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連載 ③  昆虫食  世界の伝統食文化を楽しむ        ４面 

連載 ③    福長浅雄の先見性  ６面 

―  カーデザイナー、河岡徳彦とホモ・モビリタス編集長との対話  ― 

◇ ���◇ 

ウクライナ侵攻  

これでいいのか、一方的報道の落とし穴       

 90 年代ロシア・ウクライナ等の取材経験から 

ウクライナ侵攻にかかわる西側メディア

の大量報道に連日接していると、映画「ス

ター・ウォーズ」の世界観とそっくりなの

に気づく。ロシア軍はまるで映画「スター・

ウォーズ」の帝国軍のようだ。圧倒的な武

力で銀河の支配地域を拡大する軍を指揮す

る暗黒卿ダース・ベイダーにあたるのは、

ロシアのプーチン大統領。立ち向かう反乱

同盟軍の騎士ルーク・スカイウォーカーは

ウクライナのゼレンスキー大統領。 

 この見立てに違和感をもつのは、ロシア

とベラルーシ、中国などの国民くらいだろ

う。ロシアの行為が自衛以外の武力行使を

禁じている国連憲章違反であることは疑う

余地がない。国際刑事裁判所の検察官がウ

クライナ入りし、戦争犯罪を立証するため

の捜査をはじめた。民間人の殺害、拷問、

性的暴行への疑いも濃厚になっている。 

チェルノブイリ事故のきずな 

 にもかかわらず、私にはロシアを全否定

できない迷いがある。以前のコラムでも書

いたが、チェルノブイリ事故をルポするた

め、私はソ連（共産党）崩壊前後の 1990 年

代にロシア、ウクライナ、ベラルーシを何

回か取材してまわった。現地の空気をすい、

元兵士をふくむ住民らにインタビューし、

手料理をふるまわれ、ウオッカをくみかわ

した。その記憶は心の奥にきざまれている。 

 1990 年 6月、私はウクライナのキーウ（キ

エフ）にいた。事故直後のチェルノブイリ

原発で除染作業にたずさわり、被曝の後遺

症に苦しむ人びとが結成した「チェルノブ

イリ同盟」を取材するためだ。旧ソ連各地

から 60 万人の除染作業員を動員したのは、

いまウクライナ侵攻の采配をふるロシア国

防省の前身である。市中心部のホールでひ

らかれた初の全国大会に各地から約千人が

参加した。国防省に医療支援をもとめると

ともに、モスクワとキーウのメンバーが中



心となって犠牲者たちの遺品や資料を展示

する資料館をつくった。会場入口に張られ

た大きな黒幕には亡くなった作業者の名前

とともに、こんなメッセージが書かれてい

た。 

 「つぎに死ぬのはだれでしょうか」「私は

生きたいんです。あなたは？」 

 人びとの不安がこのことばに集約されて

いた。メンバーは高齢化し年々減っている

が、ウクライナとともに国難をきりぬけた

事実をロシア国民の多くは知っている。両

者の連帯は原発事故によっていっそう強ま

った。しかし、最近発表されたロシアの世

論調査によると、74％がウクライナへの「特

殊軍事作戦」を支持すると回答した。国内

のきびしい情報統制によって、自軍に有利

なように加工されたフェイクニュースに接

する頻度がふえ、高い支持率になったにち

がいない。 

 では、西側メディアの報道はつねに真実

を伝えているのか。私は自信をもって肯定

することができない。映像や文字によって

事実の断片をつなげるときに、ニュースの

作り手の価値観、世界観がかならず反映さ

れる。そうしなければ多くの人の心にうっ

たえる物語に仕立てられない。とりわけ戦

争という善と悪の対立をえがこうとする場

合、多様であるはずの世界観が一色に染ま

りやすい。 

 英国のジョンソン首相は 5 月 3 日、ウク

ライナ議会で外国首脳として初のビデオ演

説をした。共同通信はこう書いている。 

 〈ジョンソン氏は演説で、ロシアのプー

チン大統領による横暴に対抗し、民主主義

を守るために戦い続けるウクライナ人の勇

気を称賛。今回の侵攻は「自由と迫害」の

戦いであり「ウクライナが勝利しなければ

ならない」と強調した。〉 

 スカイウォーカーが反乱同盟軍の士気を

たかめる場面で使えそうなフレーズは、西

側報道の行間にただよう世界観でもある。 

 現実世界は映画とはちがう。善悪がこれ

ほど明白なものであるとはおもえない。百

歩ゆずって演説どおりだとしても、事実に

ゆがみをもたらすようなストーリーは避け

ねばならない。 

アゾフ大隊は英雄か 

 一例をあげれば、ウクライナ軍の英雄と

して称賛される「アゾフ大隊」(写真下= 

Mashup Reporter サイトから)。ウクライナ

南東部のマリウポリにある製鉄所の地下で、

数百人の市民とともにたてこもった。 

東京ドームの 200 倍以上の広さの地下

