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城北 OB による現役パイロット座談会 

常任幹事役員の岡崎俊城監事（12 回生）の司会により城北 OB による現役パイロットのＯＢ座談会が平成 30 年 11 月 29 日に城北学園会議室にて行な

われました。同業種のＯＢ同士の関係構築・情報交換の機会創出を見込み、さらに同総会の活性化を目的として「業種別ネットワーク推進委員会」が先行

して発足しており、今回の「現役パイロットＯＢ座談会」は同会初の座談会として実現しました。今後他業種における座談会の機運の高まりと、ＯＢ・現

役生の話題喚起が期待されます。 

 

⇒現役パイロットのＯＢ座談会 全文 PDF はこちら 

 

『城北 OB による現役パイロット座談会』のご感想・ご意見をお待ちします。 E-mail、もしくは郵送にてお寄せください。 

【送り先】 

E-mail：info@johoku-obkai.com 

郵送 ：〒174-8711 東京都板橋区東新町 2-28-1 「業種別ネットワーク推進委員会」宛 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――        

【出席者プロフィール】※敬称略 

 

 

① 司会）岡崎俊城（12 回生） 

1941 年生まれ・77 歳 

1965 年学習院大学政経学部（当時）卒、1965 年日本航空株式会社（JAL）入社 

JAL ではアムステルダム支店長、取締役東京支店長、常務取締役、ジャルセールスネットワーク取締役社長、日本アジア航空代表取締役社長、 

ジャルックス表取締役社長などを歴任。 

高校時代陸上競技部創部に奔走する。 

現在城北同総会常任幹事運営委員。 

    

 

 

② 薬師善輝（30 回生） 

1959 年生まれ・59 歳 

1983年航空大学校卒業後ヘリコプターのパイロット、国土交通省航空局職員を経たのち2007年に日本貨物航空（NCA）に入社、機長として現在に至る。 

中学時代ワンダーフォーゲル部、高校時代は予備校に通う。 

座右の銘：うとまず、うらまず、うぬぼれず 

 

 

 

③ 岡田敏章（32 回生） 

1962 年１月生まれ・56 歳（座談会時）    

1986 年北海道大学理学部卒 1986 年キヤノン入社後、中途採用で 1990 年 1 月日本航空（JAL）入社 2010 年 JAL の経営破たんにより同年年末退社、

タイ・バンコクの航空会社に転職、2013 年 2 月 AIRDO（エアドゥ）入社、現在 B767 の副操縦士職を勤める。    

高校時代合唱部で、現在も合唱を続けている。    

座右の銘：今ここで頑張らずにいつ頑張る   
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④ 村松康雄/兄（32 回生） 

1962 年生まれ・57 歳 

1985 年東京農工大学卒、1987 年修士課程修了同年日本航空（JAL）入社、自社養成にて基礎課程を修了。 

1992 年副操縦士、2000 年機長、現在機長兼教官職を勤める 。 

高校時代水泳部[水球部]。 

座右の銘：努力は裏切らない。常に感謝の心。                

 

 

  

⑤ 黒野浩太郎（34 回生） 

1963 年生まれ・55 歳 

1987 年慶応義塾大学卒、日本航空（JAL）入社、自社養成にて基礎課程を修了、現在機長職を勤める。 

高校時代硬式テニス部 

座右の銘：Never Give Up！（JAL のエントリーシートにも書きました） 

 

 

 

⑥ 登山忠一郎（35 回生） 

1964 年生まれ・54 歳       

1988 年中央大学理工学部卒業時に運輸省航空大学校に入学  1990 年、日本エアシステム（JAS）入社。   2004 年、日本航空（JAL）と(JAS)経営統合。 

2012 年、J-AIR 出向 2018 年、JAL 帰任 現在 B737 の機長職を勤める。       

高校時代 ボート部          

座右の銘：  看脚下   

  

 

 

⑦ 村松敬哲(ひろのり）/弟（38 回生） 

1967 年生まれ・51 歳 

1985 年明治大学入学、1989 年アメリカ留学中にカリフォルニア州で訓練中の兄を見てパイロットを志す。1990 年航空大学校入学、 

1993 年日本航空（JAL）入社、現在機長兼フライト教官職を勤める。 

高校時代水泳部[水球部] 

座右の銘：人間万事塞翁が馬、だからいつも平常心 

 

 

⑧ 木村元彦（41 回生） 

1970 年生まれ・48 歳 

1990 年法政大学経済学部入学、1994 年全日本空輸（ANA）入社、自社養成にて基礎課程を修了、現在機長職を勤める。 

中学・高校時代水泳部[水球部] 

座右の銘：日々前進 
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⑨ 木村尚史（なおふみ）/（42 回生） 

