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◇  巻  頭   

事務局長職を引き継ぐにあたって 

 

                          副会長 佐藤 和信 

 

2008 年 5 月に協会の事務局長職を仰せつかりましてから早いもので 6 年が経過し、この

5 月の定時総会終了をもって事務局長職を後任の角替 誠氏に引き継がせていただきまし

た。 

就任当時は、社会におけるビジネス航空の認知度はまだまだ低い状況で、航空局のなか

ですらビジネス航空に関心を示していただける方は限られており、お話に伺ってもビジネ

ス航空、それはいったい何なのですかと言われることもしばしばで戸惑わされたものでし

た。 

それから 6 年、ビジネス航空を取り巻く環境もすっかり様変わり致しました。航空局を

初めとする諸官庁等の御支援、御尽力もありお陰様で認知度も大分上がり、我々の要望を

元にして頂いてのビジネス航空関連の規制緩和や施設の新設・改善等の基盤整備もかなり

前進いたしました。 

又協会の活動の幅を広げるための懸案でありました NPO 法人から一般社団法人への協

会法人格の変更も皆様の御協力で実現することができました。 

このように大きく前進できましたのは、丁度そのような時代の流れであったこともありま

すが、やはり多くの会員の皆様や共にご尽力いただきました役員や事務局の方々の御支援、

御尽力の賜物だと思っております。長い間ご支援いただきましてまことにありがとうござ

いました。 

お陰様で認知度や基盤整備はかなり進みましたが、ご存じのようにまだまだビジネス航

空の普及という点では道半ばというところにあります。肝心のビジネス機の機数もまだあ

まり増えては来ておりませんし、新しい事業展開もまだまだこれからの状況です。私も副

会長としてその方面での進展に今しばらく努力させていただく所存です。 

後任の角替 誠氏は、私同様、日本航空の技術畑の出身ですが、運航や安全に詳しい優

秀な後継者です。私の時同様是非ご支援を賜りますようよろしく御願い申し上げます。 

最後にご支援いただきました皆様に再度お礼を申し上げるとともに、今後のビジネス航空

業界と協会の更なる発展をお祈りして、事務局長退任の挨拶とさせていただきます。 

 

 

事務局長職を引き継ぐにあたって 

 

常務理事 事務局長 角
つの

替
がえ

 誠 

 

先般の総会・理事会で事務局長を拝命しました角替です。2012 年 10 月から事務局次長

をしておりますが、ご挨拶を兼ね、改めて私の航空界との関わり、これまで JBAA で学ん
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だこと、これからの抱負とお願いを述べさせて頂きます。 

 

私は小学生のころからパイロットになるのが夢でしたが、それが叶わず、1974 年に日本

航空に地上職として入社しました。以後、同社の経営破綻で定年を前に退職するまで、運

航技術、運航基準、乗員訓練企画、安全推進等の職場を経験しました。財団法人の航空輸

送技術研究センターにも 4 年間出向し、官民の間の調整や、調査・研究をしました。従っ

て、運航関係についてはある程度の知識は持っているつもりですが、営業は勿論、整備の

分野にはそれほど詳しくはありません。1979 年から 2 年間は民間輸送機開発協会（現、日

本航空機開発協会）に出向し、エベレットのボーイング社で 767 の開発に携わることがで

きました。その間、仕事はさておき、米国ではごく簡単にパイロットの免許が取得できる

ことを知り、念願の自家用操縦士の免許を取得し、その後も日米で、多発、計器飛行、事

業用と資格を拡張してきました。今でも、東京の調布飛行場を基地に、仲間と単発機に乗

っております。日本での職場は大部分が羽田空港で、飛行機を間近に見ながら仕事をする

ことができ、9.11 以降とは違ってコックピット・オブザーブも簡単にできる時代でしたの

で、趣味と実益の備わった楽しいサラリーマン人生でした。 

 

