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１ 航空事故調査の経過

１．１航空事故の概要

朝日航洋株式会社所属アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ型ＪＡ９３０６（回転翼航 

空機）は、平成１０年９月１２日、長野県上高井郡高山村横手山中腹の崩壊地におい 

て緑化工事用液剤の散布飛行中、１２時１５分ごろ、横手山中腹の斜面に墜落した。

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１２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１２日～９月１３日 現場調査

平成１０年９月２４日 機体調査、エンジン分解調査

1.2.3原因関係者からの意見聴取

意見聴取を行った。



２ 認定した事実

２．１飛行の経過
ＪＡ９３０６は、平成１０年９月１２日、緑化工事のため、種子、肥料、養生剤、 

清水等を混合した緑化工事用液剤（以下「スラリー」という。）を入れた散布用バケ 
ットを吊り下げ、長野県上高井郡高山村高山国有林にある高山村場外離着陸場（標高 
約１，６２０ｍ。以下「高山村ヘリポート」という。）と同郡高山村の横手山中腹の 
尾根（標高約１，８００ｍ）間の飛行を予定していた。
高山村ヘリポートで作業をしていた同社の整備士によれば、当日の同機の運航は、 

概略次のとおりであった。
この日の同機の作業は、横手山中腹の尾根の東側崩壊地に、散布用バケットに 

入れたスラリーを散布することで、高山村ヘリポートと散布地間の１往復に要す 
る飛行時間は約５分であった。この日は、１３バケット（１３往復）の散布量を 
１バッチの単位とした。
０８時３０分ごろ、同機は、高山村ヘリポートにおいて、機長及び整備士によ 

り飛行前点検が行われ、異常のないことが確認された。その後、機長及び緑化工 
事関係者が搭乗し、散布現場付近の確認飛行を約１０分間実施し、０８時５０分 
ごろ、高山村ヘリポートに帰投した。
０９時００分ごろから散布作業を開始した。１バッチの散布作業終了毎に燃料 

補給をし、１１時２０分ごろから３バッチ目の散布を開始した。３バッチ目の散 
布作業中、１２バケット目を散布中に事故が発生したことを後で知った。
横手山中腹を通る国道２９２号線沿いにあるドライブインの展望所から、１２バケ 
ット目の散布作業を見ていた緑化工事関係者及び同ドライブインの従業員の口述によ 
れば、事故発生当時の状況は、概略次のとおりであった。

(1)緑化工事関係者
散布作業の進排状況を写真に撮るため、１２時ごろ展望所に到着した。時間 
的にみて、午前中の散布作業は終了したかもしれないと思っていたが、その内 
同機が尾根の東側斜面沿いに上昇してきたので、その様子を見ていた。
同機が尾根の頂上に来た時、緑色のスラリーが出たのが見え、次の瞬間に土 

煙が上がったのが見えたので、バケットが尾根に当たったということが分かっ 
た。コンマ何秒の世界であるが、この時点では機体は上昇している感じがあり、 
安定していて立て直すかと思った。しかし、上昇するかと思った瞬間にバケッ 
トがテールに当たった感じがした。空中で部品のような物がパッと四方に飛び 
散るのが見え、機首を下に向けてテールが右の方へ飛んだのは分かったが、機 
体は、一瞬の間に尾根の向こう側に行ってしまった。
この事故を目撃した時刻は、１２時１５分ごろであった。



