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◇  巻  頭   

「防災の日」を迎えて 

 

                   日本ビジネス航空協会 監 事 

  （株）ジャムコ航空機整備カンパニー 

                   整備業務室部長  磯上 範好 

                        

９月 1日は皆様ご承知のとおり、「防災の日」です。 

東日本大震災が発生してから 3年６か月が経ちましたが、震災復興は遅々として進まず、福

島原発以外の関連ニュースもあまり聞こえてこない昨今、防災に対する国民の関心が薄れてい

る様に感じます。“天災は忘れて頃にやってくる”と言われます。 

 そこで、仙台空港に機体整備の拠点を持つ、弊社機体整備工場の被災当時の様子と、そこか

ら得た教訓をご紹介致します。 

 

 平成 23 年 3 月 11 日（金）午後 2 時 46 分、突然、突き上げるような縦揺れと大きな横揺れ

が襲い、これが延々と続きました。これと同時に、全施設が停電しましたが、幸い停電対応の

専用電話が活きていました。これにより、本社（東京）より大津波警報の情報が入り、総員 181

名（お客様：34名、従業員：147名）に、急ぎ、社屋の屋上への避難を指示しました。 

誘導係の指示に従い、混乱なく、全員無事に避難が出来た事は、日頃の訓練の成果が発揮で

きたものと感じています。 

その後、天候が急変し、雷鳴と落雷の中、午後 3 時 55 分、津波の第一波が襲来しました。

第二波の水しぶきは、海岸線の松林 (10ｍ超え)を超える高さで、これを目の当たりにした時

は、絶叫に近い悲鳴と、死を覚悟しました。 

 

幸いにも第二波以降は、波高は下がったものの、とめどなく襲来する津波により、家屋等の

瓦礫が避難した社屋に当たり、小刻みな振動と不気味な軋み音が発生し、余震による大きな揺

れを感じるたびに社屋の崩壊が脳裏に浮かびました。 

人、車、家、先程まで整備をしていた航空機までもが押し潰されながら津浪にのまれ、同時

にガスや燃料、海水やヘドロの混ざったような悪臭が立ち込め、辺りは想像を絶する光景へと

変貌していきました。その日は、社屋で極寒の一夜を過ごすことになりましたが、備蓄してい

た食料・飲料水を分け合い、翌日午後、幸運にも全員怪我もなく、社屋から脱出する事が出来

ました。 

 

地震発生から、津波襲来、社屋脱出の間、生死を分ける大事な判断は、リーダーとなる者の

強い意志と、被災地外からの情報が必要と感じました。これについては、日頃の「航空機事故

対処訓練」「防災訓練」などで、各人の役割分担や責任を明確にしておくことが必要です。ま

た、被災地での混乱の中で誤った判断を防ぐ為に、被災地外からの冷静な判断や正確な情報が

必要です。 
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その為にも、衛星電話等の通信手段の準備が必要不可欠と考えます。併せて、通信手段の維

持に必要な電力確保に、発電機と非常用燃料も必要と感じました。 

 

         津波が押寄せる 仙台空港ランプ地区（左）と構内駐車場    

 

今回の震災では、食料・飲料水の調達には、地域差は有るものの、大きな苦労は有りません

でした。これは、大都市部からの支援物資がスピーディー且つ大量に供給されたことによると

思われます。これから起こるであろう、東海・東南海・南海地震は、東京・名古屋、大阪の大

都市部に甚大な被害が予想されています。これを考えると、食料・飲料水についても、最低で

も 2週間程度の備蓄は必要と考えます。また、一番困る事としてトイレの問題があります。水

洗トイレを流すには、型式により異なりますが、概ね、10リットル（2リットルペットボトル

5 本分）程度の水が必要となります。これに備えるには、バスタブに常に水を張っておく事を

お勧めします。貴重な飲料水をトイレ用として使用する事は現実的ではありません。 

 

