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10年後の飛行機を求めて：戦間期英国における

航空機の研究開発
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ロンドンの王立協会の会議室で 熱のこもった議論が長時間にわた

って戦わされた。議論の題目は「1930年の飛行機」。英国政府の航空機開発担当の航空研究委
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1921年2月8日の午後，

員会が，企画して開催したものである。参加者は同委員会の委員とともに，外部から招待され

た航空の専門家数名であった。

会議の主旨はこうである。当時から10年後の1930年において飛行機はどのような姿になって

いるのか。その特徴と性能はどのように発展していると予想されるか。そのような予想を各参

加者にしてもらい，想像された飛行機を実現化してい くために，現実にどのような研究や開発

が具体的に進められるべきであるかを検討しようというのである。10年後の飛行機を具体的に

想像することで， 10年間にわたる長期的な研究計商を立てようとしたわけである。ある委員に

よれば，それは「10年後の飛行機 （あるいは他の航空機）を想像することによって航空科学の新

しい研究の道筋を議論する」ことを意図したものであった。

将来の飛行機をめぐりどのような議論が戦わされたのか。10年後の技術
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一体会議の場では，
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予測と10年間の国家的研究開発計画を立てることは，うまく連動したのだろうか。そして予測

された「10年後の飛行機」は，実際に10年後に実現したのであろうか。航空研究委員会では同

様の企画が数年後にも聞かれたが，これらの会議の場でなされた議論の様子を克明に物語る史

料が，英国の国立公文書館に保存されている。当委員会の創立時からの会議の詳細な議事録が

そこには残されており，特に「1930年の飛行機」の議論に関しては，各発言者の発言内容が逐

一記されている。また航空研究委員会の下でなされたさまざまの研究の機密報告書も公文書館

には所蔵されており，これらを通して当時の航空研究者の間での議論や研究内容を再構成する

ことが可能で、ある。

本稿はこれらの史料を下にして，「1930年の飛行機」に対する議論，またその数年後になさ

れた「1935年の飛行機」に関する議論の内容を分析し，その後の研究の発展を追ったものであ

る。このごつの事例において登場した有力な研究プログラムとその帰趨を追うことによ って，

この歴史事例をめぐって技術予測と国家的研究開発との関係という問題を考察していくことに

したい。

2 「1930年の飛行機」

1900年代にライト兄弟によ って実用的な飛行機が発明されて以来，飛行機は来るべき戦争で

重要な任務を担うことが予想され 欧米各国は競って飛行機の開発に専念するようになった。

そのために政府に委員会が設けられ 大学 ・産業 ・軍からの専門家を集め航空機の研究開発が

進められることにな った。英国では 1909年 5月に航空諮問委員会 （AdvisoryCommittee for 

Aeronautics）が政府部内に結成され，科学界の重鎮でケンブリッジ大学のキャベンディッシユ

研究所長を短期間務めた経歴をもっレーリー卿（LordRayleigh）が委員長として就任した。結

成されて以来，ほほ毎月のペースで会議が開かれ，あらゆる側面から航空機の研究開発が検討
( 2) 

された。

航空工学における研究開発は，過去も現在も大きく 3つの領域に分かれる。それはエンジン，

構造，空気力学の 3領域である。そして航空諮問委員会の下での空気力学部門の初期の研究開

発は，もっぱら飛行機の安定性に関してであった。その研究に采配を振ったのは国立物理研究

所（トlationalPhysical Lab口rator のレオナ一ド ．ベアストウ（LeonardBai rs tow）であつた。第一

次大戦前夜から彼は，飛行機の安定性をその動力学的理論と風洞におけるモデル実験を組み合

わせて研究を進め，飛行機設計に有用なデータを提出してきた。その結果として戦時期に標準

( 1 ) 航空諮問委員会とその後身である航空研究委員会ならびに航空研究評議会の議事録は，ロ ンドン
郊外のキューにある国立公文書館 （PublicRecord Office）の DSIR22番の史料，技術報告は DSIR23 

番の史料として保存されている。これらの史料を通じて問委員会の研究活動の歴史を論じたものは，
現在のところほとんど存在しない。

( 2) 航空諮問委員会の設立と再編， ならびに1920年代前半までの問委員会の下での研究活動に関して
は，拙稿“〈諮問〉から 〈研究〉へ一一飛行機の登場と英国政府の科学者たち”「年報科学・技術 ・
社会』第 l巻， 1992年， 91-107ページ，を参照。

14 



JO年後の飛行機を求めて 戦間期英国における航空機の研究開発（橋本）

機として量産される B.E.型といわれるモデルが設計され製造されることにもなった。これら

の研究上の功績が買われ，ベアストウは1917年に航空省の顧問技術官に抜擢されるとともに王

立協会の会員にも選ばれ，航空諮問委員会での発言権の強い人物になっていた。

安定性の研究が空気力学分野の研究では支配的でありつつも，戦時期にあっては長期的視野

での基礎研究など不可能であり ，研究の多くはアドホックな性格のものに終始した。しかし戦

争が終結すると，委員会のメンバーは戦後の飛行機の開発に関してより長期的見通しを立てて

研空プログラムを打ち立てていくことを考えるようになった。1920年にはそれまでの航空諮問

委員会は航空研究委員会（AeronauticalResearch Committe巴）へと名称変更とともに再編成され，

諮問機関から研究のイニシアティブをとる機関へ制度的にも変貌することになった。戦争が終

了したところでそれまでの研究開発体制を総括し，より長期的な研究プログラムを展望しよう

とする思いが委員の間でもたれたのであろう 。そこで企画開催されたのが，「1930年の飛行機」

をめぐる議論であった。

1921年に催されたこの「1930年の飛行機」とい う議論の発案は， 航空省の研究主任

(Director of Research）を務めるへンリー ・ブルック＝ポファム（HenryBrooke-Popham）であった。

彼は航空研究委員会のへンリー ・ティザード（HenryTizard）に10年後の飛行機を予想し，その

実現につながるような重要な研究としてどのようなものがあるか尋ねた。ティザードはそれを

受けて，自ら今後10年間のエンジンの研究開発の展望を報告書に書き記し，その報告書を同封
( 4) 

した上で圏内の指導的な航空技術者に意見を伺う書簡を発送した。依頼に応えて10人程の航空

技術者から回答が寄せられ，そのうち 3人の回答蓄が報告書やノートとしてあらかじめ議論の
( 5) ( 6) 

