
X年後、同志社は…

― 近未来の航空部を大胆に予想する架空 ドキュメントーー

201X ttHtt X口 、米子空港を 2機 のエンジン

格納式単座モーターグライダーが次々と離陸 し、

順調に高度を上げていった。続いて複座グライダ

ーが曳航機に曳かれて 2機を追って離陸し、ほど

なく帰ってきた曳航機は残るもう一機の複座グラ

イダーを曳いて軽やかにランウェイを離れていっ

′こ。

10時26分 、空港の南東 10km米 子市上空、高

度 800mで編隊を組んだ同志社機の長い主翼に、

初冬の陽光がキラキラと輝いている。

先頭で編隊を誘導するのは、前席に 3年生、後

席にベテラン OB教官 Rの乗 る複座 グライダー

「イオラスJ、 その後方 50mの左右に占位する 2

機は、それぞれ 4年生が操縦するエンジン格納式

の単座 モーターグライダー、「アイオー ンJと

「アイオーンⅡJ、 そしてその後方 50m中央には、

前席 3年生、後席に若手 OB教官 Wが 搭乗する

複座グライダー「イオラスⅡ」である。

約 20km先に堂々と鴛える大山が正面に見え

た時、「アイオーン、 アイオーンⅡはエンジン停

止せ よ」 とい うRの声が無線を通 して 2機 のコ

クビット内に響いた。それまで 2ス トロークのか

ん高い音を響かせていたエンジンが停止 し、「ゴ

トンJと い う軽い音 と共に胴体内に格納されて、

グライダー本来の姿を取 り戻 したコクピット内で、

4年生のMは、格納を知 らせるグリーンの点灯

を確認 し、余分な抵抗から解放された愛機が、ス

ーッと前に出るいつもの感覚を静寂の中で感 じな

がら、「アイオーンエンジン格納 !」 と報告 した。

続いて、入部以来何かにつけて張 り合ってきたラ

イバルの Nが同 じ報告をする無線の声を聞きな

が ら、Mは離陸直後の緊張を解いてホッとしな
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がら周囲を見廻 した。左下に弓ヶ浜の美 しい海岸