以上、雑駁なお話をさせて頂きましたが、いつか来る大震災に備え、会員の皆様の防災、減

災の一助になれば幸いです。 

 

   

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報  

 

LABACE 2014 

今年も LABACE（Latin America Business 

Aviation Conference & Exhibition）が 8 月

12 日から 14 日まで、世界第 2 位のビジネス

航空大国であるブラジルのリオデジャネイロ

（Santos Dumont 飛行場）で開催されました。 

JBAA としては参加していませんが、11 回目

となる今年の LABACE は、出展 180 社、展

示航空機 68 機、入場者数 16,000 人と報じら 主催者 HPから 
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EAA AirVenture に飛来：Mark Huber/AIN 撮影 

れています。 

HondaJet の量産型機が初飛行 

JBAA の会員でもある Honda Aircraft Company が開発中の HondaJet HA-420 は、今まで

Prototype 6 機を使用して型式証明取得に向

けた地上/飛行試験を行って来ました。今般、

量産型初号機が 6 月 27 日に同社の工場があ

る米国ノースカロライナ州グリーンズボロ

ーで初飛行しました。また、7 月 28 日には、

ウイスコンシン州オシュコシで開催された

EAA (Experimental Aircraft Association) 

AirVenture で公開され、多くの観客の注目

を集めました。 

 

今年上半期の全世界のビジネスジェット納入機数は、前年対比 12%増 

General Aviation Manufacturers Association (GAMA) の発表によりますと、2014 年上半期

に、全世界で 318 機のビジネスジェットが納入されました。この機数は前年同期対比 12%増

ですが、その牽引役は前年同期対比 36.5%増の 71 機を納入した Textron Aviation 傘下の

Cessna 社で、Citation M2、Sovereign+、Citation X+の型式証明取得が貢献しました。Embraer

社と Gulfstream 社も共に売上げを 18%伸ばしています。 

 

フジドリームアビエーションエンジニアリング社の格納庫が完成 

JBAA 会員の静岡エアコミュータ(株)の姉妹会社であるフジドリームアビエーションエンジ

ニアリング（FAE）社は富士山静岡空港に格納庫を建設し、7 月 14 日に竣工しました。この

ハンガーは CIQ を含む FBO 施設を備えており、フジドリーム航空の Embraer E190 の整備

だけではなく、首都圏に近いことから、内外のビジネス航空機の利用も期待されます。 

 

朝日航洋(株)が C680 2 号機を事業機登録 

JBAA 会員の朝日航洋(株)が C680 の 2 号機を事業機登録し、8 月末から運航に供しました。

これに先立ち、8 月 28 日に名古屋空港の同社オペレーションセンター内で安全祈願が挙行さ

れました。なお、旧来の C560 は事業登録から抹消されています。 

 

IS-BAO 認証、朝日航洋(株)が新規取得、岡山航空(株)が更新 

朝日航洋(株)は IS-BAO（International Standard for Business Aircraft Operations）の初回

認証を取得し、また、岡山航空(株)は 2 回目の認証を更新しました。（1 回の認証有効期間は 2

年）この認証は、国際的にビジネス航空事業を展開する上での業界標準とされており、両社の

事業展開の一助になるものと期待されます。なお、国内では JBAA 会員でない他の 2 社も

IS-BAO 認証を取得しております。 
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最近の型式証明取得機種 

6月以降、Bombardier Challenger 350（6月 11日）、Cessna Citation X+（6月26日）、Embraer 

Legacy 500（8 月 12 日）が、それぞれの製造国の型式証明を取得しました。 

 

◇ 協会ニュース 

   

平成 26 年度第 4 回理事会を開催 

8 月 4 日、平成 26 年度第 4 回理事会を開催しました。今年度の重点活動が承認された他、航

空局長宛ての新要望書、NBAA 2014 での JBAA ブース出展、ホームページでのバナー広告等

が討議されました。 

 

