
AERONCA
J FA会報｜エアロンカ（隔月発行）

【 Japan  Flying  Association  / J  F  A 】 since1953

2021年3月1日発行 第580号

〒１０５-０００４
東京都港区新橋１-１８-１航空会館
TEL:０３-６２６８-８７５５
FAX:03-3502-0680
E-mail:jfa1953@seagreen.ocn.ne.jp
HP:http://jfa1953.org

一般社団法人 日本飛行連盟
発行所

8 1

2021年3月1日発行 | 第580号・エアロンカ

TABLE OF CONTENTS
「赤十字飛行隊」･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････  P2
気象情報の収集と解析について･･･････････････････････････････････････････････････････････  P3
「空の見え方」山下 翔一郎 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  P4～5
「聞き”危機”一髪」小沢　登･･･････････････････････････････････････････････････････････････  P6
「航空管制と空の安全」奥貫　博･･････････････････････････････････････････････････････････  P7
「JFAサロン」･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････  P8

●日本飛行連盟の飛行場
いつもの活気ある大利根には、まだまだ～、という感じの今日この頃。日頃皆さんに
は、運用規則や衛生対策などを守っていただき有難うございます。色々とご不便を
おかけしていますが、なんとかフライト活動を行っています。飛行場も機体やグラン
ドの整備などできることをやっています。ホームページも新しくしました。この号が
出る頃には、変わらず元気いっぱいの皆さんと合流できますように!!

最近はドローンを目的地まで安全に、支障なく到着させるため、各地で飛行ルート
を調査し、「空中権」の設定を専門とするベンチャーもでてきました。さて、今月は
三保でヘリと２輪の合同による災害救助訓練の計画があります。実機ならではの
良さをフルに生かせる訓練が行えると良いですね。

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

新 刊 紹 介

　空を飛びたい、パイロットになりたいといった漠然とした夢を現実のもの
にするために、まず始めの一歩をどうしたらいいか・・・周囲に「飛行機野郎」
がいて、丁寧で親切なアドバイスをもらえる人はいいでしょうが、いくらネット
でなんでも分かる時代とはいえ、自分にとってベストな解答を得るのは簡単
なことではありません。そこで本書は、プロ・アマ問わずパイロットを目指す
人を対象に、筆者自身の体験談、さらに様々な年齢構成と経験を有する47
名の先輩パイロットの声を掲載して、どのように夢を実現させたらいいの
か、自分にとって最適なアプローチの方法が分かるような内容になっていま
す。海外でパイロット・ライセンスを取得する例が多くなっていますが、その
ためのスクール選びについても詳しく解説してあります。
　訓練プログラムのPart141とPart61がどう違い、どちらを選択したらいい
のか、ビザ取得から練習許可書取得までの道筋など、本書ならではの内容と
言えるでしょう。

定価　本体価格1,300円＋税

操縦のすすめ　下巻・飛行機編

監修：醍醐将之　筆者：岩澤ありあ
サイズ／B５判　ページ数／144ページ　発行／鳳文書林出版販売（株）

Information

JFAサ ンロ

清水灯台（愛称:三保灯台）
近代化産業遺産、土木遺産

日本最初の鉄筋コンクリート造灯台。
明治45年点灯、現在も建設当時の
姿を残す。

清水三保海浜公園

記念碑をさらに進むと広場のような
公園。海外旅行客が減り、今は国内の
キャンピングカーがよく目につきま
す。この隣3－4分行ったところに三保
飛行場があります。この周辺は散歩や
マラソンなどに大変良いコースです。 海軍・「甲飛予科練の像」

記念碑
灯台から数歩先。いつも献花されて
います。

静岡県

三保 地域便り
M I H O
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赤十字飛行隊

高橋 淳 赤十字飛行隊隊長より
以前は、飛行場に行けば飛ぶだけでなく、格納庫でハンガートーク、整備士に質問をするなど、身近にナマの学びの場がたくんさんありましたね。しかし最近はそうはいかない。会議等もウイルス対策で、オンラインが多いようです。フライトも自然現象には勝てません。天気の急変や機器の故障、万が一の緊急時に沈着、冷静でいられますか。デジタル機器の使いこなしと、頭に蓄積されている知識、両方の機能を十分に発揮できるようにしてください。

令和２年度赤十字飛行隊全国支隊長研修

愛媛支隊 令和２年１２月８日　愛媛県伊方町三机戦没者慰霊追悼式典

JA3601
JA3907

FA200-160
F33

米山徹朗、上野雅樹
日野健二、長宗我部健作

松山空港を離陸し、標記式典において
上空を飛行。当初３機編隊の予定でした
が強風を考慮し、２機での出動とした。
次回同程度の風の場合は中止、もしくは経路の変更などの安全対策を検討します。