1971 年生まれ・47 歳 

1989 年 筑波大学入学、1993 年航空大学校に入学、1996 年卒業、日本航空（JAL）入社、現在機長職を勤める。 

高校時代硬式テニス部 

座右の銘：おもしろき事なき世をおもしろく すみなしものは心なりけり 

 

   

⑩ 藤原雄滋（61 回生） 

1990 年生まれ・28 歳 

2009 年東京理科大学理工学部機械工学科入学、2013 年大学卒業後、航空大学校に入学。2015 年航空大学校卒業、2016 年に琉球エアーコミューター

（RAC）に入社、現在副操縦士職を勤める。 

中学・高校時代ラグビー部で、弟 3 人とも城北のラグビー部、父親は城北の数学科教師 

座右の銘：克己復礼 

 

 

司会）岡崎 城北高校 OB で現役のパイロットをしている 9 人においで頂きました。現役でパイロットをしている OB は約 30 人いらっしゃるそうです。

パイロット人口※1 に対して 30 人以上という数からみると城北 OB 率は非常に高いと思われます。今後城北から大空にはばたく人が増えて

ほしいという願いから、同窓会として初めてパイロット座談会を企画致しました。 

パイロットという職業上、シフト性が引かれているため互いに都合を合わせるのが非常に難しいものなのですが、今日いろいろな航空会社

から 9 名もの人が集ってもらえたことは非常に有難いことです。どうぞ宜しく。 

   ※1 2013 年 1 月 1 日現在国内パイロット数：5,686 名 （国土交通省資料より） 

司会）岡崎 まず私から自己紹介。12 回生で昭和 35 年（1960 年）卒業、昭和 39 年（1964 年）の就職の年に東京オリンピックがあり、海外渡航が自

由化されました。航空会社はこれから伸びるのではないかと考え、飛行機に 1 度も乗った経験もないままに日本航空（JAL）に入りました。

 どのような動機で航空会社に入ったのか、各人に伺いましょう。 

    

薬師善輝 昭和 34 年（1959 年）生まれ、一浪して 1979 年の時に航空大学校に合格して入ったのですが、第 2 次オイルショック※2 の直後だったの

で私の前後 5 年間は民間航空会社では自社養成※３がなくなっていました。 航空大学校に入学後 OB がいるか調べたところ、私の 2 学年上

の 23 期生に現役で入って全日空に行かれた米倉さん と森川さんの 2 人がいらした。  

2～3 年上の先輩方が就職するときは、民間航空会社に 3 割～5 割就職できていましたが、私が卒業する 1982 年も 5 割程度にとどまりまし

た。同期 33 人のうち、3 人が中退し、クラスの半分はパイロットとして就職できましたが、半分があぶれたのです。  

このような就職状況がしばらく続きましたが、私は卒業してヘリコプターのパイロットを 5 年、そのあと全く関係のない製造業と 会計事務

所に合わせて 2 年勤めましたが、それでも航空機のパイロットの夢を捨てきれず航空会社を受けようとしました。  

1989 年頃、民間航空機会社では自社養成が復活していましたが「引き抜き防止協定」というものがあって、養成には多額の費用が掛かるた

め、就職元から就職先に 2 年間は空けなければならない、という自主ルールが航空会社に存在したため一般企業に就職したのです。  

そのあと国土交通省航空局職員として飛行検査官を 4 年、航空大学校の教官を 6 年、試験官、審査官を 8 年の計 18 年間公務員を続け、

2007 年に日本貨物航空（NCA）に移り、以来 11 年間パイロットをしています。 

司会）岡崎 どういう動機でパイロットになろうと思ったのですか？      

薬師  伯父が陸軍航空士官学校の最後の飛行機乗りでした。ただ、飛ぶ前に終戦を迎えてしまった。そのあと陸上自衛隊に勤務していました。自

宅が入間基地の近くであったこともあり入間基地の航空祭にも連れて行ってもらいました。 

小学校 5 年生（1970 年）の時、よど号ハイジャック事件※4 が起きてニュースになり、この時からパイロットになりたいとずっと思いまし

た。 

※2 1973 年（第 1 次）と 1979 年（第 2 次）に始まった原油の供給逼迫および原油価格高騰と、それによる世界の経済混乱。－出展：Wikipedia 

※3 航空会社が一から未経験者を訓練生として採用し、パイロットに育てる制度。自社養成は、多額のコストを要するため、自社養成の規模は、その時々の経営状況により大きく 

変動する。 

※4 1970 年 3 月 31 日に共産主義者同盟赤軍派が起こした日本航空機ハイジャック事件。よど号は犯人グループの指示で北朝鮮に着陸し、犯人は亡命した。－出展：Wikipedia 