(2)ドライブインの従業員
当日は天気が良かったので、展望所からヘリコプターが種まき作業をしてい 

る様子を、朝から時々眺めていた。ドライブインと展望所の間の通路にいたと 
き、「バキィーン」という大きな音がしたので慌てて展望所へ走った。

自分が見たときは、空中に小さな物が沢山飛び散っているのと、ヘリコプ 
ターの後の部分が空中を飛んでいくのが見えたが、ヘリコプターそのものは見 
えなかった。

事故発生地点は、長野県上高井郡高山村大字奥山田字山田入高山国有林９５林班の 
横手山中腹の斜面で、事故発生時刻は、１２時１５分ごろであった。

（付図１、２及び写真１参照）

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

胴体 破損
メイン・ローター 破損 

テール部 破損 
エンジン部 損傷 

スキッド 折損

2.3.3事故現場の状況（付図２、４及び写真１参照）

機体の大部分は、横手山中腹の南北に延びた尾根の西側斜面にあり、破損して飛 
散した機体の部品が、同尾根付近の東西斜面に散乱していた。

(1)横手山中腹を通る国道２９２号線脇のドライブインから南方に尾根が延び 
ており、尾根の東側は、熊笹が密生する斜度約４０度の崖で、立木等は無く、 

大小の崩壊地が点在していた。尾根の西側も、東側と同程度の斜度で、熊笹 
が密生しているが、崩壊地は無く、立木は尾根の頂上を超える背丈のものは 
無かった。

同機の飛行経路は、左側が尾根で周りに立木などの目標物が無く、右側は 
谷となっていた。



(2)尾根の東側斜面頂上付近の崩壊地（約８×１０ｍ。以下「同崩壊地」とい 
う。）は、バケットが最初に当たったと考えられる南側の地肌が僅かに削れ 
ており、そこにあった石が約３．５ｍ下の熊笹の中に落ちていた。また、同 

バケットが次に当たったと考えられる同崩壊地の北側の地肌はえぐれており、 

えぐれの頂上付近の熊笹は上方に捲れ上がっていた。同崩壊地の地肌には、 

南側から北側にかけてスラリーが帯状に付着していた。

(3)胴体は、同崩壊地の北西約８０ｍの西側斜面にあり、機首をほぼ西に向け、 

右のスキッドを下にして横転し、キャビンの天井部分、ドアー及び風防はす 

べて脱落し、破損していた。メイン・ローター・ブレードは、メイン・ギ
ヤー・ボックスと共に胴体に取り付いた状態で破損し、また、メイン・ロー
ター・へッドのスター・フレックス・スリーブ・アームも破損して内部素材 

が飛び出していた。

(4)テール・ブームは、胴体から約８ｍ上の同西側斜面にあり、切断された 
テール・ローター部は、胴体から南南東約３０ｍの同西側斜面にあった。

(5)バケットは、胴体から西北西約５０ｍの斜面に逆さに落ちており、側面が 

潰れていた。

(6)フロント・フェアリング・アセンブリーが、尾根の東側斜面に、また、レ
フト・アッパー・ウィンドウが尾根上に落下していた。メイン・ローター・

ブレードの細かい破片が、尾根の東側斜面及び尾根上に点在していた。

２．４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

な し

２．５ 乗組員に関する情報

機長 男性４４歳

事業用操縦士技能証明書（回転翼航空機） 第８０６５号

限定事項 陸上単発ピストン機
ベル式４７型 昭和５１年８月８日

陸上単発タービン機
アルウェットⅡ型 昭和５６年１２月３日

アエロスパシアル式ＡＳ３５０型 昭和５８年２月１２日

ＳＡ３４１Ｃ型 昭和６０年５月２０日

陸上多発タービン機
アエロスパシアル式ＡＳ３５５型 昭和６１年１月１４日



第１種航空身体検査証明書 第１７８１０４９４号

有効期限 平成１０年１２月２６日

総飛行時間 ４，６９２時間２４分

最近３０日間の飛行時間 ４１時間４８分

同型式機による飛行時間 １，５０８時間５６分

最近３０日間の飛行時間 １２時間３４分

機長の同社における緑化工事の飛行経験は、平成４年６月から平成１０年７月まで 

約１６８時間である。最近の緑化工事の飛行経験は、平成１０年７月に同様の山岳地 

において、同型式機により１２時間１２分飛行したものであった。

２．６航空機に関する情報

2.6.1航空機

型 式 アエロスパシアル式ＡＳ３５０Ｂ型

製造番号 １５１５

製造年月日 昭和５６年１０月３０日

耐空証明書 第東－９－７９４号

有効期限 平成１１年２月２３日

総飛行時間 ６，０７３時間３６分
定期点検(100時間点検、平成10年8月9日実施)後の飛行時間 ５１時間２４分 

2.6.2 エンジン

型 式 ツルボメカ式アリエル１Ｂ型

製造番号 ９８０

製造年月日 昭和６１年８月７日

総使用時間 １，３３０時間５８分 

2.6.3重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は１，４３０kg、重心位置は３．４１ｍと推算され、いずれ 