空間に最大 2000 人の兵士がいるという。西

側メディアは「ロシア軍が包囲するなか、

精鋭部隊は民間人をまもりつつ抵抗をつづ

けている」「ロシア軍が攻撃をやめないため、

民間人が地上に出られない」と、ウクライ

ナ側の情報を中心にえがいている。ロシア

側の主張は「ウクライナが市民を『人間の

盾』にしている」とつけたし程度だ。5 月 1

日、国連と赤十字国際委員会が仲介するか

たちで市民の避難がはじまった。 

 もし地下にいるのが親ロシア派市民とロ

シア軍、包囲しているのがウクライナ軍だ

ったらどうだろう。「人間の盾」という人道

問題にもっと焦点をあてるのではないか。 

 公安調査庁が毎年発行している国際テロ

リズム要覧（2021 年）には、「（アゾフ大隊

は）ウクライナの愛国者を自称するネオナ

チ組織」と書かれていた。この記述をもと

に駐日ロシア大使館がツイッターで「公安

調査庁がネオナチと認定」と発信した。あ

わてた同庁は「報道や研究機関の公開情報

をまとめたもので、公安調査庁が認定した

ものではない」との見解をしめして削除し



た。ＣＮＮがアゾフ大隊を取材し、「白人の

レイシズムやナチズムといった思想でむす

びつぃていると考えるのはばかげている」

とのコメントをとっているが、深掘りした

報道は見うけられない。 

一方的意見で本質を見誤る 

 西側メディアがロシア側に有利になりそ

うな報道に消極的なのは、視聴者や読者か

らの反発、ネットでの炎上をおそれている

せいもある。実際、日本では炎上騒ぎがお

きている。 

 きっかけとなったのは、4 月 12 日にひら

かれた東大入学式の来賓、映画監督の河瀬

直美さんの祝辞。朝日新聞は 20 分の祝辞の

うちウクライナ侵攻にふれた部分を引用し、

こう報じた。 

 〈「ロシアを悪者にすることは簡単」とし

たうえで「なぜこのようなことが起こって

いるか。一方的な側からの意見に左右され

てものの本質を見誤ってはいないか。誤解

を恐れずに言うと『悪』を存在させること

で私は安心していないか」と述べた。その

うえで「自分たちの国がどこかの国に侵攻

する可能性があるということを自覚してお

く必要がある」〉 

 ＳＮＳ炎上のきっかけは短い記事だが、

祝辞は全文、動画ともネットで確認できる

ため、ブログでの読解と批判も相ついだ。

批判の典型は、けんか両成敗的な中立言論

は正義をあいまいにし、戦争犯罪者である

ロシアを利するというもの。私は批判に賛

同しない。メディアへの警句として祝辞を

何度も読みかえした。 

 

 編集長 ノート          

イラク戦争 英政府の情報操作と闘った BBC 

ロシア対独戦勝記念日の翌日 5 月 10 日夜、

渥美さんの原稿チェックを終え、このノートを

書いているのだが、NHK「クローズアップ現代 

激闘の東部戦線 ウクライナ〝見えない戦場

〟の実態」という番組が流されていた。親ロシ

ア派住民とウクライナ支持住民との混在、ロシ

ア兵がウクライナ住民を強制的にロシア兵に

仕立て上げ、最前線の激戦地に送り込もうと

しているらしいとの解説付きで、見えない戦場

の実態を繰り返し映し出していた。ロシア側の

言い分もいくらかは紹介されているのだが、い

ずれの情報もあいまいなのだ。その上で解説

や映像が添付される。何が起こるか。アナウ

ンサーや解説する専門家の、一方的な「見た

いもの」が希望的な見方として生みだされる。

あいまい情報であるがゆえに、見たいものを

視聴者に届けることが可能なのだ。 

 あいまいさで思い出すのがイラク戦争。2003

年 3 月、イギリスのブレア政権は情報機関に

まとめさせた報告書の「イラクは 45 分以内に

大量破壊兵器の使用可能」を説得材料に、ア

メリカとともに、イラク戦争を開始。しかし、大

量破壊兵器は発見されなかった。官邸の指示

で誇張あるいは、あいまいな表現、つまり配

備の「可能性」がいつのまにか配備「可能」と

断定調に代わっていった。これにかみついた

のが BBC の軍事記者だったが、首相はのち

に辞任に追い込まれている。詳しくは、辞任し

た BBC 会長、G.ダイクの回想『真相 イラク報

道と BBC』(NHK 出版、2006)を見てほしい。池

でおぼれているロシア犬だからと言って、みん

なして棒でたたけばいいというのはジャーナリ

ズムではない。 

   

     - NHK「クロ現」 5 月 10 日放送 
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連載   オーガニックの種をまく  ― 持続可能な農と食 ― 

NPO 法人しずおかオーガニックウェブ (SOW) 代表 吉田茂 (写真下) 

