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JBAA  理 事 

富士重工業（株）航空宇宙カンパニー 航空機設計部長  小林 孝行 

  

航空機の安全技術について  

今回は、航空機メーカーの視点で航空機の安全技術についてご紹介しようと思います。 

図１の二つのグラフが示しているのは、米国運輸安全委員会（NTSB，National 

Transportation Safety Board）が公表している過去２０年間の米国内での航空事故発生確

率を、定期旅客輸送とジェネラル･アビエーションとで比較したものです。ここ数年、定期

旅客輸送の事故発生確率は、全事故では 10 万飛行時間あたり 0.15 件前後で推移しており、

死亡事故についてはほぼ 0 件近くまで下がってきています。これに対し、ジェネラル･アビ

エーションでは 10 万飛行時間あたりで全事故では 6～7 件、死亡事故では 1.2 件前後で横

ばいとなっていて、定期旅客輸送に比べて極めて高い事故発生率であると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  米国内の事

故発生確率の推移（定期旅客輸

送とジェネラル・アビエーションとの比

較） 
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 このように、ジェネラル・アビエーションの事故発生確率が定期旅客輸送に比べて高い

ことの背景には、パイロットの技量レベルにばらつきがある一方で幅広いミッションがパ

イロットに求められること、コックピット・リソースや地上支援人員が十分でないこと、

機体性能や装備品の点で悪天候に弱いこと、といった理由があると考えられます。 

 今後、日本でも発展が期待されるジェネラル･アビエーションの安全性を高めていくため

には、こういった問題を解決していく必要があります。ここで、故障や悪天候といった安

全を脅かす要因に対し、パイロットの操縦を支援する技術をいくつか紹介します。 

 

【耐故障制御技術】 

4 ページの図２に示すような機体の損傷や、装備品の故障によって飛行特性が悪化した場

合に、自動制御技術によって飛行の継続を可能にする耐故障飛行制御技術は、1990 年代頃

から盛んに研究が行われており、近年では「適応制御」という制御手法を用いた研究が主

流となっています。これは、飛行中の機体の特性変化に対して、制御のやり方、つまりコ

ントローラの構成や制御パラメータを時々刻々対応させる方法です。この手法を用いて、

機体の特性変化を常にコントローラに反映することで、破損や故障等が発生した場合にも

瞬時の対応が可能となります。 

 

【操縦アシスト技術】 

 NTSB による米国のジェネラル･アビエーションの事故報告では、自動操縦装置の操作ミ

ス、例えば設定した値をパイロットが勘違いしていた、といった要因による事故が少なく

ありません。こういった事故を防ぐために、より直感的なパイロット・インターフェイス

の研究が進められています。一例として、ハプティック（＝触感）・コントロールという概

念を用いた研究があります。例えば操縦桿からの反力を使ってパイロットに警告を与えた

り、逆にパイロットが操縦桿に加える力の強さによって自動操縦にパイロットの意思を伝

えるといった手法です。従来の自動操縦装置のパイロット・インターフェイスに、こうい

った新しい手法を組み合わせることでパイロットを支援し、安全性の向上につながること

が期待されます。 

 

【突風対応制御技術】 

 レーザー光を用いて突風を検知するドップラーライダーという装置を用いて、突風を回

避したり、突風による機体の揺れを小さくするよう制御を行う技術が、JAXA 等を中心に研

究されています。ライダーによって突風を検出できる距離は、装置の大きさに比例します

が、小型の機体に搭載することのできるような装置の開発が進めば、ジェネラル・アビエ

ーションでもこの技術を用いた安全性の向上が期待できます。 

 

 こういった技術は、主に軍用機や大型の旅客機の旅客機向けに研究が進められてきまし

たが、今後はジェネラル･アビエーションの安全性を向上する技術として発展し、実用化さ

れることを期待しています。 
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図２ 機体の破損の例 

 

 