         

 

 

岡田敏章 昭和 37 年（1962 年）1 月生まれ、現在 56 歳。子供の頃からパイロットに憧れていました。中学校 1 年生の時、TBS テレビで田宮二郎主

演の「白い滑走路」というドラマを見てますますパイロットになりたいと思うようになりましたね。高校時代は合唱部です。航空大学校を

目指して受験※5 しましたが、現役・一浪の 2 度とも身体検査で落ちてしまったので北海道大学に進みました。北海道大学ではボートにの

めり込み過ぎて 1 年留年し、大学卒業の時にパイロット自社養成採用試験が日本航空（JAL）で開始されたので受けたのですがまた身体検査



4 

で落ちてしまいました。そこでパイロットの夢を諦めて一般企業のキヤノンに就職したのです。3 年 8 カ月勤めている途中に JAL の航空機

関士（フライトエンジニア）※6 採用試験があったので、27 歳になっていましたが最後のチャンスと思い、8 度目の挑戦にして何とか合格

し、フライトエンジニア訓練生として JAL に入社しました。エンジンを 3 基搭載した DC-10 という飛行機のフライトエンジニアを 43 歳ま

で 13 年間務めた後、念願であったパイロットへの職変訓練をおよそ 4 年半受けて 2009 年 7 月、47 歳にして漸くボーイング 767 の副操縦

士になれました。 

ところが翌 2010 年に JAL が破たん※7 し、会社を辞めざるを得なくなってしまったのです。パイロットになって間もなかったためパイロ

ットとしての飛行時間が 1,200 時間しかなく、経験が少なかったこともあって国内では再就職できませんでした。そのため 2011 年に人の

つてを頼ってタイのバンコクにある航空会社に何とか再就職しました。そこで約 1 年半、タイのバンコクやプーケットから中国、韓国、香

港などの路線を、また一時は中東のサウジアラビアのジェッダを拠点にトルコ、オマーン、インド、北アフリカのチュニジアなどの路線を

飛んでいました。そうこうしているうちに、AIRDO（エアドゥ）のパイロットに欠員が生じてお誘いを受け、2013 年 2 月に 51 歳で入社し

ました。  

※5 当時の航空大学校は、高卒が受験要件で年齢制限は 20 歳以下、即ち 2 浪まで 3 回受験の機会が与えられていた。現在は短大卒同等以上、24 歳以下。 

   ※6 現在の旅客機は機器の信頼性が向上した事やコンピューターによる自動化が進んだことによりパイロット 2 名で運航されているが、JAL においてはボーイング 747-300 型機以 

   前の旅客機には 2009 年（DC10 型機は 2005 年）まで、パイロットを補佐してエンジンやその他重要なシステムを操作・監視する要員としてフライトエンジニアが乗務して 

   いた。 

   ※7 2008 年のリーマン・ショックのあおりを受けて 2010 年（平成 22 年） 1 月、日本航空の負債総額は 2 兆 3,000 億円にのぼり会社更生法の適用をうけ破たん。しかしながら 

   その後わずか 2 年で V 字回復し、2012 年に東京証券取引所第 1 部に再上場した。 

司会）岡崎 薬師さんも岡田さんもかなり苦労なさいましたね。      

 

村松康雄（兄）私も 1980 年、現役の時航空大学校を受験しましたが落ちました。家族は飛行機が落ちたら危ないという漠然とした不安を持って反対もし 

ており、一浪後国立理系大学に進学しました。大学時代はパイロットになりたいという思いを押し殺していたのです。1984 年頃は就 職率

も良かったのですが大学院に進みました。就活の時期になり日本航空がパイロット自社養成を再開したと知り応募したのです。私たちの子

供のころの将来の夢と言えば、パイロットかプロ野球選手かプロボウラー（プロのボーリング選手）になるのが流行っていて、パイロット

になりたいと思いました。      

叔母が羽田の近くに住んでいて、遊びに行ったとき初めて羽田空港に連れて行ってくれた。当時はパンナム（パンアメリカン航空）のジャ

ンボジェット機ずらっと並んでいて、ごう音とともに飛び立っていく姿を見て、あああれに乗ってどこかに行きたいなと思ったのです。特

に両親が豊島区出身で私が板橋区生まれ、城北が板橋区にあり、この地域から出たことがなかったので、余計飛行機に乗ってどこかに行き

たいと思いました。      

       