も許容範囲（最大重量２，１００kg、事故当時の重量に対応する重心範囲３．１７～３．５２ｍ）

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 事故当日の１１時００分に長野地方気象台が発表した長野県の天気概況は、 

次のとおりであった。

中国東北区には高気圧があって、日本付近に張り出しています。

お昼の長野県内は、北部で晴れているところがありますが、上空の弱い気圧の



谷の影響で、曇っているところが多くなっています。

今日は、弱い気圧の谷が遠ざかり、現在曇っているところも次第に晴れてくる 

でしょう。

2.7.2ドライブインの展望所で同事故を目撃した、緑化工事関係者及びドライブイ

ンの従業員の口述によれば、１２時１５分ごろの事故現場付近の天候は、概略次の 

とおりであった。

空には少し雲があったがほぼ快晴であった。風はなかった。

２．８ 医学に関する情報

長野県警察本部からの情報によれば、次のとおりであった。

機長の遺体は、９月１３日、信州大学医学部法医学教室において、司法解剖さ 

れた。アルコール及び薬物の反応は認められなかった。また、死因は、頭蓋内損 

傷と検案された。

２．９ 事実を認定するための試験及び研究

2.9.1 機体調査（付図４及び写真２、３、４参照）

機体調査の結果は、次のとおりであった。本事故によるものと推定される機体の 

損傷を除き、異常は発見できなかった。

(1)胴体

① 機首部は原形をとどめておらず、操縦席前方の計器板及び操作スイッチ 

のパネルが、取付部から破損し、それらのケーブル類が露出していた。

② キャビンは、風防、ドア及び天井部が全て分離し、床と操縦席が残って 

いた。左側の操縦席ドアには、直線状の打痕があり、その打痕にはメイ
ン・ローター・ブレードの青色の塗料が付着していた。

③ 胴体下部の構造は、機首部を除きほとんど損傷していなかった。

(2) メイン・ローター・ブレード（付図４及び写真４参照）

３本のメイン・ローター・ブレードは、製造者により、それぞれ黄ブレー

ド、青ブレード、赤ブレードに識別されている。なお、ブレード外皮の塗装 

は３本共青色である。

① 黄ブレードは、スター・フレックスへの取付部から約２４５cmの位置で 

破断分離し、約３１０cmの位置の前縁部に高速で当たったと思われる打痕 

があった。破断部のブレード後縁部は、小片となって飛散していた。
② 青ブレードは、スター・フレックスへの取付部から約３５０cmの位置で 

破損し、前縁部の複合材のスパー（Glass roving hanks）で繋がっていた。 

ブレードの後縁部のほとんどの部分が小片となって飛散していた。



③ 赤ブレードは、スター・フレックスへの取付部から約１１０cmの位置で 

破断分離し、約３５０cmの付近で前縁部が著しく破損して複合材のスパー 

で繋がっていた。ブレードの後縁部のほとんどの部分が小片となって飛散 

していた。また、同取付部から約１６０cmの位置の前縁部に赤色の塗料が 

付着していた。この赤色塗料は、テール・ブームの胴体取付部付近の赤色 

塗料が付着したものと推定される。

(3)テール部

① テール・ブームは、胴体との取付部で切断され、さらに、水平安定板 

の直前の部分でも切断されていた。これら切断箇所には、メイン・ロー
ター・ブレードの青色の塗料が、高速擦過痕状に付着していた。また、右 

水平安定板の取付部付近にバケットの接触痕があった。

② 右水平安定板は、中央部から先端にかけ上方に破断分離していた。
③ テール・ローター・コントロール・シャフトが潰れていた。その潰れた 

箇所には、メイン・ローター・ブレードの青色の塗料が、高速擦過痕状に 

付着していた。

④ テール・ローター・ブレードは、手回し可能であり、ピッチ・コント

ロールも可動状態であった。