JAL を退職後は航空コンサルタントを開業し、その間、ある航空運送事業会社から、新

たに導入するビジネスジェットのパイロット用マニュアルの翻訳をする機会を得ました。

翻訳だけでなく、その飛行機のシステムや米国/北大西洋の運航方式も勉強させていただき

ました。そうこうする内に、JAL で上司であった佐藤副会長に誘われて JBAA 事務局をお

手伝いさせて頂くことになりました。JAL 時代は、ビジネス航空の存在は知っていたもの

の、一体どのような業界なのか、全く知りませんでした。JBAA で協会の事務作業を行い、

会員の皆様からご教示をいただき、業界誌を読み、NBAA や ABACE を見学させて頂く中

で、ビジネス航空は、その周辺産業を含めると、欧米では一大産業で、ビジネス・ツール

として活用されていること、中国やブラジルを始めとする新興国でもその利用が急成長し

ていること、日本では未成熟ではあるものの、これからの発展の余地は大いにあることを

知りました。航空機の仕様、装備品、開発・製造方法もエアラインの旅客機とは異なり、

先進的であることも知りました。機材のコンセプトや、その運用ポリシーも、エアライン

とは全く別世界だと判りました。なお、外国の業界誌を読むうちに、その情報は協会内で

共有する方がよいのではと考え、昨年 6 月から、毎週 JBAA 海外情報を発信させて頂いて

おります。 

 

これからの日本のビジネス航空を考えますと、将来性はあるものの、それを妨げる要因

も見られます。行政による過度な規制、インフラの未整備、公共交通機関の利便性、企業

行動などがあります。我が国の航空行政や法規は、戦後の航空再開の経緯から、定期航空

運送事業と使用事業については、それなりに整備されております。インフラの整備も、定

期航空運送事業に主眼を置いて進められてきました。その中で、ビジネス航空を含む定期

以外の航空運送事業と、それを支援する事業は、谷間で置き去りにされてきたように見え
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ます。JBAA 発足以来の諸先輩のご努力により徐々には改善され、昨年は米国 FAR Part 135

に倣った包括運航基準の制定で大きな進展は遂げましたものの、大物を含め、未だ実現し

ていない我々の要望が多々あります。首都圏や地方の空港についても、官側の考え方の転

換で利便性を改善できる点が多くあるように思われます。日本のビジネス航空業界は規模

が小さく、そのために社会に対する発言力が弱く、発展を阻害する要因を排除できず、思

うように事業を展開できないという、負の連鎖があったように思われます。2020 年の東京

オリンピック・パラリンピック、日本をアジア経済の中心にし、観光立国をも目指す政府

の方針、昨今の日本経済の回復基調など、我々の業界が成長を遂げるビジネス・チャンス

が到来しています。会員各社の積極的な事業展開の妨げを少しでも取り除くべく、業界の

将来を見据えつつ、事務局として努力して参ります。なお、定款に則った協会の運営、収

支の管理、活動記録や資料の保存管理といった、事務局として当然行わなければならない

業務は確実に行ってまいります。とは言

うものの、事務局の内情を申しますと、

専従は一人もおりません。私も含め、パ

ートタイムで働いている高齢者が数人

と、本業とは別に庶務をお願いしている

丸紅エアロスペース社の社員の方が居

るだけです。会員各位には、これからも

様々なご支援をお願いしなければなら

ないケースも多々あると思いますので、

引き続き、ご協力をどうぞ宜しくお願い

いたします。             ボーイング C-17 グローブマスターのフライトデッキで             

 

   

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報  

 

EBACE 2014  

今年の EBACE（European Business Aviation Conference & Exhibition）が 5月 21日から

23日までジュネーヴ（ジュネーブ空

港 と そ れ に 隣 接 す る Geneva 

PALEXPO）で開催されました。     

 今年は JBAA としては参加しませ

んでしたが、14 回目となる今年の

EBACE は、昨年対比出展者数は 8%

増、入場者数は 7%増、展示機体数

は同じであったが大型機が増加し

て過去最大級の規模となり、大変盛

会であったと報じられています。        ジュネーブ空港の地上展示 ↑ 
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期間中には多くの新規発注や新開発機材の紹介等がありましたが、その詳細につきまして

は会員の皆様宛に別途配信しております「JBAA 海外情報」5 月 16 日付、23 日付、6 月 6

日付等をご参照下さい。 

来年の EBACE は 5 月 19 日から 21 日までやはりジュネーブで開催される予定です。 

 

IS-BAH（International Standard for Business Aviation Handling） 

IBAC（International Business Aviation Council ）は、今年の EBACE で、 

IS-BAH（International Standard for Business Aviation Handling）が完成したことを発

表しまた。IS-BAH は、FBO 等グランドハンドリング事業に適用される SMS をベースと

した国際標準で、EBAA（European Business Aviation Association）の提唱にもとづいて

IBAC が中心になって開発が進められていました。 

初版は 2014 年 7 月 1 日に発行され、運用は既存の IS-BAO と同様に行われます。 

 