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報 
ABACE 2015 

今年も 4月 16日から 18日の間、中国上海の虹橋空港で ABACE （Asian Business Aviation 

Conference and Exhibition）が開催されました。中国経済の成長鈍化にも関わらず昨年以

上の規模で、実機展示 38機、出展 183社、来場者 9,000人以上という盛況でした。JBAAか

らは北林会長と田村特別顧問が出張し、NBAA 2014に引き続き、会員 13社/団体の協賛を得

て JBAAブースを出展し、ポスターの掲示、協賛会員のパンフレット配布、商談場所の提供

等を行い、我が国のビジネス航空の PR に努めました。昨年の NBAA に比べますとブースを

訪れた方や問い合わせは格段に多く、特に、参加された地方自治体会員の積極的な活動が

見られ、ブース出展は成功だったと言えます。また、ABACE のホスト役を務める FBO, 

Shanghai Hawker Pacific Business Aviation Service Center の見学会を Universal 

Aviation社の紹介により行い、会員有志に参加いただきました。 

 

 

ビジネスの面では、中国の現政策の影響もあり、航空機の大型商談成約は開催期間中に

は発表されませんでしたが、中国を中心にサービス・プロバイダーの順調な成長が見られ

ました。また韓国は、来年ソウル金浦空港に開設される FBO, Soul Business Aviation Center

を前面に出して出典しており、ビジネス航空参入への熱意が感じられました。ABACEそのも

のは、従来は中国市場をターゲットにしていましたが、今後はアジアのビジネス航空全体
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を視野にいれたイベントに変貌して行こうとする主催者側の意図が見られました。詳しく

は、ホームページ掲載の出張報告をご覧ください。 

 

ホンダジェット飛来 

会員会社である Honda Aircraft 社が開発中のホンダジェット HA-420 が、4 月 23 日に日

本（羽田）に初めて飛来しました。この後 5 月 4 日までの間、日本の各地（成田、仙台、

神戸、熊本、岡山（岡南））でデモ飛行や機体展示等が行われます 

 

  

成田空港での披露の模様                  Honda Aircraft 社 藤野社長（左）と JBAA 役員   

 

EBACE 2015 

5 月 19 日から 21 日の間、スイスのジュネーブで EBACE（European Business Aviation 

Conference & Exhibition）が開催されます。また同時に、JBAAが日本代表として会員登録

されている IBAC（International Business Aviation Council）の理事会が開催されます。 

 

 

◇ 協会ニュース 

 

定時社員総会 

会員の皆様にはすでにご案内しておりますが、一般社団法人「日本ビジネス航空協会」

の 2015 年度の定時総会を 5 月 15 日(金)にメルパルク東京で開催致します。総会後には例

年通り懇親会を予定しております。 

 

2014年ビジネスジェットの国内運航実績、各国の保有機数 

2014 年の、ビジネスジェットの国内運航実績、および、各国の保有機数がホームページ

に掲載されました。 
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主要協会活動（3-4月） 

3月 2日 四役会を開催 

3月 4日 運航・整備拡大専門委員会を開催 

3月 6日 空港・グランドハンドリング整備拡大専門委員会を開催 

3月 17日 ヘリコプター事業促進協議会の定例会に出席 

3月 25日 日本航空機操縦士協会主催の羽田空港ビジネスジェット施設見学会に参加 

4月 6日 監事説明会を開催 

4月 6日 理事会を開催 

4月 7日 経済産業省航空機武器

宇宙産業課を訪問 

4月 14日-16日 ABACEに参加 

 

 

東京国際空港のビジネス航空ゲート → 

                    

 

 

 

◇ 会員紹介  

 

株式会社 ジャプコン 

株式会社ジャプコンは常に安全第一とお客様第一をモットーに、 

心を込めたサービスを提供いたします。 

 

 

＜株式会社ジャプコン 

の拠点＞ 

 

・岡南飛行場／岡山県 

・岡山空港／岡山県 

・中部セントレア国際空港／  

 愛知県 

・東京国際空港（羽田空港） 

／東京都 

      