参加者に配布された。会議はまずそれらの報告の概要が説明される形で議論が始められた。

彼らの意見の中には，現在の観点から見て先見的な見解とともに突拍子もない意見が入り交

じっている。例えば，出席者の一人で空軍に所属している人物は，内燃機関のエンジンから排

出される高iiii't高圧のガスを利用して水蒸気を起こしタービンを回すことによりさらに動力エネ

ルギーを引き出せる可能性を示唆している。またこの「1930年の飛行機」の議論を企画したブ

ルック＝ポファム自身も 飛行機のエンジンとして蒸気機関を利用する可能性を示唆をしてい

る。これに対してインペリアル ・カレッジの機械工学教授であるダルビー（W.E.Dalby）は，

( 3) G. Temple, et al "Leona1 d Bairstow，” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 11 

(1965) ' pp. 23 40，を参照。ベアストウの研究活動をラト ウールのラボラト リー分析の観点を参照
しながら論じたものに，拙稿，“TheWind Tunnel and the Emergence of Aeronautical Reseat ch in Bri 

ta in”（in press）がある。ベアストウはさらに1924年にはインベリアル ・カレ ッジの航空工学の教授
に就任している。

( 4) 以上の経緯は， H. T. Tizard, "Possible Developments of Aircraft Engines fo1 Civil Aviat10n川

the Next Ten Years，”（D巴cember1920) T. 1542, DSIR 23/1556, PRO. 

(5) Dalby，“Note on T. 1542，＇’ T 1542a; B. M. Jones, "Subjects Suitable for Research in 

Aerodynamics，” T 1543; Cave-Bi owne-Cave，“Note on Future Aircraft，” T. 1566 

( 6) 会議の各発言内容は， Minutesof ARC, 8 February 1921, DSIR 22/2, PROにある。2月8日の
通常の議事録には，「1930年の飛行機」について長い議論があったという記述と簡単な経過報告が脅
かれており，その後に付録のような形で議論の内容が収録されている。
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内燃機関が重量と出力の面から明らかに最も優れたエンジンであると断言しているが，技術的

観点からこれらの意見を明確に批判したり反対意見を述べたりはしていない。またティザード

は，飛行中に稼働しているエンジンを点検できるようアクセスできるような小さなエンジン －

jレームを備えた飛行機の設計を提案し，ダルビーらの賛意を得ている。このように会議での席

上では，さまざまな技術的レベルと観点から意見が出されたといえる。

これらの議論の中で，先見性のある重要な論点を提示したのは，若くして新設のケンブリッ

ジ大学航空工学科の教授に就任したB ・メルヴイル・ジョーンズ（B.Melvill Jones）であった。

彼は回覧された報告書でまず，長期的研究と短期的研究との区別を定義した。彼自身の言い方

によると，「将来の実用開発に道を聞くことを意図した」クラスAの作業と，「すでに実用的に

はほぼ解決されている問題を分析し確立させることを意図された」クラスBの作業との 2種類

に研究作業は分かれることになる。今後10年間の航空機開発のための研究とは明らかにクラス

Aの研究であり，そのような研究として彼は，飛行機全体の杢気抵抗を減らす研究を委員に対

して提案した。それまで航空研究委員会の下では，大戦前から戦中にかけて飛行機の安定性の

研究が精力的に進められてきたが，今後はむしろ空気抵抗を減らし高速の飛行機を開発してい

くような研究がクローズアップされるべきであると主張したのである。特に彼が注目したのは，

プロペラと機体との聞の空気の流れの干渉作用であった。プロペラによる後方への推進流が機

体によってなるべくかき乱されないような飛行機の設計が今後の重要な課題であると提案した

わけである。

この議論に対して賛同者も少な くなかったが， 強い反対意見を提示する委員が存在した。そ

の人物が，安定性の研究を精力的に進めてきたベアストウであった。彼が強調した論点は，民

間航空の確立に必要な安全性の確保，そのための安定性と操縦性の研究の重要性ということで

あった。1919年に民間航空産業が法的に許可されてから，いくつかの企業が航空輸送に乗り出

し始めていた。それらは1924年にインペリアル航空として統合されていくのであるが，設立当
( 7) 

初の経営状況は非常に厳しかった。旅客と貨物の輸送を旨とする民間航空の設立にあたっては，

何よりも安全性が優先される。だが当時は事故の確率が高いために保険料が20ないし30パーセ

ントと高率で，この高い掛け率を低くするために飛行機の安全性を保証するようなデータが提

示されなければならない。また当時の飛行機は夜間飛行ができないために，その24時間平均の

速度はかなり低い値に止ま っている。特に冬場は日照時間が少ないために，平均速度は時速40

マイル程度で，陸上海上輸送と競合するに十分速いとはとても言えないのが実状であった。そ

こで暗闇でも安全に飛行できるような安定性と操縦性を備えた飛行機の設計が重要な課題とな

り，その達成は空気抵抗を減少させることよりも「計り知れないほど大きい」意義がある。この
( 8) 

ように論じて，ベアストウは安定性や操縦性の研究を続けるべきであると主張したのである。

( 7) David Edgerton, England and the Aeroplane: An Essay on a Militant and Technological Nation 

(London: Macmillan、1991),p.31 

( 8）“Aeroplane of 1930，” op. cit. p.3. 
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ベアストウはその発言で，安定性と操縦性の研究を進めることはすでに決定済みのことであ

