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　空を飛ぶということ。それは、人々にとって長い
間夢や空想の話でしかありませんでした。しかし
この現代、その夢を追い続け、ついに人は飛行機
によって空を飛ぶことができるようになりました。
　私達鳥人間サークル－鳥科もまた、自分たちで
飛行機を作り、空を飛びたいという夢を叶える
為、日々活動しています。
　去る7月24日と25日、私たちは読売テレビが主
催する「第33回鳥人間コンテスト選手権大会」に
参加してまいりました。鳥人間コンテストとはそ
の名が示す通り、自分たちで作った飛行機で人が
鳥の如く空を飛び、その飛距離やタイムを競う大
会です。
　一言で飛行機を作るといっても、それは簡単な
ことではありません。一つの飛行機を製作するの
に、ほぼ一年近い期間とたくさんの人員を割かな
ければならないのです。本稿では、鳥科の大会ま
での様々な経験、活動を紹介したいと思います。

・鳥人間って？
　鳥人間コンテストは、1977年からほぼ毎年、滋
賀県彦根市の琵琶湖湖岸で開催され、30年以上
続いている大会です。全国から大学生や社会人
チームなど40チーム以上が集まり、それまでの集
大成である自作飛行機を10メートルの高さがあ
るプラットホームから飛ばし、その記録を競い合
います。
　出場する機体はみな、設計から製作までを各
チームが一から行います。また、機体は当日の天
候や風向きによって飛行できる距離が大きく変

わってしまう上、飛べるチャンスは一度きりとい
う、かなり運の要素も強いことも特徴といえます。
　つまり、鳥人間コンテストとは、知力、技術力、
運営力、そして運といった、さまざまなことが試
される競技なのです。
　また、鳥人間コンテストは二つの部門に分かれ
ています。動力を全く用いず、最初に持っている
エネルギーだけで如何に遠くまで飛べるかを競う
「滑空機部門」、そしてプロペラなどの推力を用い
て飛行する「プロペラ機部門」です。
　今年もたくさんの強豪チームが好記録を出し、
とても白熱した2日間となりました。

・鳥科って？
　私達東京理科大学鳥人間サークル－鳥科は、
2004年に発足し、今年で6年目を迎えた比較的若
いサークルです。
　創部当初の人数は少なく、他チームからノウハ
ウや協力を得て活動していましたが、2008年ご
ろから入部希望者が増え始め、2010年大会出場
時には部員が40名をこえる規模になりました。
　鳥科は毎年「滑空機部門」に出場しており、
2007年には196．2メートルという、学生チーム3
位となる記録を残しました。
　今大会のパイロットは、理学部物理学科3年生
の菊地亮太です。身長170㎝、体重47㎏と非常に
細身で、鳥人間向きの体格といえます。彼は設計
者の一人でもあり、とても明るい性格で、部の皆
を盛り上げてくれる鳥科の中心的存在です。
　機体は「たんぽぽ」という名前で、大会滑空機史
上最大級とも言えるその大きさと、奇抜な黄色い
カラーリングが特徴です。
　明るさが売りのパイロットと自慢の機体で、
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ます。
　11月の締め切りに向け、設計者たちが徹夜をし
ながら提出書類を書き進め、とても完成度の高い
設計書類を書き上げることができました。

機体製作開始
　審査に受かっていようと無かろうと、機体はもう
作り始めなければなりません。鳥科では幾つかの
班に分けてそれぞれで部品の製作を行っています。
　一番のメインである大きな翼を作る主翼班、後
部にある小さな可動翼を作る尾翼班、パイロット
の乗り込むコックピットを作るコックピット班、
そして機体を分割したり組み立てたりするのに必
要なパーツを作る接合班、の5つです。
　それぞれの班でしっかり役割分担をし、一つの
飛行機を少しずつみんなの手で作り上げる。それ
こそがものづくりの醍醐味といえます。

結果発表
　そろそろ審査結果が出るはずだと、部員たちが
首を長くして待っていると、なんと12月25日、ク
リスマスの朝に書類が届きました。結果は･･･も
ちろん合格！！思わぬクリスマスプレゼントに、
部員一同でお祝いをしました。

新入生
　4月になると、新入部員を確保すべく、新入生
歓迎会に力を入れました。その結果、なんと20名
もの新入生が入部し、それまで20名だった鳥科の
部員数は一気に倍の40名へと増えました。

2010年も鳥科は優勝を目標に活動してきました。
結果はというと･･･また後ほど（笑）

・鳥科の活動
　ここからは、鳥科の活動を時系列にしたがって
紹介していきます。

2009年大会の中止
　2009年1月、運営側の予算的な都合により、
2009年大会を中止する旨が発表されました。これ
は当時の部員たちに大きな衝撃を与えました。し
かし悲観しても仕方ないとばかりに、すぐに私た
ちは当初製作する予定だった大会用の設計を一度
白紙に戻し、その年の目標を「大会での優勝」から
「様々な新しいことに挑戦すること」にシフトし
ました。そして新たな機構を盛り込んだ実験機を
製作し、9月のはじめにテストフライトを行いま
した。