(株)ジャプコン事務所と格納庫（岡南飛行場） 
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＜株式会社ジャプコンの事業＞ 

 

１． 航空機販売事業 

 

「日本の空を数多くの自家用機に飛んでほしい！」という思いを胸に、米国セスナ社の日

本総販売代理店として同社製 Single Engine 機及び Caravan Turboprops 機の販売を行っ

ております。 

お馴染みのセスナ式 172S 型スカイホーク                   同 208 型キャラバン EX 

 

２． 中部セントレア国際空港での外航機整備事業 

「世界中からビジネス機で日本を気軽に訪問してほしい！」という思いを胸に、2006 年に

米国チャーター企業とガルフストリーム IV/V/G550 型機の整備業務受託を開始し、2009 年

からは中部セントレア国際空港に設立した当社格納庫及び事務所を拠点に同整備事業を行

っております。 

また、2013 年には Airbus Corporate Jet の整備も開始いたしました。間もなく S/N 限定

ではありますがガルフストリーム社の最新機である G650 型機の Warranty Center として

の認可を得られる予定です。 

      

中部セントレア国際空港格納庫・事務所 

 

３． 東京国際空港(羽田空港)での外航機整備事業 

「2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催を日本のビジネスジェット業界発展の大
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きなステップとしたい！」という思いを胸に、2015 年から東京国際空港（羽田空港）内格

納庫での整備事業を開始すべく準備を進めております。 

すでに運用中の当社中部セントレア国際空港事業所に負けず、国内外のお客様が快適な空

の旅を送れるよう、また、万一機材の不具合が生じても羽田に来ればなんとかなる、と思

っていただけるよう整備を提供していく所存です。 

 

４． 航空従事者教育養成 

「日本の将来の空を担う若者をもっと増やしたい！」という思いを胸に、航空従事者の育

成を行っております。特に操縦士養成では学生の座学・操縦訓練を行っております。 

        

飛行訓練風景                             初ソロ飛行風景 

 

５． 水上機による航空運送事業 

「航空機は楽しい！！だから全ての人に航空機を身近に感じ、気軽に利用して楽しんで

ほしい！」という思いを胸に、当社ではセスナ社製 T206H 型機の水上機を導入いたしまし

た。2015 年秋頃の事業開始を目標に事業計画の策定・航空局との調整を行っております。

ぜひ楽しみに待っていてください！！ 

 

 

 

停泊中の T206H 型水上機                     水上を航行中の同型機 

 

また、岡南飛行場の弊社格納庫では岡山航空株式会社が航空運送事業者として運航受託

を始めとした各種運航業務を行っているほか、セスナ社の Authorized Service Facility と

してプロペラ機からジェット機までの認定工場並びに同非破壊検査実施認定工場、ソカタ

社認定整備工場として整備業務を行っておりますので岡山航空株式会社もどうぞよろしく

お願いいたします。 
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最後に、株式会社ジャプコンはこれからもビジネス航空の発展の一翼を担うべく全社員

一丸で取り組んでまいります。 

JBAA 各会員様のご支援・ご協力を賜れますよう心よりお願い申し上げます！！ 

 

 

◇ 投 稿 

大空に遊ぶ （後 篇） 

 

(公益社団法人)日本滑空協会  

理 事 吉 田 茂 

（はじめに) 

 前篇では、戦前の我国グライダーの黎明期から戦争に至るまで活動をご紹介しながら、

グライダーの飛び方についても少しご説明しました。 グライダーの飛行原理は他の飛行

機と全く変わらないものの、動力即ち推進力を持たないので滑空するしかないのですが、

一旦空に浮かぶと一日中飛ぶことも、300 ㎞、500 ㎞と飛んでくることもできます。 飛行

距離の世界記録は 2,175 ㎞、未公認では 3,009 ㎞でいずれもアンデス山脈の山岳波を使っ

て達成されています。 本篇では、現代のグライダーへの入門から楽しみ方などをご紹介

したいと思います。 

 

