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1.創世期

　４０歳になったとき、池さんは決めた。何か新しいことをやろう！　そして、その新し

いことの一つが、彼の勤務先である川崎重工業岐阜工場に若い社員が自由に飛ぶことがで

きるフライング・クラブを作り上げることとなり、ドラマが始まった。

　「池さん」こと池尻鶴彦さんは、その名「鶴彦」に相応しく、あたかも鳥の如く自由に

大空を飛ぶことを愛した。時には釣りでその日の食べ物を確保したこともあるという、そ

んな成長期を経て、駐留米軍に物を売り歩きつつ英語を覚え、苦労して大学を卒業したそ

の時、彼は大空を駆け回るために航空自衛隊入りを選んだ。太平洋戦争の記憶の生々しい

この時期、父親に烈火のごとく叱られ、大反対されたにもかかわらず、である。そして、

同期の多くが脱落していく中を生き残り、世界初の全天候ジェット戦闘機であるＦ－８６

Ｄ（通称ドッグ）のパイロットとして活躍した。『重い飛行機でね、その当時発明された

ばかりのアフターバーナを使ってやっと上がるのだけれど、満タンでも３０分しか飛べな

いよ。燃料ゲージがこれくらいの大きさで』と池さんは私に両手の親指と人差し指で丸を

作って言ったものだ・・・『それが、見る見る減るんだよ・・・』

こんなことも言っていた・・・『一度、なんだかエンジン計器の針がふらついたような気

がして、直ぐに機体を反転し、着地した途端にエンジンストップ、あとで見たら、胴体後

部は飛び出したタービンの破片で穴だらけだった・・・でも飛行中にエンジンに裏切られ

た事は無かったけど・・・』

　そして、いくつかの伝説を残して航空自衛隊を去る。第二の職場として池さんは航空機

メーカーのテスト・パイロットを選び、新製機やオーバーホール・ニューの機体を飛ばし

ていた。数人のテストパイロットで全ての機種をまかなう機体会社のテス・パイとしての

必要性はあったというものの、一番小さい３人乗りのベルＨ-13シングルロータヘリから、

タービン双発・ツイン・タンデム 28 人乗り KV-107（通称バートル）、空自で慣れ親しん

だジェット中等練習機Ｔ－３３Ａ、そして海自大型固定翼哨戒機Ｐ-２Ｖ／Ｊ、空自初のタ

ーボ・ファン双発ジェット輸送機Ｃ－１（この機体を飛ばすため、同等機として指定され

たボーイング７３７旅客機の限定ライセンスを米国で池さんは取得していた）まで、ＫＡ

ＷＡＳＡＫＩで扱っていた殆ど全ての機体を乗りこなしてはいたが、でも、それだけでは

池さんは物足らなかったのだ。当時、会社の若いエンジニアが設計作業をするために必要

な知識は、実は間接的に社内パイロットの話を通してでしか得られないというのが実情だ

った。その頃の経済状況では、安月給のサラリーマンが空を飛ぶのは非現実的な環境だっ

たから。彼は何とか若いエンジニアにそれを体験してもらいたかったし、何よりも大空を

飛ぶ楽しみを皆に知ってもらいたかったのである。

2.最初の機体

　始まりは、以外とすんなりとことが進んだ。フライング・クラブ設立を望む声は大きく、

署名活動は多くの賛同者を集めたし,使用機体は当時カワサキにセスナ双発機を社用機とし

てリースしていた野崎産業が格安で中古のエアロスバル JA3505 を貸し出してくれること



になった。教官には池さん自身と、池さんと同じ横浜国大卒で更に社内養成で航空大学に

行き操縦士になった岸さん等の川崎のテストパイロット達があたることで、目出度くカワ

サキ・フライングクラブは誕生した。もちろん、安月給のサラリーマンだけでフライング

クラブが成り立つという計算はできないし、それをしていないのが池さんの池さんたると

ころで、スポンサーとして、熱烈な航空機ファンであり、飛行課パイロット達の主治医で

もあった岐阜市の歯科病院長河合ドクターをして創立メンバーの一人になってもらってい

た。整備も自分達でやったのは、航空機製造会社として当然のこと。同じ飛行課の草野一

等整備士が音頭をとり、新入社員を含め、熱心なクラブ員が時間点検をこなし、JA3505