黒野浩太郎 私は昭和 38 年（1963 年）生まれ、高校のときは硬式テニス部に所属していました。進学の際、航空大学校という考えも少しはありました

が、テニスばかりしていた上に、選択した科目が生物と化学だったので数Ⅲと物理が必要な航空大学校は受けることもできず、普通の大学

を目指すことになりました。 

高 3 の夏までテニスばかりしていたので受験したすべての大学を落ち、一浪して慶応義塾大学に進学しました。大学でも体育会庭球部に入

りました。たまたま庭球部の先輩で JAL の機長が 2 人おり、よくテニスコートにいらしていたので話を聞くと「普通の大学からから自社養

成という制度で航空会社に入るチャンスはあるから、だめもとでも受けてみたら」と言われ受けてみたら運よく合格したのです。 

私の父が防衛庁に勤めており、鹿児島県の喜界島にある海上自衛隊の通信基地の所長として転勤することになり、奄美大島から 16 人乗りの

飛行機に乗った時の機内から見る眺めがすばらしく、海がとてもきれいだったという印象があります。その時に「パイロットになれたらい

いな」と漠然と思っていました。 

一つ上の先輩が JAL の自社養成パイロットの採用試験を受けたのですが合格できませんでしたし、とりあえず受けてみて身体検査に通れば

桶川の本田航空でセスナに乗って適性検査が受けられるので、実際にそこまで行けたら御の字だろうと思って受けたら運よく合格してしま

いました。 

採用試験の時から村松(兄）とはずっと一緒で、同い年と思っていたのでタメ口をきいていたら、実は 2 つ上の先輩ということが判明し、そ

れ以来敬語で話すようになりました。 

1987 年 12 月からアメリカのカリフォルニア州のナパで訓練を開始して半年たった頃、「いい加減同期なんだから敬語はやめよう」と言わ

れましたが、２つ上の先輩に対してタメ口に戻すのに苦労したものです。 

   我々が会社に入ったときは、セカンド・オフィサー（パイロット資格を持っている航空機関士）制度というものがあり、まずは航空機関士 

   として 1 年乗務し、そのあとボーイング 747 の副操縦士を 1 年半、その後マクドネル・ダグラス社の MD11 の初めての副操縦士として 3 

   年半、1997 年にボーイング 747-400 の副操縦士に移行して 2001 年に機長（キャプテン）になりました。機長になって 1 年後から自社養 

   成パイロットの採用担当をやりました。その時わかったのは「パイロットの世界にはコネがあっても全く関係ない」という事。どんなに強 

   力なコネがあっても適性検査や身体検査をクリアーしないとダメで、合格率は 3～5％ぐらいになってしまうのです。 

2008 年からは査察操縦士※8 としてパイロットの審査業務を担当しておりましたが、2011 年に 747-400 が退役することになり、7 か月半

の地上業務を経て 2012 年からボーイング 737-800 の機長に移行、日本航空のグループ会社のジャルエクスプレス (通称 JEX）に出向後、

2014 年に JAL と JEX が統合して現在に至っています。2018 年 12 月から異動でグループ会社の J-AIR に出向することになりエンブラエル

（ブラジル製ジェット旅客機）という飛行機のライセンスを取得するための訓練を受けています。 

   ※8 国土交通大臣の指名を受けて社内のパイロットの知識および能力を審査する資格を有するパイロットを査察操縦士という。 
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司会）岡崎 高校まで先輩で、社会人になって「同期」というのは世の中によくありますよね。      

  登山さんは結構変わっていて、日本エアシステム（JAS）に入社して JAS と日本航空（JAL）が合併して JAL になった方です。  

          