            

協会ニュース 

 

定時総会を開催 

 協会の平成 26 年度定時総会を、５月９日

（金）にメルパルク東京で開催し、平成 25

年度事業報告、会計報告、平成 26 年度事業

計画案、予算案、役員改選についてご報告し、

ご承認をいただきました。（総会後の新年度

協会役員体制については別紙をご参照下さ

い。又総会の詳細（配布資料、議事録）につ

きましては協会ホームページ（会員向ページ

（報告、総会資料等））に掲載してあります

のでそちらをご参照下さい。）               総会の様子 

 

なお総会終了後の懇親会には、国土交通省から田村航空局長、甲斐同局次長、奥田航空

ネットワーク部長他、経済産業省からは飯田航空機武器宇宙産業課長他、仏国大使館から 

リスレー公使他、米国大使館からハイマー参事官他等各方面から多数のご来賓においでい

ただき、ご挨拶をいただくと共に会員の皆様との交流の場を持たせていただきました。 

又会員の御紹介で、自民党「ビジネスジェット利用促進議員連盟」副会長の逢沢 一郎衆議

院議員にも飛び入りでおいでいただき御挨拶をいただきました。  

次ページ写真 

挨拶いただく田村航空局長（上左）      リスレー公使（上右） 

逢沢 一郎衆議院議員（下左）  ハイマー参事官（中）  経産省 飯田課長ほか（下右）  
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羽田旧整備場（N地区）に関する航空局との意見交換会を開催 

色々改善を御願いしております羽田旧整備場（N地区）に関します航空局（本省航空戦略

課、空港施設課、首都圏空港課、運用課、東京航空局保安部運用課、同東京空港事務所）

と会員企業との意見交換会を 5 月 13 日と 6 月 19 日の 2 回にわたり持たせていただきまし

た。 

協会としましても現場サイドからの具体的な問題点、改善案等を申し上げ、航空局側も

大変前向きにご対応、ご検討いただいております。 

 

日本に於ける 2013年ビジネス航空の運航実績 

2013 年の日本におけるビジネス航空の運航実績(日本籍ビジネス機、外国籍ビジネス機の

日本の空港における運航実績)の概要をまとめ協会ホームページの資料（会員向）に掲載し

てありますので参照下さい。 

 

主要協会活動（５－６月） 

5月 9日   2014年度総会、懇親会及び理事会開催 

5月 13日  航空局と羽田 N地区に関する意見交換会を開催 

5月 14日  国土交通省、経済産業省幹部表敬訪問 
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5月 20日  日本ヘリコプター事業促進協議会総会及び懇親会に参加 

5月 26日  航空局航空戦略課と協会の今後の活動、要望事項等について会議 

5月 28日  羽田 N地区に関する協会内打ち合わせ会議を開催 

5月 28日  SJAC(日本航空宇宙工業会)懇親会に参加 

6月 5日  日本航空技術協会懇親会に参加 

6月 6日   日本操縦士協会懇親会に参加 

6月 11日   仏国大使館表敬訪問 

6月 13日  全地航総会及び特別講演に参加 

6月 19日  航空局と羽田 N地区に関する第 2回意見交換会を開催 

6月 24日  運輸政策研究所主催の「運輸政策コロキウム」に参加 

 

 

◇ 会員紹介 

 

株式会社 ノエビア アビエーション 

 

当社は株式会社ノエビアホールディングスの１００％出資の子会社でございます。自家

用固定翼機、回転翼機の運航受託、操縦訓練、航空機格納庫業及び航空機地上支援業務を

担っております。少人数の企業ではございますが、空への情熱あふれる企業として活動し

ております。 

 

１． 会社概要 

 

名          称 株式会社ノエビアアビエーション 

住          所 大阪府八尾市空港２－１２ 

  設          立 1985 年 5 月 

代 表 取 締 役 内田 守行 

免  許  番  号  運輸省航空局 阪空域第 0402 号 （免許日 1992 年 11 月） 

免 許 の 種 類 航空運送事業 航空機運航支援事業 

事業許可証番号 阪空域 第 105 号 

資    本    金 ３５００万円 

株          主 株式会社ノエビアホールディングス 

事  業  機 ヘリコプターAS350B3 1 機（2014 年秋運航開始予定） 

営  業  内  容 航空運送事業、航空機使用事業、航空機運航支援業、飛行訓練、航

空機格納業 
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２． 営業内容 

 

