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古い話題
赤十字飛行隊の出動のひとつに海岸等のパトロール
があります。その昔は、私も湘南や九十九里等の海
岸パトロールに出動したことがありましたので、河原
で活動する機体に赤十字マークを付けてみました
が、実際の出番はありませんでした。赤十字飛行隊

の出動内容は時代と共に変化し、飛行機によるパト
ロール等は少なくなって、ヘリコプターの出動が多く
なりました。また、それと共に、災害時の調査飛行、情
報収集伝達、救助物資輸送等の出動が多くなって
いるようです。(奥貫)　
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足立区医師会ホームページ　https://www.adachiku-med.or.jp/　

当社団理事、阿部聡航空身体検査医による「新型コロナウイルス感染症対策について」が一般向け
として大変わかりやすくUPされています。発生～ウイルスの種類、変異の状況～症状レベル～対策
など。新型コロナCOVID-19がどういうものかが丁寧に説明されています。セルフケアの参考とし
て、「脳卒中編、緊急時の対応・医師への上手な掛かり方」なども併せてご覧下さい。

赤十字飛行隊名古屋（飛行機）支隊長　　秋田修　昭和２年１月生まれ
昭和５８年愛知県庁職員退職後、土地家屋調査事務所開業、愛知学院技術顧問。
一級建築士、宅地建物取引主任者、土地家屋調査士、操縦士技能証明、航空無線技士、
航空レーダー技師、小型船舶操縦士

赤十字飛行隊

高橋 淳 赤十字飛行隊隊長より
今年の防災訓練は中止が多く、実施された所は規模縮小や訓練内容を工夫して行われたようです。さて、お陰様で私は９８歳になりました。身体と機体は似ていますね。時間毎のチェック、フライトの際の正確な飛行計画、ちょっとした不具合も修正する努力、内部・外部点検に、見張り等々、事故を誘発させないようあらゆるリチェックを!!また、日本飛行クラブメンバー、隊員の皆さんは間違いなく私より若いはず。日常生活においても、足下を振り返る、無理はしないなど対策をして、フライト同様、新様式の生活も安全レベルを高めて下さい。かく言う私も見栄は張れないこの頃・・。確りと肝に銘じます。

パイロットの皆様へ

名古屋支隊長／ 秋田　修

ド キドキ初ソロ

人 も飛行機も長い付き合い

ある日新聞で、「名古屋飛行クラブ」そんな見出し記事の広告に見入った。興味を
持ち、私は講座だけ参加のつもりでクラブを訪ねてみると、そこは飛行機好きばかり

が集まっていた。講座はパイロット、航空会社社員など色 な々経歴の人が講師を務められていた。初代名古屋空港長の
奥田鉱一郞氏もその一人。氏は戦前戦後の日本の航空発展に寄与され、定年後は中部日本飛行クラブの事務局長で
講師をされていた。航空界の重鎮で、官民共の地名の名士。その人との出会いこそが、私の飛行機との本当の出会い
の始まりだった。その後何度か通ううちに、私はすっかり航空機の奥深い魅力に引き込まれていったのです。

空への憧れは一層深まり、中部日本飛行クラブへ通うことに決めた。そこは宣伝、空撮
が本来の事業のため、訓練に使う機体が間に合わない事も度々あった。そこで、隣に

あった当時、全国展開していた大手の「日本飛行連盟、日本フライングサービス(株)」に移ることにした。空撮等も同様に
行っていたが、特に訓練に重きを置いていたからだ。そして昭和47年5月、教官から突然「ソロフライト!」「行って来い」の
言葉。私は思わずたじろいだ。管制塔には当該機がソロフライトで有ることも連絡してくれていた。人生初のソロフライト。
ただでさえ緊張の極限なのに、たまたま全日空のフレンドシップ(F27)も訓練飛行をしている。さらに緊張度が増すが、１回
目を無事にクリア。2回目も無事終わる頃には、F27との旋回のタイミングが近づくのが分かり「ニアミスでもしたら大変だ」
と、どうしようもない恐怖感にとらわれた。どのように他機とのタイミングを計りながら、安全な経路を保持しつつ３回目をや
るか、見通しが立てられなかった。危険と思ったら止めるのが鉄則。結局3回目は断念した。

