孔の損傷が誘起されがちとなったであろう。 

 この点を意識してか否か，日本飛行學校のテキストには次のような図が掲げられている

(図 7)。そこではボルトが長孔の上部を潜った状態で示されており，孔下方の土手に剪断力

を全く及ぼさぬ点においては安全である。但し，この方式を採る限り組立冶具は必須のア

イテムとなる。もっとも，日本飛行學校がそこまで考えてこの図を掲げたのか否かについ

ては判断致しかねるところである。 

 

 図 7 “U ボルト”の異なった使用法 

      

  日本飛行學校『飛行機製作術講義』無刊記，50 頁，第十八圖ノ二。 

 

 部材の接合金具としては様々な型式のモノが使用された。図 8 左には Al 合金製の受金

(A~F)，アイボルト(J)，ターンバックル(G~M)，ブレリオ式“U ボルト”(N)，針金緊締器(O)

が示されている。同右は竹が部材として用いられる場合に使用された接合金具である9。 

 

 図 8 様々な接合金具等 

                                                   
9 竹を用いるにはこれを素の形で使用する処方と，竹から扇型ないし扇の紙の部分のような

部分円環状の断面を有するヒゴを削り出し，これを単独ないし複合して中実の集成材にし

て使用する野球の竹バットに近いそれとがあった。また，木材においても類似の工法が採

られる例を観たが，こちらは特に中空材を得ようとする場合であった。金井『飛行機之實

地設計』97 頁，第三十九圖，99~100 頁，107 頁，第四十二圖，参照。 
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 金井『飛行機之實地設計』127 頁，第四十九圖，100 頁，第四十圖。 

 

 もっとも，当時のAl合金は強度や信頼性を著しく欠いていたため間もなく廃れて行った。

これを代替したのが鋼板溶接金具であったが，その溶接には多大の注意を要した。曰く： 

   「アルミニーム」を以て作るには，所望の型に鑄造を以て容易
た や す

く作り得られるが，

其強度充分ならず現今は殆んど其跡を絶つた。鐵板製のものは，其工作を容易ならし

むる爲，是非篏
かん

着
ちゃく

を要する屈折箇所と篏着箇所とは製作上最も注意を要する部分であ

つて，此金具の不完全が空中で飛行機を破壊した例は著しく多い。特に篏着作業は其

表面は一見よく密着した如く見えても，内部がよく接着しないことがある。金具製作

上特に留意すべき事と思ふ10。 

「篏着」とは溶接ないし溶接金具の謂いらしい。日本飛行學校『飛行機製作術講義』の

編集はかなり杜撰であるため，図と解説の対応関係を入替えて紹介せざるを得ないのであ

るが，同書において最も推奨されていた結合金具は図 9 のような鋼板溶接品である。上が

装着状況，下が部材とその組立要領である。鋼板から部材 A, B, C を切抜き，A, B を折曲

げて合せ，接合部を溶接し，別途作成した C をも A の稜線上に溶接する。S は溶接部位を

示す記号である。 

 

 図 9 日本飛行學校『飛行機製作術講義』推奨の結合金具 

 

                                                   
10 日本飛行學校『飛行機製作術講義』36 頁，より。原文総ルビ。 
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 日本飛行學校『飛行機製作術講義』50 頁，第十八圖ノ一，51 頁，第十八圖ノ三(下)。 

 記号 S の位置は見易いように変更した。 

 

 このテキストは更に： 

   而して鑞接法は從來は眞鍮鑞を以てする方法のみ多かつたが，現今では酸素と「ア

セチリン」瓦斯の混合瓦斯を以てする，即ち「オートゼエーンウエルデング」の方法

が進歩したから，極く簡易に且つ手際はよく接着することが出來る11。 

と述べている。 

酸素･ガス溶接はフランスで発祥し，soudure autogène ないし soudure à l’autogène と呼

ばれた。直訳すれば自生的接合という意味になる。ロウ付やハンダ付のような天ぷら接合

とは異なり，酸素アセチレン溶接や酸水素溶接は溶接棒と共に母材自身をも溶解･一体化し

て接合するため，かように呼称されたのであろう。オートゼーンは autogène を英語化した

ものの音を採った外来語表現であり単なる言い換えに過ぎぬが，ともかく，木製飛行機々

体製造技術体系において酸素アセチレン溶接は同じく金属加工技術である伸線(ピアノ線製造

工程)と共にキー･テクノロジーをなすという実態が在った。具体的な溶接技術については次

節にてやや詳しく取上げよう。 

’25(大正 14)年に東京帝國大工学部機械工学科を卒業した島 秀雄が自らの進路決定に際し，

「研究の段階」にあり「まだ竹と木と針金でできて」いて一流品を「自分で作るというと

ころまでいっていなかった」と見下した木製飛行機の胴体構造とそれを支えた要素技術の

態様は概ね以上の通りである。樹脂の含浸によって 20 を超える比強度を持つ強化木や同 23

を誇る強化木の積層材などというものが実用化されるのは今少し時代が下ってからのこと

である。 

 

2．鋼管による枠組式胴体(1)：鋼管溶接構造 

1）飛行機々体用鋼管 

 鋼管を胴体枠の鋼製部材として用いる際の方案は溶接組立構造と管材組立構造と称する

木製枠組構造の部材を鋼管に置換えたような工法とに分たれた。この内，木製枠組構造に

代るものとして歴史的に一足先行して興隆を極めたのは上に観た通り既に接合金具製造の

要諦を為すに至っていたガス溶接，主として酸素アセチレン溶接に依拠する鋼管溶接組立

工法である。 

溶接と可逆組立，何れの工法を採る場合にも構造物は木製枠組構造におけると同様，四

                                                   
11 同上書，52 頁，より。原文総ルビ。 
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角く組んだ数段の中枠(図 1 に観た通り胴体“框
かまち

”とも)の四隅を縦通材 4 本で繋ぎ，要所に斜

め材ないし十字張線を配して補強を施した立体架構となる。その接合部を溶接組立とした

のが鋼管溶接構造である。胴体断面に丸味を付与する場合，架構の隅から成形材(ビニールハ

ウスの骨組みのようなもの)を立て，表面に羽布を貼って塗装すれば胴体は完成するが(図 10)，

後には少数派ながら丸断面を有する鋼管溶接架構も導入されている。 

 

 図 10 Fokker の鋼管溶接構造による胴体架構と成形材の使用状況 

   

 小川太一郎『航空讀本』日本評論社，1938 年，274 頁，第 259 圖，第 260 圖。 

 

鋼管溶接構造の利点は溶接の勘所を抑えてさえいれば工作容易で完成品の保守費用も低

廉であること，架構の剛性が管材組立構造のそれよりも高いこと，墜落等に因る損傷も破

断ではなく屈曲という形となるため搭乗者に対する安全性が高いこと，軽微な屈曲ならク

ランプに類似の曲り直し工具での修正が可能であること，後述されるように損傷部の部分

的な置換も全く出来なくはなかったこと，にあった。その設計には構造力学上の複雑な計

算を要するが，踏襲されるべき先例がある場合，摸倣は容易である。その欠点は技能工の

養成･確保を必要とすること，溶接部の信頼性に些か不安を残すこと，溶接に因る収縮のた

め高い精度の(完)成品を得難いこと，部材に残留応力が作用すること，大量生産にはやや不

向きであること，であった12。 

機体架構用の鋼管溶接構造に用いられる鋼管は機能上，Mechanical Tubing に分類され

る鋼管であり，かつ，継目無し鋼管である。この点について技術院參技官 陸軍技術大佐，

高瀬孝次は次のように述べている。無論，以下の事象は独り我国に限られたことではない13。 

  航空機に使用する鋼管を大別すると鋼板同樣炭素鋼鋼管と特殊鋼鋼管とに分類され

る。之等の航空機用鋼管は，總て坩堝爐，電氣爐，又は平爐(炭素鋼管に限る)に依つて製

造された鋼塊を鍛造し熱間で穿孔して素管を作り，次いで常温で引抜き，圓形，流線

形及異形管等の所謂繼目無鋼管を作る。 

  常温引抜作業を施した鋼管は，其の降伏點を高める必要のあるものは，250~450℃に

加熱して大氣中に放冷する。之を炮靑と云ふ。鋼管は抗張試驗の外，耐力試驗(之には抗

                                                   
12 Carl Norcross & Jamed D., Quinn, The Aviation Mechanic. N.Y., 1941, p.333, 三木鐵

夫『飛行機設計』上巻，森北書店，1941 年，221~222 頁，参照。 
13 鋼管の分類や継目無し鋼管の各種製造法については井上勝郎『継目無し鋼管の製造』誠

文堂新光社，1954 年，参照。 
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張耐力試驗と抗圧耐力試驗がある)及扁平試驗を行ふ14。 

 素管という表現からすれば，Mannesmann 穿孔法に類する傾斜圧延法に依って丸ビレッ

トを熱間で圧延･穿孔して素管を得，これを繰返し冷間引抜して所望のサイズの継目無し鋼

管が調製されていたワケであろう。言い換えれば，その均質性や強度に係わる不安を払拭

し難い溶接鋼管，即ち電縫管やガス溶接された溶接管は鋼管溶接構造の飛行機胴体枠組に

は用いられなかったということである。我国における飛行機用丸鋼管の標準寸法は小は D = 

5φ，t = 0.5mm から大は D = 75φ，t = 3.3mm まで展開していたが，常用されていたのは

D = 10φ，t = 0.8mm から D = 50，t = 1.6mm までであった15。 

鋼管の材料については高瀬も要領良くまとめてくれてはいるが，日本ならではの歴史的

変遷にも留意されるべきである。因って，この国において機体構造部材として用いられて

いた鋼管の規格を順次，参照して行くことが興味深く，却って事態の総合的理解のための

捷径ともなろう。 

本邦航空材料規格は 1921 年，航空研究所設立と同時に文部省内に設けられた航空評議会

の材料規格を原点とする。勿論，平時のことでもあったから，その内容は自ずと先進国に

おける航空規格の引き写しとなっていた16。 

 この内，鋼管については表 2, 3 のような成分別に細かく体系化された規格が定められて

いた。もっとも，航空評議会規格は夫々の使途に係わる規定や指示は皆無であったため，

使用者にとっては些か不便な規格となっていた。 

 

 表 2 航空評議会の鋼管材料規格 その 1：化学成分 

略 号 種  別 C % Si % Mn % P % S % Ni % Cr % Mo % Cu % 

ハ 001 甲 15 炭素鋼管 0.10~0.20 ≦0.35 ≦0.60 ≦0.035 同左 － － － ≦0.18 

ハ 001 乙 同上 同上 同上 同上 同上 同上 － － － 同上 

ハ 003 甲 30 炭素鋼管 0.25~0.35 同上 同上 同上 同上 － － － 同上 

ハ 003 乙 同上 同上 同上 同上 同上 同上 － － － 同上 

                                                   
14 高瀬孝次『航空機用金屬材料』工業圖書，1940 年，38 頁，より。扁平(偏平)試験につい

ては後述。 
15 和久田編『航空工業ハンドブック』566 頁，参照。著者，和久田信忠は当時，海軍航空

本部勤務の海軍技師。なお，『航空工學便覽』683 頁，第 14 表に，Cr-Mo 鋼管が「圧延熔

接加工」，Cr 鋼管が「熱間引抜」とある。CrMo 鋼管の中には確かに電縫管も含まれるが，

飛行機材料としてのそれというのは意味不明である。 

マンネスマン穿孔法については井上『継目無し鋼管の製造』，L.,P., Boore･今井 宏訳『シ

ームレス物語――米国の継目無鋼管産業発展の歴史――』私家版，1984 年，今井 宏『パイプ作りの

歴史』アグネ技術センター，1998 年，ごく簡単には拙稿「鉄道車輌用ころがり軸受と台車

の戦前･戦後史」，「蒸気動力技術略史」，「水管式セクショナル･ボイラの技術史」(何れも大阪

市立大学学術機関リポジトリ登載)，参照。 
16 航空評議会材料規格については日本航空学術師編集委員会編『日本航空学術史

(1910-1945)』丸善，1990 年，436~453 頁，参照。 
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ハ 005 甲 50 炭素鋼管 0.45~0.55 同上 ≦0.80 同上 同上 － － － 同上 

