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思いがけないことが起こるものです。それも、絶えず起こっているなら「思

いがけない」は「珍らしい」ことではないのですが、別のできごとをいくつ

か聞かされた後なら、「思いがけない」は「予想をはみだしたJ事への反応

であります。

なにかが起こる、起こりそ うだ、と不安の中で地震対策を問われているよ

うな感 じの、いらだちの続 くお りに、第一報を聞くと正直にいってやれやれ

と思いました。

ヤッパリではないし、「それだそれ」でもない一一誤解 しないでll■ しいが、

最もおそれていた飛翔中の事故でなかった事への「やれやれ」とい う意味で

あって、ショウもない、困った、のヤレヤレではありませんでした。

ほっとしたといってもいいから、怪我人が出なかったことへの安堵が、い

っそ う「やれやれ、よかったJに近い感 じ方になったのでしょうか。

こんなことを正直に語ってどうするのかと、思案のあとに、部長の気持ち

を刻友で うちあけるのがいいと思い直し、簡潔に申しました。そのとき OB

会長のことは忘れていました。どうしてでしょうか。やがて詳細が判明しま

した。

着地後に転がってゆき何がおこったかは、ここでは繰 り返しません。だれ

かに油断があったとか、緊張が足らなかったとか、いまさら繰 り言になりそ

うにない言い訳をする気持ちもいまはありませんし、起こりそ うなことに気

付けなかったと「訳知 り顔」の遁辞も恥ずかしくてできません。

翔友のおひとりおひとりに OB会長としてどう申し上げたらいいのか迷

いますが、現役の部員たちには、新篠津にいたひとにもそ うでないひとにも

「あったこと以外は忘れるように」と申しています。

対策を講 じたからには、同じことは起こりません、似たことも起こしませ

ん。「思いがけない」「珍 しい」できごとは終わ りました、終わらせたいと思

います。つぎの部長短信は、もし書 くチャンスがあれば、離陸と飛翅であり
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事故報告

監督 窪 田 昌 三

お叱 りを受けることを覚悟の報告を致さねばな

りません。

部員数の増加 と共に、合宿回数の不足を補い、同

時に一層の技術向上を図って実行 した初めての北

海道合宿 (8月 25日 ～ 9月 1日 )に 於 い て、

ASK 13型  イオラスの右翼折損、中破 とい う事

故を起 こしてしまいました。搭乗者 (2年 生の 3

回目の単独飛行)及び地上員には、何 らの負傷も

なかったことが、不幸中の幸いでありました。

この合宿の実行にあたっては、遠 くへの遠征で

あり、初めての滑空場 とい うこともあって、私を

中心に教官会議を 4回 も実施 し、予想出来ること

に関しては、必要以上 と思われる程周到な準備を

し、指導に当たってくれた OB教官 (2名 )には、

多方面の注意とア ドバイスを与えて出発させまし

′こ。

しか し、私の予測 と事前指導に抜けていた、不

十分な点がどこかにあったのでしょう。明確にそ

の結果が出てしまいました。事故発生 とい う最悪

の事態となって。

結果への批判は、もとより、練習生 と教官に向

けられるものでなく、監督不行届きとして私が受

けるべきものであることは、よく自覚 してお りま

す。

この機体を購入するにあたって、ご寄付をお願

いし、快 く応 じて頂いた多 くの OB、 自ら操縦す

るためでなく、後輩のために資金アルバイ トに汗

しただけで卒業 して行った当時の学生諸君、本当

に申し訳ありません。心からお詫び致 します。機

体は、修理をし、JA2256号機「イオラス」 とし

て、再び大空に翅かせるよう努力を傾注する所存

でございます。

事故発生時の状況、原因の究明と今後の対策等

は、学連に提出した報告書をそのまま掲載致 しま

すので、ご不審の点や、ご批判、あるいはご指導

等がありましたら、何卒、私宛てに頂きますよう

お願いいたします。



JA2256号機 (ASK-13型 )
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1.事故発生までの経過

◇合宿のあらまし

場 所 :北海道新篠津村

新篠津滑空場 0し幌航空協会管理)

日 程 :平成 4年 8月 25日 ～ 9月 1日

機 材 :JA2256(ASK 13型 )

同志社大学所有

」A2354(ASK 23型 )

同志社大学所有

参加者 :教 官  3名
参 整  2名

機体 アレキサン

JA2256

訓練生  23名

訓練方法 。手順 :木 曽川滑空場の方式を移行

◇事故までの合宿中の発航回数   226回

2.事故発生時の状況

日 時 :平成 4年 9月 1日  午前10時 46分

機 材 :」A2256(ASK 13型 )

気 象 :天 候 晴れ

風  南風 lm/s

視 程 10km以上

機材の状況 :異常無 し

ダーシュライハー式 ASK 13

上級滑空機

ィ
組.2m

右翼 翼端08m～翼根12mま での前縁部を全般に損傷 し、

03× 1.5mぐ らいのDボ ックス(前縁部分)が欠落 した。
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◇当該飛行までのあらまし