令和2年11月14日（土）　日本赤十字社本社201会議室

昨年は、全国的に新型コロナウイルス第三波感染増大の恐
れあり。とのニュースが出たこともあり、開催有無の判断が
非常に難しい状況でした。しかし、当社団の感染防止対策と
日本赤十字社などのボランティア活動時に推奨されてい
る、感染防止対策のマニュアルに沿った方法をとることで、
無事に開催いたしました。内容は下表のとおり。日本赤十字
社事業局副局長兼パートナーシップ推進部長・大野博敬氏、
同、青少年・ボランティア課課長藤枝大輔氏、同、青少年・
ボランティア課主事齋藤満里奈氏、一般財団法人航空交通
管制協会堀井不二夫氏、各支隊からの出席者皆様、ご協力真に有難うございました。
(※令和3年度の研修は１０月２３日土曜日を予定)

堀井講師

検温、消毒、紫外線殺菌をしてから入場三密回避の会場

表彰式

【金色有功章】
神奈川支隊：村田信雄、名古屋泰敏　
【銀色有功章】
和歌山支隊：速水　勲
岡山支隊：寺岡伸二／長野支隊：白澤政仁

「インシデント報告書をふりかえる」　
一般財団法人航空交通管制協会 　
堀井 不二夫　氏
▲P7 に講習内容の紹介を兼ねた「航空
管制と空の安全」を参考として下さい。

各支隊における主体的な取り組み、日赤県
支部および防災関係機関との今後の計画な
どの紹介、支隊間の連携強化を図るために、
どのように相互協力体制を作り、支隊活動に
結びつけていくかなどを検討しました。

日本赤十字社年度表彰 受賞者 航空安全講習 各支隊近況報告

気象情報の収集と解析について
(航空安全リーフレット抜粋 )

気象については、飛行内容、飛行機及び装備品、操縦士の経験及び技量等で、安全を担保できる条件が異なって
きます。状況に応じた適切な気象情報の収集と解析を行って飛行の可否を決定し、また気象変化や対応手段を意
識して飛行に臨まなければなりません。

意図しない着氷で事故になったり、横風等で
滑走路逸脱（特に雪氷がある場合）の事例も。

必要な気象条件は
誰でも同じ？

地上の運航支援者（管制、情報、整
備など）や、様々な航空情報（気象
を含む）もチームを構成しています。

敵（＝危険）はチームの弱点を狙ってきます。

良いチームワークが
勝利（＝安全運航）をもたらします。

運行は操縦士と飛行機で行う
チームプレーです。

最近はスマホでも容易に多くの気
象情報が得られます。自分が使い
やすい方法を日頃から整理してお
きましょう。

◆気象庁の航空気象情報のページ
http://www.data.jma.go.jp/airinfo/index.html

◆航空情報の確認には
https://aisjapan.mlit.go.jp

気象情報の入手方法を
整理しておく

One for all, All for one

VMCならVFRで、ミニマを満たせば
IFRで飛べますか？

・地形による特性や標高、変化傾向も把握が必要。

VMCで出発後すぐIMCになり事故になったり、
局地気象（山岳や霧）で事故になった事例も。

飛行機・装備が高性能であれば
対応できますか？

・高性能機・装備も操作・使用方法に慣熟して
いないと逆に危険になる場合があります。

グラスコックピット機を含め高性能機に対する
知識・技術の不足から事故になった事例も。
悪天時の経験が少ない人は悪天時の対応や
判断に適切さを欠く可能性が高くなります。
（VFRでもIFRでも同じ）