第 3 回  昆虫食 世界の伝統食文化を楽しむ 

前回は現代の過度に集積・大規模化した

工業的な畜産が私たちの社会の持続可能性

を脅かすことに

つながっている

ことを報告した。

その結果、それ

への反作用とし

て、ヴィーガン、

ベジタリア ンを

指向する人が増えていることと植物性の代替

え肉市場が伸びていることも紹介した。今回

は同様の意味で既存の畜産物に代わるタン

パク源として注目される昆虫食について、筆

者が以前他誌に投稿した内容を紹介したい。 

         偏見、食べず嫌いも 

昆虫食に馴染みがあるだろうか？イナゴ、

蜂の子、カミキリムシの幼虫など、山梨県や長

野県など内陸の県や、静岡県でも海から遠い

中山間地域では伝統食として今も食べられて

いる。 

アジア、オセアニア、アメリカ、アフリカとヨー

ロッパを除く世界中のあらゆる地域でネイティ

ブの人たちにイモムシ類、蟻、甲虫、セミ、バッ

タ、タガメなど多様な昆虫が伝統的に食べら

れてきたようだ。少なくとも約 20 億人が日常

的に昆虫食を実践しており、熱帯を中心に

1900 を超える種類の昆虫がそれぞれ特色の

ある文化の中で食用に供されているそうだ。 

筆者は個人的には海の近くで生まれ育った

ので昆虫を食べる習慣はなく、正直昆虫に食

指は動かない。以前アメリカ人の高校生を交

換留学生として１ヶ月ほど預かった時に、朝食

に出した釜揚げしらすを見て、魚の赤ちゃんを

食べるのには抵抗があるという彼女が山間地

の温泉でイナゴの佃煮をお土産に買ってきて

朝食時のしらすの代わりに食べているのを見

て大変驚いたのだが、よくよく考えれば、先入

観を捨てればどちらもそれぞれに美味しい食

べ物なのだろう。イナゴが口に入った時のこと

を想像すると足や羽や触角が気になるのでは

ないかと敬遠したくなるのだが、川海老や桜

海老は大好きで、脚・触角付きでバリバリ食べ

るのだから、偏見としか言いようがない。 

欧米で注目される新食料 

南極大陸を除く全ての大陸で昆虫が食料と

して利用されている中、ヨーロッパおよびヨー

ロッパからの移民が中心になった西洋型の社

会ではこれまで昆虫を食べる習慣がなかった

のだが、最近新しい食べ物として注目されて

いる。注目されるきっかけの一つは F A O（国

連食糧農業機関）の報告書である。2013 年、

F A O はオランダワーへニンゲン大学昆虫学

研究所との共同プロジェクトの成果として「食

用昆虫：食糧・飼料の安定確保に向けた将来

の可能性」という報告書を出版している。F A 

O は 2003 年から世界中の国々で伝統的な昆

虫食の調査を始め、ワーヘニンゲン大学との

プロジェクトを 2008 年から開始している。目的

は昆虫食に対する誤解を解くと共に関連セク

ターの健全な発展に寄与することにある。 

F A O が昆虫食のプロジェクトに取り組む背

景には、2050 年までに 100 億人近い人口を養

うために食糧生産を倍増する必要があると言

われる一方で、農地を増やすことは難しく、水

産資源の乱獲や気候変動など、現状の方法

による食糧増産には様々な課題がある。これ

に対して昆虫食は多くのアドバンテージを持っ

ている。例えばラオスやタイ、ベトナムではコ

オロギの養殖が行われているが、恒温動物で

ないため体温維持の必要がない分エネルギ

ー効率が良く、同量のタンパク質を得るのに

必要な餌の量は肉牛の 12 分の１、豚やブロイ



ラー鶏の 2 分の１で済み、その餌は人の食べ

物や家畜飼料の残渣が利用できるそうだ。 

また、前回取り上げた通り、畜産物の生産

は多量のメタンガスや亜酸化窒素といった温

室効果ガスを排出するが、昆虫の養殖はこの

排出が少ない上に、森林破壊を伴う大規模な

土地の改変が必要ないため、気候変動への

負の影響が少ない。さらに昆虫はタンパク質

に富み、ビタミン、ミネラル、繊維質が豊富で、

例えばミールワームと呼ばれる甲虫の幼虫は

魚に含まれるE P A、D H Aと同じオメガ３系の

不飽和脂肪酸を多く含むなど、栄養価の高い

健康的な食べ物とされている。 

昆虫食に関して生産効率、環境負荷、栄養

面から前向きな評価がされていることに加え、

E U において 2018 年１月から昆虫が「新食品」

として法律に規定されたことから、生産、加工、

流通、消費をする上で食品としての裏付けが

でき、街中のカフェなどでも昆虫を使った料理

を提供する店が現れている（写真）。 

SDGs に貢献できるか 

以上のように、昆虫食は人口の急増に伴う

飢餓の回避、食糧増産に伴う環境悪化や気

候変動の緩和に役立つとされ、SDGs に貢献

すると期待されている。確かに工業的な畜産

の代替えとして欧米にも生産が広がれば、畜

産物の生産を増やすよりも持続的に食料増

産が可能となるのかもしれない。しかし、伝統

食として食べられる昆虫の種類が豊富とはい

え、今後ビジネスとして効率を求めれば、飼養

される種類は限定され、品種改良も進むだろ

うし、その時には遺伝子操作も取り入れられ

ることも考えられる。そのような品種が外界に

出て生態系を乱さないようなコントロールも必

要になろう。１箇所で同一種の大量飼育とな

れば、これまで問題にならなかった昆虫の病

気が問題になるかもしれないし、それに対処

するための薬剤も使用せざるを得なくなるか

もしれない。 

飢餓の克服へ大規模養殖も 

確かに世界には現在人口 77 億のうち 8 億

の恒常的な栄養不足人口が居て、今後 30 年

で 20 億もの人口増加があるとすると将来の食

料確保は心配になるところだ。しかし一方で、

肥満とされる人が 10 億人いて、食料の約 3 分

の１は廃棄などにより利用されていない。世界

全体では人口を養うのに必要な分以上の食

糧が既に生産され、足りるかどうかという

availability（供給可能性）よりも、実際に誰もが

利用可能な食料にアクセスできるかという

accessibility(アクセス可能性)の問題とされる。

2030 年までに飢餓を撲滅するには昆虫の大

規模養殖による食糧増産も手かもしれないが、

その前にすることがあるのではないか。 

個人的には「飢餓の克服」とは別に、地域

の文化を楽しむという意味で、イナゴの佃煮

や蜂の子ご飯など伝統的な昆虫食を食わず

嫌いしないで挑戦してみようかと思っている。 

（初出；「茶」2020 年 9 月号 静岡県茶業会議所発行）  

写真：オランダワーヘニンゲンにあるベーグルカフ

ェの定番メニュー            筆者提供 

 