　このテストフライトで得られた様々な成果をも
とに、9月から「たんぽぽ」の設計が始まりました。

機体設計、そして書類審査
　 鳥人間コンテストに書類審査があるのか、と多
くの方はそう思うかもしれません。しかしやはり
全てのチームが無条件で大会に参加できるわけで
はなく、ある程度の基準が必要です。そこで、鳥
人間コンテストでは書類の段階でかなり厳密な審
査が行われています。その倍率は大体3倍程度と
いわれており、この段階で多くのチームが落選し
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るとはいっても、機体を守るには万全をきたして
おかなければならないのです。
　そしてもうひとつの問題としては、とにかく暑
い！ということが挙げられます。7月の真っ只中
で、さらに琵琶湖からの照り返しの日差しがとて
も厳しく、気を抜くと熱中症になってしまいそう
な気温の中、機体を組み立てたり保持したりしな
ければならないので、皆で水分をたくさん取りつ
つがんばりました。

本番！！･･･のはずが･･･
　そしてついに本番の朝を迎えました。朝8時に
湖岸で起床し、ばらしておいた機体を組み立て始
めます。ここまで何度も組み立てと解体の練習を
しているので、ものの1時間程度で組み立てが終
わりました。
　機体を組み立てたら、プラットホームへ移動開
始です。そしてこの移動がまた大変なのです。テ
ントからプラットホームまでは、数百メートルの
距離があります。その距離を、全長26メートルも
の機体を皆で持って歩いていかなければなりませ
ん。また、他のチームと一緒に並んで移動するこ
とになるので、とても時間がかかります。暑さも
かなりのものなので、交代で休憩を取ったり、水
分補給を忘れないようにしながら10人ぐらいで
ゆっくり移動します。
　そしてついにプラットホーム直前、もうすぐ鳥
科のフライト順だと言うときに、大変なことが起
きてしまいました。
　なんと、天気が急に崩れ始め、風速10メートル
以上の風が吹き始めました。
　これにより以降のフライトは延期、次の日に持

テストフライト
　新入生たちともすっかり仲良くなり、作業を進
めていた6月中に、2回のテストフライトを行い
ました。テストフライトは広い場所で行う必要が
あるため、久喜校舎のグラウンドを貸しきって行
いました。
　実際に飛ばすと壊れてしまう為、皆で機体を
持って走り、揚力が生まれているかどうかを試験
します。1回目は機体の一部が破損するというア
クシデントに見舞われましたが、2回目の結果は
上場で、本番への期待が高まりました。
　テストフライトが終わったら、いよいよ本番に
向けて、仕上げの作業です。時間もなくなってき
て、授業が始まる前の早朝から眠気を押しのけて
作業を進めていきます。

本番！！･･･の前日
　ついに琵琶湖へと向かう日がやってきました。
フライト前日の7月23日から琵琶湖にテントと機
体を搬入し、最終機体審査を待ちます。
　ただ待つと言っても、そう簡単ではありませ
ん。まず機体はとても大きいので、そのままで置
いておく訳にはいきません。翼も幾つかに分割し
て保管しておくのですが、風にあおられて翼が飛
んでいってしまい、最悪破損してしまうというこ
とになりかねないので、それぞれの翼には最低2
人、人がついて抑えておかなければなりません。
テントと風除けも張っているし、一応固定してあ
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験をし、得たものは本当にたくさんあります。琵
琶湖の湖岸で初めて完全に「たんぽぽ」が組みあ
がった時、私たちは本当に感動しました。ひとつ
ひとつの班が、ひとりひとりの人間が作った小さ
なものが、ここで初めて合わさって大きなものに
なった。それだけのことでこんなに満たされた気
持ちになるなんて。そして、もしこれが空を飛ぶ
ところを見たら、一体どれほど嬉しいのか見当も
つきません。
　来年こそは、今年の反省点を活かし、優勝とい
う目標を達成できるよう、努力してまいります。
応援のほど、よろしくお願いします。

ち越されることになってしまいました。というわ
けで今来た道を同じようにゆっくりと戻っていき
ました･･･。

今度こそ本番！！ そして最後に･･･
　湖岸で2度目の夜を過ごし、早朝3時に起きて
また機体を組み始めました。皆疲れていましたが、
これが最後！！と気合を入れて頑張りました。
　そして前日と同じように機体を移動し、待つこ
と7時間。ついに鳥科の順番がやってきました。
パイロットのパフォーマンスも終え、部員や関係
者の方々が見守る中、たんぽぽは綺麗な飛び出し
で大空へと飛び立とうとしましたが･･･直後に左
翼が折れ、あえなく墜落してしまいました。接合
部の強度不足が原因でした。
　あまりの悔しさに涙が溢れてしまう部員もいま
した。もう終わってしまったのか、と。
　しかし泣いてばかりもいられません。接合部の
強度不足という、明確な原因がある以上、改善し
来年こそは飛ぶんだという気持ちにシフトさせて
いくことが大事なのです。
　鳥人間コンテストに出場する以上、飛行機は飛
ばなければ意味がありません。それは確かにそう
です。けれどここに至るまで、私たちは様々な経
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