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▲ 2021.7.21 予行演習のブールーインパルス　航空会館屋上から
　撮影／ 一般財団法人 日本航空協会 苅田重賀　氏
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赤十字飛行隊

高橋 淳 赤十字飛行隊隊長より
なかなか飛ぶチャンスが少なくなっていますね。久しぶりに飛ぶ時は機体も暫く飛んでないので入念にチェック。試運転をして異常なし。しかしエンジンを止めてもう一度水抜きを。試運転中のエンジンの振動でタンク内の細かい水滴が振動でドレーンに集まってくることがあります。私も以前に二度目の時にコップ一杯程の水が出て来たことがあります。水抜きはかならず充分に行いましょう。

詳細はあらためてご連絡いたします。
支隊長におかれましてはスケジュールの調整を宜しくお願いいたします。

令和３年度 赤十字飛行隊全国支隊長研修

日時： １０月２３日(土) 13時から
場所： 日本赤十字社本社

本部・令和3年度府中市総合防災訓練

日時： 10月24日（日）参加予定

P3「Global Hawkの運航」は、5月18日の、航空局の通達のものです。
5月号、7月号、それぞれ優先のものがあったため、少々古くなってしまった
のですが、11月30日までの継続情報ですので、参考として下さい。

米軍三沢基地で運用中の高高度滞空型無人偵察機
Global Hawkは、今年11月30日までの予定で、横田
飛行場に一時展開しています。その飛行については、
AIP SUP 094/21 17 Jun 2021 が発行されてい
て、飛行の際は、その都度、NOTAMが発出されます。
このエリアを有視界方式で飛行する航空機は、AIP SUP
及びNOTAMの確認と共に、Yokota ATISの聴取、又
は、関係管制機関（Yokota Approach又は東京航空
交通管制部）との通信設定により、Global Hawkの運
航の有無を確認することが必要です。

特に、関東平野中央部の
A1 ／ A2エリアは、小型
機の飛行活動が多い空域ですが、民間訓練試験空域
KK4-1を除く、1,000ft以上は、対象空域になりますの
で、注意が必要です。
また、Global Hawkの運航情報がある場合には、飛行
高度に応じたトランスポンダーのVFRコードの発信と共
に、関係管制機関との通信設定により、レーダーサービ
スの提供を受け、Global Hawkの運航動向をモニター
することが必要です。

Global Hawk 運航情報
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今回は厚木を飛び立ったジェット艦載機等が、どういうルート
で訓練空域まで行き、どういうルートで帰還するかを書いて
みました。まず、編隊飛行、見ている分には凄く綺麗なのです
が、これ結構危険な場合もありますよね。厚木基地の場合、
艦載機等の行き先訓練エリアは、ほぼ決まっていて、年間を
通して一番多いのは大島南東沖に設定されているチャー
リー・レンジです。

例えば、このような事柄ー

グランド： 
Chippy 41,  Cleared to point Charlie via  Atsugi  ROUTE 
2  departure  Oshima  Charlie   route,   Maintain  11000
Departure  frequency  will  be  363.8  or  back up  270.6  
Squawk  5225 (パイロット側の復唱省略)

グランド： 
Chippy41  Report  when  Ready (パイロット側省略)

グランド： 
Chippy 41  Taxi to holding  point  Delta 1 ,     R/W19  wind  
200  at  7  QNH  2992 (パイロット側省略)

グランド： 
Chippy 41   Contact  Tower (パイロット側復唱省略)

タワー： 
Chippy 41,  Yokota  restriction,   Maintain  8000  until  
further  advice (パイロット復唱省略)

編隊飛行の場合、通常は管制側とのやりとりは、リーダー機
のみとの交信を行います。
横田空域の内、南東部分のエリアが羽田空港の発着枠増大
等に伴い日本側に一部返還されました(2008年9月25日か
ら)。現在、このエリアの上限高度は8000FT。
従ってIFR等出発機に対しては、必ず出発前に｢追って指示あ
るまで高度8000FTを維持せよ｣とのアドバイスがあります。

小沢 登厚木のルート
タワー： 
Chippy 41 flight,  Line up and wait R/W 19
Chippy 41 Contact Yokota departure when  airborn,  
wind 190 at 10 R/W19 Cleared for Take off.