線 と美保湾、そ してそれ に続 く左前方 には、

2,800m附 近に連 らなる積雲の間から光の束のよ

うになって降 りそ ゝぐ太陽を反射 して、所々明る

く輝やきながら池々と拡がる日本海 と、遠 く、霞

んで見えなくなるまで何処までも続 く海岸線の彼

方に、これから滑空 しなければならない福井空港

までの 300kmの 経験 したことの無い距離を思 う

と、座席にしっくりとDII染 む位置を探 して、もぞ

もぞと身体を動か した。

クロスカントリー課程を終了 した者の中から、

翌年 3月 に迫った学生選手権の出場が決まった学

生を引き連れて、総仕上げ として Rが このコー

スを飛ぶのも、これで 5回 日である。

100kmを 越える本格的なクロスカントリーに関

しては、1990年 代の終 りの頃までは、条件に恵ま

れたオース トラリアや、アメリカに渡って練習 し、

経験を積むとい うのが、その当時の手取 り早 く、

かつ確実な方法であった。 しか し、Rにはどうも

今一つ納得 しかねることであった。確かにそれは

安全確実な方法には違い無かったが、反面、国内

でのグライダースポーツの研究 と発展を遅 らせる

ことにならないかとい う思いが強 く頭にあり、狭

い日本でも、地形 と気象条件に合せて、研究 と試

行錯誤を重ねれば、いつかはきっと、外国に負け

ない距離飛行の出来る日が来るし、また、そ うで

なければならないと思い続けてきた。

「各機はセパレーションをあけ、最少沈下速度

で、大山に向かえ、向こうで集合する、途中サー

マルに当たれば報告せよJ とRは指示を出した。

こうしておけば、折からの北西の季節風にまとも

に押されて、最少沈下速度ながら滑空比も伸ばせ



て、失高400mで大山の斜面上昇風帯に到達出来

るはずである。今朝 9:00に入手 した米子地方気

象台の予報では、 290° ～310° 、7～ 8m/secの 季

節風が終日続き、天気は晴時々曇 り、上空 5,000

mに は-20度 の寒気が日本海に張 り出 して、気

圧配置は冬の前ぶれを示 している。 4日 前に関東

地方に出された木枯 し1号に続いて、西日本にも

木枯 し1号 と発表されるだろ うとい うことである。

これにより出発を決意 したものの、「予報が当っ

て くれ よJと 、ぼんや り考えていた Rの 耳 に、

「アイオーン、サーマルにヒットl+1か ら15、

現在位置、米子自動車道終点上空」 とい うはずん

だ Mの声が無線を通 して響いた。Rが左方向を

見廻す と、すでに左旋回に入っているアイオーン

が見えた。大山の斜面に到達するまでに少 し高度

のマージンが取れるのは有難い。ここまでの失高

を取 り戻そ うと考えた Rは、「各機アイオーンの

下に入 り、900m迄 上昇Jと 伝えた。展開 して飛

べば、 1機 よりも広い範囲でサーマルにヒットす

る確率が高 くなるグループソアリングの利点であ

る。やは り足の速いイオラスⅡが先にサーマルに

入 り、続いて複座 2機が入った。その時には既に

900mに達 したアイオーンはサーマルを離脱 し機

首を大山に向けている。ここで900あ れば充分で

ある。「各機は速度 90kmで 真直 ぐ大山へ向か

え」Rは 3年生の旋回を修正 しながら指示を出し

た。対地速度 115km/H位 になったアイオーンが

見る見る離れて行 く。アイオーンのコクピットで、

眼前に広がる大山の偉容を見なが らMは 、どん

どん失高 してゆき、山頂がせ り上ってゆくことに

少 し不安を感 じながらも教えられた通 り速度を抜

くこともなく一直線に飛んでいた Mは 、10分後、

大山の手前約 lkm、 高度 600mで、バ リオメー

ターがマイナスから0に なり、続いてグーンと下

から持ち上げられる力強いエネルギーを感 じ斜面

