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　世の中の全ての職業が個人的な使命という側面と、社会的な使命という側面を持っています。

その中でもパイロットは非常に高い社会的使命を帯びた職業という事ができると思います。

　

　今までの最大旅客数の機体は乗員乗客併せて６００名を越えますし、

A380は 800名を越える乗客を乗せる事が可能となります。

これほど多くの人の命が一人の判断や技量に依存する職業は非常に少ないと思われます。

　US　AIRの７３７のラダー事故、 ラウダ航空の767の空中でのリバーサーの作動による事故

等では、 「事態が起きてから数秒以内に乗員が適切な対処をしていれば助かった可能性が

ある。」 と言われています。 状況によっては判断、 対処に許される時間は数秒間しかあり

ません。

　これらの事から、 パイロット一人一人には安全運航という社会からの強い要求があります。

そのため、 より高い目標を掲げての日々の勉強、 研鑽が求められています。

この冊子が、 未来の安全運航をになう皆様の勉強のお役に立てば幸いです。
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訓練の主体

　パイロットの訓練と今までの受験勉強との大きな違いは、訓練の主体はあくまで自分

にあるという事です。今までの学校の授業では殆どの場合、教師が解くべき問題から問

題の解答まで全部教えてくれました。パイロットの訓練では、フォアグラ用のガチョウ

の様に口を開けてえさを食べさせてくれるわけではありません。主体はあくまで自分で

す。自分から進んで勉強していかなくては教えてもらえないと思ってください。今まで

の勉強とは価値観も方法も違う世界だと思ってください。釈尊も「頼りにするべきは良

く鍛えおきし己かな。」とおっしゃっています。 勉強するのも自分、さぼるのも自分、結

果が帰ってくるのも自分なのです。

You   can  lead  a  horse  to  water  but  you  cannot  make  him drink.
馬を水のある所まで連れていく事はできるが、馬に水を飲ませる事はでき

ない。 （アメリカの諺）

受験勉強との違い

パイロットの勉強は受験勉強とは大きく違います。

受験勉強では

先生が問題を示す

問題には正しい回答が一つだけある

先生が問題と同時に回答を与えてくれる

問題が与えられたらどの解き方が当てはまるかを考え当てはめていけばよい

パイロットの勉強では

問題は自分で見つけなければいけない

正しい回答があるかどうか判らない

回答があっても一つとは限らない

どの回答が適切かは周りの条件で変わる

（回答には幾ばくかの正しさと幾ばくかの誤りが同居する事が多い）

先生は全ての問題に対する回答を与えてはくれない

単にパターンを当てはめるのではなく自分で必要な情報を取り入れ自分で考えなければいけな

い。

パイロットの勉強にはここからここまでという範囲は存在しません。教官の教えを聞き、

いろいろな人の話を聞き、様々な本を読んで、自分ならこういう時はこうする。こうい

う事はしては行けないという判断、意志決定を自分の中に作り上げていく事が必要です。
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駄目になる人の典型

　駄目になる人には一つのパターンがあります。それは自分が上手く行かなかった事を

様々な理由を上げて周りのせいにして、自分自身を直そうとしない事です。

風が強い、 シャワーが降ってきた、 難しいＡＴＣがきた、 ありとあらゆる言い訳を考えて自分が

できなかった事の理由付けにします。

　パイロットの世界は言い訳無用、 No Excuseの世界です。

　様々な事象に対応する為にこそパイロットが乗っているのです。

そよかぜで何の故障も無い時かつ、自分一機だけで飛んでいる時なら飛べる、 こんなパイロッ

トの操縦する飛行機に乗りたいと思う人間は誰もいません。

人間は弱い物です。自分が駄目だとは思いたくありませんし、ちょっと努力しても上手く行かな

いと自分をさらに改善し続ける努力を続けるよりも、何らかの言い訳を考えて心理的に楽な方に

逃げたくなります。

　人間はもともと二次元を生きている動物です。急激に３次元の運動ができるようにな

る訳はありません。訓練生にとって文句を言われるのはあたりまえの事です。言われた

部分を修正していかなければパイロットにはなれません。ここで自分を修正せずに周り

の責任にして文句を言っていても精神的には楽になるかも知れませんが、何ら事態は打

開しません。皆さんの周りで、天気が、教官が、ＡＴＣがと言い訳を始める人間がいた

らそれは違うと言ってあげましょう。

また、周りの人間の中には、天気が悪かったからとか、ＡＴＣが違ったからとか慰めを

言ってくれる人もいます。

そういう時には、次の言葉を思い出して下さい「いいこ、いいこ、どうでもいいこ。」

その人にとってあなたがチェックに受かろうが落ちようが関係ない、どうでもいいと思っ

ているから、口当たりの良いことを言っているだけかも知れません。

本当に、一人前になって欲しければ当然厳しい言葉も出てきます。

甘い言葉をかけてくれるだけが良い人ではありません。

It  is  not  instructor  or  checker  to  make  you  fail.
You  fail  yourself .

 （あなたを落とすのは教官でもチェッカーでもない。
　あなたを落とすのはあなた自身である。）
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 パイロットに必要な事

過去

技量

知識

現在

ＣＲＭ・ＬＯＦＴ

技量

知識

意識・態度

　昔のパイロットは技量と知識だけあれば事はすんでいました。 現在では、技量はその

ままですが必要とされる知識の量は大幅に増えています。それに加えて、ＣＲＭ　ＬＯ

ＦＴと意識、態度の二要素が必要とされていると言えるでしょう。

ＣＲＭ　ＬＯＦＴは一人前になった乗員を対象としていますのでまだ少し先の話しです。

　この内もっとも大事なのが意識、態度だと思います。 しっかりした意識と態度さえあ

れば殆どの人は無事に訓練を終えられるだけでなく、将来に渡っての平坦でスムースな

道を進む事ができます。残念ながら極少数ですがこの意識、態度という点において大き

く劣る人達が存在します。中には言われた事さえやらないという人すら存在しました。 訓

練にたずさわる者としてこの意識、態度さえしっかりしているならば大方の問題は発生

すらしないと考えています。一口にファーストオフィサーといっても、中にはチェック

アウトしたばかりでも明日からキャプテンで飛べそうな人から、何年飛んでも…という

人まで実に様々です。そのかなりの部分が意識、態度の問題だと思っています。
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　　基礎課程の意義

 この頃、残念なのはクラスの中に極少数ですが合格最低点をクリアーする事だけを目指

す人がいる事です。 ７０点が合格ラインだとして、７３点を目指す努力しかしません。後

の時間は、ゴルフに彼女に旅行にと好きに使った方が良いと考えているようです。

　ここで間違えて欲しくないのは基礎課程と いうのは合格する事を目指す所では無いと

いう事です。勿論、合格してライセンスをもらうのは 必要最低限の事ですが、それ以上

に将来に渡った飛行技術や知識の基本を身につける所なのです。 私自身は基礎課程を将

来のパイロット人生の切符を手に入れる所だと思っています。 同じ基礎課程卒業でも人

によってはこれからのパイロット人生で殆どの訓練をスムースに終えられる、 新幹線　のぞみグリー

ンの切符を手に入れる人もいますし、 特急券、 場合によっては時間がかかる普通乗車券だけ

しか持てない人もいます。 時には、 本来、 福岡を目指しているのに大 阪までの切符しか手に

入れないで基礎課程を終わる人もでてきます。 場合によっては回送という事すらあり得ます。

　 訓練の基本的考え方は積み上げ方式です。つまり知識も技量もその前の課程で終わった事

は十 分身に付いているとして、次の段階の訓練ではその上に積み上げていきましょうという方式

です。

　基礎課程の事は、基礎課程で終わっている事が前提ですから、次の訓練で以前の課程の部

分ができていないと当然アウトになる確率が高くなります。ビルと同じでいいかげんに作られた基

礎の上に高層ビルは建ちません。 実用機に入ってからの訓練は時間も限られていますし、この

段階まできて基礎の間違いを修復するのは不可能に近いくらい大変です。 決して、遊んだり、

息抜きをするなと言っている訳ではありません。でも今は少し大変でも、もう少し高い目標を持っ

て頑張れば、一生大きく違うという事を是非判っていただきたいと思います。 他社ではこれから

は技量維持管理にコストがかかる乗員はいらないと明言しています。 できない人は途中で降りて

いただきますという体制が、よりはっきりと打ち出されています。 過去落ちなかったという事がこ

れから落ちない事を保証するわけではありません。また間違った判断や意志決定は生命の危険

すらもたらします。
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　勿論あなた方一人一人の人生ですから強制する訳ではありません。大人の方ばかりですから