航空局長宛て新要望書 

平成 22 年に提出した航空局長宛て要望書に代わる、新たな「ビジネス航空に関する要望書」

については、拡大専門委員会での議論、関係会員各社への意見照会等を踏まえ、案がほぼ固ま

って参りました。8 月 4 日の理事会でも討議されましたが、10 月 6 日の次回理事会での承認に

向け、最終調整に入りました。 

 

NBAA 2014 で JBAA ブースを出展 

10 月 21 日から 23 日の間、米国フロリダ州オーランドで NBAA 2014 (Business Aviation  

Convention & Exhibition) が開催されます。昨年は航空局、愛知県、成田空港会社がそれぞ

れブースを出展しましたが、今年はそれらに加え、会員 10 社の協賛を得て、JBAA も出展す

ることになりました。これら 4 つの日本ブースは並んでおります。NBAA 2014 に行かれる方

は JBAA ブースにもお立ち寄りください。 

 

主要協会活動（７－８月） 

7 月 7 日 四役（会長、副会長、常務理事、事務局長）会を開催し、8 月の理事会に備え

て意見交換、準備を行いました。 

7 月 9 日 新経済連盟（代表理事：三木谷楽天 CEO）の第 1 回イノベーション大賞受賞式

に北林会長、佐藤副会長、角替事務局長が招待されました。受賞者は iPS 細胞

の研究でノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授です。新経済連盟は「独

創的かつ先進的なイノベーションにより経済・社会に対して極めて顕著な貢献

を果たした者について、その栄誉を称えて表彰し、日本全体のイノベーション

を促進する」ことを目的として、この賞を創設しました。新経済連盟の会員は、

現時点ではベンチャー企業が多くを占めていますが、将来的にはビジネスジェ

ットのユーザーとして期待が持たれます。 

7 月 14 日 フジドリームアビエーションエンジニアリング（FAE）社の格納庫竣工式典に、

北林会長、佐藤副会長、田村理事/特別顧問、越智顧問、角替事務局長が出席し
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ました。 

7 月 15 日 CARATS（将来の航空交通システム関する長期ビジョン）には、高規格 RNAV

検討 SG に朝日航洋の廣畑運航部長が、小型機 RNAV SWG には事務局長の角替

が出席しました。資料と議事については、当局のウェブサイトをご参照下さい。 

7 月 16 日 空港施設(株)を北林会長、佐藤副会長、越智顧問、角替事務局長が表敬訪問し、

ビジネス航空機の羽田空港における受入れ体制、JBAA 入会について意見交換

を行いました。 

7 月 16 日 福島県総合政策部が来訪され、福島空港をビジネス航空が活用するための意見

交換を行いました。 

7 月 17 日 佐賀県交通政策部が来訪され、佐賀空港でのビジネス航空受け入れプロジェク

トの進捗状況をお聴きすることができました。 

7 月 25 日 航空局航空戦略課を訪問し、NBAA 2014 への対応について調整を行いました。 

8 月 4 日 本年度の第 4 回理事会開催を開催しました。 

8 月 22 日 東京海上日動火災保険(株)の担当者が来訪し、10 月 1 日に改定される航空保険

について説明を受けました。 

8 月 28 日 朝日航洋(株)が 8 月末から就役させる C680 ゾブリン 2 号機の安全祈願が名古

屋空港で実施されましたが、北林会長が祝辞を述べるとともに、佐藤副会長、

角替事務局長も出席しました。 

 

 

◇ 会員紹介 

 

 

富士山静岡空港 

 

静岡県文化・観光部空港振興局 

 

富士山静岡空港は、静岡県のほぼ中央部に位置する牧之原台地の一角、牧之原市と島田市に

またがる丘陵地に建設された空港です。 

平成 21年６月４日から運用を開始し、今年で開港５周年を迎えました。 

今回は、平成 26 年７月に（株）フジドリームアビエーションエンジニアリング（ＦＡＥ）

が空港内に建設を進めていた格納庫が完成し、ビジネスジェット機の受入体制が強化されまし

たので、ご紹介させていただきます。当空港のより一層のご利用を宜しくお願いします。 

 