詳細については  https://www.mlit.go.jp/common/001379379.pdf  を参照してください。

飛行内容、飛行機及び装備品、操縦士の
経験及び技量などで、安全を担保できる気象

条件は異なってきます。



　あなたは普段、どのくらい空を見ていますか。
　家を出た時になんとなく空を眺め、晴れの空、雨の空、曇りの空、その程度を考えることがほとんどで
しょうか。私が高校生の時、通っていた学校が航空自衛隊の基地の近くにあったこともあり、毎日のよう
に学校の上を飛行する航空機を眺めてはその度に「自由に空を飛ぶのは気持ちよさそうだ」と考えてい
ました。高校生の私は、綺麗な夕日や輝く星空、雄大な入道雲、そして飛行する航空機などに、夢を持っ
て空を見るようになっていました。
　操縦者として空に身を置くようになると、空は夢見るだけの場所ではなく、自分のこととして具体的に
考えるものになりました。以前はただ「雲が広がっている」と思っていたところを「あそこに穴（雲の隙
間）がある」と思うようになり、雲の形を見ては乱気流や今後の天候を考え、風や雲高は数字として観
察し、空を見ては安全に飛行する方法を考えるようになりました。任務として飛行するにあたっては、と
きに悪天の中飛行せざるを得ない状況もあります。そんな中でも、悪天の程度や航空機の能力、そして
自分の技量等を正しく把握し、安全を確保して飛行しなければなりません。そのために、普段から気象
や航空機等の知識を身につけ、航空機の能力を最大限に引き出すことができるように操縦技量を向上
し、今では安全を強く意識して空を見ています。
　私は以前、航空自衛隊においてF-15戦闘機の操縦士として勤務しておりました。戦闘機は最先端の

科学技術の粋が集められた機械で
す。戦闘や武装は別として、こと「飛
ぶこと」に関しては自動化が進み、
パイロットの負荷は驚くほど低減さ
れています。スロットルはアイドル
からMAXアフターバーナーまでど
れだけ激しく動かしてもエンジンが
止まることはありませんし、パイ
ロットの操舵と機体応答をコン
ピュータで比較して一致するように
舵面の変位を制御したりしてくれて
います。青い空、白い雲、広大な空
間を縦横無尽に駆け回ることに憧
れて操縦者となった者としては、こ

れ以上ない経験を得ることができます。上空50,000ftでは空の青色が少し深い紺色に近づき、水平線
が少し丸みを帯びるのを感じられます。夜間飛行では深い闇の海に浮かぶ小さな漁船の光と満天の星
空によって、まるで宇宙空間かのように感じます。±6,000ft/minの昇降計が振り切れて測定できない
程の上昇降下を行い、上下左右関係なく激しいアクロバティック飛行もできます。好きが高じて、趣味で
スカイダイビングなども行っていました。身体一つで航空機から飛び出し、五感全てで空を感じます。
様々な美しい空の表情を見て、私は更に飛行機や空のことが好きになりました。
　さて、あなたは普段、どのくらい空を見ていますか。
　知識は世界の解像度を上げてくれます。なんとなく美術館の作品を見ても「なんかすごい」としか思
いませんが、作者の生い立ちや時代背景、その思想などを知ってから観るとまた感じるものが変わりま
す。同じように、気象や航空機のこと、航空行政や将来科学技術などを学んで「世界の解像度」を上げ
ることによって空の見え方が変わり、それが安全に寄与したり、操縦者としての心の豊かさを育てたり
するのだと、私は信じています。
　私のような若輩者はまだまだ世界の解像度が低く、今も毎日勉強の日々です。ハンガートークで先輩
方の経験を聞いたり、様々な事故の報告書などを読むことで、今後起きるかもしれない「予期せぬ事態」
を想定して、そんなときが来ないことを祈りながら空を眺めて準備しています。幸い、これまで大きなエ
マーには遭遇せずにパイロット人生を過ごせております。今後も航空安全を確保できるよう、日々勉強・
日々精進して、空を見ていきたいと思っています。
　最後になりますが、今回投稿の機会を頂いた連盟の方々、ご協力頂いた関係者の方々、そして本記事
を読んでいただけた皆様に感謝を申し上げます。

「空の見え方」
山下　翔一郎

山下　翔一郎  （やました  しょういちろう）
福岡県北九州市出身。航空自衛隊でF-15戦闘機操縦士として勤務し
た後、現在は共立航空撮影株式会社にて操縦士として勤務。共立航空
は、航空測量を専門とする国内最大手の航空会社で、主にセスナ208、セ
スナ206等を使用し、北は稚内から南は硫黄島、西には与那国島等々、日
本全国各地へ飛行し、航空写真撮影や航空測量業務を行っている。

平成２４年に大利根飛行場で起きた人身事故の際に、率先
して人工呼吸やAEDの操作をし、救命救急活動に尽力して
下さったのがこの山下氏です。当時は防衛大学校の４学生で
した。その節は大変御世話になり有難うございました。

│ 編集部追記 │
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航空無線通信は安全で円滑な空の交通の基本