46歳で単独飛行、ライセンスの取得。その後、飛行機仲間と一緒に、自
家用機グループ、スターリング・クラブを設立。自家用機グループは皆、

個性的で意見の相違などがあり長続きしにくいようだが、うちは皆人柄良く好感の持てる人達。機体運航状態、運航費
等諸費の収支等、揉めたことがない。常に平等を心がけ、確固たる規約、規定を作成し運営もガラス張りなので長続き
だ。機体の維持には運航上の安全基準の法的なものは当然であるが、車の維持管理費の比ではない。義務づけられ
た対空検査、50時間、100時間等の時間チェック、部品交換に保険。これまでに4機チェンジしてきた。1機目はパイパー
PA28-151ウォリアⅠ型。その後パイパー PA28-161ウォリアⅡ型で馬力アップ、パイパー PA28-181アーチアⅡ型にグレード
アップ、ソカタTB10トバゴと、機体毎のフライトが蘇る。これらの機体で赤十字飛行隊として防災訓練などに参加し、活動
してきました。現在フライトは諸事情により休止中だが、飛行隊パネル展示など、地上での参加をしています。なお、名古
屋支隊にはヘリ支隊もあります。フライトに関しては、もっぱら名古屋ヘリ支隊の東仁田支隊長が活動中です。

飛行機というのは安全第一。リスクの無い方へ、無い方へと判断していくもの。「いかん」と思ったら戻る勇気を常に
持つ。気象条件や飛行に不安が一つでもあれば飛ばない、飛ばさせない。空は地上と異なる世界。万一の事態が起き
た時、他人にかかる迷惑が計り知れないほど大きいのだから。地上では万全を期して準備し、不安材料は皆無の状態
にし、空へ上がる。それがパイロットとしての当然の責任、その責任を守り続けていくことが肝要だと思っています。
皆様、これからも安全第一のフライト活動を!!

引 き込まれて・・。

次ページにご紹介するのは、名古屋支隊（飛行機）の秋田支隊長が以前出された本です。
その中から一部を抜粋、アレンジして紹介いたします。

支隊長の七教訓

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

士(操縦士)、師(医師)などの付く仕事は、専門知識の究極職業で責任は重い。
平穏な飛行が長く継続している時は要注意。
引き返せる時、引き返せ。行けるところまで行くな。
新しい遭遇は自分を作る。
二つの作業は同時にはできない。
思いつきの動作は大間違いのもと。
マニュアルをきちんと。世の中に故障しない機械はない。

Prof i le

輝く人生
～ 飛 行 機 と と も に ～
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皆さんこんにちは。表紙からのスピンオフ版としてお送りいたします。
私の住まいは、今は無い藤沢飛行場近く。大の飛行機好きなので、その関連記事を見つけると良く
スクラップしていました。特に赤十字飛行隊の活躍は非常にインパクトがありました。赤十字飛行隊
は、1963年に藤沢飛行場にて発足しましたが、翌年1964年７月12日には早々と初手柄！！江ノ島
沖で五人乗り転覆ヨットを発見！！ 地上警備本部にエンジン音を増減させ翼を振って知らせ、無事全
員を救助しています。また、翌月８月1日にも今度は、茅ヶ崎海岸沖で溺れている二名を発見！！ 救命
ブイを投下し、無事二名を救助しています。超低空で海面をなめるように飛び、遭難者を探していた
飛行隊、当時本当に超カッコ良かったです！！（もちろん、航空法を守ってのこと。）
現在、海自の各航空群が交代でジブチのほうに遠征し、〝海賊退治〞に行っていますが、海自のP-3、
P-1も海面をなめるように超低空で飛ぶので、まさに、獲物を探す海鷲ですね。日本飛行連盟も当時
は、海軍等のパイロット上がりの人たちもいたはずですので、飛び方にも何か気合いが感じられまし
た。私は海岸にいて日本飛行連盟の赤十字マークをつけたパイパー PA-20ペーサ-が飛んで来た
とき、手を振ってしまいました。超低空でのあの飛び方、ウデも相当スゴいと察しました。そして、藤
沢飛行場が正式に閉鎖後も、場外離着陸場申請を出し続け、特別に許可をもらって数年間は、夏期
湘南海岸パトロールを実施していました。これは日本飛行連盟も地元等との何回も密接な打ち合わ
せの結果、ああいう遭難者の救助という結果を出せたのだと思います。