（現代のグライダーはプラスチック製） 

戦後、1952 年に航空禁止令が解かれると各地でグライダー活動が再開されました。 朝

日新聞社の後援を得て「日本学生航空連盟」が参加 20 校で再び立ち上げられ、社会人クラ

ブも各地で発足することになります。  筆者の所属する中部日本航空連盟（以下中航連

といいます）も中日新聞の外郭団体として創設され、滑空指導者の派遣や機材提供など東

海・中部のグライダー活動を支援してくれました。 以下は、2013 年 3 月に実施された創

立 60 周年記念式での中航連会長の言葉ですが、その頃の新聞社の意気込みが判ります。  

『中航連が創設された昭和 27 年（1952 年）は、敗戦により奪われた「日本の空」がよ

うやく取り戻され、民間航空が再開された記念すべき年であります。 航空取材の重要性

からこの日が来るのを待ち望んでいた中日新聞社は、いち早く航空機を購入、航空部を設

置するとともに、「希望」を象徴する大空を一般市民にも開放し、さらに関心を深めるため、

グライダーに注目、航空関係者と協力、外郭団体として中航連の創設となったものであり

ます。』  

 

再開当初のグライダーは木製や鋼管羽布張りの機体が主でしたが、やがて全金属製の機

体も加わるようになり、現在は FRP（Fiber Reinforced Plastics）製が主流になっています。 

これは、滑空するしかないグライダーですので、その抵抗を最小化するために、機体表面

を滑らかに仕上げる必要がありこれを実現する材料として FRP が最適であるからです。 

写真は現代の代表的な FRP 製の複座グライダーですが、前後席のどちらでも操縦できる
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ASK-21 諸元 

翼幅     ； 17.0ｍ 

翼面積    ； 18.0 ㎡ 

アスペクト比 ； 16.1 

全長     ； 8.35m 

空虚重量   ： 約 360 ㎏ 

最大重量   ； 600 ㎏ 

沈下速度   ： 0.65m/s 

滑空比(L/D)  ； 34 

滑空速度   ； 90 ㎞/h 

ように設計されており、グライダーを目指すものは先ずこのような機体の前席に乗って操

縦訓練を受けることになります。  

 

 

FRP 複座グライダー ASK-21 

（ドイツ Alexander Schleicher 社のホームページより） 

 

（滑空記章と FAI バッジ・システム） 

大空を楽しむためにグライダーの訓練を受けてみましょう。 グライダーも航空法に定

められる航空機の一種類ですから、その飛行訓練を受けるためには「操縦練習許可証」を

取得する必要があり、そのため「航空身体検査」に相当する検査を受け書類にして申請し

ます。 年齢は、14 歳以上です。 近くのクラブの門を叩けば、この手続きについて教え

てくれる筈です。 

 

飛行訓練は複座グライダーを使って行われ、グライダーは飛行機に曳航されるか、1000m

程度前方に設置されたウインチに曳航されて離陸していきます。 曳航高度は、ウインチ

なら 1500ft 前後、飛行機による場合は訓練目的などにより自由に設定できますが、通常は

2000ft 程度で曳航ケーブルから離脱し滑空飛行に移り、直線、旋回飛行、着陸など操縦教

育証明を有するパイロットの下で練習をします。 

 

上達の進度は人によって異なりますが、空を飛べるようになるには地上での活動が基本

の人間には少し馴染みのない能力を引き出す必要があり、若い方ほど技量向上が早いよう

に筆者は思います。 訓練を重ねるといつかは一人で飛べる技量になり、初めての単独(ソ

ロ)飛行をすることになります。  

この初ソロはパイロットなら誰でも忘れる事ができないイベントになります。 教官に

呼ばれ、次は初ソロだと言われると、本当に自分一人で飛んで帰ってこられるのか少し不

安になり、無事着陸すると膝が震えていたと話される人も多いのですが、筆者もその一人

です。 その後、筆者が教育証明の勉強をしているときに先輩教官から「初ソロは訓練生

が 100％仕上がった時ではなくその少し前に出すように、そうすれば空を飛ぶことを少し恐
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れる気持ちが残り、一生安全に飛ぶようになる」と言われ、昔の自分の記憶と照らして合

点がいきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

緊張の初ソロで着陸接地直前、訓練生は 1５歳 

 

 グライダーには進度に応じて貰えるバッジ・システムがあり、日本滑空記章と呼んでい

ますが、公益社団法人日本滑空協会（以下 JSA といいます）がその発行管理をしています。  

 

下の写真、左から A 章（ソロ場周）、B 章（旋回）、C 章（滑翔・急旋回）、銅章（滑翔・野

外着陸）の各バッジで、規定された課目に合格し申請すると JSA より貰えますので、訓練

生の上達の目安でありモチベーションにもなっています。 

    

訓練生は、滑空記章の獲得と併せて自家用操縦士の技能証明を航空局の試験か JSA など

が設置した「指定航空従事者養成施設」の訓練コースに入所して、パイロット資格を取得

することになります。 ここまで、早い人なら 2 年から 3 年で到達します。 グライダー

の場合、この資格取得は「大空に遊ぶ」ためのスタート台に立つことができただけと筆者

は考えていますが、日本ではこれをゴールとされる方も多いようで惜しいことです。  

 

この後は、FAI（国際航空連盟；Fédération Aéronautique Internationale）のバッジ・

システムが導いてくれ、パイロットの能力をステップ・アップしていってくれます。  
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（銀章）      （金章） 

  

（ダイヤモンド章） 

(飛行距離章_1000 ㎞) 

 各章は、その飛行に先立ち FAI 公式立会人の下で宣言してから行われ、客観的に飛行達

成が証明された場合に記録が認められ、証明書と共に下図のようなバッジも少し高価です

が申請すれば貰えます。  

 

銀章；5 時間滞空、獲得 1000m、飛行距離 50 ㎞ 

 

金章；5 時間滞空、獲得 3000m、飛行距離 300 ㎞ 

 

ダイヤモンド章（各項目ごとに１ダイヤづつ）； 

獲得 5000m、目的地 300 ㎞、飛行距離 500 ㎞ 

 

飛行距離章；750 ㎞、1000 ㎞、1250 ㎞、1500 ㎞、・・・ 

 

 

（上昇気流について） 

 グライダーで大空を自由に飛ぶ前には、必ず知っておかなければいけないものがありま

す。 それは、前篇でもお話しましたが航空気象、中でも上昇気流を発生するお天気の仕

組みです。 この仕組みを知り、効率よく使ってより遠くまで飛べるのかがパイロットの

能力ですので、FAI のバッジ・システムでは 500 ㎞を超えると 250 ㎞刻みで認可されてそ

の力が判るようになっています。 

  

第一歩はサーマルと呼ぶ熱上昇気流について知る事ですが、それでは何故サーマルがで

きるのでしょうか。 それは、温度が高いほど軽くなる空気の性質と、太陽光が空気を通

りぬけても直接空気を暖めず、届いた光が地面を暖めそこに触れた空気が暖められるから

です。 空気は、昼間は太陽に照らされた地面で暖められますが、夜は放射冷却により冷

えた地面に冷やされます。  

次ページの図は、サーマルができて消えていくまでを説明したもので、暖まった空気が

小さな丘などに吹き寄せられ、周りの空気より温度が高く軽いので上昇し、その高さの気

圧に膨張して温度を下げ、含まれた湿度が凝結する高度に雲（積雲）を作り、暖かい空気

の供給がなくなると消滅していく過程を表しています。 雲のできる高度は地上の空気の

湿度により決まり、湿度の高い日本の夏なら 5000ft 前後といった所ですが、オーストラリ

アの夏など乾燥した場所のサーマルは 10000ft を超えることは珍しくありません。 この

雲が高いほどグライダーは高度を稼ぐことができ、リフトから出た時の滑空距離を長く取

れるので距離飛行が楽にできます。  

この他、斜面にほぼ直角に当たった風が作る斜面上昇風、大きな風の流れがぶつかりあ

ってできるコンバージェンスと呼ばれる上昇風帯、山の風下にできる山岳波（マウンテン・

ウェーブ）などを含め興味の尽きない気象現象があり、避けるべき悪天候についての知識
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も必要です。 上昇気流の発生メカニズムと利用の仕方を知り、一日の推移を予測して飛