ハ 005 乙 同上 同上 同上 同上 同上 同上 － － － 同上 

ハ 202 CrMo 鋼管 0.25~0.35 同上 ≦0.60 ≦0.030 同左 － 0.8~1.2 0.15~0.35 － 

ハ 202(1) 同上 同上 同上 同上 同上 同上 － 同上 同上 － 

ハ 202(2) 同上 同上 同上 同上 同上 同上 － 同上 同上 － 

ハ 202(3) 同上 同上 同上 同上 同上 同上 － 同上 同上 － 

ハ 205 NiCr 鋼管 同上 同上 同上 同上 同上 3.5~4.5 1.0~1.5 － － 

ハ 401 13Cr 不銹鋼管 ≦0.15 ≦0.60 同上 同上 同上 ≦1.0 11.5~14.0 － － 

ハ 402 CrNi 不銹鋼管 同上 同上 同上 同上 同上 7~10 17~20 － － 

日本航空学術師編集委員会編『日本航空学術史(1910-1945)』440 頁，より。 

 

 表 3 航空評議会の材料規格 その 2：熱処理･物理的性質 

略 号 熱  処  理 
厚 t  

mm 

耐力 

kg/mm2 

抗張力 

kg/mm2 

伸 

% 

偏平

試験 
摘      要 

ハ 001 甲 約 650℃大気中 － － ≧30 同左 密着  

ハ 001 乙 250~450℃大気中 － 

抗張 40 

≧46 

記録 

ス 
3t  

抗圧 35 

ハ 003 甲 約 650℃大気中 － 

抗張 25 

≧44 同上 同上  
－ 

ハ 003 乙 250~450℃大気中 － 

抗張 47 

≧55 同上  － 
抗圧 40 

ハ 005 甲 

約 830℃油中次ニ

500~550℃大気中 
－ － 

円管≧80 同上 
8t 

円 管 抗張耐力 55 抗圧耐力 45 

－ － 円以外 － － 

ハ 005 乙 250~450℃大気中 
  円管≧78 記録 

ス 
同上 

円管 抗張耐力 70 抗圧耐力 60 

  以外≧70 円以外 抗張耐力 60 抗圧耐力 50 

ハ 202 

焼鈍 

約

650℃ 

大気 

焼入 

約

850℃ 

大気 

焼戻

500~ 

450℃ 

大気 

<1.0 

抗張 55 

≧66 同上 3t － 
抗圧 42 

≧1.0 

抗張 50 

≧63 同上 同上 － 
抗圧 40 

≧2.0 

抗張 45 

≧60 同上 同上 － 
抗圧 38 

ハ 202(1) 

同上約 

700℃ 

同上 

油 

同上

600~ 

700℃ 

－ － ≧75 ≧10 － － 

ハ 202(2) 同上 同上 同上 － － ≧95 ≧8 － － 
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500~ 

600℃ 

ハ 202(3) 同上 同上 

同上

350~ 

500℃ 

－ － ≧115 ≧4 － － 

ハ 205 

同上約 

650℃ 

同上 

約

830℃ 

大気 

同上

200~ 

370℃ 

－ 

抗張

110 
130 

~ 

150 

 

記録 

ス 
－ － 

抗圧 85 

ハ 401 

900~1000℃油又ハ大気中， 

次ニ 600~750℃大気又ハ油中 
－ － ≧60 ≧13 3t － 

ハ 402 1000~1150℃水，油又ハ大気中 － － ≧55 ≧40 3t － 

日本航空学術師編集委員会編『日本航空学術史(1910-1945)』441 頁，より。 

耐力とは一般には試験片に 0.2%永久歪みを生ずる応力を指すが，何故，炭素鋼や合金鋼において降伏点

ではなく耐力なる表記が用いられたのかについては不明である。 

偏平試験とある箇所は偏平試験内壁距離。一定長さの管を平板間に挟み，表記の内壁間距離まで圧縮偏

平化させた際，管表面に亀裂発生の無いこと確認する試験。 

円管以外の管とは翼間支柱用の涙滴型断面を有する流線形管と楕円管。 

 

航空評議会は陸海軍の仲立ち役を果したから陸海軍の材料規格も概ねこれに準じて作成

された。しかし，その後の技術進歩やセクショナリズムの帰結として陸海軍は内容的には

ほぼ同一ながら若干の差異を含み，かつ，それぞれ別の呼称体系を有する夫々の，但し，

使途別に整理された航空材料規格を制定した。もっとも，陸軍の航空用鋼管規格について

は今の処，詳細な資料を把握出来ていない17。 

 1936 年当時，日本海軍においては航空用鋼管に係わって表 4, 5 のような規格が定められ

ていた。Ni 入手難という我国の情勢を反映し，従前の航空評議会規格に存在した高合金鋼

である CrNi 不銹鋼管が排除されている他，意味も正体も不明な不銹鋼管が追加されている。

また，耐力については表 5 注記のように定義されていた。 

 

 表 4 1936 年当時の日本海軍鋼管規格 その 1：名称と化学成分 

類

別 
鋼材名稱 

成             分  % 

C Si Mn P S Ni Cr Mo 

ろ 1 78 瓩炭素鋼管 
約 0.5 場合ニ依リテハ次ノ成分ヲ用フル事ヲ得 

<0.45 <0.3 <1.5 <0.04 <0.04 － － － 

                                                   
17 なお，発動機鋼を巡る諸問題については拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ部」(大阪市立

大学学術機関リポジトリ登載)においてかなり具体的に紹介した通りである。 

http://www.weblio.jp/content/%E7%AE%A1%E7%8A%B6
http://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E6%9D%BF
http://www.weblio.jp/content/%E5%9C%A7%E7%B8%AE
http://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E3%81%AB
http://www.weblio.jp/content/%E8%A9%A6%E9%A8%93
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ろ 2 55 瓩炭素鋼管 約 0.3 － － － － － － － 

ろ 3 46 瓩炭素鋼管 約 0.18 － － － － － － － 

ろ 4 焼鈍炭素鋼管 約 0.3 － － － － － － － 

ろ 5 軟鋼管 約 0.15 － － － － － － － 

ろ 6 
車軸用 

NiCr 鋼管 

0.25 

~0.35 
<0.35 

0.3 

~0.6 
≦0.035 同左 

3.5 

~4.5 

1.0 

~1.5 
－ 

ろ 7 車軸用炭素鋼管 本鋼管製造ノ鋼材ノ成分ハ特ニ指定セズ 

ろ 8 44 瓩不銹鋼管 － － － － － － － － 

ろ 9 55 瓩不銹鋼管 <0.15 <0.5 － ≦0.035 同左 <1.0 >12 － 

ろ 10 78 瓩不銹鋼管 － － － － － － － － 

ろ 11 66 瓩 CrMo 鋼管 
0.25 

~0.35 
－ 

0.4 

~0.6 
≦0.035 同左 － 

0.8 

~1.1 

0.15 

~0.25 

 海軍工機學校『特修科工術練習生教程 工術練習生教程 工術參考書(海軍造船，造機，造兵主要材料試驗檢査規則)』

昭和十一年六月，第三編 航空機材料，より。 

 

 表 5 1936 年当時の日本海軍鋼管規格 その 2：熱処理･機械的性質･主要用途 

種

別 
鋼材名稱 

熱  処  理 試  驗 kg/mm2 

主 要 用 途 
焼  準  及  焼  鈍 

 

焼  入  及  焼  戻 

引

張

降

伏

點 

抗

張

力 

伸 

% 

耐

力 

耐

壓

降

伏

點 

ろ

1 

78 瓩炭素鋼管 ― 

70 78 － － 60 強度ヲ要スル支柱類 

28 47 (軟化) 60 

ろ

2 

55 瓩炭素鋼管 ― 

47 55 － － 40 起動分配注管 普通支柱ニ用フル

材料 熔接可能ニシテ工作ニ便 28 44 (軟化) 40 

ろ

3 

46 瓩炭素鋼管 ― 

40 46 － － 35 中間軸外管，水管，吸入管 

強度ヲ主トセザル支柱類 26 37 － － 35 

ろ

4 

焼鈍炭素鋼管 
焼鈍 550℃ー650℃(密閉炉中) 靜氣中ニ放冷 28 44 － － － 強度ヲ主トセザル支柱類 

28 44 － － － 

ろ

5 
軟鋼管 ― － 30 30 － － 

気化器，連絡管，中間軸外管。注戻油

管，水管，強度ヲ主トセザル支柱類 

ろ

6 

車軸用 

NiCr 鋼管 

焼入 830℃加熱大氣中放冷 

焼戻 200℃~300℃加熱油槽中急冷 

－ 

130~

150 

5 － － 

車軸 
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ろ

7 

車軸用炭素鋼管 
焼入 適當ナル焼入温度ニ加熱シ急冷スベシ 

焼戻 適當ナル速度ニ加熱暫時保持急冷又ハ靜氣中放冷 

必要ト認ムルトキハ

抗張試驗ヲ行フベシ 

車軸 

ろ 8 4 4瓩不銹鋼管 ― － － － － － ― 

ろ 9 55 瓩不銹鋼管 ― 47 55 － － － 支柱類 

ろ10 78 瓩不銹鋼管 ― － － － － － ― 

ろ 11 66 瓩 CrMo 鋼管 

焼入 850℃ニ 30 分間保持大氣中ニ放冷 

焼戻 500℃~600℃ニテ焼戻 

55 66 － － 45 

弁衝棒，支柱 

 同上，より。 

  耐力：1．耐力ハ抗張試驗ニ於ケル其ノ應力及ビ延ビ線圖中延ビガ比例限界ヲ過ギルコト 

    2．試驗片ノ標點距離ノ 0.1%ノ點ニ相當スル應力ヲ以テ表ス 

 

 ろ 7：車軸用鋼管の熱処理に関しては適当に焼入れして適当に焼戻せなどという無責任極

まる規格である。 

3 年後，1939 年当時の日本海糞における鋼管の規格は表 6, 7 に見る通りである。記号(略

号)面において航空評議会規格への揺り戻しが観られるだけでなく，何故かハ 402･CrNi 不

銹鋼管までが意味も無しに復活せしめられている。CrMo 鋼管ハ 202 の内訳についても熱

処理法が焼入･焼戻ではなく焼鈍･焼入･焼戻の 3 区分を以て規定されたサフィックス(1), (2), 

(3)付きのランク区分が復活せしめられている。 

 

 表 6 1939 年当時の日本海軍鋼管規格 その 1：化学成分 

    

  和久田編『航空工業ハンドブック』553 頁，より。 

 

 表 7 1939 年当時の日本海軍鋼管規格 その 2：熱処理･機械的性質･主要用途 
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 同上書，560~561 頁，より。 

 

 日本海軍におけるこれらの鋼管のカラー・マーキングに依る識別法は表 8 の通りであっ

た。もっとも，これにはサフィックス(1), (2), (3)は反映されていなかった。そこまで取り入

れようとすればマーキングそのものが煩雑化し，却って識別記号として用を為さなくなる。

何れにせよ，現場での鋼材選択間違いは特殊鋼利用に伴う誠に厄介な弊害であった。 

 