（１） 八尾本社 

主としてボナンザ A36 による航空運送事業、航空機使用事業、機体整備及び乗

員派遣業務を行っておりますが、現在、ヘリコプターAS350B3 を使用した航空

運送事業を開始すべく準備を進めております。 

いつでも飛行できるよう、安全第一をモットーに職員一同日々職務に励んでお

ります。また、少しでも多くの方々に飛行機の楽しみを味わっていただきたく、

ボナンザ A36 型にて操縦訓練を行っております。仕事柄、時間が限られ海外渡

航を諦めていた方、年齢を気にされ夢の実現を諦めていた方々が現在、笑顔で

上空を飛行されております。また、どのような方でも安心して訓練していただ

けるよう熟練の教官が対応しております。どうぞ夢を諦めず、飛行機の操縦に

興味のある方は是非、ノエビアアビエーションへお声掛けください。 

   

 

（２）東京ヘリポート事務所 

回転翼航空機の拠点として使用しております。今後、回転翼機による事業展開

の拠点としての仕様も考えております。 

（３） 鹿児島事務所 

九州地区にて自家用機を所有しておられる方々に対し、格納庫を提供しており、

それらの機体を安全に管理し、皆様方のフライトが常に安全且つ、快適になる

よう努めております。特に桜島の噴火等で火山灰が多い地域でございます。火

山灰の影響を回避するべく従業員一同常に環境や天候にも留意しております。 

 

（４）羽田事務所 

主に外国から

飛来する国際

線ビジネスジ

ェット及び国

内線ビジネス

ジェットの地

上支援業務を



 9 

行っております。当事業部は開設して８年とまだ日の浅い部門ではありますが、

飛行機好きの職員がいつでも笑顔でお客様をお迎えできる準備しております。 

   

 新規事業 

国際線ビジネスチャーター機運用（登録記号 N680NA） 

「常識を変えるプライベートジェット」をテーマにチャーター機をより身近に感じて

いただけるよう企画の準備を進めております。 

    

※所有者は Noevir Aviation Inc.(N.Y) 運航は Millbrook Aviation に委託しております。 

 

最後になりましたが、弊社を紹介させていただく貴重な機会を与えていただきました

ことに御礼申し上げます。当社も諸先輩方に倣い、日本のビジネス航空の発展と普及

に少しでもお役に立てるよう精進してまいる所存です。今後とも変わらぬご指導・ご

鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

株式会社ノエビアアビエーション 窓口担当  

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ事業部 斎藤香織 

連絡先 電話 03-5708-7976 FAX 03-5708-0263  

E mail: ops@n1.noevir.co.jp 

 

 

 

 

 

余 白 
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◇ 投 稿 

 

南極飛行人 日記から （連載 第１話） 

 

佐藤 Matt睦 

 

「南極でヘリコプター、飛んでみないか？」その話が現実になった。 

今、目の前にあり、足元近くまで迫ってきている白く、大きな氷の塊は、間違いない、

南極である。あまりにも大きすぎる白い塊。大きさの対象となる建物や、山などが無いの

で、初めて見たときは、白い雲か霧が目の前にあるのかと錯覚を起こしたくらいだ。本日

のミッションは、この南極大陸に着陸し、ＧＰＳ装置を設置してくることだ。 

 

1 月某日（いざ南極大陸へ） 

今日も「とっつき岬」のフライト待ち。最近は天気が芳しくなく、遠くへ行くフライトや、

南極大陸へ行くフライトは延期になっている。今日行くこの岬は日本語名だが、これから

出てくるカタカナで書いてある名称は大抵ノルウェー語らしく、覚えるのには厄介な名前

ばっかりだ。南極の地名にはおかしな名前が多いのだ。名前を聞くと「あー、そういう事

ね」と変に納得出来る。右島。左島。三つ岩。何となく名付けた人の意図がわかる。 

ここ昭和基地では、毎朝 6 時の気象チェックにおいて、リーダーパイロットのブライアン

が、昭和基地にある一番高い山に登り、360 度周りを見るのだ。気象レーダーもない昭和基

地にとって、この「自分の目で見て確かめる」と言う原始的な方法が、一番正確で唯一の

気象状況及び数時間先の予報になるのだ。山と言っても４０－５０ｍくらいの丘で、障害
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物が何も無いので、東西南北良く見える。山と言うと、草や木の茂ったところを想像する