１ 空港の概要 

(1) 施設及び運用時間 

設 置 管 理 者 静岡県 

位 置 静岡県牧之原市、島田市 
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管 理 面 積 約 190ha 

滑 走 路 2,500m×60m １本 

駐 機 場 ８バース（うち２バースはマルチスポット） 

運 用 時 間 午前７時 30分から午後８時 30分（13時間） 

  

(2) 就航路線（平成 26年８月現在） 

   ア 国内線：４路線 42往復/週 

・札幌（11往復/週）、福岡（３往復/日）、鹿児島（３往復/週）、那覇（１往復/日） 

   イ 国際線：３路線 13往復/週 

・ソウル（５往復/週）、上海・武漢（４往復/週(10月９日までは１往復/日)）、 

台北（４往復/週） 

 

 

２ 格納庫の概要及び航空機格納事業 

 

静岡エアコミュータ（ＳＡＣＣ）が所有

するビジネスジェット機２機の格納に加

えて、フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ）

や他の航空会社、ビジネスジェット機運航

会社の航空機の格納、保守・管理を行いま

す。 

富士山静岡空港（手前が格納庫） 

(1) 格納庫の概要 

 

構 造 鉄骨造平屋建（壁：角波鋼板、屋根：不燃膜構造） 

規 模 約 3,600㎡（幅 73ｍ×奥行 50ｍ×高さ 17.5ｍ） 

竣 工 平成 26年７月 14日 

管理・運営主体 (株)フジドリームアビエーションエンジニアリング 

 

 

 

 

 

 

 

         格納庫（外観）                 格納庫（内部） 

(2) 運航支援総合サービス事業（ＦＢＯ事業） 

ア ビジネスジェット機受入れ専用施設 
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ビジネスジェット機利用者専用の施設を設置し、定期便を利用する旅客から独立した動

線を確保することで、利用者のプライバシーを確保します。また、専用施設には Wifi

対応のラウンジやＶＩＰ応接室を設置し、出発前や到着後の時間を会議や商談等で有効

活用していただくことができます。更に、ＣＩＱ用ブース、保安検査機器の設置も予定

されており、関係機関との調整が必要となりますが、より短時間での出入国が可能とな

るとともに、エプロンサイドに用意した車両で直接航空機に乗り降りすることができる

ようになります。 

                    

     専用ラウンジ               VIP応接室         エプロンへの通路（保安検査機器、 

ＣＩＱ施設等設置予定） 

イ 航空機運航支援サービス 

ビジネスジェット機の快適な運航のため、空港乗入れに係る申請代行やＣＩＱの手配、

航空機への給油、地上取扱い業務や気象情報・運航情報等のパイロットへの提供などの

サービスやヘリコプターによる東京都心への輸送サービスも提供可能です。 

また、今後、機内食や宿泊先等の手配などのサービスも提供される予定です。 

 

ウ 航空機受託整備等（ＭＲＯ事業） 

当初はビジネスジェット機の整備を行う予定であり、将来的にはＦＤＡのエンブラエ

ルＥＲＪ170/175 型機をはじめ、ボーイング 737 クラスの航空機まで整備対象機材が拡

大されます。また、航空機整備部品を一括保有し、航空会社の必要に応じて、タイムリ

ーに部品を供給するサービスも現在計画中です。 

 

３ ビジネスジェット機の受入 

首都圏へのアクセスの利便性や短時間で出入国できるコンパクトさを生かしつつ、ビジネ

スジェット機の受け入れに積極的に取り組んでいきます。 

 

(1) 富士山静岡空港の利用手続き 

   ・運航予定日の前月初日から運航当日まで受付可能 

・国際ビジネスジェット機は、原則として６泊７日の停留が可能 

・ＦＡＥによるＦＢＯサービスの提供 

(2) 富士山静岡空港の利用メリット 
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・静岡県は日本のほぼ中央に位置し、東京などの主要都市へのアクセスが容易 