 表 8 日本海軍における鋼管の識別用カラー･マーキング法 

    

    同上書，562 頁，より。 

 

 続いて，陸海軍及び民間機に係わる航空材料規格統一を承けた戦時期本邦航空材料規格

のほぼ
．．

決定版と思しき1940年時点の規格における鋼管の材料種類別の機械的性質に眼を転

じよう(表 9)。略号，即ち化学成分は従前通りであったらしい。その顔触れもハ 003 乙やハ

005 甲が消え，Ni 不足の国情下では調製し難いものとなっていた高合金鋼であるハ 402･

CrNi 不銹鋼管が再び抹消された以外は同じで，機械的性質も’39 年時点の海軍規格がほぼ

踏襲されている18。 

                                                   
18 日本航空學會『航空工學便覽』第 14 篇「材料」第 1 章「鋼」は 679 頁，第 3 表に炭素
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 表 9 1940 年時点における我国の航空用鋼管の機械的強度規格 

 

 日本航空學會『航空工學便覽』岩波書店，1940 年，304 頁，第 11 表19。 

  

実際の使途を総括すれば，炭素鋼管は溶接用で 15 炭素鋼管は折り曲げにも適した。CrMo

鋼管は溶接容易であったが，止むを得ぬ場合以外，溶接後は焼入れ･焼戻しを施すものとさ

れ，機体の骨組み(我国を含め，多くの場合非･熱処理)や発動機架(我国では恐らく簡易な熱処理)にも

多用された。NiCr 鋼管は溶接に適さなかった。13Cr 不銹鋼管と NiCr ないし CrNi 不銹鋼

                                                                                                                                                     

鋼管を，683 頁，第 14 表に特殊鋼管を収めながら炭素鋼管の化学成分については示してお

らず，特殊鋼管については Ni：25%の Ni 鋼管を含め，CrMo 鋼管，Cr 鋼管，NiCr 鋼管の

化学成分を掲げつつ，何れにおいても略号＝“ハ”記号との関連は示していない。つまり，

その編集には統一性が貫かれていないワケである。 
19 当該箇所は第 6 篇「構造･強度･振動」第 4 章「強度計算」。此処に云う「面圧強さ」とは

材料の“圧縮強さ”を，「圧縮強さ」は“抗圧比例界”の謂いかと想われる。しかし，抗圧

試験は試験片の製作そのものが困難であり，かつ，強靭鋼ほど試験片の断面積と高さとの

比の取り方次第で計測値に大きな懸隔を生ずる。また，その計測値の大小そのものは引張

試験における降伏点ないし耐力のそれと同じ傾向を示す。このため，抗圧試験が実施され

ることは当時から少なく，抗張試験の結果からこれらの値が算出される場合もあった。そ

の後，材料の機械的性質を表現する概念として「面圧強さ」や「圧縮強さ」といった術語

を振りかざす所作自体が廃れてしまった。高瀬孝次･石田四郎『發動機材料』共立社 内燃

機關工學講座 第 6 巻，1935 年(「航空發動機用材料」の執筆者は高瀬)，21~22，37 頁，参照。

『航空工學便覽』第 6 篇第 4 章「強度計算」は諸処に麗々しくこの概念を乱用した稀有の

例となっている。 
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管は耐蝕性･耐熱性を要する部品に用いられた。従って，機体枠組用の鋼管は炭素鋼管かせ

いぜい CrMo 鋼管であった20。 

Beech Aircraft Company(米)のように材料取り違えの危険を回避するために CrMo 鋼管

を全面的に採用することを流儀とするメーカーも在ったが，高張力鋼の縦弾性係数は炭素

鋼と大差無いため，比強度の高い高張力鋼管を用い，管径を小さくあるいは管の肉厚を薄

くして安直に架構を軽く仕上げようとしても，これを振動し易くさせてしまっては却って

その疲労破壊が惹起されがちとなる。飛行機々体は発動機や空力的諸力を起振源とする振

動に絶えず曝されているからである。因って，鋼管溶接架構への高張力鋼採用のメリット

は必ずしも額面通りに大きいとは言えなかった21。 

Piper Aircraft CorporationのCub Coupeのように胴体枠組の前方5張間にCrMo鋼管，

それ以降の余り強度を要しない胴体枠組に低炭素鋼管，舵の骨組みにスポット溶接された

不銹鋼管という鋼管 3 種を使い分ける手法も観られた22。 

 

2）溶接，とりわけガス溶接 

これらを溶接架構に組んで行く具体的工法は次のようになる23。使用されるのは溶接に用

いる酸素アセチレン焔用バーナ(図 11)ないし酸水素焔用バーナと溶接棒，熱間曲げ･伸ばし

に用いるアセチレン･トーチ，鋼管切断用鋏(直線用，曲線用)，組立冶具となる「枠」だけで

ある。酸水素焔は主としてガソリンタンク用等，熱処理されていない軽合金部材の溶接に

専用の液体フラックスと併せて用いられた。 

 

図 11 酸素アセチレン溶接用バーナ 

  

Norcross & Quinn, The ibid., p.93 Fig.80. 

 

ガス溶接より高い温度と熱の集中が得られる電気溶接(アーク溶接)，スポット溶接，フラッ

シュ溶接も一部では導入されていたが，当時，一般論として薄い部材の溶接にはガス溶接

                                                   
20 高瀬『航空機用金屬材料』38~39 頁，参照。 
21 中川･品川『改稿 飛行機構造』136 頁，参照。 
22 cf., Norcross & Quinn, The Aviation Mechanic. p.55. 
23 以下については cf., Norcross & Quinn, ibid., pp.90~96, 214~220, 駒林榮太郎『飛行機

工作法』森北書店，1942 年，60~140 頁，中川･品川『改稿 飛行機構造』127~139 頁，参照。 
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の方に歩が在るとされており，鋼管溶接枠組の製造には酸素アセチレン溶接が多用されて

いた。熱処理された合金鋼管の溶接は修理や部品追加の際に限り止む無く行われ，機体新

製の際には用いられなかった。これは溶接によって熱処理の効果が失われてしまうからで

ある。 

ガス溶接における火焔の調節は図 12 のような要領で行われた。 

 

図 12 酸素アセチレン焔と酸水素焔の調節状況 

 

 

 和久田編『航空工業ハンドブック』652 頁，より。 

 炭化焔，水素過剰焔は何れも還元熖である。 

 

 酸素アセチレン焔は外気からのみ O2を得る通常の火焔とは異なり，内焔に相当する部分

が最高温度となる。因って，酸素アセチレン溶接はこの最高温度部分(「熔接部」)を有効に用

いて実施されねばならない(図 13)。 

 

 図 13 酸素アセチレン･ガス溶接火焔の性質と火焔のコントロール法 
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火焔の温度分布 火焔の当て方 

 小林喜通『飛行機製作法圖説』航研書房，1944 年，66 頁，第 114 圖，115 圖。 

 

薄い部材同士の溶接であるから，その様式は自ずと隅肉溶接となった。フォッカー社で

用いられていた溶接棒は低炭素鋼で，その成分および機械的性質は表 10 の通りであった。

溶接部の強度低下率は鋼種に係わらず約 20%と見積もられていたが，それは抗張力に関し

てであって，表の値からすれば降伏点は 3 割程度の低下を来していたようである。 

 

表 10 Fokker 社で用いられていた溶接棒 

化学成分  % 機械的性質 kg/mm2 

C 0.09~0.13 抗 張 力 ＞44.7 

Mg 0.45~0.6 降 伏 点 ＞40.2 

Si 0.1~0.15 焼戻しあるいは溶接後の強度 kg/mm2 

P ＜0.05 抗 張 力 ＞36.2 

S ＜0.05 降 伏 点 ＞28 

中川･品川『改稿 飛行機構造』135 頁，より。 

硫酸とあるのを S に訂正。 

 

溶接方案としては，先ず，鋼管を原図台に合わせて切る。但し，機体架構は溶接後，単

発複座機で 10~15mm ほども縮むため，最初にその縮みを計上して余分に切断する。縦通

材はなるべく途中で切らぬようにするが，胴体後部には高い剛性は不要であるため，順次，

細い管を挿し継いでも良い。この場合の継目の箇所は途中にではなく必ず中枠の場所に設

定することとされた。 

4 本の縦通材を予め造られた枠(組立冶具)にクランプで取付ける。アメリカでは作業能率向

上のため，ワークをその前後軸回りに自在に回転させ任意の角度でロック可能な“丸焼き”

状の組立冶具も活用されていた。この状態から各種部材の点付け(tack-welding：仮溶接)が開

始される。発動機架取付金具も点付けし，続けて胴体前方から中枠の竪材，横材を点付け
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して行く。中枠部材の点付けが後方まで終れば斜め材を点付けし，終了すれば必要に応じ

て目板を当てた状態で本付け(permanent-welding)して行く(図 14, 15, 18)。 

また，これとは別に中枠のみを独立してサブ･アッセンブリーしておく工法が採られる場

合もあり，この場合には勿論，専用の組立冶具が活用された。 

本付け溶接部の欠陥発見法の一つに石鹸水を塗って鋼管の一端から圧縮空気を送り，石

鹸の泡立ちによって溶接部の亀裂や隙間を検出する手法が知られている。但し，これを胴

体枠組の欠陥探査に適用するためには溶接後，他の部材によって覆い隠されてしまう縦通

材の管壁部に予め小孔を明け，架構内部が完全に交通するように配慮されている場合だけ

である。近代的な溶接部位検査法として X 線撮影も実用可能であったが，費用が嵩むため，

ほとんど導入されてはいなかった。 

 

図 14 本付けの一般例 

  

中川･品川『改稿 飛行機構造』130~131 頁，第 162~164 圖。 

 

 図 15 Albatros Flugzeugwerke GmbH , L75 型練習機の胴体鋼管溶接部 
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 小川『航空讀本』275 頁，第 261 圖。 

 

 同径ないし異径の管を継足す場合には図 16 のような処方が採られた。 

 

 図 16 異径管･同径管の継足し 

  

 和久田編『航空工業ハンドブック』653 頁，より。 

継足しの際，斜めの切断が為されているのは管の同一断面のみを灼熱させることを避けるため。上述の

通り，基本的に継足しは中枠の部位にて実施された。 

 

図 17 は継足し法の実際敵応用についての処方であり，部分損傷した縦通材の修理(部分置

換)に係わるアメリカ民間航空局の仕様である。 

 

図 17 一部損傷した縦通材の修理に係わる U.S. Civil Aeronautics Board の仕様 
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Norcross & Quinn, The Aviation Mechanic. p.335 Fig.318, p.337 Fig.337,  

 

 図 18 は本付け作業実施状況の一例である。 

 

図 18 酸素アセチレン溶接，本付けの実施状況 

    

   小川同上書，276 頁，第 262 圖。 

 

発動機架の溶接も鋼管溶接構造に依る機体架構の製造とほぼ同様の工程を為していた(図

19)。 

 

図 19 発動機架における溶接実施部位と実施状況 
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 Frederick K., Teichmann, Airplane Design Manual. N.Y., 1939, p.128 Figure 35B, p.130 Figure 36B. 

 Norcross & Quinn, The Aviation Mechanic. p.197 Fig.180. 

