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１ 航空事故調査の経過

１．１航空事故の概要

個人所属ソカタ式ＴＢ１０型ＪＡ４１４７は、平成１０年９月２４日、慣熟飛行の 

ため、茨城県稲敷郡阿見町の阿見飛行場で離着陸のみを実施する予定で離陸したが、 

雲上に出て機位を失い、迷走に近い飛行をした後、霞ヶ浦上空を低高度で飛行中、 

１７時０５分ごろ、阿見町大字掛馬の湖岸から北へ約１．５kmの霞ヶ浦湖面に衝突し、 

覆没した。

同機には機長のみが搭乗していたが、死亡した。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２ 航空事故調査の概要

1.2.1調査組織

航空事故調査委員会は、平成１０年９月２７日、本事故の調査を担当する主管調 

査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。

1.2.2調査の実施時期

平成１０年９月２８日 現場調査



２ 認定した事実

２．１飛行の経過

ＪＡ４１４７は、平成１０年９月２４日、慣熟飛行のため、茨城県稲敷郡阿見町の 

阿見飛行場で場周経路を飛行し、離着陸を行う予定であった。

(1)同機が離陸するまでの状況は、阿見飛行場管理事務所の職員によれば、概略次 

のとおりであった。

機長は、当日１５時１０分ごろ、阿見飛行場管理事務所の職員に、場周経路 

のみの飛行を行い、離着陸を２～３回実施する旨を伝えるとともに、機体を格 

納庫から出すよう依頼した。

同職員は、機長に霞ヶ浦飛行場の１５時００分の定時航空実況気象通報値 

(METAR)を示し、また、「現在、霞ヶ浦飛行場は有視界気象状態ではあるが雲 

底８００ft及びそれ以下の低い高度に雲があり、その雲が、阿見飛行場の場周 

経路（気圧高度８００ft）にかかる可能性があると思われるので十分注意する 

るよう。」助言した。

同機の離陸前の燃料搭載量は、９月１９日に満タンに燃料搭載後、事故前日 

までの飛行時間に相当する使用量を差し引くと、約４時間３０分飛行可能な量 

であった。

同機は、機長のみが搭乗し、１５時４３分ごろ阿見飛行場の滑走路０９から 

離陸した。その後同機は場周経路には入らず、機体は見えなくなった。

(2)その後の経過は、阿見飛行場内のあみフライトサービス（以下「フライトサー 

ビス」という。）、百里進入管制所（以下「百里レーダー」という。）及び霞ヶ 

浦タワーによれば、概略次のとおりであった。

１５時４８分ごろ、フライトサービスは、同機から「雲が低く、北に飛んで 

雲の上に出てしまった。百里レーダーの周波数を知らせよ。」の旨を受信し、 

フライトサービスは、同機に「百里レーダーの周波数は１２０．１MHz。」の旨 

を送信した。

１５時４９分、百里レーダーは、同機から「阿見飛行場から離陸したが、雲 

の上に出てしまった。今から阿見飛行場へ帰りたいが、雲の切れ間が見えない、 

レーダー誘導をお願いしたい。」の旨を受信した。百里レーダーは、同機を識 

別するため「JA4147 SQUAWK 1200 AND IDENT.」と、トランスポンダー操作を 

要求したが、機長から、「英語ではなく、日本語で送信して欲しい。」との要 

求があった。百里レーダーは、以後、日本語により送信を行ったが、同機から 

のトランスポンダーのアイデントの応答はなかった。また、同機からの機位通 

報が不正確であったため、百里レーダーは、同機を捕捉することに手間どった。



１６時００分になって、百里レーダーは、同機が百里飛行場の東約４nm付近 