どちらの道を進もうがあなたの自由です。

ただ、 この道を行くとこういう風になりますよと教えるのは先輩の役目だと思っています。

目標設定

　ほとんどの人が、 イソップ物語りのウサギとカメの話を聞いた事があると思います。

ウサギとカメが競争してリードしたウサギが、 途中で寝てしまい結局カメに負けたという話です。

では、 なぜウサギはカメに負けてしまったのでしょうか？

　

　私はこの話しは、 目標の設定の話だと思っています。

ウサギの目標はカメに勝つ事でした、だからこそ大量のリードを奪った時に安心して寝てしまった

のです。

一方カメの目標はゴールに到達する事でした、だからこそウサギに大量のリードを奪われても歩

きつづけウサギに勝つ事ができたのだと思います。

　昔、 カウンセラーをやっていた時には、 自分の受け持ったクラス全員が 「　キャプテンになっ

て、 その後、 彼らの定年まで事故を起こさず無事に飛び続けられるように。 　」 というのが、 個

人的な目標でした。

　目標が変われば当然勉強方法や教え方も違ってきます。

チェックに通るだけなどのような低い目標設定をすると、将来そのつけが回ってくる事になるかも

知れません。
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自分で考える

　パイロットにとって一番大事なのが自分で考えるという事です。キャプテンになるまで自分一人

で考えて飛ぶのは基礎課程でのソロの時しかありません。コースをどうするのか、ＡＴＣにどう 対

処するのか、気象の変化にどう対処するのか全てを一人で決めなくてはいけないのです。この

時点で将来の大きな土台が築かれるのです。

情報の共有

何のジグソーパズルだかわかりますか？

　

　航空会社の社内試験は入学試験ではありません。入学試験は一定の人数を確保する為のも

ので、いい 成績をとっても自分より良い点数の人が一定の人数よりおおければ落とされてしまい

ます。 航空 会社としては将来の計画を元に採用している訳で、 一定の水準を満たしていれば

当然全員合格です。逆に水準を満たしていなければ全員不合格という事もありえます。 ここで、

皆が教官に教えてもらった事を他人に隠したとします。結果はどうなるでしょうか？まるで全員が

ジグソーの断片を少しずつ隠し持ちながら全体の絵が何かを当 てようとしているように殆どの人

が不利になります。 情報の良い所は物と違って皆で分け合っても減らない所です。 それどころ

か他の人が新たな情報を付け加えてくれたり、間違いを修正してくれたりと情報を共有する事で

同じ情報が２倍にも３倍にもなってきます。 同じ事を勉強するにしても皆で分担して各々の担当

部分を勉強しその成果を教え合った方が一人で勉強するより何倍もはかどります。 お互いの得

意な分野を教え合えばはるかに効率的です。基礎課程において毎晩全員であつまり今日あっ

た事や言われた事を互いに話しあっているクラスほど全員が上手くいくようです。

　基礎課程の最初ではお互いにドングリの背くらべの状態です。 誰かのやった失敗は他の人も

やる失敗です。お互い失敗の情報を出し合う事で何倍もの経験を共有できます。 優秀なクラス

では黙っていても一人に話した事がすぐに全員に伝わっています。駄目なクラスでは全員に話

して置きなさいといっても伝わっていない事がしばしばあります。Ｅ社では８時間勉強時間があっ

たらそのうち３時間を全体で、 後の３時間をペアで、 残った２時間を一人で勉強しなさいと勧め

ています。 過去のクラスを見ていると、ＡＴＲの受験やキャプテンへのアップグレード訓練など、

皆で勉強会をしたり、 クラスノートをつけたり、 パソコン通信をおこなったりしているクラスほど上

手くいっているようです。

 クラスの全員で勉強しても答えが出ない事があります。 こんな時は無理に議論せずにできる
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先輩や教官に聞きましょう。難しいと思っていたことが実は簡単だったり、答えが簡単

に見つかります。最初の内は毎回でなくても先輩や教官に一緒に入ってもらうのも一つ

の方法です。

　人に教えるという事は大変にいい勉強になります。

相手にきちんと伝えるためには正確な理解と同時に、伝えるだけの表現力も必要になります。言

葉で人に教えていると、自分では判っているつもりでもあいまいな部分がはっきりしたり、思って

もいなかった疑問や、 質問が出てきます。

　ある意味で大変いい口述試験の模擬試験をやっているようなものです。

人に何か聞かれたら、どんどん教えてあげましょう。教える事自体があなたの財産になっていく

のです。

これが先ほどのジグソーの完成図です。

部分では判らなかった情報も、全体を持ち寄ると判るようになります。

机の配置からみた落伍者の出るクラス

　昔カウンセラーをしていたときに、 一つの事に気付きました。 寮では３人が同じ建物に入りま

す。 個室が３つとその中央に大きな共有の部屋があるのですが、机を共有の部屋に持ち出し時

間を決めて３人一緒 に勉強しているクラスからは、不思議と落伍者がでません。机を各人の部

屋に持ち込み一人一人で 勉強しているクラスの方が落伍者が多いようです。 ３人 一緒に勉強

していれば判らない事があってもこれなんだっけと簡単に聞く事ができます。また、 今日こんな

事があったとか互いに話している内にいろいろな知識の交換ができたり、思わぬ発見 があった

りします。
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努力のベクトル

　本人は勉強しているつもりだが、 まるでかけ離れた努力をしていることがあります。 受験勉強

等 に慣れていれば慣れている程、航空法の条文やデータの暗記に夢中になることがあります。

パイロットの試験は司法試験ではありません。条文の正確な暗記よりも、それに従ってどう飛ぶ

かが大事になります。一人で勉強しているとこの努力のベクトルがずれてくることがあります。努

力 をしても目的地に近づかないどころか、 遠ざかってしまう場合もあるので要注意です。

　過去の例から見ると、途中で駄目になる人は周りの人がいくらその勉強方法は間違っていると

言っても自分はこの方法が正しいと思うからこの方法でやると、間違った勉強方法に固執する人

が多いようです。周りの皆がおかしいという時はもう一度良く振り返ってみましょう。またその時に

優秀な先輩や教官に意見を聞く事も重要です。

　後で出てきますがスキャンが遅いと言われた時に目を早く動かす練習をしても何もなりません。

自分の何が悪いのか、どうやって直していくのかを正しく理解して練習、努力する必要がありま

す。
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役に立つ知識たたない知識

 知識の覚え方

　左手に操縦桿を持ち、 右手にスラストレバーを持つ格好をして、 自分が飛んでいるつもりに

なってください。

どうしますか？

　一秒以内に操縦桿を右にきれなかった人、 あなたはぶつかっています。

人間は他人に情報を伝える為に、言語を使い続けてきました。 しかし食べた料理のおいしさを

いくら口で説明しても相手に伝わらない様に、言葉によるコ ミュニケーションには自ずと限界が

あります。 言葉で覚えてもそれだけでは生きた知識に はなりません。

　実際にこのような場面に遭遇して何もできなくても後で聞くと、

「航空法施行規則　第１８２条　正面又はこれに近い角度で接近する飛行中の同順位の航空機相

互間にあっては、 互いに進路を右に変えなければならない。」

と完璧に条文を暗記できている人がいますが、行動できなければ何の役にもたちません。
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言葉で覚えていると