            ◇ 

プロフィール 吉田茂 （よしだ しげる） 

1958 年静岡県生まれ。静岡県庁で農業職

員として普及指導、研究、政策立案推進の業

務に従事、農林業局長、農林水産戦略監など

を 務 め た 。 2018 年 定 年 退 職 後 オ ラ ン ダ

Wageningen 大学で有機農業修士課程入学、

2020 年同課程修了。2021 年、NPO 法人しず

おかオーガニックウェブ(SOW)を設立し、オー

ガニックの輪を広げる活動をしている。 
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□■   ホモ・モビリタス編集長との対話 

6 人乗り旅客機天竜 10 号の福長浅雄 (1922 年 10 月完成) 

Vs. 単独で大西洋横断のリンドバーグ (1927 年 5 月成功) 

  大型旅客機時代を見据えた福長の先見力 

カーデザイナー、河岡徳彦 (浜松市、写真下) 

第 3 回 静岡県民間航空機の夜明け   

1918 年 7 月 1 日 

「福長天竜号時代の記憶」の自主出版が縁

で、この 3 月、福長浅雄さんの甥っ子、福長利

晴さんのご存命を知り、本紙編集長とともに福

長飛行場のあった掛塚のお住まいに訪ねまし

た。浅雄さんは今からちょうど 100 年前、天竜

10 号という日本初の先進的な大型旅客機を

構想し、自前飛行機製作所で実機づくりに成

功しましたが、当時の様子をうかがうためです

(写真右=左が福長利晴さん、96 歳。右は筆者)。 

 というのも、1920 年代はリンドバーグが単独

大西洋横断飛行に成功するなど、世界的な大

飛行機時代に入りつつあり、浜松でもその黎

明期にあり、静岡県の民間航空史は福長浅

雄から始まるといわれていたからです。脱炭

素化社会のカタチを考えるこの連載でも、100

年前の大変革期に先陣を切った福長から、今

によみがえる発想と挑戦をあらためて、調べ

てみたいとの思いが私にはありました。車だ

けでなく、それがこの 2020 年代、空飛ぶクル

マへ大変革を遂げる可能性もあります。飛行

機づくりの発祥地、車づくりの東海地方からい

かなる先進力が生まれたのか。今回、第三回

では、この話をしてみたい。 

         以下、後述の「歩み」年表も参照 

私事ですが、私は 21 世紀の変わり目、長く

勤めたマツダからここ浜松のスズキに転職。

その後静岡文化芸術大学の次世代デザイン

育成の場に職を変えました。浜松は移動機器

をはじめ多彩なものづくりの盛んな土地柄で、

ないのは大きな港を必要とする造船業くらい

です。デザイン育成の過程で「浜松都市環境

フォーラム」に入会、「都市交通デザイン研究

会の浜松型次世代交通システムの提案」にも

関わりました。その過程で黎明期の未だ飛行

機を見る事が稀なパイオニアの時代に、浜松

にも航空機開発を夢みた若者、福長がいたこ

とを知りました。 

そして、福長天竜号の存在です。マツダの

前のオペル在職中からドイツやフランスのエ

アーショウ等、それに各国のミュージアム巡り

で歴史上の実機を見る機会がありました。そ

れもあって浜松(天竜川河川敷)で製作された

天竜号と、フランスのコードロン(ド－バ―海峡

に面したリゾート地、クロトワ)と深い関連があ

ることがわかり、大変に驚きました。浜松で航

空事業を興し日本初の旅客機を製造したとの

記録を語りつぐ博物館などの展示が見当たら

ず不思議に思っていました。 

利晴さんによると、子供の頃から空を飛ぶ

ことを夢見ており、その実現のため、製材業に

打ち込みながら、フランスから高額な練習機 2

機を買い入れ、飛行研究を始めたという。23

歳で東京の羽田飛行学校に学び、1918 年(大



正 7 年)千葉県津田沼の伊藤飛行機研究所に

入門。この時研究所の伊藤音次郎により、伊

藤式恵美 2 号を譲り受けたという。天竜 3 号で

ある。この 3 号機でこの年 7 月 1 日郷土訪問

飛行をした(写真は本頁最下段。年表も参照)。 

さらに、浅雄は、1922 年(大正 11 年)、天竜

10号を完成させ､6人乗りの旅客輸送を実現さ

せようと考えていた。利晴さんの話では、大正

10 年には陸軍省に初めて航空局が設置され、

三方ヶ原飛行場で機体検査が実施された。飛

行免許取得の福長四郎が操縦し、乗客の重

さ分の砂袋が機内に運び込まれ、繰り返し、

検 査 さ れ

た。性能検

査 に 合 格

し、10 号機

に 甲 種 堪

空 証 明 書

が 交 付 さ

れた。しかし、旅客申請を航空局に提出したも

のの、旅客輸送に関する法律がないことを理

由に不受理になったという。このことから、大

型旅客機の到来を見越していた福長浅雄の

先見力は、国家の対応よりも 10 年早いものだ

ったことがわかる(写真上=完成した天竜 10 号の

実機。天竜川河口の福長飛行場格納庫前で)。 

利晴さんは、この

ほかいろいろと話し

たが、それらを年代

順にあらためてや

や詳しくまとめると、

次頁に掲載した天

竜 10 号までの歩み

となる。4 つの画期

に分けられるこの

年表からは、10 年

先を見越した浅雄

さんの先見力と実

践力のほどが、あざやかに今よみがえってき

ます。写真左上=福長の天竜川河口での郷土訪

問飛行(いわゆる展示飛行 1918 年 7 月 1 日)。天

竜 3 号後ろに市民観衆が多数写っている。               

     河岡徳彦 (かわおか のりひこ) 