を飛行しているのを確認できた。

１６時０５分、百里レーダーは、北進している同機に、西に向けて飛行する 

よう助言した。その後同機は、百里飛行場の北北東約１５nm付近で西に向かっ 

た。

１６時０８分、百里レーダーは、同機に「このまま阿見に着陸できない場合 

はどうしたいか、そちらの意志をお伝えください。」の旨を送信し、同機から、 

「どうすれば良いかわかりません。」の旨を受信した。

１６時１０分ごろ、フライトサービスは、同機から「雲の上を飛行している、 

どうすれば良いか。」の旨を受信し、フライトサービスは、「東京方面は天候 

が良いので、守谷方面に飛行してはどうか。」の旨を送信した。

その後、同機は、百里レーダーの助言を受けながら高度４，０００～６，０００ftで飛行し、南進した

。

１６時２１分から同２４分の間、百里レーダーは、同機が成田ターミナルコ 

ントロールエリアに近づいたため、同機に対し成田ＴＣＡと交信するよう再三 

送信したが、応答はなかった。

成田ＴＣＡは、百里レーダーから連絡を受け、同機と交信を試みたが応答は 

なく、その後、霞ヶ浦タワーに、同機が高度を下げつつ北側から霞ヶ浦管制圏 

に進入しつつあることを連絡した。

１６時２８分から、霞ヶ浦タワーは、日本語で同機の呼び出しを開始したが、 

同機からの応答はなかった。

１６時４６分、霞ヶ浦タワーは、同機からの呼び込みを受信し、日本語で通 

信設定を試みたが、機長は「声が小さくて聞こえません。」等と応答するのみ 

で、同機と満足に通信設定ができないため、百里レーダーから送られてくる同 

機の位置、高度、飛行方向、障害物情報を霞ヶ浦タワーが使用しているすべて 

の周波数（３波）を利用して同時送信を続けた。

１６時４９分及び同５１分の２回、霞ヶ浦タワーは、同機が霞ヶ浦飛行場上 

空を高度約４００ftで北東から南の方向へ高速で飛行し、雲の中に消えたのを 

視認した。

１６時５１分、霞ヶ浦タワーは、同機に霞ヶ浦飛行場への着陸の意向を確認 

したが、応答はなかった。１６時５５分、霞ヶ浦タワーは、同機から初めて 

「感明良好。」との応答を受信した。

同タワーはその後も同機と交信を続け、「貴機の現在位置は阿見ＶＯＲから 

１０マイルウエストです。」等と送信したが、同機からは「１０マイルウエス 



トってどちらになりますか。」等と、タワーからの送信内容をほとんど理解し 

ていないような応答があった。

１７時００分以降も、霞ヶ浦タワーは、同機に呼びかけ続けたが、同機から 

の応答はなくなった。

１７時００分ごろ、フライトサービスは、同機から「阿見飛行場の使用滑走 

路は０９か２７どちらか。」の問い合わせを受信し、同機に「使用滑走路０９。」 

と送信した。

霞ヶ浦タワーは１７時０２分、霞ヶ浦飛行場の気象状況が計器気象状態にな 

ったため、その旨を放送した。

１７時０４分、阿見飛行場の北西２nmで、百里レーダーのレーダー画面から 

同機の機影が消えた。

(3)事故発生地点の北約３．５kmの霞ヶ浦湖畔にいた目撃者Ａによれば、概略次の 

とおりであった。

土浦市田村町の霞ヶ浦湖畔を散歩中、１７時０５分ごろ、対岸のマリーナ方 

面から軽飛行機が高度を下げながら右旋回するのが見えた。同機は、３０～４０ｍの

高度で自分の目の前を高速で崎浜方面に飛行し、その後、高度を若干 

上げ、左に旋回し、雲が一番多いところに入り機影が見えなくなった。間もな 

く大きな衝撃音が聞こえたので、同機が墜落したのではないかと思って、霞ヶ 

浦方向を見たが、雲が低く垂れ込めていたため何も見えなかった。