パイロット：
Chippy 41 Cleared Swich’n Airborn 
Yokota departur, Chippy 41 Airborn Atsugi  passing 1.5 
for 8000 with flash. (米軍の場合はスコーク・アイデントのこ
とを”フラッシュ”と言います)     

横田ディパーチャー： 
Chippy  41  Radar  contact,  3miles  south  of  Atsugi.
At  leaving  4000,   Proceed  direct  ATAMI. (ハツポイント
の西方に位置するポイント)
(パイロット側省略)

横田ディパーチャー：  
Chippy  41,   Climb  and  maintain  11000.

パイロット： Chippy  41,   Climb  to  11000.

横田ディパーチャー： 
Chippy41 Radar service terminated, SQUAWK  VFR, 
frequency change  approved.                   

パイロット： 41 Swiching.       
 
この時点で、大島VORTACに高度11000FTで直行する
ショート・カットです。大島後は140度方位に飛び、R-116と
R-599の境地点位に設定されているのがPOINT C  (チャー
リー)です。これが、大島→Cレンジ間に設定されているコリ
ドーのいわゆる”大島チャーリー・ルート”です。行きが高度
11000FT、帰還時が高度10000FTです。

例えば4機編隊の場合。滑走路の離陸位置につく順番は、ま
ず最初に、2番機がセンターライン上の位置にラインアップ
し、次に1番機が2番機のやや前方右側に位置します。   
次に3番機が2番機のやや後ろ左側に位置します。これは後
方乱気流及び離陸中止の際の考慮だと思います。

そして離陸。まず、1番機が離陸のための滑走を始めます。少
し動き出してからアフターバーナーが点火され、約30秒以内
でカットされます。これは地元自治体との約束事で、基地敷
地内にてアフターバーナーはカットされること、となっている
からです。
2番機のパイロットは、自ら10カウントを数えて、先行機がV1
速度を越えたぐらいを見計らって滑走を開始します。3番機も
同様です。
そして、3機が立て続けにフライ・オフした後、4番機は速やか
に滑走路に入り、それらを追うように滑走を開始、離陸して行
きます。
4番機を除いて、各機約10秒毎の安全間隔をとり滑走し離
陸します。ですから、若干遅延する4番機を除いて先行機と

の各セパレーションは約1マイル（1海里）となります。
実際に滑走している時間は、15秒位でエアボーンします。通
常において毎分5000FT～6000FT位の上昇率で上昇して
行き、速度は約300Kt。

6マイル南地点で通過高度は、通常5000～6000FT位です
が、横田リストリクション(管制上の高度規制)が離陸後に
Maintain3000FT又は4000FTと掛かる時がありますの
で、その場合は、離陸後数分間は、その高度を維持して飛行
します。

高度3000FT位で、立て続けにジェット機が南下して来る場
合もあります。そして高度規制解除後、一気に本来の高度に
上昇して行きます。(大島 C ルートへは11000FT)
横田管制の指示が早い場合は、ヘディングをATAMIポイント
に向けて茅ヶ崎市の上空を通過してして行きますが、若干遅
れる場合は、厚木ルート2ディパーチャーのコースをなぞるの
で、藤沢市の上空を通過して行き、ATAMIポイントへの直行
が指示された時点でヘディングをそちらの方に向けます。厚
木をほぼダイレクトに(R/W-19)に飛び立った場合は、
F/A-18で大島上空まで約7分、Cポイントまでは約25分。厚
木から南へ8マイル進み、フィートウェット(洋上)したあたりか
ら本来の編隊飛行態勢に移ります。
1番恐いのは、例えばF/A-18がR/W01にオーバーヘッド・ア
プローチし、本来なら飛行場上空でブレイクして、ダウンウイ
ンド→ベースレグ→ファイナルと入り着陸するのですが、先
行機がつかえているときなどは、一度ブレイク・ トラフィックさ
せられます。すると大きく左旋回して、もう一度サウス・イニ
シャルに戻って進入をやり直します。一周して来るのに約6分
かかります。この場合の高度が2000FT～2200FT位。サウ
ス・イニシャルに正確に行くのではなく、6マイル位でショート・
カットして行く場合が多いです。2000FTと言うと、小型機
等がよく飛ぶ高度ですよね。
また、厚木には空母航空団のジェット等艦載機のみならず、米
海兵隊岩国基地に派遣されている海兵隊のF/A-18等もク
ロスカントリー等でやって来ます。
ローカルフライトの訓練の場合、厚木を飛び立ち厚木に帰っ
て来る時間は、約1時間15分から1時間30分程度です。帰
還時の進入方式は、オーバー・ヘッド・アプローチが多いです
が、気象条件等によりGCAとかTACAN進入も行います。
帰還時は、Cレンジから大島VORTACに向けて通常は、
VFRで大島チャーリー・ルート(コリドー)を使用し、高度
10000FTで向かいます。
大島後は、ATAMIポイントに向けて高度10000FTで向か
います。後に横田レーダーにピックアップされます。