るとも主張した。 1920年に航空諮問委員会から航空研究委員会に再編され各小委員会も設置さ

れたが，航空研究委員会には民間航空の育成に貢献するという役割が担わされ，その小委員会

も「操縦性と安定性に関する問題が，性能関連の問題よりも緊急性と重要性が高い」という了

解の下で組織されていると指摘した。すなわち，このような「1930年の飛行機」について思い

めぐらし長期的研究計画を立てていこうという企画自体に対して，彼は疑問符を投げかけたわ

けである。

委員の中には大学や国立研究所の旬｜究者もいたが，彼らにはジョーンズのクラスAの研究よ

りもさらに基礎的な研究の存在と重要性を指摘する人物もいた。会議には出席しなかったが，

当時ベアストウに代わって国立物理捌究所の空気力学部門の責任者を務めていたR・S・サウ

スウェル（R.S.Southwell）は，ジョーンズの「クラスA」と「クラスB」に加えて，さらに基

礎的な研究，「技術的な成功によって隠されてきていた原理的知識の内部にある穴を明らかに

してくれるような」研究の重要性を強調している。彼はハンドリー・ページによって発明され

た失速防止用のフラップに言及し，このような思いがけない発明の出現こそが流体力学の知識

に穴があることの証左であると委員の注意を喚起する。そのような穴を埋めるためにジョフ

リー ・テイラー（GeoffreyI. Taylor）やドイツのルドヴイツヒ ・プラン トル （LudwigPrandtl）に

よる研究が鋭意進められているが，それらの基礎研究により大きな技術革新がもたらされる可

能性に彼は期待を寄せるのである。ただし，「そのような［基礎研究の］成功にとって本質的な

ことは，実用的応用を視野に入れずに進められること」であり，そのためその種の研究が航空

研究委員会といった政府の委員会で推薦するのになじまないとも彼は言う。だがその一方で，

そのような基礎研究はあまり研究のための設備や費用を要せず，それらの研究を進めることは

他の主要な技術開発の妨げにはな らないだろうと指摘している。

この数時間に及ぶ議論において，多くの出席者が将来の飛行機と研究課題について意見を述

べ議論を交わしたわけであるが，安全性の確保が航空研究委員会にとって優先されるべき課題

と一般的に了解されていたようである。ジョーンズ自身，空気抵抗を減らす研究を進めること

で，現在進行中の安定性などの研究が停止されるようなことがあってはならないと断っている。

だが長期的研究に着手する場合， 一定の施設と人員が確保されてから釆ーり出すべきであり，そ

の見通しがないままに現在の研究の問に「サンドイツチ」されるような形での新しい研究の遂

行は避けるべきであると主張する。この主張を受けて，テイザードは双発の飛行機の片方のエ

ンジンが停止したときの安定性の研究は，複雑で現在のモデルが改良される可能性もあるので，

ここで打ち切ってもいいのではないかと提案したりしたが結局はジョーンズの研究計画は棄

却されることになった。そしてジョーンズは自分の研究計画を断念して，ベアストウが重要性

を強調する安定性と操縦性の研究に携わることになる。直後に設置された「安定性と操縦性小

委員会」の委員長にジョーンズが任命され，着陸にとって欠かせない低速飛行における安定性
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の研究などに指導的役割を果たしていくことになる。10年後の飛行機を予想して研究計画を立

てるという企画は，結局現在進行中の研究の継続の確認という企画者にとっては不本意の結末

で終了したわけである。

3 「1935年の飛行機」

「1930年の飛行機」の議論がなされてから 7年後の1928年 2月14日，以前の議論とはやや小

規模であるが，今後の研究体制を議論する同様の場が設けられた 。その議論は「1935年の飛

行機」や「1940年の飛行機」などとことさら正式に名付けられることはなかったが，議論のた

めに回覧された意見書の中には 「1935年の航空機」や「1935年の民間飛行機」などとタイトル

が付けられているものがあり，委員の問では以前のイベントと 同様に数年後の飛行機を予想し
(IQ) 

て，研究プログラムを構想するということに関しては了解が行き届いていたようである。ただ

し，何年後の飛行機を予想するかに関しては 一致した合意はなされていなかったようで， 5 

年後の飛行機を考えたり，前回と同様に10年間の研究テーマを考えたりする人物がいた。

いわばたたき台として1928年度以降の研究プログラムの基本的提案が提出され，検討された。

空気力学のカテゴリーには，流体運動，操縦性と安定性，性能という 3つの課題の下に15項目

にわたる研究事項が列挙され，流体運動の一般的性質といった科学的問題から， シュナイダ一

杯レースに出場した高速機のデータ計測といった技術的課題に至るまでさ まざま な性格の課題

が並べられている。また「1935年の航空機」を寄稿したエドワード大佐は，重油で動き飛行中

にも修理が可能なエンジンを搭載した金属製の単葉機を予想し，そのような飛行機が100人の

乗客を乗せ時速150マイルで750マイルの距離を飛行することができると想像した。つけ加えて，

1935年には実現でき ないだろうと断りつつ，その後乗客や貨物が翼自体の中に収納できるよう

な「空飛ぶ翼 （flyingwing）」なる飛行機が到来することを予想した。

ジョーンズもまた今回意見書を提出した。彼の提言は前回と同様，また飛行中の機体の空気

抵抗を最大限減らすことで飛行速度の向仁をはかるものであった。彼はその研究が今後10年間

( 9) Minutes of ARC, 14 February 1928, DSIR 22/4, PRO.前月の会合で，次の 5年間の研究計画を
次回会合で検討することが決められた。

(10) 提出された主要な報告書は以下の通り。 “Programof Researches，”（November 1927) T. 2525, 

Leonard Bairstow ，“Comment on some of the items in the draft programme of 1 esearch in 

a町一odynamics," (Februa1y 1928) T. 2525b. DSIR 23/2539, PRO; B.M. Jones, “The Importance of 

'St1 eamlining’in Relation to Performance," (September 1927) T. 2519, R.&M. 1115: idem，“Sugges・ 

tions for Resea1 ch in Ae1 odynamics.” (January 1928) T. 2557. DSIR 2312571, PRO; W.S. Fa1ren. 

"Suggestions for Researches，” (Janua1 y 1928) T. 2564, DSIR 23/2578, PRO; I A. E. Edwards. 

“Airc1 aft of 1935.” (Janua1 y 1928) T. 2560, DSIR 23/2574. PRO; B1 ancker.“Comme1 cial Aeroplane 

of 1935，＇’ T. 2559. DSIR 23/2573曾 PRO；“EngineResearches J’T. 2567, DSIR 23/2581, PRO: 

・＇AutomaticSlot ，” T. 2526, DSIR 2312540守 PRO:"NACA Researches，” T. 2570, DSIR 23/2570. DSIR 

23 

(lo a) シュナイダ一杯レースは， 1913年から1931年まで12回にわたって開催された国際的な水上飛行
機のスピード ・レースである。DavidMondey. The Schneider T1ophy: A History of the Contests for 

La Coupe d’Aviation Maritime Jacque Schneider (London: Robert Hale. 1975）参照。

18 



10年後の飛行機を求めて 戦闘期英国における航空機の研究開発（橋本）

の航空工学の研究の研究課題であるとしたのである。「私の考えでは，航空工学者が今後10年

間にわたって空気力学の側面において関わるべき最重要の課題は，空気抵抗を削減することで
(II) 