が、南極には木は生えていない。草も生えていない。全ての生きるものの存在を拒んでき

た氷の塊だ。 

  

昭和基地のある「東オングル島」は南極大陸の端っこに位置する島で露岩が多い所だ。

朝の気象チェックでは、基地近辺の気象は良いが、北の水平線が良く見えないので、午後

の「西オングル島」のフライトは実施 OK だが, 午前中の「とっつき岬」へのフライトは、

もう一度 7 時半に気象のチェックをしてからと言うことに決まった。 

７時半の気象のチェック。曇っているが、徐々に空に青い所が出てきている。ただ、や

はり北の水平線が良く見えていない。水平線が見えていないと言う状況は、雪の地表面の

白色と、空の雲の白色が同じように見えていると言うことで、飛行するにあたっては機体

の姿勢を確認するための水平線が見えずに、危険な状態に陥る可能性がある、と言う事な

のだ。こういう状態の中を飛ぶと、自分の機体が右に傾いているのか、はたまた上を向い

ているのか分からなくなってしまい、感覚を失ってしまうのだ。この現象を通常ホワイト

アウトと言って、南極では、最も気を付けなければならない状況の一つである。越冬隊長

としては、今日は絶対に南極大陸へのフライトをやりたいのだろう。1 時間おきに気象をチ

ェックしようと、提案してきた。8 時半の気象チェック。空も青くなってきたので、フライ

ト可能だ。青くなってきたと言っても晴天ではなく、ところどころ雲の合間に青い所が見

える、と言った感じだ。9 時半のテイクオフに向けて動き出す。 

 

昭和基地には 3 つのヘリパッドがある。一番大きくて整理されているのが「ヘリパッド・

C」だ。綺麗に整地されたアルミニウム製の大きなヘリパッドである。ヘリパッド・Ｃまで

は雪が積もっており、車では通れないので徒歩で行くと 15 分くらいかかってしまう。9 時

にヘリパッド・Ｃに到着。朝一番で機体の点検は終了しているので、後は隊員が来るのを

待つだけで良いので楽だ。今日飛ぶヘリコプターは、ＡＳ３５０で、観測隊を観測地点に

乗せて行く仕事に使うヘリコプターである。フランス製の機体で、パイロットを除いて 5

人乗れる。  

 

「とっつき岬」へのフライト。まさに「南極大陸！」って感じのフライトだ。今までのフ

ライトは南極大陸ではあるが、周りには岩場があったり、池があったりと、カナダや、は

たまた「北海道の何処かでヘリコプターのオペレーションしているんじゃないか」と言う

錯覚に陥ることもあったが、今回は白い氷と雪に囲まれた世界だ。 

9 時半出発だが、隊員の方も「待ちきれん」と言う感じで 9 時過ぎにはヘリパットに現れ

た。先に荷物を積んでしまおうと、ヘリコプターの中に、段ボール 2 つと隊員それぞれの

リュックサックを積んだ。最近のフライトは、隊員が 3 名、荷物少々と言う構成で行って

いる。ＡＳ３５０の場合は機内がそれほど大きくないため、荷物をたくさん持ってきてし

まうと、隊員が乗れなくなるし、隊員の人数が多いと、今度は荷物を全く積めなくなって

しまうのだ。  
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 いざ、南極大陸に向かって出発。昭和基地

辺りには薄い雲がかかっている。太陽は見え

隠れしているが、晴れと曇りの間と言った感

じだ。だが、すぐそこに横たわっている南極

大陸は見えている。今日行く「とっつき岬」

は、岩島の陰にあるはずだ。 

やはり名前が安易だ。ここから南極大陸に

雪上車で上陸するから「とっつき岬」になっ

たと言うような話を聞いた事がある。  

 