他に次のような記事もありました。

1964年「元海軍大佐でテストパイ
ロットでもあった安延多計夫氏(61
歳)が1963年に藤沢飛行場にて
日本飛行連盟に入会、18年ぶりに
操縦桿を握り翌年の1964年に自
家用パイロットの試験に合格しま
した。」

1965年「藤沢飛行場からの湘南
海岸パトロールの打ち合わせは
飛行隊、日赤県支部、日本ヨット
協会、日本モーターボート協会、
茅ヶ崎市から葉山にかけての各

海水浴場組合、沿岸各警察署。第三管区海保の関係者によって行われた。ヨット、ボートで遭難した
場合の識別方法についての取決めや地上との連絡に通信筒、ハンディートーキーを利用する、問題

小沢 登

の廃油追跡にも力を入れることも決まった。地上との連絡では海岸救護所の上に必ず空から見える
日赤のマークを掲げ、パトロール機はマイクを使って遭難者の発見や救助依頼の連絡をするほか、
通信筒にメモを入れて投下する。試験的にハンディートーキーを積込み海岸各救護所と常時連絡す
る。」　なんか、時代を感じさせますね。

さて、話しはコロっと180度変わって、1964年に藤沢飛行場にて撮った日本飛行連盟のスチンソ
ンL-5通称〝エルゴ〞です。大好きな飛行機です。日本飛行連盟には当時エルゴが二機あり、主にグ
ライダー曳航に使用していました。この飛行機、カウリングとか主要部は金属製ですが、あとは羽布
張りで、なんと言っても尾翼がいい。流線的で大きな力強く感じる垂直尾翼。また、グライダー曳航
時の鈍く高音を張ったエンジン音、レトロな感じも大好きでした。当時、日本飛行連盟には、エアロン
カが3機、パイパーペーサ-が2機、L-5が2機、セスナ170Bが1機の飛行機が8機あり、グライダー
三田式3型ソアラーが1機、H-22セコンダリーが1機の2機ありました。いつの時代もやっぱり飛行
機はいいですね。

c170-B 三田式三型ソアラー

L-5 aeronca

湘南パトロール
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日本飛行連盟で言い伝えられてきた安全確保の戒めに、大事故は 「低空飛行」 と 「雲の中」 があり
ます。
航空事故の中でも、「低空飛行」 と 「雲の中」の事故は、経験豊富といわれる段階の操縦者が陥る
例が多く、また、生命にかかわる悲惨な結果になることが多いので、特に注意が必要という訳です。
ここ数年の事故では、２０１７年に、長野県の防災ヘリコプターが、山地を飛行中、地上に接近して樹
木に衝突し、搭乗者９名全員死亡の悲惨な事故がありました。また２０１８年には、群馬県の防災ヘリ
コプターが、県境稜線での飛行中に、雲の多い空域に進入して視界を失い、山の斜面に衝突して、
搭乗者９名全員死亡の事故がありました。
長野県の防災ヘリコプターの事故については、身体上の問題の関与が疑われたことから、調査報告
書における運輸安全委員会の意見を受けて、２０１９年より、航空身体検査時の自己申告の徹底の
実行が図られています。
また群馬県の防災ヘリコプターの事故では、運輸安全委員会の勧告を受けて、視界不良時の飛行
や空間識失調の危険性の周知及び予防・対処策の徹底が図られることになりました。
低高度の視界不良状態は極めて危険ですので、空間識失調以前に、航空法を遵守し、大事故は 
「低空飛行」 と 「雲の中」 の戒めを守ることが必要です。