ある。」このような議論は28年1月の数カ月前から新しい風洞の建設と関連させて議論されて

おり，それに空気抵抗の削減の研究の必要性が委員ρ問で認識されていた。配布された報告書

でジョーンズは次のような提言理由を述べている。飛行機の性能を向上し飛行速度を上げるた

めの方法としては，当時いくつかの他の有望な研究課題もあった。 例えばプロペラの羽根の傾

き具合（ピッチ）を飛行速度や回転速度の上昇に伴って変化させることで，飛行速度が上昇し

てもプロペラによる推進力をさらに引き出していく仕組みが考案されていた。またプラントル

の空気力学理論より， 翼形を＊Ul長くしたり椅円形にしたりすることで，飛行中に翼端から後方

に発生する渦の影響（誘導抗力）を減少させることも考えられた。だがジョーンズは，このよ

うな可変ピッチ ・プロペラの開発や翼形の改良がたとえ有望であっても，空気の流れを流線形

にさせて空気抵抗を減少させることによ って達成される性能向上をもたらすことはないと指摘

し，流線形の研究開発の重要性と現実性を強調した。

だが具体的な研究課題に関しては，ジョーンズは詳細を語ろうとしなかった。むしろ「最初

からあまりに詳細な計画を立てるのは誤りだろう」と警告し，研究は「探索的」になされるべ

きであると彼は述べている。どのような形状，形状の組み合わせが流線形の空気の流れを生み

だし，逆にどのような形状や形状の組み合わせが流線形の流れを乱すかを決定するという大き

な目標の下で，いくつかの研究課題が別個に検討されるべきであろう，そして研究課題を小グ

ループに分けて担当の小委員会やパネルを必要に応じて設置していくのがいいだろうと提言し

た。今までこういった課題でなかなか成果が得られなかった理由は，いきなり現実の飛行機が

もたらす問題全体を扱うことで，撹乱要因をすべて取り込んでしま っていたことによると彼は

分析する。従って，初めは非常に抵抗の小さい理想的形状の物体から始め，他のさまざまな撹

乱要因をいったんは取り除いた上で，徐々にその形状を変容させていこうと彼は提案する。単

純な実験条件での測定から始め，徐々に実験条件を複雑にしていくという研究方針を推薦した

わけである。それは，ジョ ーンズと 彼の研究協力者たちによ って「総合的アプローチ
(12) 

(synthetic approach）」と呼称されたりした。

ジョーンズはその上で，次のような具体的研究項目を取り上げている。第ーには，プロペラ

と機体との間の空気の流れの干渉関係を調べること。第二に，同様にして翼と機体の聞の空気

の流れの干渉関係。第三に，流線形の流れをしている流体の流れの安定性と，流線形からのわ

ずかな逸脱による流れの撹乱についての研究。そして第四に，エンジンの冷却の問題である。

エンジンを含む機体の周辺の気体の流れをスムーズにさせることによって，特に空冷の場合の

エンジン冷却が困難になることが予想され，その困難の克服が飛行機の性能向上の鍵を握る謀

(11) Jones，“Suggenstions for Research ，” op. cit., p. l. 

(12) 例えば， E.Ower，“The MuLual lnLerference between Pans of AircrafL.”(Janua1 y 1932) , T. 

3280, DSIR 23/3382, PRO, reprinted as R. &M .1480参照。
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技術と文明 11巻l号（20)

‘60 
• l'r'iw<; LOAOIWC Al!OUナノoi...,.,.o，，アJ

aw1w＜； ムOAOl>IOA.!our 15 !IJ.$. P£刃円E

2ι。

位。

寸 l
釦 I~ 的てで’♂

~ 1 ¥ 
軍 Ho事＂＂ G~N£γ 、
竜一一ーア一六 、

6o I≪; 
2ピ

" " " ~ 
ら.0I-'、

20 

Bo 100 IZO ff.』

． 
¥ . 
＼＼ 

． 
＼ 

IYWC  LoA臼 J.10

180 

図－ 1 現実の飛行速度と流線形化による理想速度を図示するグラフ

題になると考えられた。
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ジョ ーンズは自分の見解を解説する上で，非常に説得的な視覚的図表を翌年の王立航空協会

におけるウイルパー ・ライト記念講演で発表している （図 1 ）。それは縦軸を搭載エンジン

の出力，横車Illを飛行機の速度としたグラフであり，そこに飛行機の空気抵抗が表面の摩擦抵抗

(skin friction）だけであるような理想的な場合の関係曲線が書き込まれている。図にはそれに

加えてジェーンの航空年鑑より当時の飛行機の性能がプロットされている。それによって，例

えば図中のWlO型機に関しては，現状では時速110マイルであるが， 表面摩擦だけの理想状態

では時速170マイルになり， 60マイル分の速度上昇の余地があることが，図から一日で読みと

れる。

ジョーンズの著した二つの報告書には これと同 じ図は載せられていなかったが，出席者の

問で彼の提案の重要性はよく了解された。彼の報告書はまず ベアストウが委員長を務める空

気力学小委員会で、議論がなされた。ベアストウは，空気抵抗を減らし飛行機の性能を増すため

の具体的作業項目の提案が難しいことを指摘したが， 具体的課題については航空機の製造会社

(13) B. Melville Jones ．“The Streamline Aeroplane J’Jo山田lof the Royal Ae1 onautica/ Society、

33(1929), pp.358 85 

(14) Minutes of Ae1odynamics Sub Committee, 7 Februa1y 1928, DSIR 22/41, PRO. 

20 



10年後の飛行機を求めて 戦l/Jjj羽英国における航空機の研究開発（橋本）

の連盟組織である英国航空機製造協会からいろいろと意見をもらうことを示唆し，基本的にジ

ヨーンズの提案を支持した。また王立航空機工廠（RoyalAircraft Establishment）のロハート ・

マッキノン ・ウッド（RobertMcKinnon Wood）は，流線型の飛行機の開発とエンジンの冷却の問

題とが対立し合うことを席上で強調した。しかしこの指摘はジョーンズの研究計画の批判につ

ながるというよりも，むしろ関連して新しく研究すべき課題の提案と受けとめられた。出席者

の問でエンジン表面の空気の流れ，温度の分布などの問題が盛んに議論され，「空気力学とエ

ンジンとの境界領域」の研究促進が委員長によって結論されたりした。また当時建設が予定さ

れていた気圧可変型の密閉式風洞に関しても，それまでは失速の研究が重要視されていたため

に縦型の風洞が計画されたりしていたが，ジョーンズによって提唱された気流干渉の研究の重

要性が認識されたことで，機体の空気抵抗が測定しやすいように通常通り水平型の風洞が建て

られることが合意された。ジョーンズの研究計画は，今回は委員全体の支援を受けてスター 卜

することになった。彼らの支持を得て，空気力学小委員会の下に干渉パネルが設けられ，ジョー

ンズを責任者として実験研究が進められることになった。まず国立物理研究所の大型風洞を 3

カ月間使用して，ジョーンズがより具体的な研究プログラムを組むよう委員会で促された。そ

して干渉パネルの下で，匡｜立物理研究所における風洞施設などを用いて実験研究が開始された。

干渉パネルにおける詳細な議事録は残っていないが，その研究活動の報告論文と各年の活動報
(18) 

告書が残されている。それらを基にして，干渉パネルの下での研究活動を追ってみる。

雪量

図－ 2 単純化された機体と翼の風洞実験モデル

干渉パネルの下でのいくつかの研究として，最初に単純化された胴体と翼のモデルの組み合

わせを風洞実験するものがあった。これは図－ 2のように，幾何学的に比較的単純な流線形と

翼形をした物体とをいろいろな高さで組み合わせ その空気抵抗を調べようとするものである。

(15) Minutes of ARC, 13 March 1928, DSlR 2214, PRO. 