上昇風帯に入ったことを知った。すかさずマイク

を取 り、「アイオーン斜面上昇風帯到着、 これよ

り斜面を往復 しますJ と伝えた。「了解アイオー

ン、高度を取 りつ ゝ、 3機 の到着を待て」 とR

の返答が帰ってきた。実に静かな、ウソのような

上昇風である。速度を70Kに セットした Mは、

バリオの針が+2mに張 りついたま 動ゝかないの

を信 じ難い思いで見ていた。日本海を渡って来た

北西風が整流のま 大ヽ山に当って、今、自分をど

んどんと押 し上げてくれている。大自然の偉大な

エネルギーにしばしウットリとしながらJヒ上 して

いた Mは、我に返 り、反転 して南下を始め、遼

機を探す と、約 200m下を等間隔に一列に並んだ

アイオーンⅡとイオラスがJヒ上 してくるのが見え、

その後方でイオラスⅡが、上昇風帯に入 り左旋回

を始めているのが見えた。「何てきれいなんだろ

う、 4年間必死の思いでグライダーを続けてきて、

本当に良かったJと Mは思いながら、何だか簡

単に福井まで行けそ うな気が していた。

「各機は速度 70kmで、前方機に続き、2,000

mに なるまで、上昇風帯を往復せ よ、尚セパ レ

ーションは充分に取るように、偏流にも注意 しろ

よJと Mは指示を出して、前席の操縦に任せ、

5度 目ながら美 しい大山の姿に見 とれた。

彼がこのこの時期に、このコースに挑んだこと

にはヒントがあった。それは、彼を一人前に育て

てくれた先輩の Kが、若手教官 として母校の指

導に活躍 していた約40年程前、冬の岡山空港 (現

岡南飛行場)で、附近の金甲山に北西の強い季節

風が当って発生する斜面上昇風を利用 し、今は格



納庫の天丼か ら吊 り下げ られて保存 されている

H-23C初代イオラスを使って、学生に 5時間滞

空、1,000m獲得をや らせたとい う話を良 く聞か

されたことがヒン トになっていた。その Kも 、

現役時代の40数年前、学連では、当時の世界選手

権出場資格である銀 C章 (今 では、学生選手権の

出場資格 となった)を 獲得するために飛行記録会

を冬の季節風が強 くなる12月 後半から 1月 にかけ

て、八尾空港を舞台にし、空港の東に南北に連な

る信貴生駒山脈に発生する斜面上昇風を利用 して、

全国の大学から選 りす ぐった 4年生に挑戦させ、

Kも それに参加 し、Kを 育てて くれた大先輩の

M教官の指導を受けて課 目を達成 した。そのM

教官は、当時としては正に実現出来るとは思いも

よらなかった 50km飛行を三田式Ⅲ型 とい う、

滑空比がせいぜい30程度の機体で達成 したことが、

ヒントになっていたのだ。この話 しになるといつ

も、「グライダーは工夫 と研究次第で、 もっと楽

しくなるし、機体の性能が良 くなれば、冬の季節

風の吹き出しを うまく利用すれば、日本列島全体

が斜面上昇風になると思 うんだがナーJと 云って

いたのがずっと頭の中にあり、近年、学生グライ

ダー界でも主流にな りつ ゝあるエンジン格納式の

単座モーターグライダー「アイオーン」を購入 し

た 7年前、ついに永い間暖めていた、計画 ――米

子を出発 し、中国山脈沿いの1,000m級 の山々の

斜面上昇風帯を飛び、豊岡に出て、丹後山地、丹

波山地をつたい比良山脈から敦賀を経由し、伊吹

山地から白山山地につながる、ここも1,000m以

上の峰々の斜面を結んで大野市へ出て、後は一気

に福井ヘファイナルグライ ドする一― を実行に移

して、Kの 予想 した通 り、西 日本の背骨に当る

このコースは、全体が斜面上昇風 と云っても良い
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ことを実証 して見せた。そしてこの計画は、雪雲