（ヘリコプターを利用すれば首都圏へ１時間でアクセス可） 

   ・首都圏空港に比べて就航便数が少なく、ビジネスジェット機の離着陸が容易 

   ・特定時間を除けば、ＣＩＱ手続きが円滑に実施 

   ・世界遺産である富士山をはじめとする観光資源が豊富 

      

 

【ビジネスジェットに関するお問合せ先】 

  ・ 滑走路の使用許可、使用スポットの調整 

   静岡県静岡空港管理事務所 

   電話：(0548)29-2201 ＦＡＸ：(0548)29-2009 

 ・ 航空機運航支援サービス 

株式会社フジドリームアビエーションエンジニアリング（ＦＡＥ） 

電話：(0548)29-2670 ＦＡＸ：(0548)29-2674 

 

 

◇ 投 稿 

 

南極飛行人 日記から （連載 第 2 話） 

佐藤 Matt睦 

1 月某日（土曜日） 

 

AS350 ヘリコプターで、「スカーブスネス／キザハシ浜小屋」に滞在している、生物班の 4

名を移動する仕事の日だ。 

 朝起きて 6 時の気象を取る。ヘリコプター隊長のブライアンが山に登り、無線で通報。 天

気は良し。キザハシ浜からの無線連絡も、天気よし。昭和基地にいる気象隊員の予想も、内線

電話 215 番で毎朝確認する。 気象現況良好。午後から多少雲は出てくる可能性はあるが、風
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向きから考えて、霧になる確率は少ないとの事。  

 先月もあったが、ここ昭和基地では弱

い湿った空気が南風に乗ってくると、低

い雲か、霧が出る確率が高くなるようだ。 

霧だと視程が見えなくなり、フライトオ

ペレーションに支障が出てくるが、今日

は問題なさそうである。  

 海上自衛隊ヘリコプターCH101 のオ

ペレーションが始まっているので、観測

隊ヘリコプターは「ヘリパッド C」とい

う、一番遠い所に駐機してある。  

8 時 45 分発のフライトなので、1 時間

前の 7 時 45 分には着いておきたい。 

 「パッド C」までは、宿舎から徒歩で

15 分程かかるので、7 時半には部屋を出

る計算になる。 朝食は通称「夏宿」と

言われている建物で取るのだが、自分た

ちの宿舎は「冬宿」なので、峠のような

道のりを 7～８分歩いて行かなければな

らない。 少々面倒なのだが、やはり 

朝飯は食べないと腹が減ってしまうと、「夏宿」まで歩いて行った。  

 ご飯もしくはパン／スクランブルエッグ（ベーコン入り）／漬物／梅干し／海苔／味噌汁／

クジラの大和煮缶（出た！）。 このクジラの大和煮。「流石昭和基地！」と、ある意味感心し

てしまった。 クジラに関しては、よくオージーの友達と「南極に行ってクジラを捕まえてく

るよ」 とブラックな意味で、笑い話をしたものだが、ホントに出て来るとは思わなかった。 

 

「朝食前の徒歩」と「ヘリパッドまでの距離」が、良い朝の運動兼腹ごなしになった。 自分

は「パッド C」に着いたが、 まだエンジニアのイーアンは着いていない。 朝会ったブライ

アンが「イーアンがトラックを運転して行くようだから一緒に行けば」 と言っていたが、オ

ージーの時間感覚は当てにならない。「自分で歩いていくから、大丈夫だ」と言っておいたの

は、やはり正解だった。 イーアンを待つ間、毎日の出発前点検を済ませ、GOPRO カメラを

設置し、書類等も準備していると、イーアン到着。30 分前だ。  

とりあえず、大きな問題もなく、燃料を給油して出発時間を待つ。 

今日は BK117 も「パッド B」から隣の島（西オングル島）に行くフライトがある。 気にな

っていたので、無線を早い時間から付けていると、8 時半には BK エンジンスタート。 

BK パイロットのアンディーと、管制官役のブライアンが無線で話しているのが聞こえる。 

 昭和基地があるのが東オングル島、今回 BK117 が行っているのが西オングル島。 

すぐ隣だ。 ヘリコプターが目的地に着陸した後も、ＢＫ117 のエンジン音が聞こえていた。  
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冬であれば、島と島の間のリュッツホルムベイ（湾）全体が、厚い氷で覆われるので、徒歩、