状況の認識

状況の言語への変換

言語で記憶を探す

探した中から言語による対応策を引き出す。

言語による対応を動作へ変換する

動作

と非常に複雑なステップを踏む為に莫大な時間がかかります。  また、言葉で覚えていると、 ど

うしてもあいまいさが出たり、 間違ったりします。

　これを、画像、行動と結びつけて覚えていればどうでしょう。 対応の遅れは殆どありませんし、

間違った行動をとる事も殆どありません。 先ほどの写真ですと、見たら右に操縦桿を倒すという

動作を頭の中で数回反復すれば、 今後同じような状況が出てきた時に素早く対応できるでしょ

うし、 間違いもしないでしょう。

覚える時は是非パイロットのシートに座っているつもりになって、頭の中にイメージを作りそのイ

メージと行動を結びつけて覚えてください。

知識の整理

　また、 実際に役に立つ形で覚えなければ知識の意味がありません。

例えば７４７ではHYDRO　SYSTEM １で NOSE　GEAR の STEARING、 INBORD　FLAP、

SECONDALY　BRAKE　SYSTEM、 AUTO　PILOT　C ・ ・ ・等を動かしています。 これを口で

言えても役に立ちません。

　実際にフライトの各段階を想定して、 地上でTAXI をし始めた時にHYDRO　SYSTEM　１の

WARNING　LIGHTが点灯したら、 ステアリングが効かなくなるので直ちにＢＲＡＫＥを踏んで止

める。 離陸上昇中にＦＬＡＰを上げている途中でＨＹＤＲＯ　ＳＹＳＴＥＭ　１がフェイルしたら、

クルーズ中なら、 アプローチに入ってＦＬＡＰを出している途中なら ・ ・ ・

　様々な、場合分けをしてしっかり整理して 「こうなったらこうする」 という方法を幾つも考えすぐ

使える状態にして置かなければ役に立つ知識にはなりません。

この時大事なのが　What   if   もし ・ ・ ・が起こったらの発想です。

細かすぎる知識

　パイロットにとって細かすぎる知識は必要ありません。 その代わりジェネラルな大きな知識は

様々な物が要求されます。 例えば、 後退翼の特徴と操縦上気をつける点は全て知っておく必

要が ありますが、ボルトの締め付けトルクの様な情報は必要ありません。  目的と限界、気をつ

けなくてはいけない事の知識はマストです。
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知識

　知識にはその緊急度に応じて頭の中に全部覚えておかなくてはいけない物。意味内容を理解

した後はＣＨＥＣＫ　ＬＩＳＴでやれば良い物。ある事象が起きた時にどこに知識があるかを知って

いれば良い物等に別れます。 緊急かつ重要な物から覚える事が必要です。

口述試験

 　パイロットになる課程では試験官から口頭で質問を受け、口頭で解答する口述試験と呼ばれ

る試 験が多数存在します。 口述試験とペーパーテストの違いはなんでしょうか？

　ペーパー試験では、あらかじめ試験官が設定したあるレベルに達しているかいないかが判りま

すが、具体的にどのレベルにあるのかは判りません。また問題も数字や○×で答えられる物が

多くなる傾向にあります。一方口述試験では受験者の解答からさらに別の問題が出されるという

よう に受験者のレベルに合わせて様々に問題を変えることができより受験者のレベルが判ります。

ま たなるべく大きな話し、 抽象的な話しから入ることが多く、 単に数字を覚えているというだけ

では なくより体系的な知識が求められます。一夜漬けの受験対策ではなく理屈が判ることが求

められ ているとも言えます。

勉強法

　物事には目的と定義と、それが自分のフライトにどのように関わって来るのかの３つの要

素があります。

普通は定義から始まるのですが、目的が判らない内に無理に定義を覚えようとしてもなかなか覚

えられません。 まず目的を知ることが理解への早道です。

例えば進入表面について勉強するとします。

　まず、 進入表面が何の目的で作られているかが判らなくてはいけません。

次に進入表面の定義を知らなければなりません。

そして、 一番大事なのがでは自分のフライトにどのように関わってくるのかという事です。 ここま

でできて、 初めて有る程度判っていると言えるのではと思います。

　他には後退翼の目的、 定義、 実際のフライトで気をつけるべき点。

ターボプロップ機とジェット機の操縦上の違いと留意点。

運用限界とは定められた目的とは、運用限界とは、何故パイロットは運用限界を守らなくてはい

けないのか？

等、 問題はたくさんあります。

次のページに例をあげてみますので、参考にしながらいろいろと考えてみてください。
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example  1
　進入表面とは

目的：航空機が離陸や着陸を行う時に、障害物にぶつからないように保護をするために定めら

れた物です。航空機は着陸前は左右への位置の誤差がありそれが収斂していく為、着陸帯か

ら離れるに従い左右に広がる様に定められています。着陸前は一定の降下率で降下していく為

に、着陸帯から離れるに連れ一定の勾配を持って上方に上がっていくように定められた表面で

す。(離陸の時は逆になります） この表面の上まで障害物が突出していてはいけません。

定義：　　　　　(個別の滑走路についてはＡＩＰ参照の事）

「進入表面」とは、 着陸帯の短辺に接続し、 且つ、 水平面に対し上方へ50分の１以上で運輸

省令で定める勾配を有する平面であつて、 その投影面が進入区域と一致するものをいう。

「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端及びこれと同じ側における着陸帯の中心線の延長3000

メートル（ヘリポートの着陸帯にあつては、2000メートル以下で運輸省令で定める長さ）の点に

おいて中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375メートル （計器着陸装置を利用し

て行なう着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行なう着陸の用に供する着

陸帯にあつては600メートル、 ヘリポートの着陸帯にあつては当該短辺と当該一直線との距離

に15度の角度の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの２分の１を加算した長さ）の距離を有す

る２点を結んで得た平面をいう。  　

「着陸帯」とは、 特定の方向に向つて行う航空機の離陸 （離水を含む。 以下同じ。） 又は着

陸 （着水を含む。 以下同じ。） の用に供するため設けられる飛行場内の矩形部分をいう。

自分のフライトにどのように関わって来るのか：

　進入表面を越えて突出した障害物が有る場合にそちら側の離着陸はできません。

沖縄那覇ランウェイ18の北で船が座礁した事例では、多数の機が嘉手納へのダイバートを余儀

なくされました。 当初はランウェイ１８を使っての離陸のみが許可され、 約２時間後にランウェイ

１８を使っての離陸と昼間、ＶＭＣ気象状態に限ってランウェイ３６を使っての着陸が許可される

ようになりました。 また全てのINSTRUMENT　APPROACHは許可されませんでした。

この時のNOTAMを見てみましょう。 　　　　　　（協力 ：那覇空港事務所　塩路様）

那覇発出のＮＯＴＡＭ

OBST ABV APCH SURFACE RWY 18

PSN: APRX 850M FM THR RWY 18 ON  EXTD  RWY  CENTERLINE(261208N1273809E)

HEIGHT  :  22M EXIST FM APCH SURFACE

RMKS  :  OPR IS  RWY 18 TKOF ONLY

１時間５０分後にＲＭＫＳが下記のように修正されました。

RMKS  :  OPR RESTRICTION

          RWY 18 IS TKOF ONLY

          RWY 36 IS LANDING AVBL UNDER VMC COND (DURING  DAY  TIME)