(16) Minutes of ARC守 3April 1928, DSIR 2214. PRO. 

(17）。Commentsof the Aeronautical Resea1 ch Committee on the Prog1 amme of Research in Ae1 odyna-

mics al thei1 meeting on 14th February, 1928," T. 2525c. 

(18) "Report of the Interference Sub-Committee J’T. 2679 
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技術と文明 11巻I号（22)

これによって空気抵抗と揚力の大きさとが測定され 翼が胴体下部に接触する時が揚力が下が

り抵抗が高まることが示された。

だがこのような単純化されたモデルの実験研究に対しては，産業界から批判が起こった。英

国の航空研究委員会は1925年に組織改編を行い，産業界からの代表を委員会から退いてもらう

ことになっていたが，その代わりとして半年に一回航空研究委員会の代表と「英国航空機製造

協会 （Societyof British Aircraft Constructors，略称SBAC)J の代表者たちとの聞での質疑応答の場

が設けられるようになっていた。干渉パネルの下で進められる研究の成果がこの会議において

紹介される と， 産業界側がこのように非現実的で単純化された形状のモデルではなく，より現

実に近い形状のモデルを実験するよう強く要望したのである。パネルの報告書には，産業界か

らの誤解があるとも記されているが，要望を受けて運転室の風防を形状に組み入れたより現実

の飛行機の形状に近いモデルが風洞実験にかけられたりした。

4 タウネンド ・リングとカウリング ：英米の研究開発比較

干渉パネルの下で始められたもう 一つの研究に，流線形の物体に突起物をつける場合，どの

ようにつければ空気抵抗が小さくて済むかを検討する実験研究があった。具体的には，エンジ

ンから突き出る円筒状の気筒が，どのような位置にあるときに空気抵抗が少ないかが実験モデ

ルを利用して検討された。その結果，エンジンが飛行機の先端にあり， しかも気筒がなるべく
(21) 

前方に置かれるとよいこ とが結論された。

実験チームの一員であったH・C・H・タウネンド （H.C.H. Townend）は，このような流線

形物体の周辺の気流干渉の研究から，流線形の物体の回りに流線形を断面とするリングをかぶ
(22) 

せることによって空気抵抗がさまざまに変化することに気がついた。上の研究の報告書の翌月

に書かれた報告書で，タウネンドは「飛行機に何らかの形状の 『障害物』を付与することで，

抵抗の滅少を生み出すこと」と述べているが，そこで「障害物」を引用符でくくり「減少」を
(23) 

イタリックで強調するあたりに 研究途上における驚きが表現されている。その発見から彼は，

エンジンのまわりに流線形の断面をもっリングをかぶせることで空気抵抗を滅らす仕掛けを考

案した。気筒が放射状に突き出る星形エンジンの回りにそのようなリングをかぶせることで，

(19) 前掲，『〈諮問〉からく研究〉へ』参照。SBACは1916年に設立された航空機製造業社の同業者組
合である。その航空省との対立の経緯などについては， Edgerto口，England and the Aeroplane, 

op.cit.を参照。
(20) "Proposed Programme of New Wind Tunnel Researches on Interference Ar山口Efrom Discussion 

with and Communication from the S.B.A.C ..” Int. 93, DSIR23/3627, PRO. 

(21) E. Owe1, H.C.H. Townend、andC. T. Hutton，“Interference Effects between a St1 eamlinecl Body 

and Certain Objects Placed near or Attached to It，”（September 1928) T. 2658, DSIR 23/2672, PRO. 

(22) 研究のきっかけと起源に関しては， H.C. I-I. Townencl，“Reduction of Drag of Radial Engines by 

the Attachment of Rings of Aerofoil Section. Including Interference Experiments of an Allied Nature, 

with Some Further Applications.”(July 1929) R. &M. 1267の言頭部分に簡単に記されている。
(23) H. C. H Townend，“Note on a Method of Recluci昭 theDrag of Radial Engi問 sby the Addition of 

Ri暗 sof Aerofoil Section，”（October 1928) T. 2672, DSIR 23/2686‘PRO. 
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JO年後の飛行機を求めて 戦間期英国における航空機の研究開発（橋本）

図－ 3 タウネンド リングを備えたブルドッグ機

空気抵抗がかなり減少されることが見いだされた。実験結果からは 断面が円形のリ ングだと

抵抗がかなり増大するが，断面がj車線形だと 7気筒の星形エンジンに対しては 7-26パーセン

トの減少， 9気筒エンジンに対しては33パーセントの減少が観測された。図－ 3の飛行機のエ

ンジン部分に，この「タウネンド・リング」が装着されている。

この頃，空冷のエンジンと水冷のエンジンと比較検討が盛んに議論されていた。「タウネン

ド・リング」が発明されたその頃，空冷エンジンが改良され水冷エンジンと同程度の性能にな
(24) 

ってきたことが航空研究委員会の席上で報告されたり シュナイダ一杯レースでは水冷が空冷

より優れていることが示されたと報告されたりしている。タウネンド ・リ ングなどを取り付け

たとしても，速度が速くなるにつれ空冷式エンジンの空気抵抗が重大な問題として浮上してい

くことが予想されたが，今後戦争が勃発した場合に水冷式エンジンの生産だけでは需要に応じ

きれないであろうから，今後とも空冷式エンジンの生産が続けていくことが航空省の基本的方

針であると， 1931年の時点で航空研究委員会の下での「空冷パネル」の会議席上で明言されて

いる。攻撃用の戦闘機には水冷式エンジンが必要であるという発言が出されたり ，空冷式エン

ジンの研究を続けること自体が疑問視されたりしたが，空冷エンジンの生産の継続が確認され

た以上，タウネンド・リングの研究など関連の研究開発作業も継続されることになった。

一方大西洋の向こうの米国においても，エンジンの冷却と空気の流れの流線形化についての

検討が1920年代の後半から進みつつあった。 20年代初頭に米海軍の航空関係者は，航空エンジ

ンには重量のかさばる水冷式よりも軽量の空冷式の方が望ましいと結論するようになっていた

が，そのため空冷式エンジンの冷却効率をなるべく下げずにエンジンまわりの空気抵抗を減少

させることを目指すようになった。所々の突出箇所を流線形の覆いでおおう試みがなされたが，

さらに抜本的な検討を国立航空諮問委員会（NationalAdvisory Committee for Aeronautics，通称NA 

(24) Minutes of ARC, 9 October 1928, DSIR 23/5, PRO 

(25) Minutes of ARC, 13 Oclobe1 1931, ibid. 
(26）如linutesof Air Cooling Panel, 11 Nove仙 er1931, DSIR 22156, PRO. 
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技術と文明 11巻 l号（24)