に閉ざされる前のごく短い間ではあるが、気象条

件さえ良ければ、更に北東、富山以東へも伸ばせ

るものであることを確信 したのである。そしてコ

ース沿いには、大山か ら 60kmに鳥取空港、そ

こか ら 50kmに は但馬空港、更に 40kmで福知

山の自衛隊の滑走路があり、ここから福井迄の間

には、40km以 内に点々とゴルフコースが点在 し

ていて、不時着地の確保も比較的容易である。も

っとも、不時着を考慮 しなければならないのは、

複座機 2機 のことで、エンジンを持っている単座

2機 には、その心配は無い。いざとなればエンジ

ンを展開 して使用すれば良いのだが、飛行そのも

のはその時点で不時着 (テ クニカル・アウトラン

ディング)と 見倣され、記録飛行や競技会では失

格 となる。 2針式 自記高度計 (1針は飛行を記録

し残る 1針は、イグニッションと直結されていて、

エンジンを作動 した瞬間に記録される)が モータ

ーグライダーには塔載を義務づけられている。

順調に上昇を続けることに安心 して思い出にふ

けっていた Rは 、「アイオーン高度 2,000mに 到

達Jと い う無線の声に我に返 り、高度計に日をや

ると、自機も 1,800mに達 していた。

「アイオーンはその高度で待機、各機はアイオ

ーンの位置に集合」 と指示 し、前方約 lkm、 北

に機首を向けているアイオーンに向かって上昇を

続けた。

大山の上昇風を充分に吸い取った 4機は、山の

北側 2,000mで 出発時の編隊に戻 り、10時 51分、

「第 lc′ kポ イント豊岡へ出発する。遅れずにつ

いて来いJと い うRの無線を合図に、倉吉市の

街をやや左前方に見る角度で、大山に別れ、山脈



の方へ寄せながら 100kmに加速 して、意々福井

目指 して出発 した。

大山を離れて暫 く沈下 したものの三朝の温泉街

に近づいた時には、100kmで飛びなが らもバ リ

オは 0を指 したまゝ、時折、細か く上下する位で、

4機は、順調に距離を稼いでゆき、追い風に助け

られて11時 24分に鳥取空港を右に見て,鳥取平野上

空を-08/secの 失高を続けなが らも15kmを そ

のまゝの速度で一気に突切 り扇ノ山から神鍋高原

の山々を右下に見て再び斜面上昇風帯にのった。

ここで Rは、この先豊岡か ら舞鶴まで、山々

が低 くな り、丹後半島の背面に入って、気流が荒

れ、沈下帯になることを過去の経験で充分に知っ

ているので、高度を上げておくことにした。

「各機は速度を 70kmにセ ット、上昇風の強

い所を選 りながら飛ぶので、一列になれJと 指示

を出し、バリオがプラスを差すように慎重にコー

スを選び出した。扇ノ山と神鍋スキー場の間、丁

度谷が切れこんで、漏斗の様になっている所で強

いリフ トに当 り、バ リオは+25に はね上った。

「旋回する、続けJと い うなり、イオラスは左へ

バンクすると、はね上った様に上ってゆくのが、

続 く3人の目に入った。 次々と高度を補給 した

4機は2,500mに 達 し、流れてくる積雲の雲底ま

で、数百米 となったとき、豊岡市 と市内を横切る

円山川がす ぐ前にあった。去年はここで苦労 した

んだったと最後尾のイオラスⅡの後席で Wは思

った。途中季節風が弱まり、豊岡上空で 2,000m

を切 り、舞鶴迄の 60kmが不安 となって、Rは

大きく南に変針 し少 しでも山の高い和田山へと向

かい、同時に不時着を考えて福知山へ と飛んだの

だった。途中、丁寧にリフトを拾いながら何 とか

福知山にたどりついた時は 400mだ った。 ここで

盆地に暖められたサーマルに助けられて、綾部か

ら北東へと大きく迂回 したのだが、今日は、あの

時の苦労はせずにすみそ うだ。 2,500あ れば、途