本省発出のＮＯＴＡＭ

ALL SID FM RWY36 AND ALL IAP AT NAHA AIRPORT/ROAH NOT AVBL

DUE TO OBST

RMK/THIS MATTER REFERS TO AIP MINI PAGE  67-1, 67-2, 67-3, 67-4,

67-4-1,  67-5,  67-6, 67-7,  67-9,  67-10,  AND  67-11)

　　進入表面がいかに重要な物だという事がわかると思います。
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（作図　NTI　田口　光一　氏）
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example  2
　後退翼についてのべよ

目的 ：　飛行機を高速で飛ばそうとした時、 矩形翼の場合衝撃波の発生により高速で飛ぶこと

ができません。 それに対して後退翼は、 気流に対して斜めに翼を置く事により、 気流から見た

翼断面を薄くして翼に発生する衝撃波の発生を遅らせる事で、高速での飛行を可能にします。

定義：　後退翼とは四分の一翼弦線が左右軸より後方に角度を持って作られた翼を言います。

自分のフライトにどのように関わって来るのか：

　そのままでは、 気流が外側に流れる為に翼端失速を起こしやすくなります。 翼端失速を起こ

した時に、よりピッチアップ状態となり危険です。気流が外に流れるのを防ぐためにドッグティー

スを付けたり、 整流板をつけます。 翼端失速を起こさない様にするために、 翼端に近づくにつ

れて迎え角が小さくなるようにねじり下げを行ったり、 翼の断面の形状を変えて空力的ねじり

下げを行います。ボーイング系の旅客機 （旧ダグラスを除く） の翼の付け根付近の断面は、逆

キャンバーとなっていて翼の付け根を先に失速させようとしています。

　翼断面が比較的薄く、 翼が長くなり、 ねじれに弱くなるためにエルロンリバーサル （操縦桿

を右に取ると機体が逆に左に傾く現象）を起こしやすくなっています。これを防ぐ為に７４７では

フラップを上げると、 アウトボードエルロンをロックアウトして動かなくし、 インボードエルロンとス

ポイラーだけで横方向の操縦を行います。高速でアウトボードエルロンが動いていない事を確認

する事が必要です。

　後退翼により上半角を増したのと同じ状態になります、この為ダッチロールに入りやすく、そ

れを防止する為にヨーダンパーがつけられるています。ヨーダンパーが故障した時に備え、ダッ

チロールに入れてそこから回復する訓練も行います。

　急激にヨーが発生して機首が右または左に振られる現象が起きると、気流に対して一方の翼

は前進して速度が大きくなると同時に、直線翼と同じ状態になり、揚力が非常に増加します。こ

れに対して反対側の翼は気流に対して後退して速度が小さくなると同時に、後退角を非常に増

した状態となり揚力が激減します。 この状態が進むとロールが加わり、 一方の翼が失速状態と

なり回復不能状態に陥ります。 具体的にはオーストリアのラウダ航空の７６７が上昇中に、 一台

のエンジンがクライムパワーを出したままリバースに入ってしまった事故事例。またＵ．Ｓエアー

の７３７がラダーシステムの不具合でクルーズ中にフルラダーを取った状態になってしまった事故

事例があります。両者とも事態が発生してから数秒以内に適切な対処をしていれば助かった可

能性がありますが、それ以後はどんな操作をしても回復不可能だったと言われています。急激

なヨーの発生には直ちに対処する必要があります。これも頭の中にＡが起きたらＢの動作の

ように対処方を整理しておかなくてはなりません。

　失速させるとピッチアップの問題もありますし、均一に失速しない為に左右への傾きが大きくな

ります。 さらに後退翼の問題ではありませんが、 ジェット機の場合失速をした場合に回復に必

要な高度が非常に大きくなります。過去の事例によりコンプリートストールに入れた場合８０００か

ら１００００ｆｔ回復に必要とした事例があります。このため失速に入れない事が非常に重要です。

具体的にはVertical　Speed　Modeのままでの上昇、 Cruise中のEngineの故障、 特にカーゴ

機等で大重量、 比較的高空でのATCからのReduce　Speedの要請などに注意しなければなり

ません。 また、 高空では、 ロースピードバフェットとハイスピードバフェットの区別が付きにくい

点にも留意しなければなりません。
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英語による授業の受け方

　アメリカでの座学は殆どが英語で行われます。

英語が得意で英語の授業がよく判るという人は別ですが、 そうでない人の場合、 予習をしない

で授業にでると授業の時に意味が判らず授業の意味が無くなります。また復習しようとしても何

を言われたかが良く判らないので復習ができません。事前に当日やる授業の内容を確認して予

習しておくことが授業を生かす早道です。またこの時に一人で全てをカバーするのは不可能で

す。 皆で手分けをして担当部分を勉強して教え合うとかの工夫が必要です。

英語が得意な人がいたら積極的に皆の理解を助けて上げてください。

英語によるフライト訓練

　フライト訓練の前後には、 必ず教官のブリーフィングがあります。

このブリーフィングを受ける上で一番大事なのが、教官の言った事が理解できたのかできなかっ

たのかをはっきりと伝える事です。 一般にはっきりと明示するのが苦手な人が多いようです。

中には単にニコニコしているだけとか、判らなくてもとりあえずうなずいておくとう人も見受けられ

ます。

自分が判っていないのに教官に判ったという印象を与えてしまうと、 教官はその部分はすでに

判っているものとして話を進めてしまいます。また逆に判ったという意志表示がうまくできないと、

いつまでも同じ事を説明して先に行けないという事が起こってくるかも知れません。

判ったか判らないかを明確に表示する事は失礼でもなんでもなくコミュニケーションの第一歩で

す。

以下のような文例を参考に自分が理解できたのかできなかったのかを明確に教官に伝えてくださ

い。

    I  understand.
    I  don’t  understand .  Would  you  mind  explaining  it,  in  another  way.
    What  is  the  meaning  of  -----------    ?
    What  do  you  mean ------------   ?
    Please  speak  slower.
    Please  speak  louder.

    I   think ---------------  .
     Am  I   understanding  you  correctly  ?

十分の一

　お金の話しをすると好かれないのですが、若い内は自分の給料のある部分は自分を高める為

に使うべきだと思います。 与えられる物だけでなく、 様々な本を読んだり、 パソコンで計算をし

たり と少しでも役に立つと思う事はやるべきです。その努力は必ず生きて来ますし、場合によっ

ては そのおかげで命が助かる事もありえます。
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パイロットが相手にしなくてはいけないのは何でしょう？

ちょっと考えて見てください。

パイロットが相手にしなくてはいけないのは

自然

ＡＴＣ

飛行機

の順だと思います。ここで覚えて置いて欲しいのは、この中に教官やチェッカーという言葉はあ

りません。本来上記のものを相手にすべきなのに、時としてつい教官の方が気になる人がいま

す。 アメリカでの訓練となればＡＴＣが判らない時も当然あるでしょう。そんな時に人によっては、

教官にどうしましょうと聞いたり、教官の顔を見る人がいます。自家用相当の課程を終わった後

は本来自分でキャプテンとして飛ぶ練習です。ソロの時には助けてくれる教官はいません。 自

分で事態を切り開かなくてはいけません。

教官により言うことが違う

　 訓練を受けていて一番頭を悩ますのが教官によって言う事が違うという事でしょうか。教官 に

よって言うことが違うという話しには幾つかケースがあります。 一つは本当に言う事が違う場合で、

この場合には教官に確認するのが一番です。 二つ目は富士山に登るのに幾つか道があるように

目的地は同じだが方法論が違う場合です。 三つ目は状況による違いです。 フライトは２度と同

じフライトは無いと言い切っていいように、 実に様々な条件が変化していま す。 将棋の世界で

は遠くの歩が一つ上がっているかいないかで、 同じ手が絶好の手になったり 世紀の大悪手に

なったりします。これと同じように、フライトに対していろいろと前提条件があ るはずですが、教

官は自分では判っているので相手も判っていると思ってその条件を省略しがち です。本来はこ

ういう条件の時はこうすべきだと考えるべきなのですが、 Ａ教官はこういう やり方でＢ教官はこう

いうやり方と人と結びつけてしまいがちです。 例えば、 天気が悪い時には、 早めにランディン

グコンフィギュレーションにして安定したアプローチを行う事が重要です。しかし天気や他の条件

が良い場合には、ランディングフラップにするのを有る程度遅くして、燃料や騒音にも配慮する

事も考えるべき事項になります。 パイロットが相手にすべき は回りの条件の違いなので、 言わ

れた事が違うと思った時は、 まず条件に着目して考えて見てく ださい。

　