若しくはスノーモービルで行ける距離らしい。 それだけ近いのだ。 そんな距離でも南極で

は、道も無く橋も無いので、ヘリコプターを使わなければいけない。 

 

8 時 45 分、ＡＳ350 の出発だ。良い天気。空は青いし、氷は白い。  

昭和基地付近の通常の風は、北東方向である。 南極大陸からのカタバ風が、湾の中で向きを

変えて、大抵は北東の風なのである。 今日は殆ど風が無い。  

 「ヘリパッドＣ」から北東にテイクオフすると、しらせの上空を通過する。 海上自衛隊の

CH101 が、飛行甲板でメインテナンスをしているのが見える。 上空で右旋回をして、南極

大陸沿いに南下する。 

 上空からの眺めを北側から地図でたどっていくと、「ラングホブデ」「スカーブスネス」「ス

カーレン」「スカーレンパッダ」という並びである。 今日の最終目的地は「ヒューカ」とい

う丘の付近だ。 「スカーブスネス」と「スカーレン」の間に位置している。 

  

 今回の任務は「スカーブスネス」にある「キザハシ浜」の観測小屋で観測をしている、生物

班の隊員達 4 名の移動である。 この 4 名の生物班は「ヒューカ」という小さな丘の側にある

湖に降りて、観測を行う予定だ。 ヘリコプターの GPS に情報を入れてあるので、 昔の様

に地図を見ながら飛ぶ必要はない。 ただ、GPS が 100％正しいとは限らないので、いつも地

図は持って行き、必要な情報は頭に入れておく。 今日、隊員を迎えに行く予定の「キザハシ

浜」は、昭和基地から 2 つ目の山の付近で大きな湾上になっている南端といったところだ。  

 1 つ目の山「ラングホブデ」のあたりは海

の氷も薄くなっていて、結構溶けているよ

うだ。 「しらせ」が先月氷を砕いて通っ

て来た軌跡が、上空から良く分かる。 氷

山も「棚氷」と言って、平たく、そのまま

の形で浮いているものや、溶け始めて傾い

ているものが良く見える。  溶けた氷の

塊の上部や亀裂部分に溜まった水は、綺麗

な青色をしている。 

 

 

太陽光線によって青の度合いが変化してい

て、見ていて飽きることはない。 

 無線でブライアンに「目的地まであと 5NM

（海里）」と伝える。 2 つ目の山の所まで飛

んできた。ヘリコプターに積んである無線は、

山の反対側に行ってしまうと聞こえなくなる

ので、「キザハシ浜」小屋への到着予定時刻と
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「これから降下するので、再び上昇してから無線を入れる」旨を伝えて下降する。 

  

 地図で見ていた湾が見える。 周りの丘は思

ったよりも標高が高く、水際では急傾斜を見せ

ている。 湾に沿って南下すると、砂浜になっ

ている所が目の前に出てきて、そこに小屋が見

える。 「キザハシ浜」だ。 以前、アンディ

と BK117 で来たことがあるが、その時は南から

入って行ったので、感覚が違う。 

 この小屋は昔から「観測の拠点」として使わ

れていたので、以前使用していたヘリコプター

用に、木の板で着陸用パレットが設置してある。 過去のヘリコプターの型はタイヤ付だった

が、最近の型はスキッドと言って、ごく普通のパイプ式なので、その木板パレットは使えない。 

よって、その横に降りるようにしている。  

  