中積雲のリフトもあるし、風も以然 として強いと

考えていると、「右へ 20° 変針する」 とい うRの

無線が入った。「やは り、R教官は慎重だな、福

知山へ近づけておく積 りだ」 と前席の 3年生に説

明しながら、自分も見習わなければと思った。

「速度 80kmにセット。 +15以上のリフトに

ヒットしたら報告せよ、それ以下は速度を抜いて、

ドルフインしなが ら突切る」 とい うRの声が各

機に流れて、編隊は、豊岡を離れた。案の定、バ

リオはマイナスを差 し続け、時折、-1と なり出

したが、積雲がどんどんと流れてお り、その下で

は 0か ら+1と な り、Rはその都度少 し速度を抜

いて、失高を最小限になるようにしながら追い風

を最大限に利用 していた。豊岡を離れて10分が経

過 した頃、予想通 り丹後半島の背面に入 り出した

4機を、乱気流が襲い出し、速度計は 70～90km

を上下し、バリオも+2か ら-2の間をせわ しな

く踊 り出し、編隊はこのコース最難関へと突入 し

ていった。

「イオラスⅡ、過去10分 のデータをくれJと い

う無線が Wに届いた。イオラスⅡにはフライ ト

コンピューターが塔載されてお り、電気工学科出

身の Wは 、更にそれを改良 して、GPS(全 地球

測位 システム)の 情報を電気信号に変えて、コン

ピューターに送 り込み、充来の機能である、過去

の飛行データ処理に加えて将来の予漫1を情報 とし

てプリントアウ ト出来るようにしているのが自慢

だった。「了解 イオラスⅡJと 応答す るとWは
コンパクトにまとめて後席に塔載 しているフライ

トコンピューターに命令を打ちこんだ。小さな窓



の緑色のデジタル表示が、一瞬消えて、次にパ ッ

と「PAST:10J と輝いた途端に、 プリンターが

カタカタと細い紙片を吐き出して停止 した。次に

Wは もう1度命令を打ちこむ と表示窓の文字は

「FORECAST:10Jに 変って、再び紙片を吐 き

出した。 それを千切るとWは マイクを取 り「過

去10分間の対地速度 103km、 平均昇降率マイナ

ス07、 平均滑空比334です。 このまゝの進路を

キープすると10分後のポジションは、北緯35度 25

分、東経135度 15分、即ち、お ゝよそ宮津市の南

南東約 13km、 高度 1,800と 思われます以上Jと

報告 した。「了解イオラス、 ありがとう」 と応え

なが らRは思った。便利なものだ、グライダー

が、コンピューターゃ人工衛星を利用 して飛ぶと

は、夢にも思わなかった、我々が育った頃は、経

験 と勘、五感を研 ぎすまし、その上第六感の助け

まで総動員 して飛んだものだ、それだけに、考え

た通 りになるとバンザイと叫びたくなるほど面白

かった し、地図を読んだ り、計算 した り、地形を

調べた りと忙 しかったが、今では地図も計算盤も

不用 となった。便利ではあるが Rに はどうも慣

染めず、参考にはするが、いつまでたっても、自

分の眼と地図と計器を信用 していた。それに反 し

て Wの世代は、コンピューターでお絵書 きし、

文字を憶えた時代であり、カーナビゲーシヨンシ

ステムが標準装備された車に乗 り、コンピュータ

ーの指示には何の疑間も感 じないようだ。そして

彼らは、Rと は異った面白さを発見 しているので

あり、それはそれで正 しいのだと自分に云い聞か

せていた。Wも 既に 4回、このコースを一緒に

飛び、指導者 しての人格も技術 も立派に成長 して

いるし、俺 もそろそろ潮時かなとRは考え始め

ていた。「アイオーンⅡ、リフトにヒット、+2J
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とい う元気な声が飛びこんできて、Rは右後方を