横田レーダー下で、ヘディングを030度又は040度くらいに
指示され、高度も6000FTそして、4000FTに下げて行きま
す。この辺から横田アプローチから横田アライバルへと周波
数を切り替えます。 
高度4000FTを維持して飛び、横田レーダーから｢イニシャ
ルへ直行せよ｣と指示が出ます。この時点で使用R/Wが01
であれば、サウス・イニシャルへと向かい、使用R/Wが19で
あればノース・イニシャルに向かいます。

そして横田レーダーから｢厚木フィールド視認を報告せよ｣と
促されます。この時点では、まだ高度は4000FT維持してい
ます。パイロットが｢厚木フィールド 視認｣とレーダーに報告し
ます。この時点で横田レーダーをキャンセルし、VFRスコーキ
ングに切り替えてパイロットは厚木タワーを呼び出します。

例えば、Atsugi Tower, Chippy 41 flight of 4, 10 miles 
south of Atsugi, for Over head.

するとタワーからは飛行場情報と共にR/W01であればサウ
ス・イニシャルへ向かうように指示され、R/W19であれば、
ノース・イニシャルに向かうよう指示されます。

この飛行場を視認した後、横田レーダーをキャンセルした後
から高度もぐっと下げて来ます。例えば、R/W01でしたらサ
ウス・イニシャル高度が2200FTですので4000FTから
2200FTへと下げて来ます。

R/W19の場合は、ノース・イニシャルへと向かいます。この場
合の進入して来るコースは幅広いです。
相模川沿い若しくは茅ヶ崎市内上空を通って厚木タカン局か
ら343ラディアル(8海里)に設定されているノース・イニシャ
ルへと向かいます。
横田レーダーキャンセル後は、通常3000FT以下で飛ぶ場
合が多く、ノース・イニシャルへ向かうコースも、その時々まち
まちですが、茅ヶ崎市上空を主に通過して行きます。

そして、R/W19であればノース・イニシャルからナンバーズ
(滑走路番号)へと向かいます。まず、リーダー機が最初に右に
ブレイクします。90度くらいのバンクで旋回し、スピードブ
レーキを立ててダウン・ウインドに入り速度、高度と共にぐっと
下げ、アビームで車輪下げ確認を報告し、T/GかFull Stopか
をタワーに報告します。

ダッシュ2(2番機)は、パイロット自ら4カウントを数えた後に同
じくブレイクします。ダッシュ3及びダッシュ4も同じく4カウン
ト数えた後ブレイクします。
まずリーダー機が着陸し、その後30～40秒間隔くらいで順
次着陸します。

例えば、オーバー・ヘッド・アプローチで4機編隊の場合、編隊
間の間隔は約10FT(約3メートル)です。ちなみに、厚木基地
での編隊は4機までと規定でなっています。

しかし、航空祭とかフライ・インとか人に見せるときはパイロッ
トも気合い入れてピタッと組んで来るけど、通常の訓練の帰
還時は、けっこうバラバラ(笑)
日頃の訓練、皆様も大事にして下さいね。

・ジェット機が主に使用する厚木基地のレーダー
 (横田レーダー)出発ルート
R/W 19使用の場合: ルート2ディパーチャー
南へ飛び立つルート2の場合は離陸後、7マイル南又は高度
3000FT到達までR/Wヘディングを維持しその後、ターンレフト・
ヘディング180、 高度6000FT維持。

R/W  01使用の場合: ルート4ディパーチャー
北へ飛び立つルート4の場合は離陸後、フライ・ヘディング355、  
10000FT維持。しかし、管制官(この場合は横田)の指示が優
先されるので、この通りに飛ぶとは限りません。