「か」デザイン主宰 浜松都市環境フォーラム。 

多摩美術大卒業後、東洋工業社

(現マツダ)入社。アダムオペル

AG、GM デトロイト、マツダ、スズ

キと現場畑から、2004 年、静岡

文化芸術大(教授)。著書に『クル

マの時代とかたち』(1994)、新著『SOARS HIGHT 

福長天竜号・時代の記憶』。 

         関連インタビュー記事  今号 11 面 

 Re :  編集長から    

遠州を舞台に「大空に夢を追う」志 

  この連載を始めるにあたって、この 1 月、河

岡さんは次のようにも語っている(一部略)。 

奇遇にも「浜松環境フォーラム」で共に活動

した吉田和子さんたちが編集した「歴史と伝承

のまち飯田」に福長の偉業が取り上げられて

いることを知り、福長の母校飯田小学校を訪

ねました。彼の経歴や実機のプロペラ、天竜

号の模型、福長兄弟の写真等の資料が教室

の廊下の壁に常設展示されていて、先輩の偉

業を知る物語の展示になっていました。校門

脇では木村秀政筆による日本初の旅客機天

竜 10 号モデルの碑が華を添えています。 

うれしく思うのは次世代に「夢を追う純粋な

想い」の大切さを語り継いでいることです。こ

のような伝承マインドを育み育てるお手伝いと

して福長天竜号の、冒頭で述べたイラスト画

集を思い立ちました。 

福長飛行機研究所で学んだ日本初の女性

パイロット今井小松（雲井竜子ＮＨＫドラマ雲

のじゅうたん）のモデルになり、同研究所出身

のパイロット鳥居清次が後のＡＮＡ（全日本空

輸）を設立しました。伝承マインドの極めつけ

は 2015 年、浜松創業の本田技研工業から画

期的な小型民間機 Hondajet が世に出たこと。 

遠州を舞台にした「大空に夢を追う」志が今

も脈々と生き続けているのであれば愉快では

ありませんか(引用終わり)。 

 次回以降から、いよいよ 21 世紀伝承マイン

ドのヒントが具体的なカタチになりそうだ。 
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天竜 10 号までの歩み (1903-1923 年) 

・ ライト兄弟、世界初の公認動力飛行に成功

(1903 年 12 月)。7 年後、日本の空でも初めて

公認飛行が成功。非公式で日野熊蔵陸軍歩

兵大尉「ドイツ製」、ついでフランス製の徳川

好敏陸軍工兵大尉が成功。翌 1911 年 4 月、

所沢陸軍飛行場開場。福長浅雄、単身上京

徳川大尉の無給助手に。3 か月間の飛行を

体験。飛行家としての第一歩を踏み出す。 

・ 1911 年 5 月、所沢陸軍飛行場で国産民間機 

(奈良原三次海軍中技師が個人的に独自設

計・製作した<奈良原式 2 号複葉機>が初飛

行に成功。この民間機成功を機会に奈良原

の無給助手になった伊藤音次郎はこの成功

から 7 年後の 1918 年に、2 歳年下の福長浅

雄を門下生にする。徳川大尉を介した運命

の出会いとなる。徳川大尉無給助手 3 か月

の後、福長は徳川大尉のもとを離れ、静岡県

の航空史の黎明期に大きな足跡を残すこと

になる。        ここまでが第一画期。 

・ 1915 年 1 月、伊藤音次郎、千葉県稲毛海岸

に伊藤飛行機研究所を設立、機体製作開始。

1916 年 1 月、伊藤音次郎は完成した伊藤式

恵美 1 号を操縦し、稲毛海岸の民間飛行場

から日本最初の帝都訪問飛行を成功させ、

新進飛行家として一躍全国に注目される。

1917 年 4 月、恵美 2 号完成。これがのちに、

福長式天竜 3 号になる(天竜 1 号、2 号は、

地上滑走訓練;の練習機用としてフランスか

ら購入したフランス式コードローン)。1918年4

月、伊藤、伊藤飛行機研究所を前年秋の台

風被害の稲毛飛行場から千葉県津田沼海

岸に移すとともに、研究所もあらたに設立。 

・ 1918 年 3 月、福長、伊藤式恵美第 2 号を購

入、伊藤音次郎の門下生となる。7 月 1 日、

購入した恵美 2 号を改造し福長式天竜 3 号と

名付け、天竜川河口で午前、7 分間、強風の

なか午後、12 分間の郷土訪問飛行を行い、

公開の展示飛行が成功(7 月 3 日付静岡民

報によると観衆は浜松市民約４万人。その

様子の写真は本文に)。同 8 月、福長、伊藤

飛行機研究所修了(卒業証書第 2 号)。1918

年から 1933 年まで世界的な大飛行機時代

に突入。         ここまでが第二画期 

・ 1919年11月、福長、現在の竜洋町掛塚の天

竜川川原に福長飛行機研究所を設立(飛行

機研究所が法人の株式会社・福長飛行機製

作所として新発足するのは 1921 年 10 月、資

本金 50 万円。1921 年 8 月、福長四郎、2 等

操縦飛行士に。天竜 4 号(設計のみの欠番)