6:00  起床、朝食

6:35  宿舎出発

10:39  当該飛行発航

◇当該飛行のあらまし

7:00～  」A2256の 25時間定時点検     手前で折損 し、機材車はテールランプ付近を破

8:30～  ヲ‖練開始 壊 したが、搭乗者及び訓練生他には負傷者は無

10:24  同乗チェックフライ ト発航      かった。

更に無線を続けたが、そのまま端にILめ てあっ

た機材車に右翼端を当て停 lLし た。

機体は右翼の翼端 と主桁をダイブブレーキの

◇事故発生時の見取図 :別紙参照

◇機材車の損壊概要 :同 上

00 監督、OB落合氏 現地着

00 札幌航空協会藤田氏 現地着

00 事故調査官 (改発氏)現地着

1 概況調査 (ク ラブハウスにて)

2.実機調査 (R/Wに て)

3.操縦者、教官、日撃者の面談調

査 (ク ラブハウスにて)

30 調査終了

訓練生は 8月 1日 に木曽川滑空場にて初単独

飛行を経験 し、当合宿に参加。当該滑空場にお  3.事 故発生後の処置

いては 5月 にも社会人クラブの訓練に参加 し、    直ちに訓練を中止 し、現場を保存 し、写真を

地の利は十分に把握 していた。合宿開始直後か   撮影 した。

ら、徐々に安定 したフライ トを固め、 8月 27日    9月 1日

(訓 練 3日 目)に 2回 目の単独飛行を行い、 8月     10:46 事故発生

31日 にも安定 したフライ トを続け、当日事故直    10:50 監督、学連に連絡

前のチェックフライトでも安定 したフライ トを    11:10 札幌航空協会藤田氏に連絡

行ったため、 3回 日の単独飛行の OKを出した。 学連田口氏か ら連絡入る

飛行前点検の後、10:39に 3回 目の単独飛行    11:30 兵
珠空港事務所に連絡

:に安定 した上        言
故調査委員会から連絡入る

で出発。チェックフライ トと同桐 羊連訓練部長石渡氏から連絡入る

昇の後離脱。上空では指示通 り、浅いバンクの 途中何度か確認の連絡あ り

施回を続け、高度処理の後、所定通 り CPを    16:00 「事故扱いJと 決定

150mで 通過 し、所定の場周コースを飛行 して   9月 2日

最終進人に入った (こ の間、ビス トは着陸帯 A    12

を指定)。 パス角は普段通 りであったが、やや    13

増速気味 (1 00km/h前 後)と なり、引き起こし開    14
始後は、引き起 こしきれないまま (速度を抜け

きれないまま)主 輪が接地 し、バルーニング状

態になった (但 し、接地位置は指定地の後方約

lm、 滑走路の中央)。 高さ約 lmほ ど上昇 し

た時に機首が右を向き、そのまま接地、地上滑    15
走を始め、機首が右を向いた時点で、無線で「左

ラダーJを連呼したが修正されないまま接地、  4.事 故の原因

滑走状態になった。付近の訓練生を避難させ、   ① 搭乗者は、第 4施回の後、着陸帯Aに向か



って進入 したが、機体は徐々に着陸帯 B側に

ずれ、引き起こし手前でこれに気付いた搭乗

者は、コースの修正に気を取られたために、

引き起こし操作が遅れ、接地後再浮揚時に機

首が右に向いたと推察される。

② 教官は、搭乗者が意識的に、着陸帯Bに進

入 しているものと見て、コースに対するアド

バイスをしなかった。

③ 搭乗者は初めてバルーニングを経験 し、

「失速 して落ちるのではないか」 と思った瞬

間、平常心を失い、方向修正を行 うことが出

来なかった。

④ R/Wの長さ、巾とも木曽川滑空場に比 し、

かなり大きく、指定地からビス トまでの距離

も十分にあったので、ビス トに隣接 して機材

車を駐車 していた。

5。 今後の対策

事故後、直ちに監督、教官が 2回の反省会及

び原因追求を行った結果、今回の事故では、着

陸機がコースを外れたとしても、着陸点より前

に障害物が無ければ、機体破損に至らなかった

と思われるので、今後、ビス トは着陸点の90度

横に設置 し、それより前方には一切の機材、障

害物を置かないことを徹底する。

既設の当校教官会議 (平成 4年 1月 設置、 9月

までに計 7回実施)に おいて、指導法の充実等

を図って来たが、更に今後は、この場において

事故の再発防止対策の強化を図る。

又、 9月 13日 ～18日 に実施予定の福井合宿を中

止する。

以上の通 り報告いたします。

平成 4年 9月 12日

同志社大学体育会航空部

部長 小野  哲

監督 窪田 昌三

主将 三田村宏明