「運輸安全委員会年報２０２０」
この年報は、平成３１年／令和元年の航空、鉄道、船舶の事故等の調査状況、国際的な取り組みなどが紹介され
ています。事故防止の観点からも参考となります。
運輸安全委員会ホームページアドレス　
『 http://www.mlit.go.jp/jtsb/index.html 』（←ここから、ダイジェスト・その他刊行物から入ると便利です）

大 事 故 は
低 空 飛 行 と 雲 の 中

■空間識失調に関する注意事項 ■空間識失調への対処

(1)有視界飛行方式で飛行のための気象
状態の評価には、十分に注意し飛行の
可否を判断する。

(2)気象が変化しやすく、かつ局所的な気
象の予測を行うことが困難な空域や、
視覚情報が限定される可能性の高い
空域では、基本的な計器による飛行に
切り替えることにより速やかに当該状
況から離脱する。

(3)万一意図せず計器気象状態や空間識
失調に陥った場合には、自己の姿勢感
覚ではなく、飛行計器の指示に従い、
使用可能な場合には錯覚から回復する
まで自動操縦により飛行する。

○早めの判断で、計器気象状態の空域を回避
○計器気象状態になる前に180度旋回等で回避
○計器気象状態では、体感ではなく計器に集中
○周辺視野からの情報も切り離して計器に集中
○飛行計器の、クロスチェック実行の頻度を増す
○可能なら管制機関にレーダーの支援を求める
○計器気象状態の間は旋回中に頭を動かさない
○頭は動かないようにして、目の動きのみを使用
○飛行の安定に集中。重要でない作業は後回し
○操縦士が２人の時は、もう１人に支援を求める
○可能な場合には、自動操縦装置の利用も有効

詳細は空間識失調のリーフレット 『 https://www.mlit.go.jp/common/001361375.pdf 』を参照下さい。
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水上飛行では救命胴衣の常時着用が安心です

2018年6月、洋上飛行のヘリコプターのエンジンに何ら
かの異常が生じ、海上に不時着する事故がありました。
その着水時、機長は、操縦席の下部に装備されていた
救命胴衣を取り出して着用する余裕がなく、水没する機
体から脱出したのち、浮遊物につかまって、救助されまし
た。この事故の調査報告と勧告を受けて、航空運送事業
者がヘリコプターの水上運航を行う場合は、飛行中の、
搭乗者全員の救命胴衣の着用が義務付けられることと
なりました。
水上飛行における救命胴衣の装備は、航空法に詳細

に定められていて、該当する条件に従って装備しなけれ
ば、運航することが出来ませんから、それに従っていると
しても、実際の水上航法等で、飛行中に救命胴衣を常時
装着している例は、あまり見かけません。
単発機の洋上飛行の安全確保等の見地に立って、こ

の事故の教訓から、救命胴衣の扱いを、改めて見直し、
考えてみたいと思います。
先ずは、航空法及び同施行規則ですが、単発の小型
機等については、救命胴衣について、以下の内容が定
められています。（多発機、回転翼航空機、運送事業機
等の記載は、航空法施行規則を参照して下さい。）

この記載に従い、水上を飛行する場合は、人数分の救
命胴衣を搭載しておくのですが、小型機の場合、座席周
りに、収納スペースがある訳ではありません。
その結果、救命胴衣は、袋に収納した状態で、荷物棚
や、荷物室等にまとめて置いておくことになりがちです。
「各座席から取りやすい場所に」と言われても、難しいの
が現状と思います。