 

胴体架構や発動機架が完成すれば，縦通材について後方から前方に向けて 5kg/cm2 程度

に加圧された高温の亜麻仁油，メタルワニス等を注入し，その漏出によって亀裂の発見に

努め，排油後，両端の開口部をプラグで塞ぐ方途が採られた。その他の全ての鋼管メンバ

については逐一
．．

，その両端の溶接箇所近傍に小孔を穿ち，低く保持された方から高い方へ

と向けて同上の注入が行われた。終了すれば油は抜かれ，油の出入口をなした小孔はタッ

ピングビスに依って塞がれた。これはアメリカで主流を為していたやり方である。 

一方，この「油通し」は我国においては石鹸水による試験の処で述べたように，架構内

部を予め隈無く交通させておき，加熱した油を 1kg/cm2程度の圧力でその一端から注入し，

他端から排出させるという格好で実施されたらしい。この際，各部材に正しく油が通って

いることは当該部位に手を触れ，その温かさによって確認されることが出来た。 

何れの油通し法においてもその第一義的な狙いは欠陥の発見というよりも鋼管部材内面

に残留付着した油に防錆剤の役割を果させることにあった。溶接組立･油通し完了後，架構

はサンドブラストにかけられ，続いてジンククロメイトの下塗り，合成エナメルの本塗り

(1~2 コート)が施された。 



27 

 

上述の通り，鋼管溶接架構の強度は溶接部のそれによって制約されるため，実質的に架

構の強度は技能工の溶接技量次第ということになる。溶接部の強度試験を全ての溶接個所

について実施することは到底不可能であるため，メーカーによっては，恰も金属材料の化

学成分々析におけると同様，溶接工に定期的に，例えば 3 カ月に 1 度，規定の材料を用い

た試験片を溶接させ，その強度に応じて数階級に溶接工の格付けと入替えを実施し，溶接

部位の重要度に応じた技能の最適配置を行うシステムを構築していた24。 

 

3）鋼管溶接構造に依る機体架構製造の創成と普及 

 鋼管溶接構造に依る機体架構組立法は個人の趣味作品やメーカーにおける試作機のよう

な手工業的製作にも適用可能である反面，アメリカでは大量生産向けに展開させる例も観

られた(図 20)。 

  

 図 20 Vultee Aircraft Inc.における鋼管溶接構造に依る機体架構の大量生産風景(1941年) 

    

    小林『飛行機製作法圖説』198 頁，第 366 圖。 

 

この鋼管溶接構造に依る枠組式胴体の製造に先鞭をつけたのは Anton Herman Gerald 

Focker(1890~1939)である。フォッカー機の鋼管溶接構造に依る機体架構については先に観

ておいた通りである(図 10)。オランダ領インドネシアに生まれたオランダ人である彼は少年

時代に父親と本国オランダに帰り，独学で航空技術を修め，ドイツに移って 20 歳の時に自

作 1 号機を完成させ，翌年には飛行士の免許を取得した。その作品中の 1 機はドイツ空軍

に買い上げられもした。 

以後，墜落事故による大怪我をも克服した彼は飛行機製作者，飛行家，軍の飛行士教育

受託者として名声を克ち獲り，第一次世界大戦期にはドイツ空軍に招聘されてその戦闘機

の開発，改良に辣腕を振った。推進式に代えて牽引式プロペラを持つ機体を主流とせしめ

たこと，個別の戦闘機設計において八方美人を狙わず，当該機種に最も望まれる要求性能

                                                   
24 日本標準試料を用いた鉄鋼材料の化学成分分析に係わる分析者検定試験については高

瀬･石田『發動機材料』(「自動車･車輛用發動機用材料」の執筆者は石田)，230 頁，参照。 
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を重視し，優先順位の低い要求項目を切り捨てる思想を確立したこと，機首に装備されプ

ロペラ回転面を通して発射される機関銃に発動機との同調装置を付与し，従前のように機

銃弾の 7%がプロペラ表面の金属製保護覆いに跳ね返されて烏有に帰すなどという無駄を

廃したことはその大きな功績であった25。 

更に，鋼管溶接構造による胴体の採用も以上に劣らぬフォッカーの新機軸であった。こ

の構造は 1914 年 5 月に完成したフォッカーEⅠ型 M5 中翼単葉単座戦闘機を嚆矢とし，’18

年に完成した傑作機，フォッカーDⅦ 型複葉単座戦闘機にも勿論，採用されていた。もっ

とも，この工法を完成させたのはフォッカーの下で溶接工から設計助手，更には設計主任

へと累進した Reinhold Platz(1886~1966)であったと伝えられている26。 

 第一次世界大戦後，この工法を真っ先に全面普及させたのは勿論，敗戦国ドイツではな

く，また英仏でもなく，アメリカであった。アメリカでは戦争中から C：0.10~0.20%の低

炭素鋼製継目無し鋼管が飛行機架構用に造られており，戦争末期には C：0.20~0.30%のそ

れも製造されていた。また，高張力鋼として陸軍は CrV 鋼管，海軍は CrMo 鋼管の研究を

進め，やがて CrMo 鋼管の優位性が判明せしめられた27。 

戦後のアメリカにおける鋼管溶接架構の普及にはフォッカー自身がドイツに課せられた

航空抑圧やドイツ国内の政治的混乱を嫌って ’19 年，オランダに戻り，Nederlandsche 

Vliegtuigenfabrik を興し，次いで商業航空開拓のため N.Y.へと渡り，’23 年に Atlantic 

Aircraft Corporation を設立した実績も影響している。件の胴体構造を有する著名な高翼単

葉 3 発小型旅客機フォッカー･トリモーターF.Ⅶa/3m は’25 年に，高翼単葉単発小型旅客機

フォッカー･スーパー･ユニバーサルは’28年に投入されており，それらの高い信頼性につい

ては程無く衆目の一致する処となった(図 21)28。 

 

図 21 Fokker Super Universal と Tri-Motor 

                                                   
25 Focker/白木 茂･山本 實訳『わが征空記：フォッカー自伝』文林堂双魚房，1942 年，坂

田精一『獨逸航空人傳』十一組出版社，1942 年，309~311 頁，Lloyd Morris/Kendall Smith･

内藤一郎訳『より速く･より遠く』早川書房，1966 年，178~180 頁，参照。 
26 佐貫亦男『続々ヒコーキの心』講談社，1976 年，同『ヒコーキの心』同，1974 年，33~36

頁，33~36 頁，参照。なお，『続々ヒコーキの心』34~35 頁において佐貫は機関銃同調装置

について推測めいた記述を残しているが，その発明の経緯については前注の両文献におい

て既に明らかにされていた処である。 
27 今井訳『シームレス物語――米国の継目無鋼管産業発展の歴史――』99~100 頁，参照。 
28 フォッカー･スーパー･ユニバーサルについては宮本晃男･宮本是男編『フォッカー式スー

パー･ユニバーサル型輸送飛行機取扱解説』育成社，1941 年，参照。フォッカー･スーパー･

ユニバーサルは中島飛行機でも少数がライセンス生産され，日本航空輸送㈱に納入された。

また，日本陸軍はこれをベースとして中島に’31年，フォッカー患者輸送機 5 機，’35年，

95 式 2 型練習機 20 機を，海軍は’33年よりフォッカー式陸上偵察機，同水上偵察機を合計

13 機，調達している。軍用機については日本航空学術史編集委員会編『日本航空学術史(1910

―1945)』丸善，1990 年，345~346 頁，参照。 
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村尾力太郎編著『航空技術用語便覽』開隆堂，1942 年，231 頁。 

 

’25 年に Waco Aircraft Company からリリースされたワコ 9 型 8 座席複葉単発機は鋼管

溶接構造胴体のアメリカにおけるフォッカー機以外への普及の嚆矢であった。機体の構造

を 8 型の全木製から鋼管溶接胴体へと改めた 9 型機は陸軍飛行機生産本部の McCook 飛行

場の試験場にて連邦政府の荷重試験を受けた際，合格基準の 6G を遥かに上回る 9G 以上に

耐え，ワコ機は「鉄橋のように丈夫だ」との評判を獲得した。もっとも，このテの荷重試

験が最も重大な意味を持つのは主翼であるが，本家フォッカーの木製を超えてワコ 9 型機

の主翼が鋼管溶接構造への進化を遂げていたのか否かについては遺憾ながら不明である29。 

’20年代以降，マックック試験場の技師を勤めていた Alexander Klemin(1888~1950)はア

メリカ航空技術の進歩に大きな功績を残した技術者で，後に N.Y.大学，Daniel Guggenheim

航空学科主任教授となった人物でもある。彼は砂袋等を用いる主翼等の強度試験法(図 22)

を創案し，強度上の欠陥の発見を世界で初めて可能にすると共に，荷重倍数や翼幅上の荷

重分布に係わる規格を制定し，飛行試験法や性能計算法をも確立させ，定評あるテキスト

を 3 冊，著している30。 

 

図 22 複葉機主翼の強度試験風景 

                                                   
29 佐貫『続々ヒコーキの心』101∼105 頁，モリス&スミス『より速く，より遠く』225~226

頁，参照。 
30 同上。 



30 

 

   

J.,L., Nayler & E., Ower, Aviation of To-Day. London, 1930, pl.28(face to p.156). 

   重力に揚力をシミュレートさせるため翼は上下反転され，揚力分布に応じて砂袋ならぬ鉛弾帯を載

せられ，その撓みや破壊荷重を実測されている。 

 

鋼管溶接構造に依る枠組構造はアメリカにおいて軽飛行機の胴体として隆盛を極めた。

今日，その代名詞格となっている Cessna Arcraft Co., Inc.製の同時代の機体に採用されて

いた骨組みもかような鋼管溶接架構であったが，同体表面の局面成形には合板が活用され，

主翼等の主要部材には木材の採用を見ていた。Taylor-Young Airplane Co.の Taylorcraft 機

も鋼管溶接構造の胴体とスプルース製の桁と軽合金製リブを有する主翼との組合せであっ

た31。 

これに対して，1930 年代半ば，Stinson Aircraft Company からリリースされた Reliant 

SR.7 型高翼単葉(ガルウイング)機がフォッカーやセスナ等より更に踏み込み，Mo 鋼管溶接構

造の首･尾翼枠組，翼支柱，胴体枠組，脚を持つ機体となっていた。同機は Al 合金製の主

翼リブや主翼前縁をも与えられていた(図 23)。 

 

図 23 Stinson Aircraft Company の Reliant SR.7 型機 

                                                   
31 cf., Norcross & Quinn, The Aviation Mechanic. pp.60, 146, 219, 221. 但し，此処に謂

う合板は一般的なベニヤ板ではなく，丸太を薄く桂剥きにした薄板(veneer)を雄型ないし雌

型に当て，表面に接着剤を塗布して更にこれを重ねる所作を適宜，繰返し，最後にゴムの

シートで覆って外部から加圧ないし内部から真空で引いて型に圧着，固化させた 3 次元曲

面形状を有する成形材を指す。cf., G.,W., Williamson, The Aeroplane Production 

Yearbook(ca. 1943,『英國航空機生産年鑑 最新版』のタイトルで學術文獻出版社なる業者から 1944 年

に海賊出版), pp.149~159. 
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同上書，227 頁，より。 

 

’35年に初めて正式採用され，第二次世界大戦期を通じてアメリカの代表的な初等練習機

であり続けた Boeing Airplane Company の子会社となった Stearman Aircraft Company 

Inc.の PT-17 Kaydet 初等練習機(図 24)は古典的な複葉複座機で，鋼管溶接･羽布貼りの胴体

と一部木製･羽布貼りの主翼を持っていた。1 万機以上生産された本機は戦後，農業機(農薬

散布等)や曲技飛行機，教習機に転身せしめられて活躍を続け，今日に至っても尚，多くの個

体が健在である32。 

 

図 24  Boeing Airplane Company の PT-17 Kaydet 初等練習機 

     

 C.,H., Chatfield, C., Fayette Taylor, Shatswell Ober, The Airplane and Its Engine. N.Y., 1949,  p.3 

Fig.2. 