見ると、発達中の積雲の ドにアイオーンⅡがぶら

下っているのが見えた。

「 よし、少 し高度を取ろ う、各機アイオーンⅡ

の下へ」 と指示すると、右へ反転 し、イオラスは

2番 目にリフ トに入った。2,000m迄 回復 した 4

機は、一日散に舞鶴に向かった。

第 2c′ kポ イント舞鶴を12時53分 にクリアー

した編隊は、行程の半分を乗 り切った。天は彼等

に味方するように、280° ～290° の風を送 り続けて

いるが、風速は少 し落ちたようだ、斜面でのリフ

トの強さが少 し下がってきている。 しかし丹波高

地か ら続 く比良山系の 800～ 900mの 尾根の連な

りを右下に見ながら、十と―を上下 しつつ、概ね、

1,500m以上を維持 していた。小浜市の真南約 8

kmで、美 しく輝 く三方五湖を左前方に見た時、

ここまで東へ飛んでいた 4機は、愈々北へ変針 し、

Rは、偏流も考えて、ヘッデイングを040° に設定

する指示を与えた。幸いなことに、この辺 りから

比良山系は、大体コースと平行に45° の方向へ と

連っているので、風はほ 直ゞ角に山脈に当ってく

れる。敦賀を抜けて今庄辺 りまでは、美 しい日本

海の景色を楽 しみながらの直線コースを、一直線

に飛び抜けることが出来るだろ う。

果せるかな、二重岳の北側から斜面のリフトは

コンスタントに+15を差 し、 その分を速度に変

えた 4機は 120kmで バリオ 0を維持 しつ 、ゝ約

60kmを 30分 で駆け抜け、高度 1,800mで最終行

程の北陸の空へと入った。

ここまで到達すると、 4人 の学生も通常の合宿

の中で、北陸自動車道沿いに何度か足を伸ばした



ことのあるエリアに入った安堵感からか、見慣れ

た風景に妙に懐か しさを感 じていた。

13時 23分、出発 してから2時間57分で今庄の上

空へ 1,800mで到着 した Rは、 1,200mま でであ

れば、このまゝの進路を維持 し、山沿いに大野市

へ向か うのであるが、今日は、次々に積雲が流れ

てお り、北上 して一気に福井へ向か う決心をして

機首を北に転 じた。「各機へ、残 り40km、 ダイ

レク トに福井へ向か う。途中積雲のリフトを利用

するのでセパ レーションを取 り、 90kmの 速度を

維持 し+1以上にヒットしたら報告せよJと 伝え

た。振 りかえると、 3機が、右に左にと散開 して

ゆくのが見え、約 lkm以内に散 らばって思い々

の雲を求めて飛び始めている。下を見ると、左か

らのやや向い風を受けて対地速度の落ちた自分を、

北陸自動車道を走る車がゆっくりと抜いてゆく。

山を離れた 4機 の貴重な高度は-08を上下 しな

がら、砂時計の砂が落ちるように確実に ドがって

ゆくが、武生から鯖江の上空にいくつもの発達 し

た積雲があ り、 4機は一斉にそれを目指 して横一

線 となって飛び始めた。さすがに単座 2機 の沈 下

は少 く、ジリジリと高度差が開き、武生上空に到

着 した時には、複座 2機は高度 1,200m、 その両

横約 200m程上空に単座 2機が浮かんでいた。一

番右を飛んでいたアイオーンⅡが最初に積雲のリ

フトに入 り、「アイオーンⅡ、+15、 いや 2に な

りましたJと Nが伝えてきた。残る 3機は同時

に右に旋回をし、次々とアイオーンⅡの下に入 り

高度を上げていった。「各機 1,800ま で上昇、W

君、ファイナルグライドのデータをくれJと R、

「了解」 と応えた Wは 、 フライ トコンピュータ

ーに、出発2,000、 到着400と 打ち込んで答を待っ

た。出発前にインプットされている福井に向かっ

て、常に現在地を確認 している GPSと 、今庄か

らの 6kmの飛行データを突き合せたコンピュー

ターは、 瞬時に紙片を吐き出した。「イオラス、

ファイナルグライ ドの速度は 130kmで 、ランウ

ェイ上空に 400mで到着 します。以上」 と応えた。

武生の街上空 2,000mで編隊型に戻った 4機 は、

最後の直線コースを残すのみとなった。

「ヨーシ、アイオーン、アイオーンⅡ、聞いた

な、 2機は140kmで も大丈夫だ、行け !、 た ゞ

し着陸は慎重にな !Jと 呼びかけてマイクを置い

た「了解 !」 と応える声が終るか終 らない内に R
の両わきを、まるで鎖を解かれた小犬のように、

Wと Nの 2名が うれ しそ うに手を振 りながら、

駆け抜け、みるみる小さくなっていった。

「Rさ ん、お疲れさまでした。あの二人、急に

元気にな りやがってJと Wが 呼びかけてきた。

それを聞いた Rは、これまでに無かったはど疲

れを感 じ、引退 しようかなとい う考えが、決心に

変った。40年前の先輩の夢は、当時に較べて、性

能が 2倍近 くも向上 した機体により、自分が実現

した。今度は Wが 、ハイテクを駆使 し、若さを

武器に、更にスケールアップして次代につないで

くれるだろ う。 着陸 したら彼に宣言しよう。「引

退す るJと 。「オイオイW君 、まだ終ってない

ぞ、 お疲れさまは着いてからにしろよ」「了解、

イオラス。 そ うでした。 では空港で、以上J、 と

屈託なく応えて Wは無線を切った。

(昭和39年卒)