　昨年の赤十字飛行隊全国支隊長研修会の安全講習
として（一財）航空交通管制協会の堀井氏から、無線交
信等、航空管制に係る４件のインシデントの解説がありま
した。また今年の1月には、同じく、無線通信に係る２件の
インシデントの調査報告書が公表になり、その内容は、い
ずれも、到着旅客機が進入中の滑走路に出発機が誤っ
て無断進入し、到着旅客機が管制官の指示により復行
するというものでした。
　先ずは、以上６件の航空管制関係インシデントについ
て、その内容を要約して並べてみます。

　これらの事例の背景には、思い込みによる判断や、通
信の障害、目視確認の欠落等の関与が常に存在するよ
うです。過去に海外では無線の混信から、滑走路上で離
陸機同士が衝突し、500名以上の命が失われる悲惨な
事故も発生しています。聞き間違えの防止や管制官との
意思疎通を確実にするために、以下のような変更も行わ
れました。

　これらは、交信エラーの対策としてICAOの規定を基
に変更された内容ですので、それに従うとともに、次の
「コミュニケーションループ」と呼ばれる各項の確実な実
行の習慣化が必要です。
・管制官等からの指示をはっきりと聞きとる
・指示内容を確実に理解する（一人乗務では特に重要）
・２人乗務の場合は指示内容の確認を個別に行う
・不確実な場合は、管制官に再送を要求する
・指示を受けた内容をリードバックする
（・管制官はヒアバックを確実に行う）
・可能な限り目視で確認して、行動に移す
　常に正しい管制要領を身に着けておき、その確実な実
行により、空の安全を目指す必要があります。

（ 参考： 航空交通管制協会堀井氏の安全講習資料 ）

奥貫　博

●屋久島空港での使用中の滑走路からの離陸
ヘリコプターは、滑走路32の離陸位置で待機せよとの指示
を受けて滑走路に進入したのに、滑走路にまだコミューター
機がいることに気が付いた後、許可を得ないまま、北東方
向に離陸してしまった。

●百里飛行場での平行滑走路への誤進入
セスナ機は、RWY03Lへの着陸許可を受領したのに、
RWY03Rを03Lと思い込み、管制官から復行の指示を受
けるまで、そのまま進入を続けた。

●鹿児島空港での、誤認による後続機との異常接近
訓練中のVFR機は、B767に接続して進入するよう指示を
受けたのに、B767の前を飛行するDHC-8を当該機と誤
認して、B767の前に割り込む形で進入し、管制官からの指
示で復行した。また、続くB767も復行した。

●富山空港での、点検中の滑走路への着陸
滑走路点検車両に航空用とは別の無線で滑走路への進入
を許可していたが、ベースを飛行中のヘリコプターにも着
陸許可を与え、ヘリコプターは、走行中の滑走路点検車両
に気づくことなく、そのまま着陸した。

●那覇空港での滑走路無断進入
「滑走路手前で待機」の指示を、滑走路に入って待機と思
い違いしたため、到着旅客機が進入中の滑走路に、許可を
得ないまま無断進入した。

●三沢飛行場での滑走路無断進入
管制官が通報した出発遅延の情報を離陸許可と誤認し、ま
た管制官の復唱訂正を受信できなかったこと及び、最終進
入経路の目視確認を行わなかったことにより、到着旅客機
が進入中の滑走路に無断で進入した。

●離陸準備完了と滑走路上における待機の交信要領
以前の交信要領：PILOT：Ready for take-off.
管制官：Taxi into position and hold.
現在の交信要領：PILOT：Ready for departure.
管制官：Line up and wait.

聞 き ”危機”一 髪
小沢　登

木基地は昭和46年7月から日米共
同使用になりました。管制権も日本
側に移管されましたが、それに伴う

エピソードがたくさんあります。初めて米国本土
からやって来た輸送機のパイロットが、日本人
管制官の言うことを理解できず、シビレを切らし
て横田基地に行ってしまったとか。ANFC時代
も、マネージャーがしょっちゅう言っていました。
「日本人管制官の場合、ゆっくりと言ってくれる
場合はともかく、早口だと何言っているのか分
からない」発音がおろそかになり何言っている
か分からないとのこと。要するにカタカナ管制
英語になっていたようです。

空母航空団がまだ厚木にいた3～4年前、午前
11時頃のトラフィックが一番混み合うのです
が、ガンガンと訓練空域に向かう艦載機の編
隊、また、帰還して来る艦載機の編隊、プラス海
自機の通常のフライト等。管制官は早口でまく
したてていました。

初めて日本に赴任したパイロットは、最初は日
本人管制官の言うことが余り理解できなくて
も、その内に慣れてくるそうです。反対に、日本人
が米国等に行って免許を取る場合、向こうにし