CA）に依頼した。

海軍や産業界からの同様の依頼を受けて， NAC Aのラングレー航空研究所では実物大のプ

ロペラの風洞実験を行うことができ る新設のプロペラ研究用風洞を利用して，このエンジン回

りの冷却と流線形化の問題に対処した。ラングレー航空研究所の歴史を著したジャイムス・ハ

ンセンは， 1926年からほぼ10年間続いたこの研究活動を同研究所の歴史の重要なエピソードと

して紹介し，パラメータ一変化法による経験的方法で研究が進められた結果，「カウリング」

とよばれるエンジンの覆いを開発し飛行性能を大きく向上させることに成功した経緯を解説し
(27) 

ている。パラメータ一変化法とは，理論的に解明されていない複雑な現象を伴う機構に対して，

いくつかの鍵となる要素を選択してそれらのパラメーターとなる要素を一つ一つ系統的に変え

ていき，多数のケースの中から最善の組み合わせをしらみつぶしに探し当てていこうというも

のである。この研究方法については，初期のNAC Aの研究の中でスタンフォード大学にける

テゃユランドとレスリーのプロペラの性能実験に関する研究が著名で、ある。造船技術者としてス

クリ ューの設計に携わった経験をもっテeュランドは 飛行機のプロペラの形状のファクターを

いくつか選択し，それらを系統的に変えていくことで性能的に優れた形状のプロペラを開発し，
(28) 

その研究は内外に高く評価された。米国の技術者の問では この研究方法はいわば伝統的な研

究開発の方法となっていたのである。

1926年に始まるエンジンの覆いの空気力学的性能とエンジン冷却効果の研究を進めていった

のは，フレッド ・ウェイク（FredWeick）という研究者であった。 彼はカウリングの形状を系

統的に変えながら調査を進め， 1929年には深い覆いでありながら，抵抗が少な く冷却効率も高

いカウリングを開発することに成功した。NAC Aの宣伝によれば取り付け費用25ドルのこの

カウリングによって，航空産業全体の利益は500万ドルに上るとされた。NAC Aではさらに

飛行機の空気抵抗を減少させ カウリングの性能を向上するために，エンジンの位置をさまざ

まに変えたり，実際の飛行テストを繰り返して研究をさらに続けていき，エンジンやプロペラ
(29) 

の位置に関しても最善の位置が選択できるようになった。

米国で開発されたカウリングは，英国にも紹介されその高い性能が評価されるようになった。

1929年に英国で創刊された専門誌 r航空機技術 （Ai町 aftEngineering）』 には，流線形の空冷エ

ンジンとして米国でのカウリングの開発が英国の航空技術者にとっても目新しい技術革新とし

(27) James R. Hansen, Enginee1 s in Charge: A History of the Langley Ae1 onautical Laboratory, 

1917-1958 (The NASA history series, NASA SP-43-5) (Washingotn, D.C., 1887), chap. 5“The 

Cowling Program: Experimental Impasse and beyond ．” 

(28) デユランドとレスリーのプロペラ研究に関しては， WalterVincenti, "The Air-propeller Tests of 

W. F. Durand and E. P. Lesley: A Case Study川 TechnologicalMethodology J’Technology and Cul-

tu re, 20 (1979), pp. 712 51を参照。この論文は同著者による WhatEngineers Know and How They 

Know It: Analytical Studies from Aeronautical History (Baltimore: Johns Hopkins Unive1sity Press. 

1990）に再録されている。
(29) NA C Aはそれらの成果を箪や産業界に，当初は機密事項として通達した。その後さらに検討が
続けられたが，30年代の半ばからより理論的で体系的なアプローチの必要性が痛感されるようになり，
理論的研究もされるようになったとされている。
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て紹介され，米国の技術報告に公表されている各タイプのカウリングの性能が風洞試験と実地

の飛行試験で比較検討されたりしている。また同年に王立航空機工廠で，米国のカウリングと

英国で開発されたタウネンド ・リ ング型のカウ リングとの性能が風洞実験により 比較され，ほ

ほ同じ性能であるという結論が出された。だがその後， 別の比較検討のノー トが英国の航空機

製造業者から『航空機技術』誌に寄稿され，タウネンド ・リングの方が優秀であるという結論
(30) 

が提示され，航空研究委員会で言及されたりした。翌年美しい流線形のDC3型が開発され，

英国の研究者たちも賛嘆することになる。その開発にはこれらのカウ リングやエンジンの位置

に関する研究が活用されていた。その後英国の航空研究委員会では 米国型のカウリングやタ

ウネンド ・リングのさらなる改良が空冷の問題と絡めでたびたび議論されている。

5 境界層の研究と気流の視覚化

ジョーンズはこれらの研究を干渉パネルの委員長として指輝するかたわら，より基礎的な研

究として境界層の流体力学的な振る舞いの研究を進めていった。境界層とは1904年にプラント

ルによって提唱された流体力学における基礎概念で＼物体表面上を流体が流れる際に，表面上

に生じるわずかな厚みの流体の層のことを言う。境界層の内側において流体はあたかも物体表

面に粘着するようにゆっくりと流れるが，境界層の外側では完全流体のように速い流れを維持

するのである。流線形をした物体の表面ではこのような境界層が生み出され，空気抵抗は境界

層と表面との間の摩擦抵抗だけですむ。ところが ある箇所で乱流が生じると境界層が物体表

面から離れ，さらに境界層が表面からま ったく「剥離」されることでより大きな渦や乱流が生

じてしまう 。そしてそのような渦や乱流を生み出すエネルギーに推力が消費されることで，空

気抵抗が格段に増大することになってしまう。そこで，いかなる形状の物体のいかなる箇所で，

なめらかな層流から乱流や；境界層剥離が生じてしまうのか調査することが重要な研究課題にな
(31) 

るのである。

ジョーンズはこの境界層をめぐる流体力学的な研究を進め，暫定的な成果を1928年から29年
(32) 

にかけて報告している。報告書にはプラントルやオランダの研究者による境界層の剥離の研究

が検討されているとともに，航空工学には一見無縁な興味深い事実が紹介されている。それは

イルカ （Porpoise）が，かなり高速で航行する船に追いついて泳ぐことができるという事実で

(30) W. G. A. Perring，“Some Wind Tunnel Experiments on Lhe Cowling of Air Cooled Engines，” 
(April 1930) R. & M. 1413; idem，“The Cowling of Air.Cooled Engines J’Aircraft Engineering, 4 

(1932) , pp. 123-26：，“The Cowli略 ofAir-Cooled E叩 nes:A Note from Mess1 s. Boulton and Paul 

Shows the Townend Ring川 aFavourable Light ，” ibid., pp. 157 58. 