エアロ・スバルは順調に飛行をはじめた。

エアロ・スバルは頑丈な機体で、特に脚が良かった。着陸時の引き起こしで高起しして、

しまった、落着したかな！？と思っても、ストンと一発でエネルギー吸収してくれ、チェ

ロキーのようにドカンとお尻に響くパンケーキ・ランディングにならない。操縦性も流石

日本人の設計！で、小舵が効き、操舵力も軽く、アクロバットには最適で、その代わり、

薄板構造に丸頭のリベットがずらりと並び、パイパーチェロキーを見なれていた人間には、

とても無骨な、まるで戦車のようにすら見えた。その一方で、エンジンはハイオク仕様で

頑張っても１６０ＨＰしかなかったし、ねじり下げ無し、翼根フィレット無しの矩形翼は

取付部で簡単に部分失速を起こし、アクロ用のハイピッチのペラも邪魔をして、夏場は１

００００Ｆｔを獲るのがやっと。山岳地帯の多い日本では、ちょっと実用性に難があった。

しかし、脚が強いのはなんと言っても初心者に嬉しいことで、この特性と、矩形翼の失速

特性の穏やかさとを最大限に享受したのが河合先生だった。彼は齢五十を越えて、この

JA3505 で初ソロを果たし、長年念願の自家用操縦士ライセンスを取得した。このあたり

の話は河合先生の遺稿集「東　紫朗　空を行く」のライセンス取得記（五十男に翼は生え

るか）に詳しい。

3.クラブと私との出会い

　しかし、そんなに上手くことが進むわけも無い。数回エアロスバルに乗って好奇心を満

足させた若いエンジニアの多くは、財布の中身と相談して、それっきりクラブに来なくな

った。本当に好きなものだけが後に残ったが、その数は決して多いとは言えないものだっ

た。クラブ員の中には業務提携先のＫＡＷＡＳＡＫＩに出向してきていた日本飛行機の若

いエンジニアも何人かいて、むしろ彼らのほうが熱心だった。私が南工場の食堂で、日飛

JA3505名古屋空港にて



の都所（とどころ）君に出会ったのもそんな頃だった。会社に入り、飛翔体設計部に配属

されて間も無い頃だった。飛行機の設計者を目指して大学・大学院で流体力学を学び、Ｐ

ＸＬのために多くの若い学生を採用していた昭和４７年度の新卒採用１０名・・・本当は

８０名の筈だった岐阜工場志望の高専・大卒・院卒の新卒さんは、直前のロッキード事件(田

中角栄被告）即ちＰＸＬ（Ｐ－２Ｊ後継機）開発白紙還元の影響をもろに受けて、たった

１０名に削減されていたのである・・・の一人だった私は、飛行機の設計をしたかったの

にミサイルの設計に廻されてくさっていたためもあって、この誘いに乗った。本当は飛行

機の設計をするための教養として、親に金を出してもらってライセンスを取っただけの筈

だったし、第一安月給で金が無く、一般のフライング・クラブではそうそう飛べないのだ。

免許取得のため１０万円単位で買った割安チケットの残りで、あと何時間飛べるのだろう

と思っていた頃の話である。

　当時、昭和４７年頃は日本飛行連盟（運行はジャパン・フライング・サービスＪＦＳ）

でチェロキー 140クラスのレートが 14000円／時間だったが川崎フライングクラブではた

しか 10200 円で、この値段なら乗れそうだった。なにせ初任給が手取りで７～８万円の時

代である。クラブ員は、新婚の佐藤茂夫妻、先に述べた都所君、古沢君の日飛組に加えて

ＫＨＩ組は機体装備設計が本職のニックネーム『陛下』こと奥山さん、飛行課でＦＥ（フ

ライト・エンジニア）をやっていた辻本さん、資材部のグライダー乗り阿多さん・・・達

が主力メンバーだった。当然ながら佐藤さん以外は皆独身である。整備の方は、ＹＳ－１

１の一級整備士草野さんと人一倍まめな奥村さん、Ｐ－３Ｃ設計の渡辺技師が中心で、我々

も寒風吹き荒ぶＫＡＷＡＳＡＫＩエプロンで手伝うスタイル。社外の主力はライセンス取

得に燃える岐阜の河合先生と名古屋で中古自動車を手掛けていた村瀬おじさん、浜松はヤ

マハの熱血児河村さんといったところ。

　私はライセンスを既に大学院の２年生の秋に取得していたこともあって、クラブに入れ

てもらってすぐに、エアロ・スバルを名古屋空港から岐阜基地にフェリーすることになっ