ヘリパット・Ｃから、いつもの北東の風に乗って離陸する。今日の風は風向 020 度/18 ノ

ットだ。昭和基地が、あっという間に見えなくなり、北上すると、しらせ（南極観測船）

が昨日まで居たところに船の航跡が付いている。しらせの航跡の上空を越えて、南極大陸

へ渡る。白い巨大な大陸がすぐそこに横たわっている。本日の目的地は「南極大陸」だ。

この未知なる大陸へ降り立つのだと思うとワクワクしてくる。 

昭和基地から北上していくと「向かい岩」「三つ岩」でその次が「とっつき岬」だ。小さ

な氷河が見える。ちらっと後ろを確認すると、昭和基地のある「東オングル島」が小さく

なっていくのが分かる。南に位置する「ラングホブデ」と言う小高い丘の方に雲が出てい

る。今日は、北の方から天気が変わっているので、南の「ラングホブデ」にある雲が北上

することはないと思うが、一応気に留めておこう。小さい氷河は、南極大陸の端っこに押

し出されて、吸い込まれるように、氷の海へゆっくり流れ落ちていく。ケーキのスポンジ

の上に柔らかめの生クリームを乗せると、どんどん流れ出てしまう、それと同じように、

南極大陸の氷も「どんどん流れ出ている」と言うイメージだ。ただし氷は年月がかかる。 

時には何万年と言う年月で滑り落ちてくるのだ。最後に南極大陸の端っこに届くと大抵は

ひび割れを起こして、氷の海に落ちていくのだ。 

上から見下ろすと、ひび割れが何本も入っている所が数か所ある。この氷河が崩れ落ち

るのは何時なのだろうか、明日なのか、はたまた数年先なのか？全く見当がつかない。始

めは大陸の端っこを飛んでいるのだが、ちょっと大陸側を飛ぶと、高さの感覚がなくなる。 

 

大陸は大きな鏡餅の様になっていて、氷の海面から 500―800 フィートは、直上に盛り上

がるように高度があがる。真っ白な世界なので、それ程高さが無いような錯覚を起こすの

だ。1000 フィートくらいで南極大陸へ向かって飛んでいると、あっという間に、氷の地面

がすぐそこに近づいていることがわかる。このヘリコプターにはレーダー高度計も装備し

ており、いつもレーダー高度計の警報高度を５00 フィートにセットしておくのだが、気が

付くと「ピンポーン」と地面からの高度が下がった事を教えてくれる。 

 この装置は便利だ。白い大陸に向かって飛んで行くと、高度の感覚がなくなる事をふせ

いでくれる。気を付けなければ。今日は薄い雲の層が高い所にあるので、北の水平線は見
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えてはいるが、太陽がそれ程照っていないので、氷の面は見えづらい。表面が見えづらい

ので高さがどのくらいか確認する事が出来ずに、油断すると、地面がすぐそこまで来てい

ることが、たびたびである。 

 

 「とっつき岬」であろう小さな露岩のエリアが見えてきた。ＧＰＳで距離を再確認して

進んでいく。3 人隊員がいるのだが、54 次隊の隊員は何回も来ているので、水先案内人を

してくれていて気が楽だ。 

 降りる場所も知っていたので、前もって彼から確認しておいた。岬の絶壁側ではなく、

南極大陸側の方で、ＧＰＳ設置場所の近くを目指して、右回転しながら降りていく。  

常駐してある雪上車のオレンジ色が見えてきた。こんなところに雪上車がおいてある光

景は、ちょっと不思議な気がする。大自然の真っただ中に、ぽつんと人間が作った雪上車

が置いてあるのだ。車体のオレンジ色が白い氷に映える。雪上車の周りにも小さなクレバ

スが見える、隊員によると越冬中に来た時は、クレバスは無かったらしい。明らかに氷が

動いているのだ。生き物のようだ。 

 風は北東から吹いている。南西に回り込み、アプローチをかける。下を確認しながら降

りていくのだが、なかなか氷の表面が見えてこない。ＧＰＳの設置してある岩を目標物に

しながらホバリングでヘリコプターを安定させる。氷から数メートルの高さで、ようやく

表面が見えてくる。小さなクレバスが 3 本走っているのが見える。2 本目と 3 本目のクレバ

スの間に機体を安定させて、ホバリングする。この辺は平らなようなので、着陸態勢に入

る。ヘリコプターは実際ホバリングしてしまうと、自分の真下は見えなくなってしまうの

で、平らなのか、傾斜が付いているのか分

からなくなってしまうのだ。1 本目のクレバ

スを超えたときに、この場所を確認した時

は、平らなように見えた。ゆっくり確認し

ながら降りていくと、より氷の面が見えて

きはじめた。ＡＳ３５０は、フランス製の

ヘリコプターなので、右のスキッドから接

地するのだ。右のスキッドがコツッと氷に

着いた。 

 