 ヘリコプターをホバリングし、隊員が乗りやすいように機首を右回転し、左側のドアを隊員

に向けて着陸。 Good のサイン〝サムズアップ“ を送って、隊員にヘリコプターに乗り込

むように合図する。  AS350 の機体は、それ程大きい訳ではないので、後部座席の半分をた

たんで、荷物置き場にしている。 隊員 2 名とダンボール中箱 2 個に、ゴムボートを積んで、

いざ探検にテイクオフ。  

 

 本日の目的地は、この「キザハシ浜」から 10 分ほど南へ飛んだ、小さい丘の南側に位置す

る。 この「ヒューカ」という丘は、周りを氷河で囲まれており、雪上車では近づけない所な

ので、今回は「初の観測」という記念すべき場所である。  

 まずは KU 隊員と KO 隊員が先遣隊だ。 無線で昭和基地の管制塔に、場所と人数を知らせ

て「ヒューカ」に向かって飛んで行く。 近づいて行くと、あった。 池が見えてきた。 皆

であの池だと確認して、飛行していく。 池の周りを旋回する。 着陸によさそうな砂浜があ

る。 池の水面を見て、風の向きを確認する。 風上の水面は鏡の様に平らで、風下はさざ波

が立つので色が違うのだ。 このチェックをしないで誤った方向から侵入するとヘリコプター

のパワー不足になり危険なのである。 風を確認しながら、着陸できそうなところを探す。 岩

があちこちに転がっているが、丁度良い所があった。 着陸して隊員と荷物を下ろし、あとの

2 人を迎えに行く。 

  

 周りがすべて氷河なので、ヘリコプターで飛び上がると、直ぐ目の前に絶景が広がる。 大

きな氷の塊が「これでもか」と言うくらい並んでいる。 本当に大きいのだ。 

家や、ビルよりも大きな氷の塊が、お互いの氷を押し合いへし合い、長い年月（何万年）をか

けてそこに存在するのが良く分かる。 
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 南極大陸の中心から押し出される氷河は、海へ向かう傾斜を下りながら亀裂を増すという様

相を見せている。  

 ドロッとしたケーキの生地を、少し傾斜のある台に乗せたところを想像すると分かり易いか

もしれない。 水のようなスピードではないにしても、ゆっくりと傾斜を滑り落ち、最後には

ボトボトと、小さめの塊になって落ちてゆく。  

 南極の氷河の場合、この「ケーキ生地」＝「固い氷」で、「落ちていくスピード」が「何万

年単位」と言う訳なのだ。 傾斜を滑る氷河は、下に落ちるにしたがって亀裂を増す。 亀裂

は海に近づくにつれ、大きく、深く、そして細かくなり、最終的には大陸上の氷河から分離さ

れ、凍った海へ滑り落ちる。 海に落ちた大きな氷河の塊は、押し流されながら、だんだんと

小さな氷の塊となっていく。 流されながら周りの山々を削っていくので、岩には傷跡が付い

たり、土砂が氷に着いている。 この氷は「動いている」「生きている」のだと思い知らされ

る。 あまりにものスケールの大きさに、自分が何をしているのか忘れてしまいそうだ。 

 

 ここ「ヒューカ」の氷河は 1200 フィートくらいの高さから、一気に海表面まで流れ込んで

いる。 氷河に向かって飛んで行くと、目の錯覚で、表面が見えなくなりがちだ。 1500 フ

ィートの高さで飛行しながら、この氷河に向かっていくと、急に地面との差が数百フィートに

なり危険だ。 氷河の白さに惑わされないように気を付けながら「キザハシ浜」で待っている

TA 隊員と IS 隊員を迎えに行く。  

 