のあと、5 号、そして 1921 年 7 月、複葉の天

竜 6 号完成。この 6 号機は、福長飛行機研究

所で製作された機体の中で最初に堪航検査

(今の型式耐空検査)に合格、J-TARS という

標識が交付される。この後、天竜 7 号(1921

年 11 月)、8 号(1922 年 4 月)、9 号(1922 年 6

月)が完成。         以上、第三画期。 

・ そして第四の画期。今からちょうど 100 年前

にあたる 1922 年 10 月、木下善寿主任技師

が設計製作した福長式天竜 10 号が完成(本

文に写真。今の型式証明にあたる識別記号

J-TILO 取得。わが国初のキャビン型 6 人乗

り旅客機の登場(法制度未整備のため乗客

の代わりに砂袋を載せて堪航検査)。設計は

木下技師だが、発想とその立案者は福長浅

雄だった(平木国夫『静岡県民間航空史』

1983 年)。当時としては斬新な設計だが、飛

行機で人を運ぶという発想は国にはなかった。

1921 年 4 月に公布された航空取締規則にも

乗客規定はない。10 号

完成の翌年 1923 年 5 月、

経営刷新のため福長三

兄弟とも福長飛行機製

作所の経営から身を引く

(右イラスト = 河岡さん

直筆の復元天竜 10 号)。 

付記 1945 年の戦後も数年間飛行したが、

ほとんど一般には知られていない。1977 年、

NHK インタビュー「わが幻の旅客機」(福長浅

雄、84 歳)。1980 年、福長浅雄死去。87 歳。 

注記 年表作成では、前記平木国夫氏の著書『空駆け

た人たち』(1983 年)を参考にしました。 作成 編集部 
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    新刊案内      

 浜松の淡水魚観察図鑑 

浜松水辺を愛する会  

「浜松水辺を愛する会」（会長中村芳正

氏）が 30 年の歴史に幕を下ろした。魚と魚取

りがめっぽう好きな大人たちの団体。浜松の

希少淡水魚の保護、

小学校授業での魚

取り指導と環境学習

への協力、佐鳴湖で

のミニ水族館、佐鳴

湖はじめ各水域の

魚類調査などの活

動を続けてきた。夏

休みの浜松市動物

園恒例イベント「ミニ

水族館」が記憶に残っている方もあるのでは

ないか。精力的に活動をしてきたが、会員の

高齢化と常時行動できる会員の減少により、

これまで通りの活動が困難になった。 

節目もあって、会ではこの度、会員の小杉

正則氏が中心となり「浜松の淡水魚 観察図

鑑」を編集、自費出版した。A5 版オールカラー

128 ページの本格的な内容。板井隆彦氏（静

岡淡水魚研究会会長）監修。浜松で見られる

主な淡水魚が多くの生態写真により紹介され

ている。特に、開発により様変わりした佐鳴湖

西岸谷戸の根川の様子が貴重な昔の写真に

より示されている。魚だけでなく、テナガエビ、

ヌマエビの仲間が識別のしかたとともに掲載

され、カニのページもある。 

会では、本書を市内の各図書館、学校、

協働センター、関係団体や施設、関連の行政

各課、報道機関などに無償配布する。 

本書は書店流通していない。入手ご希望の

方は私：toda.mitsuo@shizuoka.ac.jp まで連絡

を。発送可能（頒布価格 2000 円、スマートレタ

ーで送料 180 円の予定）。なお、私自身も会の

会員で、本書の編集にも協力をさせていただ

いた。 

 紹介 戸田三津夫 (静岡大学准教授) 

今夏も、ガチ ! 生物多様性塾イン浜松  

       昆虫食倶楽部 主催 

  昨年に続いて、今夏も中学生・高校生を対

象に体験型の「ガチ ! 生物多様性塾」が浜松

市で開かれる。講演会、三

つのテーマに分かれたフィ

ールドワーク、活動をまとめ

たり、その発表を大会で試

すプレゼンテーションしたり

のユニークな活動として、昨

年は大好評。今年は、より充実した企画とス

ケジュールで開催される。 

 スタートのキックオフ・イベントとして講演会

「トキやパンダを絶滅から守るべきか」(一般聴

講可、1000 円。浜松市市民協働センター、5

月 29 日(日)午前 10 時から)が予定されている。

偽善か、使命か、正義の生物学とは何かにつ

いて、広島大大学院の山田俊弘先生が中高

生参加者に呼びかける。野外活動では外来

種、夜の水田観察会、里山、夜の昆虫観察会、

川遊び、土壌生物の各分野 1 日、専門家とと

もに学ぶ 6 日間。 

 プレゼンテーションは、グループ討論を含め

た準備会 2 日間とプレゼン大会 1 日と充実(10

プログラムすべて受講して 5000 円)。 

 詳しいプログラムやスケジュー

ル、申し込み・問い合わせは、昆

虫食倶楽部 (夏目) 

 電話=  090-9900-0928 

メール= tottetaberu@gmail.com 

右QRコードのHPからも詳細・申し込み可能。 

富塚協働センターで第 2 回ゴミフェスタ 

   5 月 29 日、ユニークなゴミ芸術展も 

 浜松市富塚の同センターでは、このほか、

会場いっぱいに、驚きの佐鳴湖ゴミ事情展が

展開されるほか、ゴミ「ゼロ」運動の一環として

ユニークなパネラーによるゴミトークショウや

ゲームなども開かれる。 

       市民環境ジャーナル 2022 年 5 月号 



トランプさんにならないための 連載コラム 

  

コロナ後の「科学技術と社会」 

戸田三津夫 ( 静岡大学工学部 ) 

国づくりは戦略的な人づくりから 

これでいいのか、小手先ばかりで 

 