たり、池さんの家で夕食をご馳走になったり、あれやこれやで多くの時間を費やすように

なった。河合先生のライセンス取得の家庭教師を頼まれて岐阜の先生宅に通ったのもこの

頃である。その頃、先生は既に初ソロを終了し、学科合格を目指して猛勉強中だった。全

てが前向きで明るかった！！

4.アクロバット飛行

　昭和４７年１０月８日にエアロ・スバルで技量チェック、翌年の３月２７日には機体が

ＪＡ３４０１セスナカージナル（Ｃ－１７７）に替った。替ることが判った時、池さんは

何人かに（こっそり）アクロを見せてくれた。私も３０分、８種類のアクロをお相伴させ

てもらった。今でもその時の景色は眼前に広がる！　シャンデル、レージーエイト、エル

ロン・ロール、バレル・ロール、スナップロール、スピン、ループと続き、パワーの無い

１６０馬力型は垂直系の課目で馬脚をあらわしはじめ、キューバンエイトの頂上付近で背

面のまま行き足が止まり空中停止状態へ。「パワーを絞った方がいいですよね？」「そうだ

ね」と会話を交わしたのも、今は懐かしい想い出。



　でも、一番気持ち悪いのは・・・そう、アクロなんて外見は好いけれど、乗せられてい

る本人には、Ｇはかかるは、目は回るは・・・でも、その中でもスナップロールは別格だ

った。言ってみれば、水平方向のスピンである。まずエレベータを引っ張って思いっきり

迎え角をとり、その上でラダーをフルストロークまで踏み込むのである。主翼から剥離し

た気流はこれまた思いっきり尾翼を叩くので、ワサワサ・ガタガタ・ミシミシと家鳴り振

動の塊と化し、明らかに後部胴体の中を走っている操縦索が大げさに震えているのが判

る・・・操縦索がプーリーから外れたらオジャンだな・・・ストッパーだけが頼り・・・

と思っているうちに機体は失速してぐるっと３６０度、それこそ一瞬にしてロールする。

普通のスピンなら、日本飛行連盟でのトレーニング中にチェロキーでデモしてもらったこ

とがあり、緩やかな減速の後にふわっと入り、すぐに収まることは知っていた。セスナ１

５０の失速訓練では、フラップを出してパワーを使った場合、つまり着陸アプローチを模

擬した形態では、いとも容易に左方向にひっくりかえるのだが、それにも慣れていた。セ

スナ１５０の場合、失速寸前までボールが滑っていなくても、失速２～３秒まえにツツー

とボールが右へ動き出すのである。この時に右ラダーをちゃんと踏み込まないと確実にス

ピンの初動に入る。しかし、所詮は失速速度領域での話であり、たかが知れている。スナ

ップロールは巡航速度近傍で無理矢理Ｇを掛けて迎角を増やす、いわゆる加速失速をさせ

るのだから、激しさがまるで違うのである。これだけは二度と体験したくない課目ではあ

る。

帰投中に、池さんは私に「フル・ストール・ランディング」を命じた。興奮している筈の

私を試そうという訳である。仰せのとおり、エレベータを引き切って接地した（つもりな

のだ）が、池さんいわく「ちょっと（ストロークが）残ったね」・・・やれやれ

5.飛行機で出社

　話は前後するが、一度だけ、このエアロスバル３５０５で通勤したことがある。何のこ

とは無い、単に平日の早朝、名古屋空港に係留していた３５０５を岐阜飛行場の川崎エプ

ロンまで空輸したという事であるのだが、佐藤さんのワーゲンで空港まで送ってもらい、

単独飛行で１０分の出勤としゃれこんだ。離陸直後、あさもやのかかった岩倉団地のアパ

ート群が整然と並んださまは、今でも「まぶた」の裏に映って消えることが無い。勿論、

当時はフレックス制度なんてものはないから、係留作業もそこそこにタイムカードを押し

に技術センター１Ｆまで走ったのではあった・・・本当は事前に、某氏に念のため「タイ

ムレコーダを押しといてね！」と頼んでおいたのだ。しかし、「考え得ることは必ず起こ

る」というマーフィーの法則どおり、かろうじて８：００に間に合ったタイムカードラッ

クの手前側ラックにポツンと私のカードは残っていた！

6.スヌーピーマーク

　佐藤さんといえば、もうひとつ思い出すのは、新規導入のＣ１７７カーディナルの垂直