(4)事故発生地点の南西約１．４kmの霞ヶ浦湖畔にいた目撃者Ｂ及びＣによれば、 

概略次のとおりであった。

阿見町大室の船溜まり近くの堤防の上を散歩中、１７時０５分ごろ、バーン 

という大きな音がしたので霞ヶ浦方向に目をやると、約１km先の水面に水しぶ 

きが上がるのがかすかに見えた。そこの水面に三角の黒い物体が浮いていたが、 

２～３分間で水中に沈んでいった。その時の天候は、曇っていて雲が低く垂れ 

込め、普通４km先に見える対岸も見えなかった。

(5)阿見飛行場の関係者によれば、概略次のとおりであった。

１７時００分ごろ、同機と思われる航空機が阿見飛行場付近を低空で通過す 

るエンジン音が聞こえたが、機影は見えなかった。１７時０５分ごろ、霞ヶ浦 

に機体が墜落したと思われる衝撃音を聞いた。

９月２４日１７時２６分ごろから、同機の捜索救難活動が実施され、９月２７日 

１１時５８分ごろ、霞ヶ浦の湖底に覆没していた機体が引き上げられ、機長の死亡が 

確認された。

事故発生地点は、茨城県稲敷郡阿見町掛馬の湖岸から北へ約１．５kmの霞ヶ浦湖面



で、事故発生時刻は、１７時０５分ごろであった。 

（付図１及び写真１、２参照）

２．２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

機長が死亡した。

２．３ 航空機の損壊に関する情報

2.3.1損壊の程度

大 破

2.3.2航空機各部の損壊の状況

プロペラ 湾曲

エンジン カウリング脱落

胴体部 破損

主 翼 左翼破損

右翼破断（未発見）

２．４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報 

な し

２．５ 航空機乗組員に関する情報

機長 男性８０歳

自家用操縦士技能証明書（飛行機） 第２１９３２号

限定事項 陸上単発機 平成７年５月３０日

第２種航空身体検査証明書 第２７８３３０１０号

有効期限 平成１１年５月１１日

航空特殊無線技術士 ＡＡＣＴ ０１４２５

免許の年月日 平成７年３月１７日

総飛行時間 ３１２時間

最近３０日間の飛行時間 ７時間

同型式機による飛行時間 ２８１時間

最近３０日間の飛行時間 ７時間

（飛行時間は、航空機乗組員飛行日誌に平成７年７月２２日以降記入されていない 

ため、搭載用航空日誌及び阿見飛行場運航業務日誌の飛行場使用時間記録から推算 

した。）



２．６ 航空機に関する情報

2.6.1航空機

型 式 ソカタ式ＴＢ１０型

製造番号 １２３７

製造年月 日 １９９１年３月６日

耐空証明書 第東－９－６６９号

有効期限 平成１０年１２月１７日

総飛行時間 ４３６時間

定期点検(100時間点検、平成9年12月6日実施)後の飛行時間 ５４時間

（飛行時間は、搭載用航空日誌に平成１０年５月２４日以降記入されていないため、 

阿見飛行場運航業務日誌の飛行場使用時間記録から推算した。）

2.6.2 エンジン

型 式 ライカミング式Ｏ－３６０－Ａ１ＡＤ型

製造番号 Ｌ－３２７６７－３６Ａ

製造年月日 １９９１年１月２４日

総使用時間 ４３６時間

定期点検(100時間点検、平成9年12月6日実施)後の使用時間 ５４時間

（使用時間は、発動機航空日誌に平成９年１２月１８日以降記入されていないため、 

機体同様、阿見飛行場運航業務日誌の飛行場使用時間記録から推算した。）

2.6.3重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は２，０５０lb、重心位置は３９．２inと推算され、いず 