 ゆっくりと機体をおろしたので、長い時間に

思えた。ここなら安全だ。パワーを絞ると左の

スキッドも接地し、ちょっとお尻が下がった。

左右はバランスが取れているが、前後のバラン

スは後ろ下がりなのだ。氷の面が白すぎて前後

の傾斜が分からなかったのか、機首が上がる。

スキッドの後方を浮かせたまま慎重に確認し直

すと、それ程傾斜が付いているようではない。  
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また、ゆっくりゆっくりスキッドをおろしていくと機首の上がりがおさまった。  

 それ程の傾斜地ではなかった。もし、機首が上がり過ぎるようであれば、他の場所を着

陸地点に選び直さなければならないが、大丈夫だ。この場所なら機体も落ち着いている。 

着地は大丈だろうか、確認のため、操縦桿を少し動かしてみるが機体は安定している。

ローターの回転数を落として、エンジンをシャットダウンした。 

そして AS350 は全重量をしっかりと南極大陸に預けた。 

 

この場所をベースに作業にかかる。隊員は、ＧＰＳを設置しに岩に登る。ヘリコプター

から荷物を降ろしている時に、一人の隊員が、「あのクレバスがあるでしょ。あそこで終わ

っていますが、線が続いているとすると、この辺もクレバスがあってもおかしくはないで

すから、気を付けて下さいね」とアドバイスをしてくれた。その彼が荷物を持ちながら岩

に向かって歩いていくときには、ズボッと膝くらいまでハマっていた。 

 

「言ったとおりでしょ。（笑）」自分も気を付けながら見に行ったが、クレバスの奥は、

深い青色で幅は 30 ㎝程度だが奥深くまで、深さは数メートルあった。  

荷物を降ろした後、隊員達は岩場へ、自分はヘリコプターの周りで写真を撮った。天気

は薄曇り、南極大陸方面は雲が出てきている。北の方は太陽が薄く出ている。南の「ラン

グホブデ」方面は、低い雲が出ていて、山の頂上くらいにかかってきている。 

 今回はエンジンを止めた現地待機なので、ヘリコプターの無線が使えなくなる。そうい

う時は定時交信の時間を決めるか、イリジウムの電話を携帯するようになっている。待機

時間が 1 時間と短いので、イリジウムの衛星電話を待ち受けにする。もし天気が急変した

ら電話で連絡することになっている。 

   

写真やビデオを撮り、隊員たちに合流しようと、岩場に向かって歩き始めた。先ほど、

隊員がハマったクレバスを避けて歩いて行ったその時、ズボッと自分の足も膝までハマっ

た。片足ハマって、バランスを崩し、カメラを持っていた手で氷の面を支えた。 

血の気が引いた。さっき、クレバスの奥の深いのをこの目で見ていたので、あの深さ落

ちるのか？と、数十センチだが、かなり大きなクレバスにはまったように思えた。慌てて、

足を抜き岩場の方に逃れた。振り返ると小さな穴が開いていた。あそこか！ 

 周りを見てもだれもいない。慌てた自分がちょっと恥ずかしい気がした。クレバスが小

さいので、人が落下してしまうことはないのだろうが、あの感覚は二度と味わいたくない

と思った。岩場まで数メートルだが、今度は更に慎重に、一歩一歩確認しながら進んだ。 

 氷には上に雪が積もっていて、強風で飛ばされたり、固められたりと言うことを繰り返

しているので、〝かき氷″の上を歩いている様な感じだ。 

 

岩場を登りきると隊員たちが作業をしている。小高い丘なので、360 度良く見えた。南極

大陸は何処までも白く盛り上がっている。終わりが無い。水平線まで真っ白だ。水平線も

所々見えない所がある。 
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 「ラングホブデ」のある南の水平線は、グレーの低い雲がかかっており、見えないどこ

ろか、雪が降っているのだろう。そういう個所は要注意だ。目が離せない。気象が急変し

たら、すぐに昭和基地に帰らなければならないので、衛星電話が待ち受けになっているか

を再度確認する。電話待ち受けは問題ない。着信履歴もないので大丈夫だ。隊員たちのＧ

ＰＳ設置作業を手伝った。手伝いながらも、常に周りの天気の変化を見ておく。南極では

風も強いので天気が変わりやすいのだ。 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◇ 入会案内 

 