・厚木基地をジェット艦載機等が編隊で飛び立つまでの流れ
厚木基地は横田空域内に位置するため、IFR等出発の場合
は、横田の管制承認伝達を受けなければなりません。横田から
の管制承認伝達を厚木グランド(地上管制)がパイロット側に伝
達します。

小沢　登 （NOBORU Ozawa）
長年、厚木海軍飛行クラブと友好関係にある飛行機野郎
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ウインドグラジエントと下降気流が共存する滑走路

　実際の飛行場での運用については、単なる滑走路の
長さのみではなく、着陸帯や、その周辺の地形等の状況
を、よく理解していることが必要です。飛行場の状況につ
いては、AIPの情報に加え、予め、広く情報を収集し、理
解しておくことが、離着陸の安全確保につながります。

　上の写真は、但馬空港滑走路01のものです。この滑走
路では、着陸帯のすぐ手前が崖になっていて、滑走路直
前のショートファイナルで、風の影響を強く受けます。反対
側の滑走路19も同様です。その意味では、強風時の離着
陸に際しては、通常の滑走路の時とは異なる、特別な注
意が必要な滑走路なのですが、AIPの情報には、着陸帯
1,320×120m、滑走路1,200×30mとあるのみで、地形性の
風に対する注意事項等の情報などは、存在しません。
　前述の、滑走路端安全区域（RESA）に相当する部分
も、着陸帯の両端それぞれ、わずか約40mのみですの
で、オーバーランをしたときは、崖下に転落となってしまい、
実際、そのような事故も発生しています。

　このような、山の上の滑走路は、他にも、高松、広島、福
島、ふくしまスカイパーク他、各地にあります。これらの、滑
走路末端の手前が急勾配の斜面の飛行場では、ファイ
ナルにウインドグラジエント(風速勾配)と下降気流が共存
することがあります。
　下の図はその例ですが、通常の目測での進入では、
滑走路の手前で高度と速度を失い、危険な状況になる
ことがあります。実際に滑走路手前の斜面に接地してし
まう事故も発生していますので、注意が必要です。あらか
じめ、それを予測して、高めの目測と速度で進入する等
の事で、危険な状況を回避する心構えが必要です。
　小型機の場合、長い滑走路では、十分に余裕をもって
接地させることが出来ますが、ふくしまスカイパークや、但
馬空港等、長さの余裕が少ない場合は、滑走路手前の
地形の影響を考慮の上、風が強い場合は、パス角、速
度、パワー等に注意するとともに、常に、下降気流や乱気
流等に備えておくことが必要です。

　今回のテーマは、基本に戻って、着陸帯と滑走路に関
するものですが、離着陸の安全を確保し、事故を防ぐに
は、対象となる滑走路及び、その周辺のことをよく理解し
ておくことが必要です。
　関東平野で長いこと飛んでいますが、お世話になった
大利根飛行場、ホンダエアポート、竜ケ崎飛行場等は、い
ずれもAIPにも掲載されていません。
　それぞれの飛行場には、滑走路等の基本的な情報に
加え、騒音対策等を含む様々な運用情報があります。
GPSを始めとして便利な時代になりましたが、着陸帯や
滑走路等の情報等、運航の安全確保に必要な各種情
報については、日頃から意識を高めて、その収集、理解、
実行に努めることが必要です。

移設滑走路進入端標識と過走帯の表示

　離着陸の安全確保は、離陸重量、着陸重量、気温、標
高、風向風速等が、必要離陸距離及び必要着陸距離を
満たす状態で運用することから始まります。
　このため、先ずは、滑走路の長さ及び離着陸距離に
関わる諸条件の確認を行いますが、その結果、余裕が少
ないような状態の場合は、更に慎重に、離着陸の安全に
影響する可能性のある、様々なリスクを考えてみることが
必要になります。
　先ずは、基本となる着陸帯と滑走路ですが、航空法を
見てみますと、航空法第2条、定義、の第6項に「着陸帯と
は、特定の方向に向かって行う航空機の離陸又は着陸
の用に供するため設けられる空港内の定められた範囲
の矩形部分」との記載があるのですが、滑走路について
の定義は存在しません。
そこで、国土交通省航空局の「陸上空港の施設の設置
基準と解説」を見てみますと、「滑走路：航空機の離陸又
は着陸のために設けられる着陸帯内の矩形部分」との
記載があります。
　離着陸の安全は、利用できる滑走路の長さと共に、進
入表面、転移表面等により確保されますが、その進入表
面は、着陸帯の短辺を含む平面、また、転移表面は、着
陸帯の長辺を含む平面であって、所定の勾配のもの、と
定められています。
　そのようにして、滑走路ではなく、着陸帯を基準として、
離着陸の安全が確保されているのですが、その着陸帯
の全てが離着陸に利用できるわけではなく、離陸又は着
陸は、滑走路から行う必要があります。