れも許容範囲（最大離陸重量２，５３５lb、事故当時の重量に対応する重心範囲 

３７．３～４７．４in）内にあったものと推定される。

２．７気象に関する情報

2.7.1天気概況等

(1)事故当日１１時に水戸地方気象台が発表した茨城県地方の天気概況は、次 

のとおりであった。

前線が関東から中部地方を通って西日本に延びています。一方、日本の東 

海上には高気圧があって本州付近に張り出しています。

関東北部の山沿いは、昼過ぎまで晴れますが、前線の影響で次第に曇る見 

込みです。



(2)事故当日１２時４５分、水戸地方気象台は、茨城県南部に雷及び濃霧注意 

報を発表した。その内容は、次のとおりであった。

大気の状態が不安定になっています。このため、茨城県南部ではこれから 

夕方にかけて、所々で雷雨となる恐れがありますので、落雷、降ひょう、突 

風などに十分注意してください。

又、引き続き茨城県では霧の発生しやすい状態となっています。このため、 

明日朝にかけて所々で濃霧となり、見通しが陸上で１００ｍ以下、海上で 

５００ｍ以下となる所がありますので、船舶や交通機関は十分注意してくだ 

さい。

（付図２、３参照）

2.7.2事故発生地点の西約５kmに位置する霞ヶ浦飛行場の事故関連時間帯の航空気 

象観測値は、次のとおりであった。

観測時刻（時：分） １５：００ １６：００ １７：００

風向（°） ０８０ ０７０ ０５０

風速（kt） １１ ９ ６

視程（km） １２ ９ ８

天気 － － －

雲

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

２／８ 

層雲

６００

２／８ 

層雲

５００

４／８ 

層雲

５００

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

４／８ 

積雲

８００

４／８ 

積雲

８００

６／８ 

積雲

８００

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

６／８ 

積雲

１，５００

７／８ 

積雲

１，５００

７／８

積雲 

１，５００

気温（℃） ２３．５ ２２．８ ２２．４

露点温度（℃） ２１．５ ２１．５ ２１．４

ＱＮＨ (inHg) ３０．１０ ３０．１０ ３０．１０

2.7.3事故発生地点の北東約２０kmに位置する百里飛行場の事故関連時間帯の航空 

気象観測値は、次のとおりであった。

観測時刻（時：分） １５：００ １６：００ １７：００

風向（°） ０７０ ０７０ ０３０



風速（kt） １０ ７ ６

視程（km） ９ ４．５ ２

天気 弱いしゅう雨 弱いしゅう雨もや 弱い霧雨もや

雲

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

１／８ 

層雲

５００

２／８ 

層雲

３００

５／８ 

層雲

２００

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

８／８ 

層雲

７００

５／８ 

層雲

４００

８／８ 

層雲

３００

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

－ －－ ８／８ 

層雲

６００

－ －－

気温（℃） ２１．５ ２１．０ ２０．５

露点温度（℃） ２１．０ ２１．０ ２０．５

ＱＮＨ（inHg） ３０．１１ ３０．１０ ３０．１１

2.7.4事故発生地点の南西約３５kmに位置する下総飛行場の事故関連時間帯の定時 

航空実況気象通報値(METAR)は、次のとおりであった。

観測時刻（時：分） １５：００ １６：００ １７：００

風向（°） ２１０ ２００ ２００

風速（kt） １１／２２ １２ ８

視程（km） １０以上 １０以上 １０以上

天気 － － －

雲

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

３／８ 

積雲 

２，０００

３／８

積雲

２，０００

３／８ 

積雲 

２，０００

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

１／８ 

塔状積雲