 

                                                   
32 本機の機体構造に係わる文献は未見ながら，アメリカ海軍の初等訓練用フィルムがネッ

ト上に幾つかアップされており，パイロットの足許にその胴体の鋼管溶接架構を垣間見る

ことが出来る。cf., https://www.youtube.com/watch?v=Mxo0L57ebag, 

https://www.youtube.com/watch?v=_FtZ_9nPv_A. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxo0L57ebag
https://www.youtube.com/watch?v=_FtZ_9nPv_A
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 第二次世界大戦期アメリカの練習機と言えば，North American Aviation, Inc.の T-6 型高

等練習機(低翼単葉)の胴体枠組も“カデット”と同様の鋼管溶接構造であった33。 

 

 図 25 Aeronca Champion とその鋼管溶接構造機体枠組 

 

 

Chatfield, Taylor, Ober, ibid., p.244 Fig.170, p.249 Fig.178. 

 

一層，曲折に富む展開が軽飛行機界において観察されている。即ち，’44 年に初飛行し，

戦後，ベストセラーとなった Aeronca Aircraft Corporation の軽飛行機 Champion(図 25)

は戦後，この会社で量産された後，幾つかの事業者に依って断続的にリバイバル生産され

て歴史的機体となったのみならず，現在でもその製造が続けられており，その累計生産機

数も 1 万を超えている。エアロンカ“チャンプ”はボーイング“カデット”以上に戦前か

ら戦後を突き抜け，近未来にさえ達する歴史的架け橋のような飛行機となっている。 

大勢としては軽合金張殻構造の導入を急いでいた戦間~戦時期の日本においても鋼管溶

接構造に依る機体架構は数次に亘って採り入れられて来ている。フォッカー機については

上述の通りであるが，この構造が現役第一線に在った頃の国内開発陸軍機については不明

な点が多い。僅かに練習機＝“赤トンボ”にこれが汎用され続けたことだけは明らかであ

る。即ち，日本陸軍練習機の代表，’35年に制式化された立川飛行機製の陸軍 95 式 1 型中

間練習機，同 3 型初歩練習機(複葉複座)には鋼管溶接構造に依る“warren girder”と呼ばれ

る胴体架構が採用されていた(図 26)。95 式 1 型，同 2 型練習機は合計 3300 機近く製造され

ている34。 

 

 図 26 95 式 3 型初歩練習機の胴体 

                                                   
33 小林『飛行機製作法圖説』105 頁，第 191 圖，参照。 
34 遠藤良吉「95 式 1 型および 3 型練習機」航空情報臨時増刊『日本傑作機物語』酣燈社，

1959 年，60~69 頁，航空情報別冊『太平洋戦争 日本陸軍機』酣燈社，1969 年，189~194 頁，

参照。 
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  遠藤良吉「95 式 1 型および 3 型練習機」60 頁，より35。 

 

また，日本國際航空工業のキ 76(3 式指揮連絡機)，同キ 86(4 式基本練習機)の胴体構造も鋼管

溶接構造であった。大戦末期の特攻機，中島のキ 115“剣”の胴体は鋼管枠組に鋼板外皮と

いう一層粗末な機体となっていた36。 

フォッカー機以外の海軍機に眼を遣れば，’29年に横須賀工廠において 4 年前に制式化さ

れていた 14式水上偵察機の胴体を木製から鋼管溶接構造へと改める改造工事が実施された

のがその最初期に属する実施例であったらしい。’30 年に制式化された三菱の 90 式機上作

業練習機には当初から鋼管溶接構造の胴体が採用されていた。同じ構造は横須賀工廠で開

発された 90 式水上練習機にも用いられているが，横廠はこの時，酸･水素ガス溶接と電気

溶接との併用を試験したと伝えられている(図 27)。同世代の川西航空機製 90 式 3 号水上偵

察機にも鋼管溶接構造の胴体が用いられていた(図 28)。 

 

図 27 90 式水上練習機の鋼管溶接胴体枠組 

  

岡村他『航空技術の全貌』(上)，94 頁，第 2.40 図。 

 

図 28 90 式 3 号水上偵察機の鋼管溶接胴体枠組 

                                                   
35 遠藤の文章は別冊航空情報『日本傑作機開発ドキュメント 設計者の証言』下巻，酣燈社，1994

年，56~71 頁に再録されているが，この写真は割愛されてしまっている。 
36 『太平洋戦争 日本陸軍機』141~144 頁，129~131 頁，参照。 
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同上書，96 頁，第 2.46 図。 

 

図 29 90 式艦上戦闘機の発動機架と前部胴体枠組 

      

同上書，99 頁，第 2.49 図。 

 

図 30 13 式艦上攻撃機改造型の仮組立 
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同上書，105 頁，第 2.55 図(b)。 

 

中島飛行機製 90 式艦上戦闘機(図 29)や’31年頃，横廠で開発された潜水艦格納･射出用小

形単座水偵の胴体構造も同じであった。海軍航空廠で実施された 13 式艦上攻撃機の改造型

(図 30)は後に愛知航空機で再改造を施された上，’32年に制式化されて 92 式艦攻となってい

るが，この胴体も鋼管溶接構造であった。勿論，海軍を代表する“赤トンボ”，即ち’33 年

に制式化され海軍における練習機の決定版として各所で合計約5600機も製造された海軍航

空技術廠開発の 93 式中間練習機の胴体も同じ構造であった37。 

 

3．鋼管による枠組式胴体(2)：管材組立構造 

1）Blackburn Aircraft, Ltd.の事例 

アメリカやドイツに比べれば，イギリスとフランスは鋼管溶接構造に依る機体架構製造

に対してやや保守的であった。当初は溶接に因る歪みや材料の変性，高度な溶接技能への

依存が忌避されたからである。もっとも，英仏の初期飛行機界で多用された胴体枠組構成

方式が適当な金具とボルト，リベットで管材を結合して行く管材組立構造であったことは

確かであるとは言い条，各社における技術の変遷に係わる考証を幅広く掘下げる作業はそ

れ程た易い課題ではない。因って，以下においては管材組立構造に依る機体架構を採用し

ていた状況がある程度，正確に検証可能な事例に限って瞥見して行くこととする。 

先ずは Blackburn Aircraft, Ltd.のケースから。1928 年，日本海軍は三菱航空機に 89 式

艦上攻撃機となるべき機体の開発を命じているが，そこで参考として指定されたのはイギ

リス，ブラックバーン社の Ripon 艦上雷撃機(1926 年：複葉複座)であった。三菱はブラック

                                                   
37 岡村 純他『航空技術の全貌』(上)，興洋社，1953 年(原書房復刻版，1976 年)，87，88~89，

94，96~97，99~100，104~105，107~108 頁，航空情報別冊『太平洋戦争 日本海軍機』酣燈

社，1972 年，248~252 頁，参照。前者には鋼管溶接胴体枠組の写真も掲載されてはいるが，

その品質は甚だ劣悪である。なお，海軍航空廠(’32 年 4 月，横須賀に設立)→海軍航空技術廠(’39

年 4 月改称)→海軍第一技術廠(’45年 2 月改称)。 
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バーン社から技師 3 名を招聘し，その設計を委ねた。その成果として’30年 1 月に完成した

89 式艦上攻撃機初号機の胴体には「各節点に機械切削の複雑なソケットや端金具を用いて，

これに鋼管を挿入してテーパーピンやねじ止めの鋲で固定して組立て」る工法，即ち本家

直伝の管材組立構造が採用される次第となった38。 

このソケットの機械加工々程についての直接的な情報は無いが，一般例としては鋼製粗

形材を鍛造し，罫書を施し，旋盤で外周旋削し，引続き工具を中ぐりバイトに代えて中ぐ

りし，内面のバイトの届かぬ処は形削盤で切削し，外面の旋削不能な余肉は先ずタガネで

はつり，次に手持ちの電動エンドミルで粗仕上し，ヤスリで中仕上し，最後に電動ワイヤ

ブラシで仕上研磨する，といった非常に手間のかかる工程となっていた39。 

然しながら，流石にこの削り出しソケットを用いる組立工法の劣悪な生産性は本家でも

持て余されたものと見え，’29 ないし’30 年頃，試作程度に製造された複葉単座戦闘機

Lincock IIないし IIIには管材接合部の両側に目板を当ててボルトとリベットで固定する手

口により捩れと力の偏りを防ぐ簡単明快かつ，量産出来さえすれば低コスト化も可能な新･

管材組立工法が採用された。その詳細は図 31 に示される通りである。もっとも，爾後のブ

ラックバーン社における技術の推移については又しても不明とせざるを得ない。 

 

図 31 Blackburn LincockⅡないしⅢに採用された管材組立様式 

      

 中川･品川『飛行機構造』119 頁，第 166 圖 B，同『改稿 飛行機構造』140 頁，第 176 圖，B。 

 

                                                   
38 三菱･Hispano-Suiza 650馬力発動機の不調から89式艦上攻撃機の制式化は’32年に持ち

越された。本来なら 92 式と称されるべき機体ではあるが，本機は全くの失敗作としてのみ

記憶される。岡村他『航空技術の全貌』(上)，87~88 頁，参照。この札付きの発動機につい

ては前掲拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅰ部」にて詳しく論じられている。 
39 小林喜通『飛行機製作法圖説』78~82 頁，参照。事例は単桁構造翼の緊張材取付金具で

ある。画像の品質が悪過ぎるため，採録は控えた。 
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 板材を重ねてリベット接合する際には図 31のように管リベットらしきものを用いる場合

があった。これは一般の鋲締めとは異なり片側からの作業が可能なリベットで，向うが見

えない状況で作業が進められ得るため，ブラインド･リベットと総称され，かつ，今日でも

汎用されているが，当時の英国においては“Pop”リベットと通称されていた。これにも大

別して 2 つの，即ち，特殊工具を用いてリベットの中心を貫通するマンドリルを牽くこと

に依るリベット頭部のかしめが終了した後，マンドリルの頭が変形して抜け去ってしまう

タイプ(図 32 上)とその首が切れて頭がリベット内に残るタイプ(図 32 下)とがあった。リベッ

トは Ni 合金や Al 合金，軟鋼の板を絞って造られ，マンドリルは硬鋼製であった。Ni 合金

製“Pop”リベットの強度は同じ外径を有する Al 合金製中実リベットと同等であった。 

 

 図 32 “Pop”リベットの 2 葉式 

     

 Williamson, The Aeroplane Production Yearbook., p318 Fig.255.. 