優秀なパイロットになるという事は、 教官の言う通りになるという事ではありません。 色々な意見

を聞きながら、自然やＡＴＣ、飛行機に起こる様々な事象に自分一人で対処できるパイロットに

なるという事です。
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どの方法が正しいのか

　ブルースリーはその著書の中で、「全ての技は、いくばくかの正当性と、いくばくかの誤

謬性を併せ持つ。」と述べています。 つまりある方法がいつも必ず正しいという事はあり得ない

のです。もし常に正しいとしたら全員がその方法を行っているはずです。そうなればどの方法が

正しいのかという命題はあり得ません。 周りの状況によりどちらの方が、 正当性が大きく、 誤謬

性が少ない かという話しになるはずです。

オーストラリア空軍で勧められている勉強法

　

オーストラリア空軍では訓練生に一週間を次のように分ける事を勧めています。

月曜から木曜まで毎日、 訓練フライト以外に３時間勉強

金曜日　ストレス解消

土曜日　疲れを解消するか他の事に一日を使う

日曜日　一日勉強

基礎課程でできていない事

　実用機課程で苦労する人は基礎課程で次のような点を上手く学んでこなかった人が多いようで

す。逆を言えば基礎課程が終わった段階で次のような事が身についている人は実用機課程で

もスムースに行くようです。基礎課程の最初からいきなり身につけるのは無理かも知れませんが、

こういう点が重要なんだという事を判って訓練すれば、同じ訓練が有効に使えるのではと思いま

す。

危機感

　訓練が上手くいかない人の中に、 パイロットとしての危機感が欠如している人が見られます。

速度を切りそうになったり、 パスからはずれて低くなっても対処をしない人が散見されます。

速度、高度とも低くなりすぎた場合、危険に近づいた状態です。このような状態が本能的に嫌

だと感じるのがパイロットとしの最低限の要件です。それらの状況は単に数字があっていないと

いうような状況ではなく、 自分の命が危険にさらされていると考えてください。

ＡＴＴＩＴＵＤＥ　ＦＬＩＧＨＴ

　本来、大型機は姿勢とパワーを整えて状態が自分の望むようになるのを待ち、 ならなけ

れば姿勢 とパワーを修正して待つというようにして飛行します。 ピッチやバンクパワーを幾らに

するか、 値をあらかじめ計画しその値にセットして結果を待つという飛び方です。 これをただ高

度が高いから操縦桿を押し、 低ければ引くというようにして操縦桿を動かすと、速度が遅い小型

機のうちは何とかごまかしが効きますが、 大型機に移るととたんに上手く飛べなくなります。単な

る基本マニューバーをやっているうちは まだ良いのですが、エマージェンシー等が入り、頭が

そちらにとられたり、考えたり処理するこ とが多くなると、単に高い低いというような操縦をしてき

た人は、簡単に数百フィートも高度を狂 わせたりします。本来基礎課程で身につけておくべき

技術が身に付いていない為にこの段階で修 正するのは非常に大変です。
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クロスチェック 　　(スキャン）

　（計器や外界を順番に見ていくやりかた。）

　

　大型機を操縦する際の計器の中心は先ずＡＤＩです。 ＡＤＩを見て所望のピッチとバンクを

維持しながら他の計器をちらっと見てそしてまたＡＤＩに戻ります。

小型機ではＡＤＩの代わりに外を見て判断する姿勢がクロスチェックの中心になります。

　このクロスチェックで大事なことは、 自分が今とった修正動作とその値は頭の中に記憶して置

き、他の計器とＡＤＩの往復を繰り返した後、次の回で同じ計器を見たときに先ほどの修正動作

の結果がどうなったかを確認し新たな修正動作に入るという点です。

　つまり、 行為と結果の確認に時間的なずれがあるというのが大事な点です。

　例えば、 ＩＬＳに乗っている時を想定して見ましょう。

先ず、ＡＤＩで姿勢を保持しながらグライドスロープをチェックします。この時１ドット低かったとす

ると、 ＡＤＩを見ながら先ずピッチを２度あげます。 この時何度上げたか、 今何度を維持してい

るかを覚えておきます。 次はグライドスロープの事はひとまずおいておいて、 ローカライザーを

見ます。 ここで少し右にずれていたとすると、 ＡＤＩを見て３度左バンクに入れてバンクを戻しヘ

ディングを３度左にふります。

　ここで、ずれと３度左にふったヘディングを覚えておきます。今度はＡＤＩを見てピッチとバンク

を維持しながら、 速度を見ます。 速度が適切なら先ほど２度ピッチを上げたので、 パワーを１０

０ｌｂｓ足しておきます。 ここでＡＤＩを見て姿勢を維持しながら高度計をチェックします。 再びＡＤ

Ｉに戻った後、 グライドスロープをチェックします。

　ここで初めて前回とった修正動作がどれぐらい適切だったかを判断します。

もし、 グライドスロープが先ほどと同じ１ドット低いままだとすると、 さらにピッチを１度上げなくて

はいけません。もし０． ５ドット低いだけに誤差が減ってきたら、もう一サイクルこのままで待ちま

す。 もしオングライドになっていたらピッチを１度下げてみます。

そしてＡＤＩを見て姿勢を保持しながらローカライザーをチェックします。

と順番に繰り返していきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　このサイクルを非常に短時間の内に行います。