　また、着陸帯内には、過走帯及び移設滑走路進入端
標識で示される部分があり、その更に外側は、滑走路端
安全区域(RESA)や草地等があって、離着陸のオー
バーラン等に対する安全確保が図られています。
　過走帯は、離着陸の目的に利用することはできません
が、移設滑走路進入端標識で示される部分は、滑走路
の進入端が、滑走路の末端から離れた場所に設置され
ていることを示すものですので、離陸滑走の滑走路とし
て利用することで、離陸の安全余裕を増大させることが
出来ます。
　尚、AIPに記載の滑走路長には、この、移設滑走路進
入端標識部分の長さは、含まれていません。

奥貫　博

滑走路のすぐ手前が崖の但馬空港滑走路０１

小型機用H級陸上飛行場の着陸帯と滑走路の例

風

下降気流

ウインドグラジエント

滑走路

急斜面
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●日本飛行連盟の飛行場
デッキの隙間を見てください。キノコや立派な蜘蛛の巣が陣取っています①②。エ
サが良いのかな・・。そして本日の来場者の栄養補給はというと、フライトメンバー
の奥様による滋養満点の手作りのおにぎり③。これが凄く美味
しくておいしくて!!あっという間に残りわずかに。食後の一服は
新顔の高級コーヒーマシンが担当④。そして忘れちゃならない
のが、機体にはオイルの補給⑤。機体も自分の体も色々補給し
てベストコンディションを保ってください。

ここら辺が大雨続きだったりすると、飛行場の待機用バスが心配になります。よくも
まぁ、持っているなという状態なので。さて、三保飛行場の近くに「三保園ホテル」が
あります。これまたよく持った。１９４８年の開業。途中改修しながらも、かなり古びた
感じは否めなかった老舗。しかし 富゙士山と三保松原 の゙セットが世界遺産登録に
なったことで、人気が再燃し、インバウンド効果で頑張っていたようです。でもコロ
ナには勝てませんでした。ここの温泉は地下１１５９㍍からのミネラル豊富な温泉、
つる・すべ・なめらかの三拍子の泉質。時間がある時は日帰りコースでひとっ風呂
浴びたりもしました。廃業となってしまい残念です。建物には囲いが、駐車場には
「名物　漁場焼き」の石碑がぽつんと残されています。その昔、飛行連盟の総会や
懇親会なども泊まりがけでここを利用したこともありました。この跡地には一体何が
できるのでしょうか？新しいのが出来ると古さが目立つので、飛行場も綺麗にしてい
きます。
追記:清水駅前商店街は例年七夕祭りがあります。優秀な作品は平塚の七夕祭り
へ、そこでまた優秀な作品として選ばれると仙台の七夕祭りへと招待されるそうで
す。これも中止で残念。

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

表紙はオリンピック開会式に備えたブルーの予行演習です。
オリンピックの開会式で、五輪を描くブルーインパルスの予行演習は晴天のもと無事に行われました。カメラやビデオ
を片手に撮影ポイントで待ち構えていたり、無線に耳を傾けたりと必死になった方も多かったようです。
以下はクラブメンバーからのメールです。
交信周波数は東京TCAのUHF波で交信しており、帰投は入間タワーに交信して着陸しました。演技していたのは、
コールサインがA隊、予備機のコールサインがD隊。
予備機を含めた１２機が、同時に地上からフライトしている動画も数多くアップされていました。「さぁー、行くでー、ナ
ウスモーク」なんて言って、良い意味で結構リラックスしていたような気がした。相当訓練した結果の余裕だと思う。
尊敬しちゃうな・・。

JFAサ ンロ
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