(4)エンジン部

① タービンは手回し可能で、拘束もなく円滑に回転した。

② メイン・ギヤー・ボックスのマグネチック・プラグには、金くずが付着 

しておらず、手回し可能であった。

(5)バケット

① バケットの円筒部分は、ほぼ横に潰れ、底から２０～３０cmの範囲に直 

径約７cmの孔が３個あいており、底には土が付着していた。

② バケットの底から約２０cmの所に、幅約５cm長さ約７cmにわたり、メイ
ン・ローター・ブレードの青色の塗料が高速擦過痕状に付着していた。

(6)計器類

メイン・ローター・回転計が、約６０rpmを指示して固着していた。この 

指示値は、機体が地上に衝突した際の回転数と考えられる。

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を有してい 

た。



3.1.2同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。

3.1.3事故当時の気象は、事故に関連はなかったものと推定される。

3.1.4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。

3.1.5 2.3.3(2)で述べた同崩壊地の状況から、最初に同機が吊り下げていたバケッ

トが南側の石に当たり、その衝撃でバケットの底が開放してスラリーが飛び出した 

ものと推定される。その後、バケットは、同崩壊地北側の熊笹が密生してせり出し 

ていた縁に引っかかり、その反動で跳ね上がってテール・ブームの右側水平安定板 

を破断してさらに上がり、メイン・ローター・ブレードで叩かれて飛ばされたもの 

と推定される。

3.1.6 2.9.1(2)で述べたメイン・ローターの損壊状況、2.9.1(1)②で述べた左側操 

縦席ドアの損傷状況及び2.3.3(6)で述べた飛散物の状況から、同機のメイン・ロー

ター・ブレードは、跳ね上がったバケットを叩いた時損傷し、次に、空中でテー

ル・ブーム及び機首部を切断したものと推定される。

空中で機首部及びテール・ブームを切断された同機は、操縦不能となり、墜落し 

たものと推定される。

3.1.7同機がバケットを地面に引っかけたことについては、2.3.3(1)に述べたよう 

に、事故現場付近の状況は急斜面で、目標物が無く、高度判断を誤りやすい状況に 

あ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、緑化工事用液剤を散布飛行中、同機のバケットを崩壊地の熊笹 

が密生した縁に引っかけ、同バケットが跳ね上がって右水平安定板及びメイン・ロー
ター・ブレードを損壊し、 同ブレードによる機体の損壊を招き、操縦不能となって墜 

落したことによるものと推定される。

なお、同機がバケットを地面に引っかけたことについては、事故現場付近が高度判 

断を誤りやすい状況にあったことが関与したものと考えられる。



５ 参考事項

朝日航洋株式会社は、平成１０年９月１６日付けで、同社の緑化工事に関する「業 
務訓練（ＯＪＴ）実施要領」の第３項「業務訓練実施課目」に下記事項を追加した。

(7)リフレッシュ教育

緑化作業に従事する者に対し、スリング作業の再確認を行うため、下記 
事項について、３０分以上の飛行を含むリフレッシュ教育を２年間に１回 

行う。
① 散布方法の再確認
② 散布高度の再確認 １）高度の基準

２）高度判定の方法

３）吊り下げ物件と障害物との安全高度



付図１推定飛行経路図



付図２ 事故現場状況図



付図３ アエロスパシアル式 
ＡＳ５３０Ｂ型三面図



付図４ 機体損壊状況図



付図５ バケット・スリング状況図



写真１ 事故機

写真２ 復元後の機体（機首部）



写真３ 復元後の機体 （テール・ブーム）

写真４ メイン・ローター・ブレード