んで無事帰ってくるのがグライダー・パイロットの役目です。 

 

サーマルの発生から消滅まで FAA-H-8083-13 Glider Flying Handbook より 

  

（グライダーで大空に） 

 さあ、それでは飛んでみましょう。 あなたは既にグライダーのパイロットで、滑空記

章は銅章まで取得されており、これから FAI のバッジに挑戦していくものとします。 

 第一ステップは、5 時間滞空です。 これは、一回の飛行で実施する必要があり、獲得

1000m も一緒に達成しても OK ですが、サーマルがあるなら必ずそこに留まっていられる

技量の証明となります。 5 時間以上、日差しを受けた狭いコックピットの中で過ごすこと

になりますので、帽子、サングラスをつけ、水、軽食料、携帯トイレ等をいつでも取り出

せる所にしまって飛び出して行きます。  

 

これをクリアしたら 50 ㎞距離飛行で、出発地から 50 ㎞以上離れた飛行場に着陸して証

明を貰い晴れて銀章パイロットの仲間入りですが、普段の飛行場から初めて遠く離れる時

にはそれなりの決心がいりますし、着陸した飛行場から帰ってくる手段を準備して出かけ

る必要があります。 あとは、金章、ダイヤモンド章の各レグをクリアしていくことにな

りますが、獲得高度 5000m となるとサーマルでは達成できず、山岳波を使う必要が出てき

ますのでそのための研究や準備、場所選びなどが大切です。 

300 ㎞以上の距離飛行に出かける時は、途中で不時着しても困らない準備が必要ですがど

んな準備か想像できますでしょうか。 飛行中の水、食料、酸素装備は勿論として、不時

着地からの回収手段、日没近くの不時着なら翌日回収となりますので、一夜を明かすこと

ができる装備や連絡手段、お世話になるかも知れない方へのちょっとしたお土産などです。 
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「何が楽しくてそんなことに挑戦するのか訳判らん」と言われそうですが、長い距離を飛

ぼうとするほど冒険の要素が入ってきますので、計画通りいかなかった時の準備が肝心で

それを楽しむくらい気持ちがないと安全に飛行を終えることができなくなります。 

 

 下の写真は筆者が 1998 年 7 月米国ネバダで 500 ㎞飛行を達成したときのものです。 こ

の日は 1330 離陸で、1900 に着陸できましたので不要でしたが、座席の後ろの茶色のカバ

ーの下は機体の係留道具と野宿の準備です。 何でネバダでとおっしゃいますか？ 先ほ

ど言いましたように、グライダーが利用できるサーマルは一層の雲の高さまでですので、

乾燥した空気のネバダなら 15,000ftMSL（対地 10,000ft）以上まで上昇できる場合が多く、

不時着候補地を飛行場に取りながら飛

べる事とどこの飛行場に不時着しても

予約がいるとか着陸料とか言われない

で済むからです。 この他、オーストラ

リアや南アフリカなどがサーマルでの

長距離飛行に適した国々です。 

 

← 筆者の右は公式立会人で Soar Minden のオー

ナーAntonio Sabino氏 Minden-Tahoe飛行場にて 

 