てみれば自国語なので組み立てられた管制用
語の英語というより、ほとんど英会話のような
状態で地域によっては訛りもあり、日本人の耳
には何言っているか全く理解できない時もある
とのこと。

こんなエピソードも。アメリカで日本人訓練生が
管制塔に使用R/Wを聞き直した。

例えば、｢R/W08ｰL？｣と聞いたらアメリカ人管
制官は他のトラフィックもあり忙しかったのか、
ただ一言｢ライト｣と言ったそうです。

日本人は、R/WｰLeftではなくRight(右)と勘違
いして、右側滑走路にアプローチしたら、大目玉
を食らったとのこと。
この場合のRightは、右左のライトではなく、
｢That’s Right｣｢そうです｣の意味でした。

厚木基地の場合、当時、管制塔とのやりとりは、
たしか三ヶ月で記録テープを消去してしまうと
言っていました。当時、「言った言わない」のトラ
ブルがよくあったので、独自の録音機を携帯し
て対処していました。彼らは、その前に都合の悪
いことは消してしまうので(笑)。
厚木では、米軍機の訓練飛行が激しくなってく
ると、エマージェンシーに備えて補佐として米軍
側の管制官が一名ほど入っていました。さすが
流暢な英語でウットリしたものです。
安全を確保するためにも、分からなかったら何
回も聞き直す、相互確認することが一番なんだ
と思いました。３月３日はひな祭り。だけど私は
男。耳の日にちなんで、せっせとアンチエイジン
グでもします。  

厚

今月号は、管制に関するきちんとしたエアセフ

ティがP７に掲載されていますが、ここはぐっとカ

ジュアル柔らかスタイルのお話が小沢さんから

届きました。小沢さんは長年、厚木海軍飛行

クラブ（ANFC）に関わってきた方です。
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●日本飛行連盟の飛行場
いつもの活気ある大利根には、まだまだ～、という感じの今日この頃。日頃皆さんに
は、運用規則や衛生対策などを守っていただき有難うございます。色々とご不便を
おかけしていますが、なんとかフライト活動を行っています。飛行場も機体やグラン
ドの整備などできることをやっています。ホームページも新しくしました。この号が
出る頃には、変わらず元気いっぱいの皆さんと合流できますように!!

最近はドローンを目的地まで安全に、支障なく到着させるため、各地で飛行ルート
を調査し、「空中権」の設定を専門とするベンチャーもでてきました。さて、今月は
三保でヘリと２輪の合同による災害救助訓練の計画があります。実機ならではの
良さをフルに生かせる訓練が行えると良いですね。

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

新 刊 紹 介

　空を飛びたい、パイロットになりたいといった漠然とした夢を現実のもの
にするために、まず始めの一歩をどうしたらいいか・・・周囲に「飛行機野郎」
がいて、丁寧で親切なアドバイスをもらえる人はいいでしょうが、いくらネット
でなんでも分かる時代とはいえ、自分にとってベストな解答を得るのは簡単
なことではありません。そこで本書は、プロ・アマ問わずパイロットを目指す
人を対象に、筆者自身の体験談、さらに様々な年齢構成と経験を有する47
名の先輩パイロットの声を掲載して、どのように夢を実現させたらいいの
か、自分にとって最適なアプローチの方法が分かるような内容になっていま
す。海外でパイロット・ライセンスを取得する例が多くなっていますが、その
ためのスクール選びについても詳しく解説してあります。
　訓練プログラムのPart141とPart61がどう違い、どちらを選択したらいい
のか、ビザ取得から練習許可書取得までの道筋など、本書ならではの内容と
言えるでしょう。

定価　本体価格1,300円＋税

操縦のすすめ　下巻・飛行機編

監修：醍醐将之　筆者：岩澤ありあ
サイズ／B５判　ページ数／144ページ　発行／鳳文書林出版販売（株）

Information

JFAサ ンロ

清水灯台（愛称:三保灯台）
近代化産業遺産、土木遺産

日本最初の鉄筋コンクリート造灯台。
明治45年点灯、現在も建設当時の
姿を残す。

清水三保海浜公園

記念碑をさらに進むと広場のような
公園。海外旅行客が減り、今は国内の
キャンピングカーがよく目につきま
す。この隣3－4分行ったところに三保
飛行場があります。この周辺は散歩や
マラソンなどに大変良いコースです。 海軍・「甲飛予科練の像」

記念碑
灯台から数歩先。いつも献花されて
います。

静岡県

三保 地域便り
M I H O
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