 

通常のリベッティングは鍛冶屋の先手と横座のように 2 人が表裏ペアとなっての相対作

業となる。しかし，飛行機の工作の場合には当て金を扱う作業者が構造物の中に入り辛い

ようなリベット締結箇所も多かった40。 

これに対して，ブラインド･リベットは何れの様式，材料のモノが用いられる場合におい

ても不熟練労働者に依る高能率のワンサイド作業が可能であった。このため，“Pop”リベ

                                                   
40 Brewster Aeronautical Corporation(米)の例ではあるが，翼の鋲締め工程に翼内作業員

として携わる小人症の男性の写真がある。勝田不二雄『現代航空工業』朝日新聞社，1942

年，巻頭グラビア，参照。勝田不二雄は某大手飛行機会社首脳のペンネーム。 
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ットはワンサイド作業が必要とされない箇所にまで広く用いられるに至った41。 

なお，図 31に観られるように管と目板，あるいは管と端金具とをリベット接合する場合，

ムクのリベットをかしめ
．．．

て行くとリベットを座屈させ管を潰してしまいがちとなるため，

ボルトが使用された。もっとも，後年には，また，それ程，大きな強度が求められない箇

所にはハトメを長くしたような管リベットが使用された。そのかしめ
．．．

方にはポンチと当て

金の類とを用いる旧式の方法(図 33)と，Chobert rivet と称するブラインド･リベットを 2 段

階に用いる新しい，ヨリ強靭にしてスマートな，そしてワンサイド･アクセスで締結作業を

完結させることが可能な方法(図 34)とがあった。この Chobert rivet は Supermarine 

Aviation Works(Vickers), Ltd.の代表作，Spitfire(’36年：張殻構造)の工作にも用いられている。 

 

 図 33 旧式の管リベットに依る管材接合法 

 

 

駒林『飛行機工作法』188 頁，第 229 圖，190 頁，第 230 圖。 

文字欠けしている箇所は「呼出し」(＝当て金)。 

 

 図 34 Chobert rivet を用いる管材と端金具との接合法 

 
                                                   
41 cf., Williamson, The Aeroplane Production Yearbook., pp.318~320. マンドリルを引き

抜く特殊工具の機構はシャープ･ペンシルの芯送り機構を強化し内外逆にしたようなモノ

である。 
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   Williamson, The Aeroplane Production Yearbook. p.316 Fig.254. 

 

 2）De Havilland Aircraft Co., Ltd.の事例 

次に，蝶や蛾の収集家でもあった Sir Geoffrey de Havilland(1882~1965)によって興され

た De Havilland Aircraft Co., Ltd.の事蹟について確認して行こう。図 35 は’25年に誕生し

た DH. 60 Moth である。この飛行機は軽飛行機の元祖として記憶される機体である。“モ

ス”とは蛾の謂いであり，確かに垂直･水平安定板には蛾の翅を想わせる流麗な曲線が与え

られている。DH.60 Moth は搭載発動機によって Cirrus(触毛) Moth，Gipsy Moth(マイマイ

蛾)等に細分されたが，同社からは爾後，DH.75 Hawk Moth(すずめ蛾：’28年)，DH.80A Puss 

Moth(欧州産の大形の蛾：’29)，DH.81 Tiger Moth(火取蛾：’31)，DH.80 Fox Moth(カレハ蛾科：’32

年)，DH.85 Leopard Moth(北米産の大形の蛾：’33年)といった“蛾シリーズ”の投入を見るこ

ととなる42。 

 

 図 35 DH. 60 Moth 2 態(何れも Cirrus Moth) 

 

 

J.,L., Nayler & E., Ower, Aviation of To-Day. pl.43(to face p.224), pl.67-1(to face p.273). 

 

 図 36 はその胴体構造を明瞭に示す斜め後姿である。 

 

                                                   
42 Cirrus Moth，Gipsy Moth の発動機その他については別稿「軽飛行機用 4 サイクル直列

倒立発動機技術史点描」を用意している。 
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 図 36 建造途上にある DH. 60 Moth とその胴体枠組 

   

Nayler & Ower, ibid. , pl.60(to face p.264). 

 

 胴体枠組の構成法は鋼管とチャンネル材とをボルト結合したものの如くである。一部の

接合部には目板が用いられていたことも判る(図 37)。 

 

 図 37 同上 DH. 60 Moth の操縦席部胴体枠組 

  

   ditto., pl.58(to face p.257). 
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もっとも，デハビランドにおいては遅くとも’29年の DH.80A Puss Moth においては“〝

N〟girder”と呼ばれる鋼管溶接架構へのシフトが断行されていたようである(図 38)。但し，

その後，DH 社が木製機の分野において独特の技術を発揮したことは公知の事実と言えよう。 

 

 図 38 鋼管溶接構造に依る機体架構を持つ DH.80A Puss Moth  

  

   小川『航空讀本』260 頁，第二百三十八圖。 

  中間部の白帯は元図の継目と想われる。 

 

イギリス航空界の名門，A V Roe & Co., Ltd.(Avro)にしても’30年代半ばには鋼管溶接構

造に依る胴体架構を採用していた。Westland Aircraft, Ltd.の Lysander 直協･連絡機(高翼単

葉)の胴体もそれであった。しかし，これらは断片的事実の確認たるに過ぎず，そこに至る

までの両社製品における胴体枠組構造の変遷についてはデハビランドの場合とは異なり，

管見の及ぶ処となってはいない43。 

 

2）Bristol Aeroplane Co., Ltd.の Bulldog  Mk. IIa 戦闘機 

 続いて，ブリストル社における管材組立に依る胴体枠組構造の実施例を’32年の Bulldog  

Mk. IIa 戦闘機に尋ねてみよう。図 39 は同社において使用されていた胴体組立冶具の一つ

である。ブルドッグは戦間期のイギリスを代表する戦闘機の一つで，400 機以上製造された。

中島飛行機は 90 式艦上戦闘機開発に際して Mk.II を 2 機輸入し参考としている。Mk.IIa

は II の改良強化型であった44。 

  

 図 39 Bristol Aeroplane Co., Ltd.の胴体組立冶具 

                                                   
43 A.,J.,Suton Pippard/J.,Laurence Pritchard･大澤信一訳『飛行機の構造及び強度』櫻華

社，1944 年(原著第 2 版’35年)，14 頁，第 1.11 圖，小林『飛行機製作法圖説』105 頁，第 190

圖，参照。 
44 この飛行機の 3 面図については拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」(大阪市立大学学術機

関リポジトリ登載)に図Ⅲ-Ⅱ-11 として引用しておいた。 
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  小川『航空讀本』249 頁，第二百二十三圖。 

 

図 40 以下においては暫し，ブルドッグ Mk. IIa そのものに係わる概要と構造例の紹介を

試みよう。 

  

 図 40 Bristol Bulldog  Mk. IIa のパンフレット表紙 

 

表紙には謳われていないが，Mk.IIa のパンフレットであ

り，オール･スチール構造を強調するデザインとなってい

る。 

Mk.IIa は MkII の全面強化型で，垂直･水平安定板，各

操縦翼面と発動機架とを除き，Mk.II の部品は Mk.IIa には

転用出来なかったが，IIa の部品は主翼を除いて II にも適

用可能とされていた。 

Mk.IIa の主翼部材も周辺部品の交換を伴う場合には II

への装備が可能であったが，下部中央翼の転用は胴体側の

改造を伴うため，推奨されてはいなかった。 

  

 

下方に見える機械の内，左側は比較的複雑な断面形状を

有するチャンネル材を成形するための連続ロール

(continuous mill)，右側の機械は比較的単純なそれを有する

チャンネル材を引抜成形するための引抜台(drawing bench)

であろう。これ位の設備を用意すればコスト的な競争力も

担保されるということである。 

  The Bristol Aeroplane Co., Ltd.のパンフレット(無刊記)。 
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 さて，ブルドッグ Mk.IIa はブリストル Jupiter VIIF ないし VIIF.P 型発動機(1R9, 高度

2440m における定格出力 490BHP/1775rpm.)を装備する複葉単座戦闘機であった(図 41)45。 

 

 図 41 Bristol Bulldog Mk. IIa 

    

Air Ministry, The Bulldog IIA Aeroplane Jupiter VIIF or VIIF.P Engine. 1932, Gravure. 

左前方の翼間支柱に付いている 2 又フォーク状のモノはこの時代の軍用機に散見されるが用途不明。 

 

 その胴体枠組の全体像と各部の名称は図 42 に示される通りである。 

 

図 42 Bristol Bulldog Mk. IIa の管材･チャンネル材混用組立構造を有する胴体枠組 

 

   ditto., p.2 Fig.2. 

                                                   
45 この発動機についても拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」にて紹介しておいた。 
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 前方から観て行くと，先ず発動機架は外径 11/4 in.の高張力鋼管 4 本と鋼板製発動機取付

けプレート，タイロッドを主要鋼製部材とし，Al 合金の板材でアスベストをサンドウィッ

チした防火壁と一体化された構造物であった(図 43)。鋼管の端部にはソケットが嵌入･テー

パーピン止めされており，前部は発動機取付けプレート(コーナーの折り曲げ接合部は溶接)にリ

ベット接合され，後部は胴体前部接手にテーパ･ボルトで固定された(図 45 下)。 

 

図 43 Bristol Bulldog  Mk. IIa の発動機架 

       

     ditto., p.3 Fig.3. 

 

 胴体前部の主たる構成部材は外径 11/4 in.の高張力鋼管であった。接手は鋼板リベット組

立品で前部接手は発動機架の取付け部であると共に，上部前方接手は脚のオレオ緩衝装置

(ラバークッション＋オイルダンパ)の取付け部をも兼ねていた(図 44, 45)。 

 

図 44 Bristol Bulldog  Mk. IIa の前部胴体 
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   ditto., p.4 Fig.4. 

 

図 45 Bristol Bulldog  Mk. IIa の前部胴体第 1 張間上部前方接手 
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    ditto., p.5 Fig.5. 

 

 前部胴体の下部中央には後部胴体との接手が配されていた(図 46)。前部胴体に比して強度

的要求レベルの低い後部胴体に主要構成部材として採用されていたのは炭素鋼管のような

グレードを落した鋼管等ではなく，特殊な鋼製チャンネル材であった。図 46 の右には後部

胴体右側下方縦通材の前端が顔を覗かせている。 

 

図 46 Bristol Bulldog  Mk. IIa の前部胴体第 2 小間下部中央接手 

    

ditto., p.6 Fig.6. 

 

 後部胴体の要部は図 47 に示されている。 

 

図 47 Bristol Bulldog  Mk. IIa の後部胴体第 5, 6 張間 
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ditto., p.8 Fig.7. 

 

後部胴体枠組用のチャンネル材(built up strip steel rivetless members)とは図 48 上方に示さ

れている耳付き丸断面の 3 つであり，何れも 2 つのピースを鉸
かし

めに依って一体化させたも

のである。翼桁のそれを含め，かようなピースの調製には上記の連続ロールが活用された

モノと推察される。 

 

図 48  Bristol Bulldog  Mk. IIa の薄鋼板製チャンネル材(縦通材，支柱，斜め材，リブ，翼桁) 
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ditto., Fig.27(to face p.50). 

 

 胴体尾部(図 49)の後端，スターン･ポストにはジュラルミン管が貫通せしめられ，これが

同じく高張力鋼管製である垂直安定板のポストを貫くことによってその正確な支持が果さ

れた。スターン･チューブの後部には舵の軸受を取付けるための金具がセットされた。この

構図は船のスターン･チューブのケースとほぼ相似である。序でながら機の進行方向右側は

船と同様 starboard(右舷)，左側は port(左舷)などと呼称されていた。 

 

 図 49 Bristol Bulldog  Mk. IIa の胴体尾部 

   

ditto., p.11 Fig.8. 

 

 後部胴体下部端梁中央には尾橇を旋回支持するための受金が見える。この尾橇は V 型に

配される 2 本のクッション･ラバーでシーソー懸架されていた。 

図 50 には機体枠組の完成検査状況が示されている。基準線を水平に設定した場合，発動

機架のプレート面角度は鉛直線から後方に 6 分(0.1 度)の傾斜などと規定されていたが，許容

誤差については何も語られていない。ブリストル社におけるその後の技術変化については

残念ながら管見の及ぶ処とはなっていない。 

 

図 50 Bristol Bulldog  Mk. IIa の胴体枠組の完成検査状況 
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ditto., Fig.13(to face p.24). 