日本は科学技術立国を目指そうというのに、

教員不足だそうです。タブレットやパソコンを

配布してデジタル教育をす

るにも、小学校での英語や

プログラミング教育を行うに

も、ベテランに加えて新たな

スキルを持つ教員が必要です。教員のスキル

アップの間、授業のバックアップ体制がないと

困るし、労働環境改善、女性活躍、少子化対

策の点でも余裕のある人員配置が求められま

す。なのに、教員が足りない。 

国は、企業に賃上げを求めています。アメ

リカはポストコロナの好景気を受けて利上げし

ています。半導体需給の逼迫、ウクライナ危

機などの影響もあり、日本企業は急激な円安

に翻弄されています。エネルギー資源、食糧、

原材料、輸送などのコストも上昇し、ガソリン、

電力価格も上昇。ところが、莫大な国債発行

残高がある日本は利上げができません。民間

は賃上げどころではありません。 

でもおかしいとは思いませんか？ 賃上げ

しろというのなら、まず国が公務員の給与を上

げるべきでしょう。これまで政治家は、公務員

の給与を圧縮し、国鉄、専売公社、電電公社、

郵便事業を民営化して公務員の数を削減し、

「公務員を減らした、行政コストをカットした」と

自慢げに語ってきました。 

私は国立大学（現国立大学法人）の教員で

すが、制度上公務員ではありません。給与は

税金が原資なのに公務員ではない。政治家

はそれも公務員削減と言っています。国民に

してみれば、呑気そうな公務員が高級取りで

あったり、余るほどの人数がいたりすれば、不

満でしょう。それは減らせば良いかもしれませ

ん。でも、戦略なき効率化は考えものです。 

私は、警察官、消防士、自衛官、医療従事

者、先生が暇な社会はよい社会だと思ってい

ます。それは、事件や事故が少なく、紛争がな

く、病気や怪我が少なく、児童生徒が自らすく

すくと育っている証拠だからです。でもこれら

の仕事は採算など考えるべきではなく、まさか

の時に対応できる体制が必要です。先生も、

互いのバックアップや社会の変化に対応でき

なければなりません。 

人員に余裕があればこそいろいろな事態に

対応できます。実際に有事に現場が逼迫する

ケースが多発しています。災害時の警察、消

防、自衛隊、パンデミックで医療従事者が過

酷労働。そして、教員のなり手がない。そうな

った理由は何でしょう？ 

民間であれば必要な人材を厚遇で迎え、他

社に引き抜かれないようにします。今、教員に

なり手がないのは労働環境もさることながら、

待遇が悪いからです。先生になることを夢見

る人もいますが、教育学部の教員養成課程の

教員採用試験の倍率を見ると、お寒い限りで

す。教育体制が注目されるフィンランドでは、

教員の待遇は高水準で多くが大学院卒です。

社会で尊敬され、現場での裁量権も大きいよ

うです。指導要領も教科書検定制

度もなく、自己のスキルアップに

使える時間の確保もされています。

国が子供たちの成長を第一に考え、戦略なき

行政の効率化に囚われていない状況は、うら

やましいものがあります。 

日本では人気取りのような金のばらまきや、

物価上昇対策などの意味の薄い対策ばかり

やっています。落ちゆく葉に肥やしをやるので

はなく、将来を見越して幹や根にこそ投資す

べきだと思うのですが。 

  本欄コラムは、科学技術と社会をテーマに

しています。みなさんは、人づくりについて、ど

うお考えでしょうか。 

市民環境ジャーナル 2022 年５月号 



 

カーデザイナー  河岡徳彦 さん 

( 浜松市富塚町 ) 