登山忠一郎 昭和 39 年（1964 年）生まれ、54 歳です。両親が奄美大島出身で、子供のころから両親の帰省の際によく YS-11 に乗って鹿児島から奄美

大島まで飛行機に乗っていました。美しい海と景色を眺められて、漫然と「パイロットになれたらいいな」と思っていました。     

高 3 の時担任だった石部先生（生物）に運輸省航空大学校を受けたいと相談すると、「君、体小さいし学力も不足している。受験するならも

っと頑張りなさい。」（笑）…「しかし夢を持つことはとても良いことだ。」と励ましてくださったのです。石部先生には大変感謝しておりま

す。結果的には高卒時は受験せずに一般大学に入学しました。 

しかし大学に行っているときに幸か不幸か航空大学校の入試制度が変わり、短大卒以上で受験ができると知ったのです。高校当時から比べ

れば体も大きくなっていたので、  大卒時に航空大学校を受験し 1988 年に入学しました。1990 年に航大卒業と同時に日本エアシステム 

(JAS)に入社しております。       

JAS では DC-9-41 の操縦に係わり、DC-9-81 を乗った後に、大分空港にあった JAS 応用訓練所のビーチクラフト 200（スーパーキングエ

ア）の教官の辞令をもらい、大分県に 2 年ほど住んでおりました。教官を終えて東京に戻り、マクドネル・ダグラス MD-81 、MD-87、

MD-90 と乗り継いだとき、2004 年に JAS と JAL が合併したのです。JAL の訓練審査企画室で村松(弟）さんと一緒に仕事したこともあり

ました。 2012 年に JAL のグループ航空会社、ジェイエア（J-AIR）訓練部路線教官室への出向を命じられて大阪に出向き、6 年間エンブラ

エル（ブラジル製ジェット旅客機）E170,E190 に乗ったところで帰任命令が出て今年 JAL に戻ったところです。ジェイエア（J-AIR）のほ

うでは正社員の機長も副操縦士も昇格訓練中のパイロット数が大変多く、現地では教官として訓練フライトの日々でした。 JAL に戻るとき

再び機長認定審査（JCAB チェック）※9 を受け、2018 年 9 月にボーイング 737 の機長として乗務を始めたばかりです。  

※9 J-AIR は JAL とは別会社扱いとなり、出向時も帰任時も国土交通省航空局（JCAB）の機長認定審査（チェック）を受験し合格しなければならない。   

   

村松敬哲（弟）私がパイロットになろうと思ったのはかなり遅かったです。大学は経営学部だったのでビジネスマンになるつもりで、在学中にアメリカに 

留学しました。そのころ兄はカリフォルニア州のナパで黒野先輩たちと訓練中だったので遊びに行くと、パイロットってかっこいいな、と

思ってしまったのです。帰国後パイロットになるにはどうしたらいいのかと探したところ航空大学校があり、1990 年に受験しました。私は

文系でしたので数学の試験に苦戦しましたが何とか入学できました。      

兄とは城北で同じ水泳部[水球部]で宮川先生の元で教わっており、就職先もまた同じ日本航空（JAL）にするのはどうかと思いましたが、海

外に行ってみたかったので、当時国際線就航数の多い JAL に入ろうと思いました。配属は国際線で良く飛んでおりましたが、2010 年より

ボーイング 737 でフライト教官として主に国内線の運航をしています。         

司会）岡崎 お兄さんがパイロットになるとき親御さんは心配されたと聞いたのですが、弟さんの時は反対されなかったのですか？   

村松（弟） 2 人ともパイロットになったってしょうがないだろうと私の時も親に反対され「地に足の着いた仕事をしろ」とまで言われましたが最後は

しょうがないと許されました。      

       

木村元彦 昭和 45 年[1970 年]生まれ、48 歳です。全日本空輸（ANA）におりますが、城北出身のパイロットが何人かいるので座談会に来ないかと

声をかけましたが都合がつかず私だけになりました。先ほど薬師さんが米倉さんと森川さんが ANA にいらっしゃると伺いましたが、私の年

齢に近い人だと、同学年に 2 名、一つ下の学年に 1 名、近い先輩に 1 名の計 5 名城北 OB の ANA のパイロットがいます。  

 私は在学中水泳部[水球部]でした。昔からパイロットには思い入れが薄く、なろうとは思わなかったので文系で経済学部の大学に一浪して

入りました。大学 3 年生の時同窓会があり、既に 4 年生になって航空会社の入社試験を受けた人がおり、「一般大学からでも入社して自社養

成でパイロットになれるよ」と教えてくれて盛り上がりました。私が就職活動をした 1992 年は既にバブルが崩壊しており、どこの会社も

採用人数を絞っていたのです。そこで入れるものなら受けるだけ受けてみよう、チャンスがあるならと一般企業と併せて ANA に応募しまし

た。他の皆さんと比較してどうしてもパイロットになりたい、というよりは何となく楽しそうだなといった程度の動機だったのですが、

 合格し入社することとなりました。親が山口県出身だったので、大学時代から飛行機に乗って帰省しており、飛行機に対しては違和感がな

かったです。景気が悪くなっており入社してから 1 年半ほど地上職に就き、それからアメリカに渡って訓練を 2 年間やり、その後 2000 年

にエアバスの副操縦士となり、2007 年にボーイング 777 に移って現在機長をしております。 

 