(31) プラントルの空気力学研究に関しては， PaulHanle, Bringing Aerodynamics to America 

(Cambridge Mass. M[T P1 ess, 1982） やJuliusRotta, Die Aerodynamische Versuchsanstalt in 

Cotingen, ein Werk Ludwig P1加 dtls:Ihre Ceschichte von den Anfagen bis 1925 (Gotingen, 1990）な
どを参照。

(32) B. M. Jones ，“Skin l"riction and the Drag of St1 eamline Bodies，”T. 2709 (December 1928），“Note 

2," T. 2709a and “Note 3，” T. 2709b (Decembe1 1929), DSJR 23/2723, PRO. 
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ある。水の抵抗を考慮すると，陸上動物に比べ驚くほどの筋力を有するように思われるが，な

るべく乱流を引き起こさないように泳ぐ能力があるとも考えられた。彼はその理由として，皮

膚についている細かな体毛のせいか，あるいは皮膚表面の粘液のせいかと想像し，「何故そう

なのかを見つけることは，科学的にも実用的にも極めて重要であろう」と記している （だがこ

の興味深い疑問は，それ以上深くは探求されなかったようである）。

機体の表面に渦が生じてしまうような場合，その機体の形状に適当な修正を施すことで渦の

発生を防ぐことが可能になるだろう。そのための有用な手段として急速に注目を浴びるように

なったのが，気流の流れを視覚的に表示できるような方法であった。ジョーンズは1932年の空

気力学小委員会の席上で述べている。「干渉の研究で緊急を要する課題は，空気の流れを可視

化する方法である。そのような方法を開発することで，企業自身が干渉の影響を自社の風洞で

広く研究することができるだろう。」この発言後，空気の流れを視覚化する方法が空気力学小

委員会の会議でしばしば議論されることになった。それら方法の比較検討を主題にした報告書

も現れ，次のような 4種類の方法が紹介されたりした。一つは，気流に煙を挿入してその流れ

を見ょうとするもの。もう 一つは特殊な塗料を機体に塗り，乱流が生じるところを発色させよ

うとするもの。第三は平行に何本も張った電熱線によ って風洞内の空気を熱し，空気の屈折率

にむらを生じさせることで光の当たった気流に陰が生じ，その陰を観察することで空気の流れ

を観測 しようとするもの。それに対して第四の方法はきわめて単純な方法で，気体の表面に糸

の房を取り付けて，その動きを調べるというものであった（図－ 4）。報告書では，この第四の「タ

フト法（tuftsmethod）」と呼ばれる可視化の方法が推薦され，煙の流れを調べる方式がこの方

図－ 4 契のモデルに装着された糸房（タフ ト）

(33) Jones ，“Note 3，”op. cit 

(34) Minutes of Ae1oclynamics Sub Committee, 4 October 1932, DSIR 22143. PRO 
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図－ 5 タフト法によって調べられた空気の流れ

式を補完するとされた。図－ 5は，その方式によって調査された翼の表面上の空気の流れを図
(35) 

示したものである。

このような単純で、容易な可視化の方法が生み出されることにより，ジョーンズが述べたよう

に企業の技術者自身でタフト法を利用して空気の流れを検討し各企業の飛行機をそれぞれ修

正変更することが可能になった。干渉パネルの研究開発作業もこれによって一つの転換点を向

かえることになる。1933年に再び研究計画を検討する機会が設けられたが3 その際にその計画

書を準備した航空省の研究主任は，重要項目から干渉の問題を落とした。これに対して委員長

のテイザードは干渉の問題が重要な問題であると述べ，研究主任の見解を質した。それに対し

て干渉パネルの委員長を務めるジョーンズ自身は，干渉の研究が既にアドホックな研究テーマ

になりつつあることを認めた。大体の研究は完了し，視覚化の方法により各々の飛行機の形状

に応じて細かいデザインの微調整をしていくことが可能になった。それとともに，研究の性格

はアドホックなったと彼は委員会の席上で述べた。アメリカの研究成果が揃っていることも指

摘され，干渉パネルは解散されることになった。ジ ョーンズの提案した飛行機のまわりの気流

の干渉具合の研究は一段落し，彼自身は，翼の表面上における層流から乱流への変更点のより

厳密な調査と研究に進んでいく 。だがそれは国立物理研究所ではなく，当然ながらケンブリッ

ジ大学でなされた。

(35) I<. W. Clark and C. Callen，“Air Flow over a Biplane Model Demonstrated by the 'Tuft' Method ，” 

(November 1932) T. 3344, PRO, reprinted as R. &M. 1552.流体の可視化の方法はその後も現在に至
るまで大きく発展している。各種方法の発展をまとめた比較的新しい文献として，浅沼強編「流れの
可視化ハンドブック』（朝倉舎店， 1977年）がある。
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6 結論