 それでは、日本でのグライダーはどうなのでしょうか。 確かに四方を海に囲まれた日

本は湿度も高く雨も多いので、空き地にはすぐに草木が茂って良い不時着地とはなりにく

く、クロスカントリーは少し難しくなります。 ただ、日本列島には山岳帯が背骨のよう

に通っていますので、春や晩秋の大陸からの高気圧が日本を覆ったような時には盆地で暖

められた空気が山に吹き寄せられ、その尾根筋に上昇気流の道ができますので、山を利用

したクロスカントリー飛行ができます。 写真は 5 月の北アルプス、このパイロットは

10,000ft 以上をキープして 30 ㎞程離れた飛行場に滑空帰投できるように飛んでいます。  

   

また、山が連なる日本では、条件が揃え

ば山岳波が発生しますので、山岳波を使っ

て 20,000ft 前後を飛行して距離を稼ぐこ

とができますが、エアラインの飛行する高

度ですので十分な準備と装備が必要にな

ります。 巻末の写真は、日本人で唯一人

グライダーの世界記録(女性_往復飛行；

1187 ㎞)を達成している櫻井玲子氏のご厚

意で掲載しましたが、雲の上に存在する上

昇気流の道が見える人にしか許されない

世界のようです。       5 月の北アルプス、中央は槍ヶ岳  写真はこのパイロットの森将太郎氏より 
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 このように書くと、グライダーとは常に冒険的な飛行をするものと勘違いされそうです

が、実際はそうではありません。 休日の朝、活動拠点に同好の士が集い、機体やウイン

チを準備して、その日のお天気がくれる上昇気流を楽しんで飛び、他の参加者もできるだ

け公平に楽しんでもらえるようサポート役もして一日を終えるのが普段の活動です。 海

外や山岳飛行は条件のよいシーズンを選び、予めその地図や気象を研究し、必要な準備を

して臨みますが、そこに行けば旧知の仲間のように受け入れて貰えるのは、グライダーの

ような比較的マイナーな趣味の良さでもあります。  

 

（グライダーの勧め） 

 この文章を終えるにあたり、JBAA の方々、特にパイロットの方にはグライダーをお勧め

したいと思います。 

ハドソン川の奇跡を成し遂げたサレンバーガー機長も、ギムリー・グライダーとも呼ば

れる燃料切れで全発停止した 767 を無事着陸させたピアソン機長もグライダーを趣味にさ

れていたそうで、進入の最後はフォワード・スリップを使って経路角を調整し着水/着陸さ

せました。   

グライダーなら曳航索から切り離した時点の位置エネルギーを効率よく使って上昇気流

を捕まえるか、捕まえられない時は安全な進入パターンを描いて着陸するのが通常ですの

で、常に全発停止の訓練みたいなものです。 最近の航空機には Fly-By-Wire の技術が適

用されると共にオートパイロットなどの自動化が進んでおりますので、パイロットは通常

の飛行ではシステム管理者的な役割が大半なのに、いざという時には難しくなった航空機

を自分の手で確実にコントロールする役目となります。 フライト・シミュレータなどで

の緊急訓練の有効性を否定する訳ではありませんが、実際に飛ぶことで掴める自信・確信

のようなものはきっと役に立つ筈です。               

 完 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山岳波に乗って見る風景_オソルノ山（チリ富士） 写真は櫻井玲子氏より 
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吉田 茂 氏  略 歴 

1948           新潟県産  

1969       長岡高専機械工学科卒、川崎重工業（株）入社 

1969 ~ 1981   XC-1開発設計、飛行試験 

C-1フライト・シミュレータ  開発などに従事 

1981 ~ 1989    XT-4設計チーム 

1989 ~ 2001    T-4発展型、XOH-1設計チーム)、FBL研究に従事 

2001 ~ 2015    XP-1/XC-2設計チーム 

（グライダー資格など） 

自家用操縦士（上級滑空機、動力滑空機、飛行時間；2100Hr）、 

操縦教育証明（滑空機）、金章、ダイヤモンド章×２（目的地、500㎞）、 

FAI公式立会人（滑空機）、(公益社団法人) 日本滑空協会理事 

 

 

◇ 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  

http://www.jbaa.org/