木村尚史（なおふみ） 木村元彦さんの一つ下の学年の昭和 46 年（1971 年）12 月生まれで 47 歳になります。高校時代は硬式テニス部で黒野さ んの後輩

です。一般大学に通いました。就職活動を始めた 4 年の春ごろ、友達の友達が日本エアシステム（JAS）のパイロットの自社養成の内定を

もらったと聞きました。その時「パイロットはかっこいいな、そういう道もあるのか」と思い、4 年の夏休みから航空大学校対策をして受

験、合格して入りました。大学は 1993 年入学の 41 期生です。1996 年の卒業時は、行きたい航空会社に希望を出すのではなく、5 社全部

の面接を受けて、受かったところに行くという制度で、日本航空（JAL）に受かっていくことになりました。JAL でファースト・オフィサー

（副操縦士）昇格訓練やっているときにたまたま黒野さんのフライトでオブザーブ（見学）をやることになり、コックピットで「君は城北

のテニス部出身なんだって？」といきなり言われて初めて城北テニス部の OB の方であることを知りました。その後村松さんも先輩でいら

っしゃると知って、この 2 人から誘われたら断れないので今日参加してます(笑)。今は機長としてボーイング 787 を操縦しています。 
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司会）岡崎 藤原君はこの中では一番若い。在学中はラグビー部だったね。今は琉球エアーコミューターにいらっしゃる。    

藤原雄滋  平成 2 年（1990 年）生まれの 28 歳です。パイロットになったきっかけより前にまず城北に入ったきっかけから話します。父が城北生で卒 

業後こちらで教員をしています。男兄弟 4 人ですが、3 人の弟とともに 4 人全員城北です。一番末の弟は今高校 3 年生で、この会議室の上

の教室で授業を受けています。      

昔から漠然と電車、船、飛行機が好きで、そのいずれかに乗って仕事をしたいと思っていました。大学進学のときに専門的な大学に進む道

もありましたが、どれか一つに絞ってしまうと逃げ場がなくなってしまうと考え、普通の大学で学部卒の資格を取ろうと思ったのです。そ

こで東京理科大学に進学し、大学 4 年の時に就職活動と並行して航空大学校を受験して受かり、卒業後行くことにしました。私が東京理科

大学 1 年になった翌年の 2010 年 1 月に日本航空（JAL）が倒産しました。  

航空大学を卒業する 2015 年ころには JAL の採用も回復しているだろうと思っていましたが回復せずにいて、同期のほとんどは全日空

（ANA）に行ったのです。半年間就職活動して琉球エアーコミューター（RAC）に入れましたが、採用が決まるまでの間が人生で一番つら

かったです。今は副操縦士になって 2 年目、まだまだ飛行時間が足りない中、機長昇格に向けて一歩一歩進んでいこうと思っています。 

  

司会）岡崎 村松さんの兄弟と木村元彦さんは城北で水泳部[水球部]でしたね、ここにいる 9 人中 3 人が水泳部[水球部]と多いのは、当時顧問の宮川先

生が「パイロットになれ」と強く言ったのでしょうか？  

村松（兄） いえいえそんなことはないですよ。私は水泳部[水球部]の中で初めての理科系でした。高校時代は目の前にある部活と勉強で精一杯でした

から。 

  

 