 

3）Hawker Aircraft, Ltd.他における実施例 

 最も頑固に管材組立構造を守った点に些かの疑念も起こさせぬイギリスの代表的飛行機

メーカーは Hawker Aircraft, Ltd.であろう。これを先ず，’28年の Tom Tit 練習機(図 51)の

例から観て行こう。ホーカー社独特の管材組立構造を開発したのは Frederick 

Sigrist(1880~1956)であった。これは薄肉鋼管の端部を角断面に成形･拡管し，鋼板製の隅板

ないし目板を介してリベット接合して行くというごくシンプルな方式である。この工法は

修理が容易である上，量産性も存外，低くはなかった(図 52)46。 

 

図 51 盲目飛行(Blind Flying)訓練中の Hawker Tom Tit 練習機 

    

Nayler & Ower, Aviation of To-Day. pl.55(next to p.254). 

 

 図 52 Hawker Tom Tit に観る管材組立構造の例 

                                                   
46 佐貫『続々ヒコーキの心』57~60 頁，参照。 
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 中川･品川『飛行機構造』122 頁，第 170 圖。同『改稿 飛行機構造』144 頁，第 181 圖も同じ。 

 同書に「トミット」とあるのは誤記。 

 

 ’34 年に誕生したホーカーHardy 偵察･軽爆撃機は’28 年の Hart 偵察･軽爆撃機の派生機

種であったが，その胴体構造も当然，予想されるように同じ様式であった(図 53)。 

 

 図 53 Hawker Hardy 偵察･軽爆撃機(1935 年)に観る管材組立構造の例  

  

   小川『航空讀本』212 頁，第百七十四圖。 

 

 続いてホーカーHurricane 単発単座戦闘機(図 54, 55)に眼を向けよう。Sir Sydney 

Camm(1893~1966)に依るその設計着手は’34年 5 月であった。原型機は’35年 11 月に初飛行

し，量産初号機の初飛行は’37 年 10 月であった。当初のハリケーン Mk.1 は胴体も主翼も

鋼管枠組に羽布張り構造であった。’39年製の Mk.1 後期型は中央翼は金属外板張り，外翼

は全金属応力外皮構造へと改められたが，冒頭に記した通り「鋼管羽布ばりという旧式な
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胴体構造は，ハリケーンの一生を通じてそのまま残された」47。 

 

図 54 Hawker Hurricane Mk.1 戦闘機初期型(1937~’38年)3 面図 

    

工業調査會編『航空機及航空發動機設計資料』工業調査會，1938 年，73 頁，より。 

木製固定ピッチ 2 翅プロペラ付き。発動機 RR. MerlinⅡ型 1050 馬力。 

 

図 55 Hurricane Mk.1 戦闘機初期型側面図 

  

同上書，71 頁，より。 

尾輪左上方左隣の斜め材に見えるズレは元図作成時のもの。 

                                                   
47 航空情報編『第 2 次大戦 イギリス軍用機の全貌』47~51頁，佐貫『続々ヒコーキの心』127~130

頁，参照。ハリケーン Mk.I 前後期型の対比については中川･品川『改稿 飛行機構造』63~67

頁，参照。但し，残念ながら画像の品質は非常に低い。 
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図 56, 57 はその「旧式な胴体構造」と組立冶具の使用状況である。 

 

図 56 Tom Tit と同じ組立構造を有する Hurricane の胴体 

    

中川･品川『改稿 飛行機構造』141 頁，第 177 圖。 

 

図 57  Hurricane の胴体組立冶具と胴体枠組 

 

 

胴 体 前 方 組 立 冶 具 胴 体 後 方 組 立 冶 具 

 小林『飛行機製作法圖説』104 頁，第 188 圖，189 圖。 

 

ハリケーンは’44年 9月の生産打切りまでMk.1~Mk.5を通算してイギリスで12,780機，

カナダで 1,451 機製造され，その内，Mk.4 ないし 2 機のみに終った試作機 Mk.5 には 1620

馬力に増強されたマーリン発動機が装備されたと伝えられている。ハリケーンは実働の晩

年，地上攻撃機として活躍したが，この点では後継機として’40 年 2 月に開発されながら

Napier 発動機の不調に悩まされ，3,330 機しか造られなかったホーカーTyphoon も似たり
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寄ったりであった。因みに，タイフーンの胴体は前部が鋼管の管材組立構造，後部は軽合

金セミ･モノコック構造となっていた48。 

なお，鋼管構造に依る機体架構を持つ Handley Page Ltd.の Harrow 重発爆撃機(’36 年：

高翼単葉，双発)の鋼管接合方法については，恐らくリベットが用いられていたと想われるが，

今のところ不明とせざるを得ない49。 

また，過渡的存在としては鋼管に代えて軽合金管を採用した例も内外に見受けられた。

1927 年完成の川西航空機，11 型試作複葉戦闘機にはジュラルミン管リベット接合の胴体枠

組が試用されていた。他方，’28 年 6 月に初飛行したボーイング 83 型試作複葉戦闘機のよ

うに発動機架と胴体前部は鋼管溶接構造，その後部は Al 合金管を金具を介してボルト組立

した構造といった雑種構成を特徴とした例もある50。 

中には，丸断面の鋼管ではなく角断面の鋼管や鋼製チャンネル材を用いる組立構造を得

意とするメーカーも存在した。ブリストル･ブルドッグの強度的に安心な部位において鋼製

丸断面チャンネル材の併用が認められた点については先程，確認し終えた通りであるが，

イギリスにおける角断面鋼管の使用例としては Westland Aircraft, Ltd.，Gloster Aircraft 

Co., Ltd.，同じくチャンネル材と丸及び角断面鋼管の混用例に General Aircraft, Ltd.(モノ

スパー系列機)があった。また，フランスでは Aeroplanes Henri Potez の 39 型のようにジュ

ラルミンのチャンネル材を主要骨材とする例も観られた。海防義会の献金によって海軍技

術研究所で設計開発された全軽金属高翼単葉艦上偵察機にもジュラルミン製チャンネル材

架構が採用されていたものの，実機飛行試験は未遂に終わっている51。 

 

4．大圏構造 

今一つ，枠組胴体･羽布貼り構造の中にはチャンネル材である肋材を胴体の前後軸に対し

て斜め交差させつつ恰も鋼管製縦通材の束に巻き付けるように
．．．

巡らせ，これに羽布を同じ

ように貼って行く大圏構造ないしジャカゴ構造などと呼ばれる様式も存在した(geodetic 

structure：図 55)。これは Barnes Neville Wallis(1887~1979)に依って大成された工法で，以

下では彼が勤めていた会社，Vickers Aviation Ltd.(英)の作品，Wellington 双発爆撃機(’37)

の例についてやや詳しく観て行くことにしよう52。 

                                                   
48 佐貫『続ヒコーキの心』119~122 頁，航空情報編『第 2 次大戦 イギリス軍用機の全貌』51

頁，参照。 
49 工業調査會編『航空機及航空發動機設計資料』8~10 頁，参照。 
50 関口英二「春風より 94 式水偵まで」航空情報臨時増刊『日本傑作機物語』28~39 頁，佐

貫『続々ヒコーキの心』109~112 頁，参照。 
51 中川･品川『飛行機構造』119，123~126 頁，同『改稿 飛行機構造』140，144~147 頁，

参照。モノスパー･クロイドン型高速旅客機，ウェストランド･ライザンダーI 型軍隊協同機

については工業調査會編『航空機及航空發動機設計資料』34~35，75~77 頁，海軍技術研究

所における開発については，岡村他『航空技術の全貌』(上)，97 頁，参照。 
52 cf., Williamson, The Aeroplane Production Yearbook(『英國航空機生産年鑑 最新版』), 

pp.274~287, 小林『飛行機製作法圖説』108~110，146~148頁。geodesic, geodeticとは元々，
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先ずは全体的なイメージから(図 58)。軽合金はその低い比強度故に純粋の応力外皮構造を

構成させるための材料とはなり得ない。そこで，縦通材と肋財を用い，薄い外皮を貼った

障子のような軽合金製セミ･モノコック構造(次節参照)が援用されることとなっていた。とこ

ろが，この障子の小間を個々に観察すると，これに大きな外力が働いて歪みが生ずる時，

障子紙には対角線方向の皺が現れる。それなら，いっそ初めから対角線方向に軽合金製の
．．．．．

骨材を配しておけば軽い羽布の外皮を用いつつ遥かに軽く強靭な胴体や翼の枠組が得られ

る，こう見込んだのがワリスであった。 

 

図 58 Vickers の大圏構造 

  

村尾編著『航空技術用語便覽』66 頁，より。 

 

但し，この工法は斜め材を文字通り巻き付け，編んで行く竹籠作りの化け物のような手

管ではなかった。図 57 を良く観れば，縦通材を挟む上下の大圏パネルは互いに食い違いと

なっていることが判るであろう。つまり，大圏構造の製作工程は一種のブロック建造法で

ありながら，完成した枠組は結果的に純粋な張殻構造に極めて近いモノとなっていたワケ

である(図 59)。 

 

図 59 Wellington の胴体分割構成 

                                                                                                                                                     

測地線の謂い。本稿では斜め材と表記しておく。 
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小林『飛行機製作法圖説』187 頁，第 348 圖。 

 

この工法の生産性，コスト競争力を下支えしていたのはブリストル･ブルドッグの製造工

程におけるそれと相似た類の連続ロールであった。帯板から斜め材を成形する工程は後に

続く組立工程と共に全体を通じて半熟練労働に依って担われることが可能となっていた。

斜め材の成形は帯板への断面形状付与と胴体や翼表面の曲面に沿わせるための長手方向の

曲げとに別たれたが，連続ロールはその 2 つの工程を担う製造設備であった。 

成形部分は通常の連続ロールであり，曲げ部分は 3 連のロールであった。曲げロールは

斜め材に付与すべき曲率に応じてローラー･ケージごと旋回出来るもので，2 連は自在接手

を介してシャフト駆動されていた。ケージの旋回は極めて複雑なカム機構に依って司られ

た。第 3 ロールは振れ幅が大きくなるため自在接手では追従出来ず，独立に電動機駆動さ

れた(図 60)。 

 

図 60 連続ロールに依る Geodesic(斜め材)の成形 
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Williamson, The Aeroplane Production Yearbook. p.276 Fig.208. 

 

ワークの送り速度は低く，予備的な切断は図 59 手前のように作業者が弓鋸で引いて行っ

た。切断航程を自動化することも可能ではあったが，機械を複雑化させるより人力に依存

する方がコスト的に有利であった。 

出来上がった斜め材はゲージに当ててその形状精度をチェックされた(図 61)。大きな誤差

は人力式の修正ロールに依って矯正され，微細な誤差は端をクランプして他端から人力で

直された。捻じれの習性も同様に行われた。材料自体の不均質性が排除し切れなかったた

め，材料ロット毎に微小な曲りの誤差が発生することは不可避であった。 

 

図 61 斜め材曲率のゲージに依る検査 

   

ditto., p.276 Fig.209. 
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半成品斜め材は加工ジグにセットされ，切欠き加工，孔明け(ドリル，パンチ)，交差箇所へ

の槌打ちに依る凹み付与，小形水圧プレスに依る定寸切断(端部丸み付け)，鑢に依るバリ取り

等が行なわれ，完成品となった。バリ取りには若年女子労働者が充当された。修正はこの

工程に入るまでに為されていることが望ましい。 

機械加工が終った斜め材は検査を受け，合格品には番号が与えられた。番号付けは組立

ジグ上で若年女子労働者に依って組立が進められる際の誤組防止策である(図 62)。斜め材の

交差部は蝶頭を持つボルトと金具に依って固定された。この金具も誤組防止のため外側は

黄色，内側は緑色に塗色されていた。 

 

図 62 斜め材のパネルへの組立 

   

ditto., p.277 Fig.210. 