２，０００

１／８ 

搭状積雲

２，０００

－ － －

雲量

雲形

雲底の高さ（ft）

ＢＫＮ 

不明

２０，０００

ＢＫＮ 

不明

２０，０００

ＢＫＮ 

不明

２０，０００

気温（℃） ２９ ２８ ２７

露点温度（℃） ２３ ２３ ２３

ＱＮＨ（inHg） ３０．０８ ３０．０９ ３０．０９

備考（塔状積雲） 東及び北西 南東及び北西 －



2.7.5事故発生地点の北約３．５km付近の湖岸を散歩していた目撃者Ａによれば、 

事故発生時の事故発生地点付近の気象は、次のとおりであった。

天気 曇り、風向 東、風速 約２m/s、視程１～２km、雲底の高さ 約１００ｍ

２．８ 事故現場及び残がいに関する情報

2.8.1事故現場の状況

事故現場は、霞ヶ浦湖面で、機体は、機首を北に向け背面で、右主翼が翼根で欠 

損、操縦室の風防がすべて破損し、機体の大部分が泥の中に埋まった状態で、水深 

約４．３ｍの湖底に覆没していた。

2.8.2損壊の細部状況

(1)プロペラ

① ブレードは、２本共ハブ中心から約５０cm付近で後方に湾曲していた。

② プロペラ・スピナーは、押しつぶされ、塗料が渦状に剥げていた。

(2) エンジン

① エンジン・カウリングは、すべて脱落し、発見できなかった。

② スパーク・プラグを点検した結果、すべて良好な燃焼状態を示していた。

③ エンジン・オイル、燃料及び吸気系統のフィルターを点検した結果、す 

べて異常はなかった。

(3)胴体部

操縦室の風防は、すべて脱落し、発見できなかった。

(4)主翼

① 左主翼は、翼根部分及び主桁と外板の一部並びにフラップを残すのみで、 

主桁は後方に湾曲していた。

② 右主翼は、翼根部で破断分離し、発見できなかった。

(5)操縦系統

エルロン系統は、すべて機体から分離し、発見できなかった。

(6)降着装置

① 前脚は、ショック・ストラットのピストンがフォーク取付部で破断分離 

していた。

②右主脚は、主翼との取付部で破断分離し、左主脚は、ほぼ原形のまま機 

体に残っていた。

(7)計器等の指示及び位置

① 高度計の高度計規正値は左右共３０．１０inHgであり、高度指示は左側 

７５ft、右側３８０ftを指示し、計器内に水が充満していた。

高度計規正値は霞ヶ浦飛行場の１５時から１７時のＱＮＨの値と一致し 

ていた。



② スロットル・レバーは全開位置にあった。

③ ミックスチャー・レバーはフルリッチ位置にあった。

④プロップ・レバーはフルインクリーズ位置にあった。

⑤ イグニッション・スイッチはＢＯＴＨ位置にあった。

(8)無線機器等

無線機器のＶＨＦ/ＶＯＲ Ｎｏ．１、Ｎｏ．２はＯＮ位置に、モードＣトラ 

ンスポンダーはＡＬＴ位置にあり、ＤＭＥ、ＡＤＦはＯＦＦ位置にあった。

携帯用ＧＰＳ受信機が搭載されていた。

２．９ 医学に関する情報

茨城県警察本部からの情報によれば、次のとおりであった。

遺体は、９月２８日午前、筑波大学医学部において司法解剖が実施された。

死因は、「顔面、前胸部を機体あるいは水面と強く打撲し、外傷性脳クモ膜下出 

血を起こし、若干の水を吸引し死亡したと推定される。」と検案された。

２．１０ 捜索、救難に関する情報

平成１０年９月２４日１７時１７分、救難調整本部は、新東京空港事務所より、

ＪＡ４１４７の機影が１７時０４分ごろ百里レーダーの画面から消えた旨の情報を入手 

し、１７時２６分に捜索救難活動を開始した。

当日は、警察及び消防により、湖面及び湖岸の捜索が行われ、湖面では収納袋に入 

ったままの同機の救命胴衣及び機長のものと思われる帽子が発見され、阿見町大室の 

湖岸では同機のものと思われる右主車輪及び車輪止めが発見された。しかし、同機の 

機体は発見されなかった。

翌２５日０５時３０分より陸上・湖上・上空から捜索が行われたが、同機の機体は 

発見されなかった。

９月２６日も捜索が継続され、１３時３５分ごろ、捜索中の潜水士により阿見町掛 

馬の湖岸から北へ約１．５km、水深約４．３ｍの霞ヶ浦湖底で、背面の状態で覆没し泥 

に埋まっている機体が発見された。しかし、水が濁っていたため、機長の安否や機体 

の登録記号は確認できなかった。

９月２７日、０８時００分から機体引き上げ作業が実施され、１１時５８分ごろ、 

機体が引き上げられた。その後、遺体及び登録記号が確認され、救難調整本部は、同 