この様に修正動作とその結果の判断は１サイクルずれますし、 その間様々なデーターを覚

えて置かなくてはいけません。

どのタイミングでどの計器を見るかは飛行機の種類、 性能、 飛行状態により変わります。

ただしＡＤＩまたは外の景色による、 機体の姿勢が中心だということは変わりません。

この感覚は実機でつかんでください。

（注 ： 　この中の数字はあくまで仮想の物です。 実際は機体、 状況等により違います。

また、あくまで通常の安定した状態でのフライトの事を述べています。ウィンドシアーへの対処、

他の飛行機にぶつかりそうな場合、 地面と衝突しそうな場合、 ＧＰＷＳやＴＣＡＳへの対処を行

う場合などは別です。）
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スキャン

　フライトが上手くいかない人へのコメントとして良くスキャンが遅いというのが出てきます。

スキャンが遅いと言われても目を早く動かせばいい訳ではありません。

一口にスキャンが遅いというなかには

スキャンの前にいかに機体を安定させていたのか？

何をいつ見るのか？

値を見るのか、傾向トレンドを見るのか？

見たものの解釈をどうするのか？

解釈に対応してどう操作するのか？

という様々な問題が含まれています。

スキャンには状態を知る為に瞬間的に値を見れば良いものと、トレンドを見る為に一定時間以上

の時間見なければいけないものと２種類のスキャンが存在します。

　高度、 ヘディング等は瞬間の状態が判れば良いために瞬間的なスキャンを行う事になりま

す。 これに対してどこでファイナルターンを開始するか、 ファイナルターン時の滑走路へのアラ

インとか、パスの変化の判定、ローカライザーへのインターセプト等は単なる瞬間的な状態では

なくどう変化していくかを見る為に一定以上の時間見つづける事が必要になります。これがトレ

ンドを見る為のスキャンです。

　このうち、 パスの判定やセンターラインへのアラインの判定等は高度により見るべき時間が変

わってきます。滑走路から離れ高度がまだ高いうちは主としてパスやアラインの絶対値の方が重

要になるため、滑走路を見る時間は同じトレンドを見る為のスキャンの中でも比較的短時間のス

キャンですみます。

　低空になるにつけ変化が重要となるため滑走路を見つづける時間は比較的に長くなる必要が

あります。 フレアーの場合では殆どが滑走路を見つづける必要が生じます。

　また、 フライトにはコントロールが主となり、 一定のピッチ、 バンクとパワーをセットしてトリムを

とり機体をSteady状態（一定の安定した状態）にする事が主となる部分と、 上記の状態の

元で状況に対応する為にアウトサイドを含めたトレンドを見る為のスキャンが主となる部分

が存在します。 一般的には上記の2つの状態が交互に現れます。

　例えば、 ベースターンを終わったら先ず所望の降下率、 スピード、 ヘディングにして機体を

安定させてトリムをとります。この状態でチェックリストを終え、ロングファイナルから入って来る他

機が無い事が確認できたら後は、 この安定した状態を利用して滑走路の形の変化のトレンドを

見てどこでファイナルターンを開始するかを決めます。（計器をまるっきり見ない訳ではなく時々

ちらっと速度や降下率を確認します。）

　ファイナルターンの開始位置が決まってターンを開始したら、所望のバンクを確立し機首が下

がって降下率が増加しないようにします。 （もしターン開始前の高度が高すぎたり、 低すぎたり
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した場合はターン中の降下率を修正します。）次に降下率と速度の関係によりパワーを調節しま

す。

　ターンの前半でこの様な状態を確立したら後はこの状態を利用して、滑走路のセンターライン

の延長線上へのアラインを行います。状況によってバンクを浅くしたり、深くしたり調節してセン

ターラインの延長上に乗りかつクラブアングルの取れた状態に早くします。

　今度は高さの判定により降下率を修正して、かつ速度とパワーも修正します。この安定した状

態を使って滑走路の見え方の変化のトレンドを見て降下率やヘディング、 パワーを変えます。

ファイナルで高度が下がる程パスとセンターラインのトレンドを見る為に一回に滑走路を見る時間

を増やし滑走路を見る頻度を上げていく必要があります。

根拠に基づいたフライト

　

　全てのプロセジャーやリミテーション、 チェックリストなどには定められた根拠があります。 この

飛行機のプロシージャーはなぜこうなっているのか、この規則はどういったコンセプトで作られて

いるのか、あの機長はなぜこんな判断ができたのか等々、常に疑問を持つことが重要だと思い

ます。これはいざ自分が様々な判断・操作をする際の根拠とするためです。パイロットが行う判

断・操作のほとんどすべてが根拠に基づいたものであることが求められていると思います。

常日頃から根拠に基づいた判断、操作を心がけていればチェックリストに無いような事態に遭遇

したり難しい判断を迫られた時に正しく対処できる可能性が大きくなります。もし形だけのプロセ

ジャーをとっていると、 状況が変わった時に正しく対処できない可能性が高くなります。
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修正の意志