 この生物班の隊員は「キザハシ浜」に滞在し、あちこちの池の水のサンプルを取っている。 

チームリーダーの KU 隊員は強者で、昭和基地には寝泊まりせず、ずうっと観測小屋で生活を

している。 「しらせ」を降りて、昭和基地入りしたのは、確か 12 月 16 日くらいだったから、

1 ヶ月間はこの「キザハシ浜」小屋での生活である。 「浜小屋」とは言ってもプレハブのよ

うな小屋が 1 つ建っているだけである。 簡易トイレのみで風呂はない。 まさに南極のサバ

イバル生活だ。 テント泊よりは断然良いらしいが、1 ヶ月ともなると考え物である。 「キ

ザハシ浜」で待っている TA 隊員と IS 隊員も、昭和基地に戻ったのは 2 回だけ。風呂には 2

週間に 1 回しか入っていないらしい。 IS 隊員なんかは女子大学院生だ。 小柄でいつもニコ

ニコしているのに、タフガイと同等の生活をしている。  

 

2 人が浜小屋で待っているのが見えてくる。 ヘリパッドに着陸し 2 人を乗せ、先ほどの「ヒ

ューカ」へ再び向かう。 

 同じ場所にヘリコプターを着陸させると、もうすでに先着組の隊員達は、サンプル採集の為

に、池のほとりに陣取り、作業を始めていた。 南極では限られた時間を有効に使わなければ

いけないので、皆テキパキとよく動く。 流石プロの集団だ。 自分も出来る限りの手伝いを

し、作業がスムーズに進むように協力する。 

 湖岸での採集が終わると、今度は隊員が小さなゴムボートに乗り込んで、池の水や藻の採集

に入る。 ボートが小さいので 2 人しか乗れない。 その間、しばらく待つことになるので、

KO 隊員が「氷河を見に行きましょう」と、丘の上まで案内してくれた。 ゴツゴツした岩の
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丘を、数分登っていくと、目の前に、先ほど空から見た氷河が一面に広がった。 

 

 本当に大きな氷の塊だ。  

 上から見た時は、綺麗に並んでいるように見えたが、近くで見ると、大きく不均等に裂けて

いた。大きなトンネルのように、あちこちに亀裂がある。 しかも岩肌を削って動くので、目

の前にある氷河には、石や砂が付いており、それほど白くない。まさに「地面を削って」動い

ているのだ。  

 おまけに驚いたことには、今登ってきた岩の丘は、今見えている氷河によって押し出されて

丘になった場所なのだ。 ブルドーザーで押し出したように、砂利で出来た長い丘が、氷河の

横に出来あがっているのが解る。  

 全てが静止しているように見える南極だが、何万年もかけて「動いている」ということが間

違いなく納得出来る。おそらく他の場所では体験出来ない「南極ならでは」の醍醐味であろう。 

 

 先ほどの池に戻ると、丁度ボート組も戻ってくるところだった。 池の採集を終えて、今度

は「小川の流れている所での藻の観測に行く」と言うので一緒に行った。 さっきの氷河とは

反対の方向には、数十メートルの岩山があり、そちらの方から滝の流れのような音がしている。 

行って見ると小川があり、ここだけの風景を見ていると、カナダかどこかの「自然あふれると

ころ」に来ているような感じになる。  

 

 １年のうち、ほんの僅かな「夏の南極」の風景だ。 

「何万年の氷河の行進」も南極。「長閑なカナダの自然風景」も南極なのだ。 

 ヒューカ近辺での観測も無事済んだので、ヘリコプターに戻り、荷物を積み、一路「キザハ

シ浜」小屋へ。 数時間の滞在だが、様々なサンプルの採集とデーターが取れたようだ。中に

は、研修者として「世紀の大発見」もあったようだ。（一般人の私には「？」という感じなの

だが…）とにかく貴重な数時間であったことは、間違いない。 

 

 何しろ、この場所は「前人未踏」で、しかも昭和基地からも「ヘリコプターでなければ来ら

れない所」なのだ。  

 極観測隊における、ヘリコプターオペレーションの重要さを再確認でき、自分がそこで大き
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な役割を果たした事に、満ち足りた気分で、1 日の仕事を終えた。  完 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◇ 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 

 

 

◇ ご意見、問い合わせ先 

事務局までご連絡下さい。 

 

 (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  

 

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 

 

 

http://www.jbaa.org/