日１４時２０分、同機に関する捜索救難活動を終了した。

９月２４日から２７日までの間に、茨城県警察本部等の関係機関及び漁業協同組合 

が、延べ航空機２機、船艇４２隻、人員約４５０名をもって捜索活動に当たった。

なお、同機には航空機用救命無線機（ＥＬＴ）は装備されていなかった。



２．１１その他必要な事項

阿見飛行場管理事務所職員によれば、同事務所には民間気象情報会社より定時航空 

実況気象通報(METAR)、上層天気図等航空気象情報が供給され、いつでも情報を取り 

出すことができた。しかし、気象台から発表される予報は受けていなかった。

３ 事実を認定した理由

３．１解析

3.1.1 機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明並びに適法 

な無線従事者免許を有していた。

3.1.2同機は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3調査結果から、同機は事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4 ２．７に述べた気象に関する情報から、同機の離陸から事故に至るまでの間 

の気象は、概略次のとおりであり、次第に悪化していったものと推定される。

(1)同機が離陸したころの阿見飛行場の気象については、関連時間帯の霞ケ浦 

飛行場の観測値からみて、場周経路高度以下の低い雲があった可能性がある。

(2)霞ヶ浦飛行場及び百里飛行場の観測値から、同機が雲上に出て飛行してい 

た当時、これら飛行場付近では雲量が増すとともに雲底の高さが下がり、気 

象状況が悪化していったものと推定される。

(3)１７時ごろには、霞ヶ浦飛行場の観測値で、最下層の雲が「４／８５００ft」、

雲底８００ftの雲が雲量「６／８」、視程が８kmとなっており、同飛 

行場周辺は、計器気象状態になっていたものと推定される。

このころ、事故発生地点付近では、目撃者の口述から、雲底の高さが約 

１００ｍ、視程が１～２kmと気象状況は悪かったものと推定される。

3.1.5 ２．１に述べた飛行経過から、同機は、阿見飛行場で離着陸のみを実施する 

予定で離陸したが、雲上に出たため機位を失ない、以後、迷走に近い飛行をしなが 

らも、離陸約１時間後の１６時５０分ごろには霞ヶ浦飛行場付近に到達していたも 

のと推定される。

3.1.6１７時００分ごろ、フライトサービスが同機から阿見飛行場の使用滑走路方 



向を確認する送信を受信した。このことから、機長はフライトサービスから東京方 

面は天気が良いので、守谷方面に飛行してはどうかとの情報を得ていたものの守谷 

方面に向かわず、同飛行場に着陸する意図であったものと考えられる。

3.1.7目撃者の口述及び機体の破損状況から、同機は、気象状態が悪かった霞ヶ浦 

湖上を低高度で雲に出入りしながら飛行中、湖面に衝突し、覆没したものと推定さ 

れる。

このことについては、機長が高度判断を誤ったか、あるいは同機の飛行姿勢を維 

持できなかった可能性が考えられる。

3,1,8同機が飛行場に安全に着陸できなかったことには、機長の気象判断が不適切 

であり、また、機長が航空交通管制機関との交信を十分に行えず、気象状況の良い 

場所まで飛行しなかったことが関与したものと考えられる。

４原因

本事故は、同機が、低高度で雲に出入りしながら飛行中、湖面に衝突し、覆没した 

ことによるものと推定される。

このことには、機長の気象判断が不適切であり、また、機長が航空交通管制機関と 

の交信を十分に行えず、気象状況の良い場所まで飛行しなかったことが関与したもの 

と考えられる。

５ 参考事項

本事故に関し、運輸省航空局は、平成１０年１０月７日、小型航空機所有者・使用 

者に対し、技術部長通達「小型航空機の安全確保について（空航第７６５号、空乗第 

２１２号）」を発し、気象情報、航空情報等の確実な把握等、出発前の確認を確実に 

行うこと、気象や飛行方式に関するルールを守ること等、安全運航の確保について周 

知徹底を図った。



付図１ 推定飛行経路図



付図２ 地上天気図
（平成１０年９月２４日１５時）



付図３ ８５０ｈｐａ天気図

（平成１０年９月２４日０９時）



付図４ ソカタ式ＴＢ１０型三面図



写真１ 回収中の事故機

写真２ 回収後の事故機