　高度や速度がずれていてもチェックの基準内に入っていたら自分から積極的に修正しない人が

います。 高度、 速度と教官に指摘されれば直すので、 直す技術はあるのですが、 自分で誤

差をなくそうとはしません。確かに今は最低の基準内に入っているのですが、より細かい修正が

必要とされる実用機にいくと、 ついていく事が困難になります。 航空会社には言われたら直す

パイロットはいりません。 自分の意志で修正していくパイロットになる事が必要です。

判断

　難しいATCがきたり、複雑な事態になると教官が高度をいくらにしてとか、ヘディングをいくら

にしてとか指示してしまう場合があります。場合によっては訓練生が教官にどうしましょうと聞いた

り、こうしますと言って教官の顔色を見てから行動する時があります。この場合フライト自体は大

過なく終わってしまうので、訓練生も教官もうまくいったように思ってしまいがちですが、一番重

要なのはこの判断の部分です。この部分を教官に依存してしまえば単なる人間オートパイロット

です。 人間オートパイロットは必要ありません。

パスと速度のコントロール

　昔、パスコントロールをピッチでやって速度コントロールをパワーで行うのが良いのか、逆にパ

スコントロールをパワーでやって速度コントロールをピッチでやれば良いのかが議論になりました。

小型のプロペラ機だとどちらの方法でも飛べてしまいます。

　結論から先に言うと、 大型ジェット機の場合通常あくまでもパスコントロールはピッチで行

い、速度コントロールはパワーで行います。ジェット機の場合プロペラ後流がありません。パ

ワーを上げても速度が増加するだけで直接すぐにパスが変化するわけではありません。 ゴーア

ラウンドの時にパワーだけ上げても地面により速い速度で突っ込むだけです。速度がかなり変化

してからピッチが上がってきます。ジェット機ではパスを変えるにはポジティブにピッチを変える必

要があります。

フレアー

　大型機のフレアーの最終的な考え方は降下率のコントロールです。飛行機は設計時から着陸

の際の降下率を規程しこの値に基づいて種々の重量の制限が算定されています。過大な降下

率はFEDEXのMD11の事故のように航空機そのものを破壊してしまいます。頭のなかのイメー

ジの作り方にはいろいろな方法がありますが、降下率のコントロールが目的だという事だけは

忘れないでください。

　ハードランディングをしてから私はピッチを何度あげましたと言う人もいるのですが、フレアーの

主眼はピッチを上げる事ではなく降下率を減らす事です。 ピッチを上げても降下率が減少しな

いならばさらにピッチをあげるとか、 パワーを絞らない、 場合によっては逆にパワーを足す事さ

えあり得ます。 状況によってはゴーアラウンドした方が良い時もありえます。 この降下率の具体

的な減らし方とその時の滑走路の見え方についてはエイミングをずらしていく方法とかマーキング

を飛び越えるつもりでフレアーするとか人によりいろいろな感覚で表現していますが、重要な点

は降下率をどのように減らすかという点です。
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同時処理

　実用機課程の成績と、 計器飛行証明課程での成績にはかなりの相関関係が見られます。

この事を分析してみると、「  同時に複数の事を優先順位をつけながらこなしていく能力 」

が重要な能力としてクローズアップされてきます。パイロットの能力としてこの能力がもっとも重要

なのではと思っています。

　パソコンの世界ではマルチタスク、 タイムスライシングという事があたりまえになっています。

マルチタスクとは、 ワープロの処理をしながら、 その裏でソフトをインターネットからダウンロー

ドし、それと同時に印刷をするというように、パソコンがあたかも複数の仕事を同時に処理してい

く事を言います。

タイムスライシングとは複数の仕事を順番に少しずつ行っていくやり方です。

本来パソコンの頭脳であるＣＰＵは一度に一つの事しかできません。これを管理ソフトであるＯＳ

が、 優先順位をつけながら少しずつ時間をずらして、 順番に処理していく事であたかも複数の

仕事を同時にこなしているように見えます。

パイロットにもこの様な能力が求められます。

　例えば巡航中にエンジン火災を起こした場合

火災を起こしたエンジンを確認し、 そのエンジンのスラストレバーをクローズ、 スタートレバーを

カットオフ、 それと同時に他のエンジンの出力を上げ、ボールが飛ばない様に適切にラダーを

踏む、 エンジンファイアースイッチを引き、 エンジンファイアーチェックリストを行う。

高度を維持できるかどうかを判断し場合によっては定められた速度を維持しながらドリフトダウン

を行う。 航路をはずし、 ＡＴＣへの連絡を行う。 自機の状態と気象状態を判断して出発地への

引き返し、 途中の飛行場へのダイバート、 または目的地への飛行の継続を考える。 途中での

燃料放出の必要性、 旅客への連絡 ・ ・ ・

非常に多岐にわたる事を優先順位をつけながら、あるものは同時に平行して行っていかなけれ

ばなりません。 さらに火災が消えたかどうか、 飛行場からの距離、 飛行場の気象条件、 その

時の重量 ・ ・ ・ と様々な条件の変化により判断を変えていかなければいけないと

単なる複数事項の同時処理以上の事が求められます。

　この時に脳の中では仕事を実行している部分と同時に、全体をモニターしている部分が必要

となります。

禅の世界に「行住坐臥」　(ぎょうじゅうざが）　という言葉があります。つまり禅の修行とは単に座

禅を組んでいる時だけでなく、掃除をしたり食事をしたりという日常生活そのものが修行であると

いう意味の言葉です。

テレビを見ながらパソコンでインターネットサーフィンを行いつつ、他人と会話するというように、

日常生活の中で一つに捕らわれず複数の事を同時にこなしていくのも良い練習になるかも知れ

ません。
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判断や意志の表明

　最近自分の判断や意志を表明するのを極端にいやがる人が見受けられます。受験勉強の弊

害でしょうか自分が示した解答に×がつく事を極端に恐れているようです。

生まれながらのパイロットはいません。訓練の初期に判断や意志決定が間違っているのは当然

です。 判断や意志決定が間違うのは何か情報や条件を見落としていたり、 条件に関する重み

付けが間違っていたりするからです。

　訓練に入るとすぐに一人きりで単独飛行にでなくてはいけません。 この段階で判断や意志決

定が間違っていても修正してくれる人はいません。場合によっては生命に係わることすらあり得

ます。

　日頃から教官には積極的に判断や意志決定を示しましょう。 もし判断や意志決定が間違って

いても何ら恥ずかしい事はありません。二次元を生きてきた人間が簡単に三次元に順応できな

いのは当然です。 むしろ教官と一緒の時にこそ多数の判断や意志決定を行い違いを指摘して

もらう事が重要です。教官の判断や意志決定と自分の判断や意志決定が違っていた時は、後

で 「自分はこう考えてこの判断をしたのだが何が違っていたのか」 教官と良く話し合いましょう。

何故違っていたのか判れば、 条件の見落としや重み付けの違いが判り、 積極的に修正してい

くことができます。

教官と一緒の時こそ判断、 意志決定をしてそれを表明しましょう。
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ツーマンコンセプト

　二人乗りの飛行機が増えてきてツーマンコンセプトという事が言われていますが、この ツーマ

ンコンセプトを誤解している人がたまに見受けられます。ツーマンコンセプトとは 二人でやっ

と飛行機を飛ばす事ではありません。ゴーアラウンド時にパワーをパイロッ トがほんの少しし

か進めず他のパイロットが大きくパワーを出してセットするのは、 ツーマンコンセプトでも何で も

なく単に一人分の仕事を二人で行って０． ５人前のパイロットになっているだけです。

　正しいツーマンコンセプトはあくまで一人前のウェルトレインドクルーが二人で行う物 です。初

期の訓練では一人前のパイロットになるのが目的ですから、ツーマン の部分はかなり限定的に

認められるだけです。一人前のパイロットになっていない人 が変に形だけ取り入れるとおかしく

なります。  昔も今も輸送機のパイロットは、 二人でした。 では３人乗りの機体と二人乗りの機体

で何が違うかというと、「エンジニアの行っていた仕事をパイロットがこなさなくてはいけ なくなっ

た点」 です。

　この為には、アプローチに入る前には全てのトラブルの対処を終 わってから開始しましょうとい

うのが大きな柱となります。場合によっては一度アプロー チを止め上空で対処してから再度アプ

ローチを開始する必要があるかもしれません。 もう一つ、より強調されていくのが常時フライトを

モニターできるわけでは無いので「お互 いのやっている事が相手に明確に伝わるようにしましょ

う。」 という事です。

　また 「飛んでいるパイロットは なるべく自分の意志がはっきり相手に見えるようにしてあげる。

相手がフォローできるよ うな形で言動を行う。」 という事も大事な事になります。たまにですがこ

の部分で苦労される方がいらっしゃいます。 操縦の技量は非常にうま いのですが、 意図が相

手に見えないという部分でうまく飛ぶ事ができません。

　

　一方飛 んでいない方のパイロットは 「いかにしたら相手の邪魔をしないか、 相手が飛びやす

いかを考えてそれに基づいた言動をする。」 事が大事な点です。 　

　も初期訓練におけるツーマンコンセプトとは仕事の 分担ではなく、 もっとメンタルな面で、 ど

うやったら相手が飛びやすくなるかを考えて、 コ ーパイロットデューティーができる事が大事に

なります。 他人を押しのけ て自分一人が良くなろうとする人は、 つまづく確率が高くなります。

それよりも皆でお互 いに助け合って進んで行こうという姿勢の人程訓練がうまくいくようです。
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フライトディレクター

　フライトディレクターは計器飛行証明ではその使用が義務づけられている訳ではありま せん。

まずはフライトディレクター無しに正しく飛べる事が必要です。

 一般的にフライトディレクターを使用すると針そのものを合わせる事に注意が向きすぎ て肝心の

ローデーターに目がいかなかったり、モードを間違えて全然別の指示をして いるのに針にフォ

ローしたりする例が見られます。またモードは正しくても WCAも加味してインターセプトしないヘ

ディングでいくら飛んでもコースに乗る事はで きません。 従来型のフライトディレクターは一度

乗ってしまえばかなり的確に指示をしますが、イントランジット状態での指示は正しくありませ ん。

この間はローデーターを見ながら自分で考えて修正する必要があります。

１． とにかくフライトディレクターをセンターにして飛ぶべきである。

２． フライトディレクターは信用できないから参考程度でローデーターで飛ぶべきである。

　　　　　　　　　　　　

　この二つはどちらも部分的に正しく、 どちらも部分的に間違っています。

フライトディレクターを使う上で大事な点は、オートパイロットフライトディレクターコンピューターご

と、つまり機種ごとに使えるモードと特性が違うという事です。その特性を良く知らなければ正し

く使う事ができません。

　　　　