司会）岡崎 私は地上職としてパイロットを見ていると、人の命を預かるし、自分の健康管理、精神管理も大変だし、辛いことも多いと思う。 その反面 

  楽しいこともあると思うのですがそのあたりどうですか。      

黒野  日本航空（JAL）では、カリフォルニア州のナパに訓練で行くときに片道だけではなく帰りの航空券も渡されるのです。同じ試験を 2 回落ち

ると、翌々日には東京に強制的に帰される決まりがあるため、帰りの航空券も机の引き出しに入れています。 

  自社養成の最初のクラスが 11 人の中で 3 人、次のコースは 10 人で 2 人帰されましたが、3 番目である私たちのコースは全員無事でした。 

 私が入社した1987年にJALは完全民営化され、当時の入社組は「新人類」といわれていました。桶川の本田航空で適性検査を受けたとき、 

試験以外の時間はフリーであったのでラウンジで村松らとマージャンやっていました。あとから聞いた話ですが、「採用試験の最中にマージ 

ャンやっているとんでもない奴らがいる」と採用担当の中で話題となり、次のコースからは悪い印象を持たれるから「ここでマージャンな

どをやらないように」とお触れが出たらしいです。 

ナパで訓練中の試験は、自分の技量が合格点に到達する前の段階で受けさせられるので、受かるか受からないか不安の中で過ごすのは辛か

ったですね。 楽しいことでいうと、地上職の人と違ってパイロットはある程度自由に年休が取れるので、プライベートを充実させること

ができます。飛行中は同じ状況などなく、操縦はあらゆる変化に対応する必要がありますが、充実感が持てる仕事でもあり、上空からの素

晴らしい眺めも楽しめる仕事です。 

木村元彦 辛いことと言えばやはり身体検査と技能審査の頻度が多いこと。半年に 1 回だったり、ちょいちょい受けなくてはならないのは辛いもので

す。楽しいことと言えるのは達成感の共有があること。基本的には A 地点から B 地点に無事に安全に定時に着くという事ですが、この目的

を成し遂げたとき、アスリートと同様にパイロット同士で共通した達成感が毎回得られることでしょうね。      

藤原 隣にいるベテランの機長と仕事ができることが楽しく、勉強になりますしまた感謝しています。私の同級生で営業などしている人に聞くと、

私ぐらいの若い年齢のものが部長クラスの人に円熟の営業の仕方を同行しながら見たり、おいそれと尋ねて教わることはないといいます。

パイロットはチームワークが大切。機長は丁寧に教えてくれるので、自分が成長できる環境にあります。そこでの人とのつながりが感じら

れ、さらに達成感が味わえる点が面白いですね。      

薬師  自分は転職が多かったので、ほぼ日本の飛行場は網羅しています。行っていないのは南鳥島空港など限られています。上空から見る景色が

最高なのが楽しいところ。辛いところは、年を取ってくると経験が上がってくが体力(老眼等)が落ちてきて、両方ともバランスよく揃うと

いう事がなかなかなく、難しい日々です。退職するまで無事故でいられるかどうかドキドキですね。仕事としては離陸して着陸するという

1 話完結なので、その中で教わることは多いです。 65 歳の機長と 25 歳の副操縦士という組合せというのはあり得ます。おじいさんと孫

くらいの年齢差の人が一緒に仕事できる職場というのはいいですね。あと、兄弟パイロットであったり親子パイロットであったり、おじい

いさん、お父さん、お子さんと 3 代続いていたりするケースもあります。親のやった仕事を子がやってくれるのは魅力ではないでしょうか。 
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司会）岡崎 薬師さんは運動が得意なのですか？      

薬師  運動は得意ではないのですが、今エアロビクスダンスばかりやっています。城北中学の時はワンダーフォーゲル部に入っていました。航空

大学校を目指そうと決め、数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲを高 2 までに勉強し終えようと思っていたので、高校時代は予備校ばかり行っていましたね。 

航空大学校の上位 1 割は頭脳も運動神経も両方持っている人たち、真ん中は普通で、下位 1 割はどうにかついていけるかというところでし

た。 

      

司会）岡崎 仕事のないオフの日は何をされているのですか。      

木村尚史 子供がまだ小学 3 年生・10 歳なので、週末が休みの日は子供と遊ぶようにしています。平日休みのときは体を動かしにスポーツジムに行く

ことが多いですね。      

登山 私も体を動かすことが好きなので、サイクリングをしたりジョギングしたりしています。名前のとおり登山も趣味です(笑)。家族みんなで

ハイキングによく行ったりします。 

岡田  私は休みのときは今でも合唱をやっています。城北高校合唱部の OB 仲間を中心に、上は 60 歳代後半から下は 40 歳くらいまで、幅広い年

代の人たちと月に 2 回ほど練習しています。大学時代は、比較的持久力がある方でしたし運動で体を鍛えたかったのでボート部でした。ボ

ートは体力勝負なのでさすがに 20 代でやめましたが、合唱は経験がものをいうので今でも続けられています。普通のサラリーマンと違って

土日が休みではないので、練習の為に土日休む場合は事前に休暇を申請して取らなければならないのが悩みの種でしょうか。パイロットの

仕事はきつい時もありますが、遠回りしてでも就きたかった仕事です。今は充実していてこの仕事を続けられていることに感謝しています。 

 

司会）岡崎 普通の仕事では運が悪ければ出世することはないでしょうが、パイロットの人たちはそれなりに充実した人生を送れているという良さがあ

りますよね。  

村松（弟） この仕事をやっていてよかったと思えるのは、訓練の同期同士の結束が非常に強く、機長に皆でなろうと協力し合えることですね。仲間を

蹴落としてでも出世するという競争がありません。一人でも多く機長になるために協力し合おうとするチ一ム意識は社会に出てからはなか

なか味わえないと思います。 

司会）岡崎 私はオランダに駐在している時期があった。そこに村松（兄）君がわざわざ訪ねてきてくれたことがあり、やはり乗員はいいな、 と思いま

したよ。駐在員は結構大変なことがあるから。      

司会）岡崎 木村さんの ANA の仲間意識はどうなのですか。      

木村元彦 薬師さんもおっしゃっておりましたが、パイロットの 1 割は何もしなくとも機長昇格に受かる優秀な人たち、8 割は努力しなければ受から

ない人、残る 1 割はかなり努力しないと受からない人たちで構成されていると思えます。残る 1 割の人たちを助けることでチームがまとま

るのです。それ以降も自分だけ良ければいいという考えではなく、分かっていれば教えてあげ、困っていれば助けるという意識が働きます

ね。操縦は機長と副操縦士の 2 人が担うので、協力せず「この人いいや」としてしまうとかなり危険な領域に入ってしまうため、協力は

 惜しまないです。      

 