天竜号よ、これが未来の灯だ 

福長浅雄「天竜号」復元画集を出版 

先月、河岡さんは、1920 年代に浜松市で、

天竜号と名付けた

飛行機制作に挑ん

だ若者、福長浅雄

の飛行機について

「時代の記憶」と題

した復元画集を出

版した(写真右下)。

福長の挑戦は、愛

機、セントルイス号

で世界初の大西洋単独横断飛行に成功した

体験(1927 年)を回想した著書で知られる有名

な米飛行士、C.リンドバーグの活躍時期とほ

ぼ重なる。今、なぜ天竜号なのか。河岡さん

は、リンドバーグの映画タイトル「翼よ、あれが

巴里の灯だ」と深く関係すると、話してくれた。 

河岡さんは、小さいころから、車や飛行機と

いった人が乗って移動できる乗り物に興味が

あった。多摩美術大学を卒業してからは、車メ

ーカーのマツダ、アダムオペル AG、GM デト

ロイト、再びマツダ、スズキと車メーカーを

次々と渡り歩き、美大出のカーデザイナーとし

ての腕を磨いた。車一筋だったが、今世紀に

入り、次世代デザインを担う人材養成にかか

わろうと静岡県立文化芸術大デザイン学部に

奉職。その間、プロジェクト、浜松型次世代交

通システムにもかかわった。そこで、大戦間の

一時期(1919-1933 年)、世界的な飛行機開発

潮流のなかの福長浅雄の存在を知った。 

その草創期に天竜川河川敷で改良と試験飛

行を繰り返し、ついに、1922 年、6 人乗りの旅

客機、天竜 10 号を開発した。河岡さんは、い

まは失われてしまった当時の実物に関する資

料を克明に発掘。それを美大で身に着けたデ

ザイン力を生かし、立体的に復元、今秋、出

版に漕ぎつけた。 

この作業は、いまでいえば、礎石しか残って

いない織田信長の安土城をさまざまな史料を

もとに、当時の建築工法を熟知した専門家と

ともにコンピューターグラフィック(CG)で立体的

に画面に復元するようなものであった。 

カーデザイナーの河岡さんは、そのメーカー

勤務経験から時代が車のかたちを変えていく

と話す。車のかたちが単なる機能のパッケー

ジではないとも。時代の人々の感性や時代の

要請を如実に反映する。車のかたち、ボディ

は、メッセージなのである。飛行機も同様だ。 

とするならば、画集は日本の旅客飛行機開発

黎明期の記憶を伝えている。同時に、その時

代の人々の感性をも今に伝えている。画集は、

単に飛行機だけでなく、次世代のモノづくりデ

ザイナーの育成一般にも大きく貢献をするだ

ろうというわけだ。同

時代のリンドバークと

同様、画集は大空へ

の新しい可能性を開く

メッセージなのだ。そ

んなことから、黄色い

天竜 10 号の飛行復元図とともに新著の表紙

の英語(写真上)日本語訳を「とんだよ、黄いろ

のひこうき、とんだ」と訳した。リンドバークの

映画「翼よ、あれが巴里の灯だ」に共通する。 

今、未来の記憶への旅 

脱炭素の道筋を探った COP26 は終わった。

天竜号もまた時代の制約の中にあった。記憶

とは過去のことをのみさすのではない。いまだ

起こらざる時代の記憶があってもいい。天竜

号の遺言とは何か。その「時代とかたち」から

未来にどんな灯りがともされるのか。河岡さん

の未来の記憶の旅は福長の果たせなかった

夢に向け、今離陸したばかりだと感じた。 

注記 写真左上= 天井近くに旅客機プラモが吊る

されている書斎で。    関連連載 =  今号 6 面 

月刊さなるこ新聞デジタル 2021 年１２月号から転載 



 

● バットマン宣言 ● 市民の側に立つ市民科学と問題解決のシビック・ジャーナリズムの融合 

なぜ今、創刊に際して、融合宣言なのか。結論を先に言えば、第 1 は、今冬私たち市民団体が静岡大学構内を会

場に「大学の軍事研究」にかかわる科学者と市民の対話シンポジウムを開いたが、そこで正統派の大学の科学とは

別のもう一つの、市民の高い目線でものごとを考える、いわば「市民の科学」が必要であると痛切に感じたことである。

第 2 は、6 年前の東北原発大震災によって日本の、公平・中立に立脚した正統派とされる巨大マスメディアが戦後一

貫していかに国民の負託にこたえる国民の番犬役を果たしてこなかったかがあらわになったこと。第 1 の問題点を乗

り越えるには、科学的な合理性を身につけた市民科学者を育てる必要があるが、容易ではない。ましてや、第 2 の国

民の負託には、合理性に加えて問題解決に向けた社会的な合意形成のための論説性を発揮できる市民記者を生

み出すことが不可欠だが、これまた簡単ではない。 

その困難を承知で、正義のスーパーマンならぬ、もう一つの対抗的な正義のヒーロー、バットマン(上記にロゴ)の

心意気で、環境分野に挑むジャーナルをここに創刊します。 みなさん、つながり、声を上げ、行動しましよう。 

佐鳴湖シジミプロジェクト協議会 / 市民記者  井上正男   2017 年 9 月 

● 危機の 21 世紀、今こそ市民科学の時代 

大学のプロ科学の方法を簡潔にまとめれば、価値判

断とは無縁の普遍的な真理の探求という目的、要素還

元主義という方法論、成果の論文第一主義である。こ

れに対し市民の科学の方法は、社会的な評価が伴う実

用の探究、生活者の感覚や目線の高さでヒューリステ

ィックにアプローチする方法論、対抗的な価値判断が

提示できるという評価第一主義である。 

こうした点については、プロ研究者から市民科学者

に転向した高木仁三郎氏の 21 世紀への遺書ともいう

べき晩年の著作『市民の科学をめざして』(朝日選書)、

『市民科学者として生きる』(岩波新書)がある。生活す

る市民目線で問題解決を図ることを目指すのが市民科

学。立ち尽くす市民の側に立った、自分ごととして当事

者意識をもった科学といってもいい。一言で言えば、市

民の、市民による、市民のための科学が市民科学であ

り、出来事の局外に超然卓立するという「研究の自由」

の立場はとらない。それよりも、社会的な視野に立って

価値判断できる能力が求められる。 

この点で、市民科学と軌を一にするのが、問題解決

のためのシビック・ジャーナリズムである。現在の正統

派とされているマスメディア・ジャーナリズムとの違いが

よくわかるように、以下、通常のジャーナリズムの定義

に、その違いを括弧( )内に明示してシビック・ジャーナリ

ズムの定義を紹介する。 

● 「局外に超然卓立せず」の共通性 

シビック・ジャーナリズムとは、 

① よりよい社会づくり(の問題解決)をするために 

② 起きているありきたりではない出来事を、 

③ (その出来事の局外に超然と卓立せず、自らも良

識ある一人の市民として)批判精神をもって(かつ

市民目線で)価値判断し、 

④ その結果をニュース、あるいは評論として 

⑤ より早く、より正確に、 

⑥ より(公平中立主義から抜け出し)公正に、 

⑦ 社会に伝えていく、 

⑧ 言論(と対話による社会的合意形成)活動 

のことである。市民科学とシビック・ジャーナリズムの

親和性がここに読み取れ、それらの融合には大きな

可能性があることを示唆している。 

まとめると、市民環境ジャーナルは編集において 

① むずかしいことも、ごまかさずに正確に 

② 正確に書いたものを噛み砕いて、わかりやすく 

③ わかりやすくしたものを、一工夫して面白く 

④ 面白く仕上げた記事によって、市民自身が積極

的に問題解決策を提案し行動できるよう、ほかの

事実や評価との関連付けにも注意を払うこと 

に心掛けます。            以上。 