　まず、 もっとも重要なのは正しいモードを使用しなければいけないという事です。 ヘディング

モードで飛んでいて、風が変わってもヘディングを変えなければいくらフライトディレクターの針

がセンターでもコースからはずれて行きます。

　次に重要なのが、あるモードをキャプチャーできるかどうかは人間が判断しなければ行けない

という事です。ＷＣＡを加味した上で今のインターセプトヘディングで正しくローカライザーをキャ

プチャーできるかどうかはパイロットが考えてやらなければいけません。同様に今の降下率であ

るパスに乗れるかどうかもパイロットが考える必要があります。

　　　キャプチャー中の指示はコンピューターごとその時の条件ごとに違います。指示より早めに

旋回してやらなければいけない時や、遅めに旋回してやった方が良い場合などコンピューター

と条件により様々に違います。 この段階では位置、 速度、 インターセプトアングル、 機器固有

のロジック等を考えてパイロットがローデーターを主にフライトディレクターの指示に対して若干違

うコントロールが必要になります。

一端、あるモードで誤差がゼロの状態になってしまえば人間の目よりもより早い段階で誤差を表

示します。
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イメージフライト

　脳は現実を認識する時に、 いったん外界の情報をイメージ化して、 そのイメージを現実ととら

えています。イメージが実体によるものか、想像によるものかは、脳の構造からすると区別は小

さなものです。

　そこでイメージフライトが重要になってきます、 実際の訓練は時間が限られていますし、 全て

の局面を体験する訳にはいきません。こういった中で限られた訓練時間を有効に使おうと思った

ら、 頭の中でフライトをイメージし、 実際に飛ぶ前に何回もイメージの中で飛んでおく方法が有

効です。

　紙レーター、計器板を紙に印刷した物の前に座って自分のフライトを何回もイメージして置くと、

実際のフライトでプロセジャーとか、どこで何をしなくてはいけないかが的確にできるようになり、

訓練そのものを有効に使う事ができます。

　離陸前の準備から始まって、 着陸後のエンジン停止まで、 ここでこのチェックリストをやり、 こ

こで何度ピッチの何度バンクにしてエンジン出力をどれぐらいにするか、計器を見る順番やＶＯ

Ｒ等の周波数やコースのセット、 ＡＴＣまで含めて全てをイメージしていきます。

　こういったものの前や、 それらが無くても電車に乗っている時や、 風呂に入っている時など

様々な時に、頭の中で飛行機を飛ばしている事により現実のフライトがよりスムースにこなせるよ

うになります。この時大事なのが、スムースに上手くいっている状態を想像するのは当然なので

すが、 それ以外にも、高度や速度がずれた状態を想像しそれをどう修正していくかについても

イメージして置くことが必要です。

　イメージと現実は必ずずれが生じます。頭の中では上手く飛べても現実にはなかなか

上手く飛べません。その部分を実際のフライトで修正するのが訓練です。

最近ではマイクロソフトのフライトシミュレーターやそのアドオンソフトの機体で非常に良くできた

ものが出てきました。 これらを有効に使えば訓練の効率は大幅に上がります。
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将来に備えて

アッチラのルール

　アッチラとはフン族の首領の事で、 ヨーロッパ中央まで進出しこの為、 圧迫された民族 が大

移動を行い結果としてローマ帝国が滅んだと言われる人物です。このアッチラは極めて少 人数

の幕僚で広大な地域を支配しましたが、彼が使ったルールが２つあります。その一つが悪い報

告をした部下を誉めよ。もう一つが悪い報告をしなかった部下を罰せよというものでした。 悪

い報告ほど早めに行えば対処も簡単です。

タイタニック症候群

　人間は不安があると何とかしてその不安から逃れようとします。 その一つがこのタイタニック症

候群です。他の船からの氷山のレポート等、現実には様々な事態の悪化を示す情報があるの

に、 その一つ一つに何らかの理由を探してその情報を退けてしまう心の働きの事です。車

が壁 にぶつかりそうになった時にいくら目をつぶっても事態は何も好転しません。悪い情報、悪

い兆しにこそ敏感にならなければいけません。また クルーはなんとなく変だという感覚を大事に

しなければいけません。この何となくは論理にならないところで異常を感知しているかも知れませ

ん。

千三つ （せんみつ）

　せんみつとは江戸時代からの古い言葉ですが、 千言った事の内三つだけあたっている事で

す。 セカンドオ フィサーになった時にあるキャプテンから言われた言葉です。 「セカンドオフィ

サーはパイロットじゃないからパイロット関係の事は良く判らないかも知れない。 でもおかしいと

思ったら何でも口に出してくれ 千回言って三回あたっていたら十分だから。」 これなら安心して

アドバイスできます。後日コーパイロットになってこのキャプテンと一緒になった時には「今日か

らは千三つでなくて百三つにしてくれ。」 と言われました。

部分情報問題

　人工知能の世界では部分情報問題という考え方があってこれが人工知能関係者の頭を悩ませ

てい ます。つまり現実の世界ではある問題に関する全ての情報を集める事はできないという点

です。 パイロットの世界もこの部分情報問題です。起こりうる様々な可能性を考え、それへの対

処法を 考える為に人間が乗っているのです。

二の矢、 三の矢

　先ほど述べた様に世の中の殆どの問題が部分情報問題です。 予報はありますが誰も正確に

１２時 間後のニューヨークのお天気を知る事はできません。 そこでもし予報がはずれた時の第

二、第三 の方法をあらかじめ考えておく必要が生じます。その場になってあわてるのではなく、

こうなっ たらこの手、それもだめならこの手というように何段階かに分けてあらかじめ対応策を

持ってお く事が必要です。
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本

　最近、飛行機に興味を持っている人が少なくなってきたような気がします。事故関連の本、Ａ

Ｉ Ｍ等も含めて飛行機関連の本は、 直接役に立たなくても、 どこかで必ず役に立ちます。  積

極的に読んでみてください。

大空のサムライ　　　　　　　　　　   坂井三郎（忙しい人は後書きだけでも）      光人社

撃墜王との対話　　　　　　　　　　坂井三郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光人社

 集中力　　　　　　　　　　　　　　      谷川　浩司　　　　　　       　　　角川Ｏｎｅテーマ２１

FLYING KNOW-HOW　　　　　　 Robert N. Buck　　　　　 　　DELACORTE PRESS

飛行機はなぜ落ちるか　　　　　　　 遠藤　浩　　　　　　　 講談社　ブルーバックス

ハイテク機はなぜ落ちるか　　　　　遠藤　浩　　　　　　　 講談社　ブルーバックス

高度４１０００フィート　燃料ゼロ　ウィリアム ・ホッファー　　新潮文庫

事故のモンタージュ　１－６　　　　全日空総合安全推進委員会

ＡＩＰ　ＪＡＰＡＮ

ＡＩＭ　ＪＡＰＡＮ

Ｕ．Ｓ　ＡＩＭ　

ＦＡＲ

ＩＣＡＯ　ＡＮＮＥＸ　　

ＰＡＮＳ　ＲＡＣ、ＯＰＳ等

宮本武蔵　　　　　　　　　　　　　吉川英治
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標語

It takes all the running you can do, to keep in the same place.
If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as
that !

同じ場所にとどまるためには全力で走らなければいけない。もし他の場所に行きたけれ

ば、少な くともその倍の速さで走らなければならない！

（赤の女王　　鏡の国のアリス　ルイス・キャロル）

最初の気持ちをずっと持ち続けられることと、一つのことを努力し続ける

ことを苦に しないことが、もっとも大事な才能である。

（谷川　浩司　　棋士・永世名人）

人を殺すな、物を壊すな、飛行機を壊すな

おいあくま

おこるな

いばるな

あせるな

くさるな

まけるな
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前進できぬ駒はない

人間には二とおりある。 一つは壁にぶつかるとすぐへこたれてしまう人間。

もう一つは、 たとえ壁にぶつかっても、 必ず自分には何とかできると努力

し続ける人間、 この二とおりである。 　（　ウォルト・デズニー　）

人生で一番大切なキーワード 「　できない理由を探すな！　」

　　　　　　　　　　（中村修二　青色発光ダイオード開発者 ）

A:   Did   you   do   your   best?
B:   No, sir, I  didn’t   always   do   my   best.
A:   Why   not?
A:　（Hyman　Rickover 米海軍提督　　原子力潜水艦の父　）

B:　（  Jimmy  Carter 米国大統領　）



                  パイロットの勉強法　　Ver  2.30     2007.Aug.15

    produced  by           Tomohiro   Yokota                                                    P   33

　ここに述べたのはあくまでも個人的な見解です。  如何なる会社、 組織、 団体等の意見を反

映するものではありません。

この文章の著作権は著者に帰属します。

商業目的のコピー、引用は認められません。航空の安全ならびに教育の為のコピーは自由に

行えます。 コピーを行う場合はあくまで全体をコピーする物とし、部分コピーまたは内容の改変

は認められません。

連絡先　E-mail                mail@tomyokota.com
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　横田　友宏

　キャプテン

　運輸省航空大学校卒業 （１９回後期）

　日本航空に入社

　ナパ訓練所において基礎課程教育に従事 （カウンセラー）

　747機長

　試験飛行室にてテストフライトに従事
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  JEX 出向

この文章に関する、 提言、 質問、 意見等は下記のe-mail　addressまで電子メールをお送り　

ください。