当協会の主旨、活動にご賛同いただける皆様のご入会をお待ちしています。会員は、正

会員（団体及び個人）と本協会の活動を賛助する賛助会員（団体及び個人）から構成され

ています。 

詳細は事務局迄お問い合わせ下さい。入会案内をお送り致します。 

 

 入会金 正会員    団体 50,000 円   

   個人 20,000 円 

        賛助会員   団体 30,000 円     

 個人  1,000 円 

    年会費 正会員    団体 126,000 円以上    

個人 20,000 円以上 

        賛助会員   団体 52,500 円以上   

 個人 10,500 円以上 

 

 

 

 

佐藤 Matt 睦氏のプロファイル 

 

昭和 40 年 宇都宮市生まれ オーストラリア、ゴールドコースト在住 

1993 年に渡豪し、ヘリコプターの操縦ライセンスを取得。 その後、 

遊覧飛行、航空撮影、メディア飛行、インストラクター、ＶＩＰ飛行等

の業務を経て現在の南極観測隊ヘリコプターの仕事に就く。 

フェイスブック：www.facebook.com/antarctica.nankyoku 
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◇ ご意見、問い合わせ先 

事務局までご連絡下さい。 

 

 

日本ビジネス航空協会 事務局 

(一社)  日本ビジネス航空協会 事務局 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1丁目１番 3号  

東京宝塚ビル 10F 丸紅エアロスペース ㈱ 内 

電話：03-5157-7525  Fax： 03-5157-7510 

web: http://www.jbaa.org   e mail: info@jbaa.org  

 

 

 事務局 地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jbaa.org/
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JBAA 平成 26 年度 

役員名簿（理事） 

                               平成 26 年 5 月 9 日 

NO 役 職  所 属 氏 名 

１ 会長 再任 日本ビジネス航空協会 

（元全日本空輸(株)専務取締役） 

北林 克比古 

２ 副会長 再任 ㈱エアロパートナーズ  

代表取締役社長 

金井 大悟 

３ 副会長 

 

再任 日本ビジネス航空協会 

（元日本アジア航空(株）常務取締役、 

元日本航空（株）運航技術部長 ） 

佐藤 和信 

４ 副会長 昇任 丸紅エアロスペース(株) 取締役会長 紺戸 隆介 

５ 常務理事 再任 ㈱ユニバーサル・アビエーション  

代表取締役社長 

東山 浩司 

６ 常務理事 再任 朝日航洋㈱ 常務取締役 髙岡 信 

７ 常務理事 

・事務局長 

昇任 日本ビジネス航空協会 

 

角替 誠 

８ 理事兼特別顧問 再任 前当協会副会長 

（前日本エアロスペース（株）社長） 

田村 和之 

９ 理事 再任 エアバス・ジャパン(株） 

バイスプレジデント・ 

ビジネスデベロップメント 

上田 真吾 

10 理事 再任 中日本航空㈱  

国際ビジネス機事業室長 

長江 操 

11 理事 再任 岡山航空（株）代表取締役 寺岡 伸二 

12 

 

理事 再任 三菱重工業(株)民間航空機事業部 

副事業部長 兼 民間機事業管理部長 

久野 哲郎 

13 理事 再任 スイスポートジャパン㈱ 

代表取締役社長 

上瀧 彰 

14 理事 再任 双日㈱ 船舶・宇宙航空本部 

航空事業部 部長 

山口 幸一 

15 理事 新任 日本エアロスペース㈱  

航空機本部長代行 航空機担当 

（兼）航空機部長 

川出 隆一 

別 紙 
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16 理事 新任 成田国際空港（株） 

旅客ターミナル部 部長 

神崎 俊明 

17 理事 新任 中部国際空港（株）執行役員 

ｾﾝﾄﾚｱｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ・運航支援担当 

倉野 博己 

18 理事 新任 富士重工業㈱ 航空宇宙カンパニー 

航空機設計部長 

小林 孝行 

19 理事 新任 静岡エアコミュータ㈱ 

代表取締役社長 

三輪 德泰 

                  

 

 

 

 

JBAA 平成 26 年度役員名簿（監事） 

 

                               平成 26 年 5 月 9 日 

 

１ 監事 再任 （株）ジャムコ 

航空機整備カンパニー 

役員付部長 兼 整備業務室長 

磯上 範好 

２ 監事 新任 ANA ホールディングス株式会社 

グループ総務・CSR 部長 

今西 一之 

 

 

 

 

 

                          以上 

 