尾翼にクラブマークを描こうと言い出したことだ。彼はどうやって丸め込んだのかは知ら

ないけれど、技術管理の女の子に頼んでペーパーバックスの漫画の１シーンを超拡大し、

それを元に、見事なスヌーピーを描き上げた。（当時はゼロックスなんてしゃれた器材は

無かったノダ！）そして、これがＫＨＩフライングクラブのトレードマークとなり、後日、

航空ジャーナル別冊「世界の民間機 1978」は C177のページを飾ることになる・・・・・

でも・・・・・あの格納庫は、思い出すだけで震えるくらい・・・サムカッタ！



7.福井合宿

　入れてもらった翌年、昭和４８年の６月、池さんが福井空港で合宿訓練をやろうと言い

出した。その昔、福井空港でグライダーの合宿をやったことがあった私に、宿探しが命ぜ

られ、記憶にあった春江（はるえ）駅前の超チープな商人宿を拠点として、一泊二日の合

宿とは相成った。この時のハイライトが連続Ｔ＆Ｇであった。福井空港は小さいながら１

２００ｍの滑走路があるのだが、池さんはそれを活かして？？？二度でも三度でもＴ＆Ｇ

を繰り返すのである。もともと名古屋空港のような大空港でのＴ＆Ｇ訓練の効率の悪さに

業を煮やしてのローカル空港選択・集中練習だったのではあるが、流石に一周で３度のＴ

＆Ｇには驚いた。滑走路端、最後のパワーオンで浮き上がった途端にぐらりと傾いたのを

遠目で見た時などは、何が起こったのかと一瞬心配したものである。浮上直後に白鷺と衝

突しそうになって池さんが避けたのだと後で判ったけれど。この時の猛練習で初ソロに出

たのが現日本飛行機取締役の古沢君である。彼自身、「まさかソロに出してもらえるなん

て思ってもいなかった」と後日述慨していた。飛行機の操縦ではなんと言っても着陸が一

番難しく、その中でも接地間際の高度感を掴むのが至難の技なのだが、一分足らずの短い

間に３度も接地するのだから効率抜群というわけ。池さん以外、誰も真似できない方法に

相違無い。この合宿のために我々は車で移動したのだが、北陸自動車道の開通のはるか前

だったこの頃、国道１５６号線から見た長良川の美しさはただの一度で私をとりこにし、

後日、スキー街道として愛用することにもなる。

　行きはよいよい帰りは？の格言通り、この土日合宿の帰る日はＩＭＣとなり、機体を持

ち帰るのは出来ず、翌週、私と奥山さんの二人で機体をフェリーしに出かけた。春江の駅

から空港まで歩くのは大変なので福井駅から 30 分程バスに乗って福井空港のビル前で下

してもらう。１週間前に実は後席のウインドにはめてあった写真撮影用のアクリル窓が割

れたので、代わりに新聞紙でめくらがしてあった。でも、単なる雨風の防止用として貼り

付けただけの、この状態で帰るのはちょっと心配なので、もう少しばかりガムテープと手

元にあったショッピングバッグでもって補強して、さて離陸である。機長は奥山さん。離

陸して、しばらく、「案外なんとも無いものだなあ・・・」と心配するのを止した頃、多

分高度２０００Ｆｔを越してなお上昇中のその時、突然耳にバサバサッという音が飛び込

編隊飛行時の JA3401　辻本さん撮影

まだスパッツは付いていない　ＫＨＩ

の文字も残っている最初期の頃



んできた。慌てて後ろを振り返ったその時、ボンッという音と共に、後席右側窓の大穴？

をふさいでいた新聞紙が外れた。不思議なことに、その紙は落ちるのではなく、揺れるの

でもなく、あたかも空中に停止したかの如く、ただひたすらに後方へと離れていく。後で

考えたら、Ｃ１７７の特徴、フライング・テールの失速防止用スロットに引っ掛からなく

て良かった！のだけれど、その時は、ただ、その光景にみとれていた。梅雨の直前の、少

しミスト（うすいもや）のかかったモノトーンの風景をバックにして、ひたすらに離れて

いく新聞紙・・・コーパイ席からしか見ることの出来ない不思議な光景・・・

8.空にこそ自由があった

　池さんの素晴らしいところは、我々ヒヨッコパイロットにどんどん自由に遠くまで飛び

にいく自由をくれたことである。その言葉に甘えて、早速Ｃ１７７がクラブ機となった最