1920年代と1930年代の英国における航空機の研究開発に関して， 1921年と28年に開催された

将来の飛行機を予想しながら研究プログラムを議論する会議に着目しながら，その後の歴史的

推移を追ってきた。以下議論をまとめながら いくつかの論点を提示することにしたい。

1921年に聞かれた 「1930年の飛行機」の議論では，主として流線形の機体を先見的に予想し

高速機の開発を主張したジヨーンズと，民間航空の登場と発展の重要性を強調し安全性確保の

ために安定性と操縦性の研究開発の継続を主張するベアストウの問で見解が分かれ，議論が戦

わされた。結局ベアストウの意見が委員の問で了承されることになり，ジョーンズ自身も安定

性と操縦性の研究に携わることになってしまう 。ここで問題とされるべきは，将来の飛行機を

予想し10年間の長期研究計画を立てるという企画がそもそも適切で、あったかということである。

イニシアティブを取るべき立場にいる航空省の研究主任の企画によって開催されており，手順

やタイミングも正当であるように思われるが，その一方でベアストウは民間航空の促進が政府

内ですでに決定されており，今さら長期的研究計画を立てる余地はないと主張した。民間航空

の育成という国家目標と最も将来性のある航空機の研究開発という 2つのことがらが，当時の

航空研究委員会の中で二律背反的な目標として認識され，結局前者に優先性が与えられること

になったのである。そしてジョーンズの研究計画はその後7年間あたためられ， 28年に復活し

着手されることになった。

それに対して米国では，それより数年先んじてエンジンの空冷と抵抗削減という 一見矛盾し

合う問題を解決するためにエンジンのカウリングが開発されつつあった。その最初の研究方針

は，徹底した経験主義であり変数を系統的に変えて最良の形状を決定するというパラメーター

変化法が採用された。英国ではジョーンズの指導下で28年に開始された気流の干渉の研究から

派生する形で，米国のカウリングに相当するタウネンド ・リングが発明された。英国の干渉の

研究やタウネンド ・リングの開発を見ると，英国ではパラメータ一変化法よりも，最初］に最も

単純な形状の組み合わせから実験を始め，徐々に複雑で現実に近い形にしていくという方法が

とられている。彼らのいう「総合のアプローチ」は，米国の方法とは対照されるべきものであ

ろう。

また流線形機の研究にあたっては 気流の可視化が非常に重要な役割を果たした。航空研究

委員会の下では， 30年代初頭から気流の可視化の問題が注目を集め，各種の可視化の方法が工

夫され紹介されることになる。その中で最も有力視されたのが，タフト法と呼ばれる糸房を機

体表面に貼付し気流の様子を視覚的に知る方法である。他にもいくつかの方法が開発改良され，

タフト法と合わせて利用することが薦められたりした。この簡便なタフト法の開発とともに，

航空研究委員会の下での気流の干渉の研究は一旦終了することになった。干渉パネルの委員長

であるジョーンズが述べたように，機体の各部分による気流の相互干渉に関して基本的な制査
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が済んだこと，米国での研究も進んでおりかなり参考にすることができること，そしてタフ卜

法といった可視化の方法の開発により企業が独自で自分たちの飛行機の空気力学的特徴を調べ

ることができるようになったことにより， 1928年から始められていた流線形機の開発を目指し

た気流の干渉に関する研究が一段落をついたと考えられたのである。研究が開始されてから 5

年目の1933年のことであった。

最後に，将来の飛行機を予想して研究計画を立てるという際のタイムスパンについて述べた

い。1930年の航空研究委員会の月例会に航空省の長官であるトムソン卿が出席し，その際に航

空研究委員会のような組織が存在することをうれしく思うと賛辞を述べた後，「どのような開

発が必要であるのかということに関して 5年先を考える」と委員会の機能について付言してい

る。タイプで打たれた議事録の原文には、omefive years”とあるところの、ome”に線が引か

れて削除されており，「 5年間」という年数にこだわった様子がうかがえる）。 1921年に「1930

年の飛行機」の議論がなされた時は，委員の問で10年後の飛行機を想像し， 1920年代の10年言｜一

函を構想する ことが企画された。その 7年後の1928年に同じような機会がもうけられ，将来の

飛行機を想像しながら長期計画を構想しようとした時には，ジョーンズのように10年間の研究

テーマを提示しようとした人物もいたが，大多数の委員は 5年後の飛行機，「1930年の飛行機」

に合わせて「1935年の飛行機」といった合い言葉を論文に挿入したりしていた。すなわち第一

次大戦が終わった1921年の時点から数年を経た1930年頃には 政府の下で国家的な研究開発を

計画実行していく組織の役割は， 5年先の技術を予想して捌究プログラムを作っていくと関係

者の聞で了解されるようになったのである。それに付け加えれば 5年以上の先を予想するの

が大学の役割であり， 5年よりも っと短いタイムスパンで研究開発を進めるのが産業界の役割

であると，国家 ・大学 ・産業の時間的観点から見た役割分担を見ることもできょう。

ではこのような 5年という明確な区切りの年数は，どのような背景からもたらされたものな

のであろうか。その背後には政府内部でどのような議論があったのであろうか。ちょうどその

頃ソ連において開始された 5ヵ年言「画のニュースは，英国の政策立案者たちに何らかの影響を

及ぼしたのであろうか。また，英国の航空省から航空初｜究委員会に支出される研究開発費のあ

り方は，科学産業研究局（Depa巾 nentof Scientific and lnclustrial Research，通称 DSIR）からの支出と

は違うことが認識されているが， DSIRにおいては 5年という区切りの年数はいかなる意味を

もったのか。 そしてまた 他の国々 他の時代における政府の研究開発支出と投資効果に対す

る時間的見通しとの関係について，どのようなことが言えるのであろうか。これらの疑問を提

起して，稿を閉じることにしたい。

(36) Minutes of ARC, 11February1930, DSIR 2215, PRO. 
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“Visualizing the Aeroplane of Ten Years Hence-'' 

Aeronautical Research in Interwar Britain 

by 

Takehiko Hashimoto 

(Unilfersity of Tokyo) 

In 1921, a meeting called “A Discussion of the Aeroplane of 1930”was held at the Aero-

nautical Research Committee (ARC) in Britain. The event was intended to envision future air-

planes and to lay out a research program to build such airplanes. The present paper discusses 

the contents and consequences of this event and of a subsequent similar event held at the ARC 

At this meeting, a promising line of research was proposed by B.M. Jones, but it was not 

accepted by the ARC. For it was criticizd by Leonard Bairstow, who had been acclaimed for his 

successful research on aeronautical stability. He instead argued for the continuation of his pre-

vious research on stability and control through emphasizing the importance of the establishment 

of the civil airline industry 

When a similar meeting was held seven years later, Jones’s proposal was then accepted. and 

they started the research on aerodynamic interference of various aircraft components at a new 

Interference Panel under the ARC. This led to the invention of the“Townend ring，” a British 

version of cowling. They also devised several methods of visualizing air flow on aircraft sur-

faces. The development of a simple visualizing method, the“tufts method，＇’enabled private cor-

porations to investigate the pattern of air flow over their indi、idualairplane, leading to the con 

clusion of the five year research activities of the Interference Panel 

Lastly, the present paper poses a question on the relationship between the time span of tech-

nological forecasting and governmental research programs. A government official stated in 

1930 that the role of the ARC was to develop technologies to be used five years in the future. 

Whether the five years adequately defines the length of time required by acad巴mic,gov巴rnmen-

tal. and industrial institutions to fulfill their technological R&D in fields, countries, and periods 

other than those described in the present study is yet to be explored 
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