私の場合、単発飛行機での、最も長い洋上の飛行は、
2回の沖縄行きでした。鹿児島から沖縄まで、すべて水
上の、遠距離航法ですが、関東からの遠征でしたので、
荷物が多く、荷物室には、救命胴衣の他に、様々な手荷
物が積み込まれている状況でした。
このような状況において、エンジン故障で水面への不
時着を余儀なくされてしまった場合を考えますと、着水ま
での間に救命胴衣を取り出して着用するのは、時間的に
も、機内の狭さからも、まず無理でしょう。また、着水後、搭
乗者全員の救命胴衣を、荷物の中から取り出して着用
するのも困難と考えられ、その結果、全員が救命胴衣な
しで水面に脱出となって、生命が危ぶまれる事態に至る
恐れがあると思われます。
それに対し、全員が、あらかじめ救命胴衣を着用して
の洋上飛行であれば、不時着水後、直ちに脱出し、浮か
んで、救助を待つことが可能です。
今回の航空局の通達は、ヘリコプターの運送事業者

が水上運航を行う場合における搭乗者全員に対する救
命胴衣の着用を義務化して、その実行を運航規程に定
めるというものですが、その趣旨とするところは、広く、水
面の上を飛行する航空機に共通です。
関東での、大島や三宅島等への飛行、西日本では、瀬
戸内海の飛行等は、気楽に、内陸の飛行と同じように飛
んでしまいがちですが、水上飛行には、陸上飛行とは異
なるリスクが存在します。
水上飛行の安全確保と命を守る見地から、飛行中の
救命胴衣の着用について、再考が必要と思います。

奥貫　博

・省令に定められた内容に該当する航空機は、搭乗者全
員の救命胴衣又は相当する救急用具を装備しなけれ
ば、航空の用に供してはならない。

・単発の航空機（回転翼機を除く）が、滑空により陸岸に
緊急着陸することが可能な地点を越えて水上を飛行
する場合。

・離陸又は着陸の経路が水上に及ぶ場合。

・救命胴衣又はこれに相当する救急用具は、各座席から
取りやすい場所に置き、その所在及び使用方法を旅客
に明らかにしておかなければならない。
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●日本飛行連盟の飛行場
天気の良い大利根は凄く気持ちいいです。広々とした景色が綺麗、色々な機体も綺
麗、草地も綺麗、訪れる皆様も綺麗(だと思う)。体温測定、飲酒検査などやること一
杯ですが、これからも皆様と共に安全運航を一番大事にしていきます。ルールとマ
ナー、当たり前のことを当たり前にやる、これにつきると思います。

ここは海が目前。台風や大雨情報が出る度に、いつもハラハラドキドキ。三保松原の
羽衣伝説の天女さんだけでなく、海の神様、須佐之男命さんが出張してくれないか
な・・。Wパワーで三保を守っていただけると良いのですが!!。

大利根飛行場
茨城県稲敷郡河内町・利根川河川敷

三保飛行場
静岡県静岡市清水区三保・三保半島

空の日

今後も益々のご活躍と、心からお祝いを申し上げます。 全国区、サインもねだられます。

９月２０日～３０日は空の日旬間
当社団は空の日実行委員メンバーです。( )

９月２３日、「令和２年度一般財団法人日本航空協会:航空関係者表彰式」が挙行されました。例
年、盛大な式典ですが、今年はコロナ感染拡大防止を徹底され、人数制限をした式典となりまし
た。表彰式では赤十字飛行隊福島支隊隊員でもある、室屋義秀氏が国際航空連盟(FAI)FAI
スポーツメダル賞を受賞されました。室屋隊員はふくしま飛行協会理事として、スカイスポーツを
通じた地域づくり、環境整備などに尽力されました。また、スカイスポーツ教室の開催や２００９年
～２０１３年にはパイロットの技
量、安全向上を目的とした全日
本曲技飛行競技会の技能・安
全委員長として大会開催へ貢
献。アジア初のレッドブル・エア
レース・ワールドチャンピオンシッ
プのパイロットとなり、２０１７年
に総合優勝を果たすなど、多く
の活動が認められたものです。

東日本大震災の発生から２０２１年３月で１０年。
「３．１１」から人生を変えた人々の物語として室屋隊員の「見上げて、希望のスマイルマーク」が掲載されています。是非ご覧下さい。

http://www.jrc.or.jp/publication/news/ 
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