初の夏休みにとにかく遠くに行こうと計画。メンバーは私と、奥山さん、そしてヤマハの

河村さんの３人。皆自家用のライセンス持ちである。しかし残念ながら、台風が接近中で、

とても山越えは無理と判断、名古屋空港の気象担当官の意見を聞くまでも無く手近な伊豆

大島とした。機長：私で蒲郡、浜松沖と、高度をとって気が付くと伊豆半島に近い。台風

の影響で発達した巨大積雲の合間をぬって高度を下げていくと、途中から上空の晴天とは

うってかわり雨になる。石廊崎で高度２０００Ｆｔに降下、操縦を河村さんにバトンタッ

チ。しかしこれからが大変で、ちっとも伊豆大島が視野に入ってこない。上空と違って、

視程がかなり悪く、高度が低い故に自由度も小さいので、「高度を早く下げすぎるのも良

くない」という反省のひとこま。そうこうしている内にやっとのことで新島らしき島影が

見え、そう思って左側を見ると大島が見えてきた時には３人でやれやれ。大島空港着陸後、

皆で記念撮影をしたものの、定期便の時間とまったく関係無く到着したため、町に出るの

はＴＡＸＩしかなく、時間も無いので、あっさり断念。帰りのガソリン補給を聞いてみる

と、やはり「預託した調布のオーナー」ではない我々はお呼びでなく、あっさりと断られ

た。ガソリンとふところの寂しい我々は、大島一周をあきらめ、さっさと名古屋へ退散と

いうファースト・トライアルの顛末ではあった。



9.初めての北海道行き

　男の執念、岩をもなんとやら？・・・丸１年後、再度北海道行きに同じメンバーで挑戦

した時は、青森で一泊の後、見事？函館までのフライトに成功した。しかし、この時も台

風様にたたられて一泊二日の北海道旅行とは相成ったのであったが、函館空港の気象官か

ら「梅雨前線崩れ」が「８月の北海道を占拠」していることを知らされた。「では、何時

が一番良い天気なの？」との問いに曰く「そりゃ、内地が梅雨の時ですよ」とのお答え。

つまり、ＶＦＲ機では北海道に安心して行ける時が無いのだと知って、一同がっかり・・・

でも、北向きに離陸して振り返った時に見た航空母艦のような青森空港(当時）や、海岸沿

いにゆったりと延びた函館空港、五稜郭の幾何学模様、形の良い津軽富士と海にせり出し

た形の鳥海山、まったく人気の見えない下北半島の西海岸の風景は、若い私に、素晴らし

い印象をプレゼントしてくれた。そしてまた、台風に追われ、「今日の内なら山越えを保

証しますよ」といわれて離陸した新潟空港からの帰り道、日本アルプスの上空で、夕焼け

に彩られた巨大積雲の肩を超えるべく１３８００Ｆｔまで上昇した我らが３４０１から、

まっくらな地上を覗き込んだときの、底知れない闇の恐怖もまた、忘れがたい思い出であ

る。そして、この旅のフィナーレにハプニングが起こった。無線で取り寄せた名古屋空港

のＬＡＴＥＳＴの気象情報をすっかり信じた我々は、雲が切れたところが名古屋空港上空

だと思い込み、うっかりと名古屋をオーバーステーションしてしまったのである。切れな

い雲にいぶかしんで、ＡＤＦ周波数を変えて調べ始め、名古屋空港の局に戻したとたん、

ＡＤＦの針が無常にも真下（＝真後ろ！）を指した現実を見て、後席でナビゲータを勤め

ていた私は即座に時計チェック、経過時間を計り、きっかり３分経ったところで、奥山機

長に頼んで雲の上でスパイラル降下をはじめてもらった。じりじりと高度をさげ、厚さが、

ほんの２～３００Ｆｔ程度、夏の夕方特有の層雲を抜けて見えた夕暮れ時、ねずみ色の背

景に浮かぶ七宝町の街の明かりもまた、忘れられない光景の一つとなった。あとで思えば、

高高度１３８００ＦｔでのＩＡＳとＴＡＳの差の計算忘れであった。（酸素不足時の）３

割頭とはよく言ったものである！　そういえば、息を深く深く吸っていたっけ・・・。そ

れにしても、慎重な奥山さんはなかなか降下率を大きくしなかった。こちらは早く雲から

出たくて早く降ろそうよと言っているのに。後で彼は「だって、山が見えたら直ぐに引き

起こさなくてはならないから！」・・・それは判るけど、このあたりには７０００Ｆｔの

山は無いですよ・・・・・

　　