 

胴体は上述の通りブロック毎に組立てられたパネルを継ぎ足して行くことに依って，翼

も部分組立されたパネルを結合させることに依って構成された(図 63~65)。 

 

図 63 組立てられた胴体サイド･パネル(上)とトップ･デッキ(下：屋根と縦通材) 
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ditto., p.274 Fig.206, p.275 Fig.207. 

 

図 64 胴体サイドパネルの翼桁貫通部 

   

ditto., p.284 Fig.218. 

 

ウェリントンの主翼は 3 本桁構造を有していたが，その主桁は胴体に対しては浮いてい
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て，単に胴体を貫通するだけであった(図 64)。他方，前後の補助桁は主翼前後フレームにボ

ルトオンされた。 

 

図 65 組立冶具上の主翼パネル群 

   

ditto., p.278 Fig.211. 

 

胴体の組立精度の根幹は要所に配されるフレーム類に依って担保された(図 66, 67)。 

 

図 66 胴体メイン･フレームへのフランジ，補強材の鋲付け 

   

ditto., p.280 Fig.213. 

 

図 67 尾翼，尾輪部の胴体メイン･フレーム 
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ditto., p.279 Fig.212. 

 

フランジや補強材を鋲付けされたフレームは胴体組立ジグ上にセットされ，そこにトッ

プ･デッキが落し込まれ，サイドパネル，フロアパネル，アンダー･パネルが取付けられ，

順次，完成機体に近付いて行った(図 68~71)。 

 

図 68  メイン･フレームへの落し込みを待つ縦通材付きトップ･デッキ 

   

ditto., p.282 Fig.215. 
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図 69 組立進行中の機首部 

   

ditto., p.285 Fig.219. 

 

図 70 発動機ナセル付き中央翼を結合された胴体 

  

小林『飛行機製作法圖説』109 頁，第 200 圖。 

 

図 71 艤装中の操縦席 
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ditto., p.281 Fig.214. 

 

この大圏構造は普通の張殻構造より 30%近く計量に仕上がる上，強度的にも優れていた。

かくて，ヴィッカース Wellesley 単発複座長距離爆撃機を改造し補助燃料槽を付設した記録

機は 1938 年 11 月 5 日から 7 日にかけてイスメリア(エジプト)~ダーウィン(オーストラリア)

間を飛翔し，陸上機による直線航続距離 111,520.421km を樹立している。然しながら，大

圏構造は部材の成形･組立に工数がかかり，旅客機等の胴体においては窓や出入り口など補

強材が断たれる部位が多くなって工作や強度に問題を生ずる。このため，ヴィッカースの

爆撃機等に若干の使用例を観る程度に終った53。 

 

4．張殻式胴体への大勢移行 

 単発機の場合，発動機架後方に設けられた防火壁と操縦席との間に詰め込まれるべき胴

体内燃料タンクや滑油タンクの容積確保のためには胴体内容積の有効活用が図られねばな

らない。この面で四角い鉄塔を横倒しにしたような枠組構造は不利を託つ。大型機なら胴

                                                   
53 航空情報編『第 2 次大戦 イギリス軍用機の全貌』参照。判っている具体例としてヴィッカ

ースのウェリントン双発爆撃機，ウェルズレイ単発複座爆撃機(’37)，Warwick 双発貨物機

(’40)，Windsor 試作 4 発爆撃機(’44)，の名が挙げられる。また，戦後，リリースされた双発

旅客機 VC.1 Viking の主翼や尾翼にも大圏構造が使用されていた。ウェルズレイ改造機に

よる航続記録については山本峰雄『最近の航空機』岩波講座機械工學[X 別項]，1942 年，1~2

頁，参照。 

 なお，アメリカの Plxweve Aircraft Company がその練習機 CT-6A(1940 年)に木製の大圏

構造を採用し，同一発動機付き金属機より軽く廉価で高速の機体を実現した事蹟について

は夙に知られる処であろう。cf., Williamson, The Aeroplane Production Yearbook. 

pp.215~216,  http://www.aerofiles.com/plxweve-x.jpg. 

http://www.aerofiles.com/plxweve-x.jpg
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体は客貨，兵装を収容する空間であり，その内容積有効活用に対するバイアスは一層，強

く働く。大圏構造はこの点を実に巧くクリアしたが，今述べた通り広く需要されるにはデ

メリットが多過ぎた。そこで monocoque structure，semi-monocoque structure，即ち張

殻，半張殻構造(図 72)への進化が画される趨勢となる。勿論，量産ラインを構築していたア

メリカのヴァルティーやイギリスの多くのメーカーとてその流れを傍観してはいられなか

った。 

 

図 72 半張殻構造＝セミ･モノコック構造の胴体 

 

J.,L., Nayler and T.,F., Saunders, Handbook of the Aircraft Industry. London, 1958, p.146 8. 

 

これらの構造は機能的観点からは stress skin structure と呼ばれる。応力外皮構造にお

いては胴体断面の最も外側に強度部材が配されるため，重量(材料使用量)の割に剛性が高くな

る。しかし，純粋なモノコック構造で十分な強度を得るためには厚い外板を用いる必要が

ある。この場合，軽合金がその疲労限度を定め難いこともあって大勢としては応力外皮と

縦通材と肋財とを組み合せた半張殻構造＝セミ･モノコック構造が選好された。縦通材と肋

財に引張応力を受持つ金属製外皮を貼り付け，外皮によって剛性を，補強材によって破壊

強度向上を担保しようとする狙いである。勿論，この張殻構造の応力外皮は羽布より遥か

に耐候性･耐久性に優れている54。 

飛行機の胴体には飛行中も駐機中も下方に垂れ下がらせようとする重力が作用する。こ

                                                   
54 三木『飛行機設計』上巻，220~221 頁，参照。三木は応力外皮構造において胴体の慣性

モーメントが重量の割に大きくなることをその長所であるかのように述べている。しかし，

胴体の慣性モーメントなど小さいに越したことは無く，意味不明である。 
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れに加え，飛行高度の上昇に対応するため客室(機内主要スペース)の与圧が行なわれるように

なると，機体内外に発生する 0.53~0.60kg/cm2 程度の圧力差が機体構成部材に作用する大

きな引張応力の発生源となって来る。そして，ある程度大きな直径を有する胴体において，

全金属セミ･モノコック構造は事実上，与圧に起因する内外圧力差に耐え，かつ与圧の大前

提となる高い気密性を備えた唯一の機体構造ということにならざるを得ない55。 

図73は1943年に初飛行したLockheed Aircraft Corporationの4発旅客機Constellation

の胴体建造状況である。与圧装置の本格的実用化はその前年に初飛行したボーイング B29

型爆撃機を以て嚆矢とするが，この“Connie”は旅客機として初めて与圧客室を実現した

実用量産機体である。コニーは戦時下，少数が C-69 輸送機として就航し，戦後，旅客機と

して量産されてその本領を発揮，Super Constellation へと進化発展しつつピストン･エンジ

ン付き大形旅客機の掉尾を飾る作品となった56。 

 

図 73 Lockheed Constellation と建造中のその胴体 

 

                                                   
55 応用機械工学編集部編『航空機と設計技術』大河出版，1981 年，96~97 頁，参照。直径

2m･円筒断面の与圧式胴体を枠組と成形材と羽布貼りでまとめようとすれば，羽布の引張強

度次第ではあるが，少なくともこれを 4~6 枚重ねとせねばならぬ計算になる。但し，これ

は下曲げ等に起因する応力が総て枠組に依って担われ，羽布に作用する応力は内外圧力差

に起因するそれのみに限られると仮定した場合においてである。勿論，羽布自体の疲労強

度については全く斟酌していない。 
56 コニーの発動機は P&W R-2800 Double Wasp に始まり Wright R-3350 Turbo-Cyclpne

に帰着した。これらの発動機についても拙稿「三菱航空発動機技術史 第Ⅲ部」にて詳しく

取上げておいた。 
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Chatfield, Taylor, Ober, The Airplane and Its Engine. p.250 Figs. 177, 178. 

3枚の垂直安定板はDouglas Aircraft Company, Inc.のDC-4にも観られたもので，当時の流行である。 

 

安全寿命設計(ダグラス DC-3 等)やフェイルセーフ設計(ダグラス DC-8，ボーイング 707 等)，損

傷許容設計(ボーイング 747 以降)はこの構造を前提にした設計思想である57。セミ･モノコック

構造は今日まで基本的に踏襲されている飛行機構造で，一般船舶の船殻構造に近い様式で

あるとも言える58。 

もっとも，歴史的には競技用ボート等に観られる構造と類似の木製モノコックといった

過渡的な技術も相当数，援用されていた。木製モノコック胴体の歴史的起源については明

らかではないが，第一次世界大戦期における Albatros Flugzeugwerke GmbH(独)のアルバ

トロス戦闘機，Société Anonyme des Établissements Nieuport(仏)のニューポール戦闘機

等がその好例とされている59。 

 

むすびにかえて 

 接合技術は材料技術と並んで構造技術サブシステムの両翼をなす要素である。そして，

溶接と鋲締めとボルト締めは今以て金属部材の結合に動員される三大接合技術である。飛

行機々体材料としての木質材料の使用は極めて特殊な用途に限局されるに至り，その接合

技術は概ね接着に帰一したが，鋼管溶接に依る枠組構造の方は依然として一部の軽飛行機

に実用され続けている他，ピストン･エンジン機ならびにターボ・プロップ機(YS-11, PS-1 等)

における発動機架としても現役である。戦後のヘリコプタのテイル･ブーム(尾部架構)にも同

じ構造の汎用を観て来た。また，航空以外の分野における一部高級スポーツカーの鋼管フ

                                                   
57 ごく簡単には日本産業技術史学会『日本産業技術史事典』思文閣出版，2007 年，240 頁，

参照。 

58 但し，後年，主翼において小骨
リ ブ

や縦方向補強材
ス ト リ ン ガ

自体の外表面を応力外皮として一体に押

出成形しあるいは削り出す integral skin といった構造様式が採用され，今日においては複

合材料(金属･非金属ハニカムや CFRP)があらゆる部位に多用され始めるに至っている。 
59 佐貫『続ヒコーキの心』講談社，1975 年，37~40 頁，参照。 
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レーム(tubular chassis)やバイク･フレームといった適用事蹟も見逃せまい。 

鋼管溶接構造と並立した技術としてはボルトやリベットを用いる管材組立構造なる様式

が大きな存在感を発揮していた。かかる事情について弁えておくことは橋梁や家屋，建物

等，土木建築関連鉄構物の分野において溶接一辺倒から高力ボルトによる組立工法への，

確実性と精度の向上を志向する揺り戻しが観察されて久しい当今の時代相を客観視しよう

とするに際して一つのヒント位にはなり得るであろう。複合材料や接着剤の進歩が著しい

とは言え，半張殻構造を有する金属製機体一般の組立におけるリベッティングの優位性に

ついては論を俟たない。 

また，ボーイング“カデット”やエアロンカ“チャンプ”が身を以て示している真っ当

な疲労強度設計を施された鋼管溶接工法に依る胴体の驚異的とも映る，然しながら理論的

にはむしろ当然のことと納得されて然るべき長寿命は，無論，それは鋼管を用いた管材組

立構造にも共有される特質であるが，この長寿命こそは高エネルギー社会の次に間違い無

く控えている高エネルギー価格社会における飛行機の在り方をイメージする際，頂門の一

針とされるべき事実と言えるのではなかろうか？ 