10.伊勢神宮初詣

　空から新年の伊勢詣をしたのは、北海道旅行の４ヶ月後のことだった。その昔、海軍航

空技術省で航空機の設計をやっていた父と、豊田合成に勤めている兄を誘って、父母の郷

里でもある伊勢を空から一度訪れたいとの願いが、その日（昭和５０年１月３日）かなっ

たのである。ルートは知多半島から、伊良子岬、鳥羽、内宮、伊勢市（外宮）で、伊勢市



の北側に明野飛行場が、伊良子上空では富士山も見えた。白波の伊勢湾に象徴される風の

強い日であったが、三が日のこととて空はクリアーで、８ｍｍを撮っておいたこともあっ

て、父が亡くなった今では、懐かしく、思い出深い飛行である。（後日、この飛行を記念

して、伊勢・志摩・明野飛行場地区のフォト・シーナリーを作成し、ＦＳ２００４上で再

現した。ちなみに、このシーナリーはベクターのサイトで公開中であるが、2005年３月現

在、既に 1300人の方にダウンロードして頂いている。）

11.ＡＤＦだけでクロスカントリー

　さて、今の若い人には信じられないことだろうが、このＪＡ３４０１には、ＮＡＶ計器

としてはＡＤＦが一台載っているだけだった。もちろんトランスポンダは無く、養老山地

の東あたりで名古屋レーダーに捕まえてもらうためには、やれ南へ行けだの、三角を描け

だの言われて、あげくの果てに、コンタクト不可、自分で勝手に飛びなさいといわれたこ

ともあるくらい。よく池さんは「レーダー波？　右の窓から入って、左の窓から出て行く

よ・・・まあ、見っけてはくれないね！」と嘯いていた。その怪しげなＡＤＦ一台で、う

ろうろしたのが出向先の三菱重工・戸部社宅に住んでいた新婚間も無いころの私たち夫婦

の佐渡島行きである。

　今で言う７月末の電力休暇、前日の雷で梅雨が明けたばかりの昭和５１年７月２９日早

朝、ホンダ・シビックで戸部社宅を出発、カミさんに岐阜飛行場まで送ってもらい、ＫＡ

ＷＡＳＡＫＩエプロンに駐機していた３４０１を、まずはフェリーし、名古屋空港に着陸

したのが午前９時２０分。シビックを名古屋空港に残して二人で１０：１０名古屋離陸、

一路長野上空を目指したものの、中央アルプスから北アルプスにかけては積乱雲の壁！

とても越えられる高さではない。　やむを得ず、進路は東へ・・・雲の上１００００Ｆｔ

でひたすら壁の南の端をすたこら・・・・眼下に広がる山林の中に、車が走っていない、

ということは建設中？の高速道路らしき姿が見える。ここはどこだろう？？？　もうとっ

くの昔に（背後の名古屋を示していた）ＡＤＦは効いていない。やがて、町が見えてきた。

長野市位の大きさである。その時やっと新潟の局が受信できた。なんと新潟は真北にあ

る・・・ということは、ここは群馬の前橋市！　雷雲くずれに追われてとんでもないとこ

ろに迷い込んできたというわけ。判ったのは嬉しいけれど、ここから新潟までが遠かった。

２回もフライトプランを延長し、眼下にうねる信濃川と、いわゆる三日月湖（旧信濃川）

をいくつか見ながら新潟空港へ到着したのが１２：４０



　燃料給油後、新潟離陸１５：１０　目前の佐渡の筈なれど、夏のこととて、視程が１０

ｋｍ程度で、しばらくは眼下の海ばかりしか目に入るものが無い。そうこうする内、ぼん

やりと姫崎が見えた時は嬉しかった。佐渡の８００ｍしかない短いランウエイに到着した

のは１５：４０　　　この佐渡で、生まれて初めて美味しいイカ刺しを食べた（この時、

海産物は鮮度が一番ということを知った）。あとはちょっとだけ海水浴、そして遊覧バス

での名物「金山」観光等を終え、翌々日朝９：２０佐渡離陸、帰りは安全第一、直江津、

富山、福井、長浜、大垣経由。１２：０５ひたすら暑い暑い名古屋空港へと帰還。　素晴

らしい思い出とはなったが、この後しばらく積乱雲は見たくもなかった。

　佐渡にはこの後２回行っている。二度目は上記の翌年５月の連休、河合先生と山田さん

と私の組み合わせであった。先生の持っているニコン（勿論一眼レフ）のズームレンズの

解像度の良さを後日先生のお宅で拝見して、何時かは是非持ちたいものだと思ったのが印

象に残っている。小生、当時はまだハーフサイズのオリンパス・ペン・デラックスしか持

っていなかったのである。三度目は、更に二年後の 1979 年の夏、河村さん、辻本さん、

小生の三人で、この時はじめて佐渡島を一周した。とはいっても朱鷺が生息するという南

の山脈は避けて飛んだのではあるが・・・。佐渡の北の端には大野亀という名所があり、

この亀の甲羅のような岩山の上空で「ああ飛んでいるんだなあ」という妙な実感があった

ことを覚えている。普通ならレンタカーか何かで出掛けなくてはならない最果ての地（大

袈裟！）だからかもしれない。

１２．フライトテスト

　このころは会社でも最下っ端であったから時間を自由に取れたこともあって、何度か３

月の電管検査と７月の耐空検査のパイロットを仰せ付かった。なにせ天気任せの飛行検査

だから、突然職場に池さんからＴＥＬが来る。「今から良いかい？」「では午後有休をとり

ます」てな具合で、飛行課に出掛ける訳である。前者は搭載無線機器、要するにキング社

のレディオの感度確認である。木曾三川の一つ、揖斐川にかかる国鉄は東海道線の鉄橋の

上まで飛んで、そこで明野のタワーと交信出来るかどうかが試験項目だったように思う。

勿論、その前に草野さんが現場に？手配して、単体チェックは終了している訳。後者は、

関市の近傍上空で失速速度等を試験して計器誤差を含む基本的な特性がノーマルであるこ

とを確認できれば良い。ある夏、試験官と草野一等整備士に同乗してもらい、いつものよ

うに試験していたら、岐阜タワーから早口で何かを言ってきた。どうも天候が急変してい

るらしいので、「帰ります」と告げて機首を南に向けたが、案の定、飛行場の方角は夕立

の雲でどんより薄暗く、ついに滝のような雨が降ってきた。高度を１５００Ｆｔに下げ（こ

のあたりの山は１０００Ｆｔ内外だからこれ以下には下げられない！）極端に下がった視

程で、機体の下方６０度のコ－ン位しか見えない状況とはなった。が、ここは流石に地元

である。採石場の特徴で各務山を認識出来たので、高度を下げつつランウエイのエンドを

１０００Ｆｔで通過、フラップ　フルダウン、フォワード・スリップを目一杯かけてトン

と岐阜飛行場に着地したのが丁度ランウェイ中間地点、タクシーウエイの直前、直ちに滑

走路から出られたのは我ながら運が良かった・・・が、実はこれからが大変だった。前が

大雨でまったく見えない！　ワイパーの無いセスナ機ではあり、仕方なくＫＡＷＡＳＡＫ

Ｉエプロンに戻るまで、エンジンを吹かして雨粒を飛ばし、一瞬の前方確認、あとしばら

くメクラ運転・・・またエンジンを吹かす・・・を繰り返し、やっとのことで飛行課に戻



ったとき、池さんのニヤニヤして曰く、「間一髪だったねえ」　　　　　　　　　　・・・

ヘリコプターのウィンドシールドに何故ワイパーが付いているか、よーく判った次第であ

る。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続く）