司会）岡崎 城北の校風というのが、みなさんのような人が育つ何かを持っている気がするのですがどうでしょうか。      

木村尚史 高校のテニス部時代、練習も先輩からの教えも理不尽に思えても耐えましたが、航空大学に入っても、パイロットになってからも高校時代

の耐える気持ちと経験が役に立ったので有難かったですね。      

       

司会）岡崎 航空大学は高卒で直接入ってくる人もいれば、一般大学に通ってから途中で入ってくる人もいるので、年齢はバラバラなのですか？  

薬師  1967 年入学の 14 期生までは短大卒以上の資格で受験できました。1968 年入学の 15 期生から 1986 年入学の 33 期生までは高度成長期の

需要から高卒と高校卒業して 2 年間は受験できる資格にして、1 クラス 36～38 人だったと思います。そのあと 1996 年の 34 期生以降短大

卒以上の資格に戻しました。     

登山  私は 1986 年以前の旧制度（高卒以上）と 1987 年以降の新制度（短大卒以上）両方で受けられる世代で、私自身は 1988 年に新制度（短

大卒以上）で受験して航空大学校に入れました。新制度（短大卒以上）では入学時年齢は 20 歳から 24 歳までになっています。 

司会）岡崎 私は昭和 40 年入社と古いのですが、その頃日本航空（JAL）の入社試験は大卒の人か、航空大学の人か、自衛隊の人の 3 種類※10 が受け

られましたね。  

        ※10 現在では一般大卒業後、航空大学校か自社養成コースのどちらかで基礎課程(旅客機の前まで)の訓練を受けられる。  

薬師  JAL さんは最初の頃、パイロットの自社養成は短大卒以上の資格を持つ受験者が対象でしたが、ANA さんは高卒で自社養成をしばらくやっ

ていました。2011 年に副社長をなさった森本さんは高卒で機長をやって ANA でナンバー2 まで行った人です。今では東海大学、法政大学、

桜美林大学、東海大学、崇城大学も自校でパイロットの自社養成をしています。     

木村元彦 東海大卒のパイロットも割と多いなぁ。      

薬師  一般大学で一番最初に養成をやり始めたのが東海大学で、ANA が支援しました。 

 

司会）岡崎 この座談会の記事が掲載された後、パイロットになりたいと思う城北生が増えるのではないかと思います。今度この城北 OB 会パイロット

グループで自社養成やりますか（笑）  

     

木村元彦 「先輩のつてで何とか ANA に採用して貰えませんか」とよく言われるのですが、私たちに権限はないですよ。そもそもコネの通じない実力

のある人が入る会社ですから。      
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村松（弟） 飛行機にタダで乗せてくれとよく頼まれることもありますが、それはできません（笑）。      

木村元彦 キャビンアテンダントを紹介してくれというのもあるが、できるとしたらそれぐらいですか？(笑）。  

司会）岡崎 このパイロットの OB 座談会をきっかけに、パイロットになりたいと思っている人にどうやって大学や航空会社を受けたらいいのかアドバ

イスができる窓口が学校に作られたらいいですね。      

藤原  私も高校生の時どのようにしたらパイロットになれるのか学校に相談しましたがあまりよくは分からなかったのです。城北の進学相談室は

 医者になるための指導は手厚かったです。パイロットに限らずいろんな職業の進路相談ができる学校になればいいと希望します。  

木村元彦 私がよく学生の方に聞かれるのは、「目が悪くなるとパイロットにはなれないのですか」「英語が話せないとなれませんか」とか「理系でな

いとなれないでしょうか」という質問をされます。どこまでなら受かるとは私には言えないのですよ。      

 

司会）岡崎 パイロットになるための航空大学校の受験では、身体検査で 1 度でも落ちたらそれきり入れないものと思っていました。    

薬師  大学側の受験基準が変わってきていますね。私の時代の在校生であれば、無作為に 100 名の生徒に受験させて合格できるのは７％の合格率

と言われていました。さらに当時は裸眼で 1.0 以上が受験条件だったので、クラスの半分は受験資格を失うことになります。  

司会）岡崎 城北生でパイロットになりたいと思っている人はどれほどの人数なのでしょうか。      

黒野  2003 年に木村拓哉主演で TBS 系のテレビドラマで『GOOD LUCK!!』（グッド ラック）が放映されている頃は希望者が多かったですよ。 

村松（弟） 先日、大学の OB 会で現役生との就職懇談会に参加する機会がありました。商社や銀行員の OB が話すときのリアクションに比べ、「パイロ

ット」というと一瞬ポカンとされます。特別な人がなるとでも思われているのでしょうか。 

薬師  国家資格の「士（サムライ）」の付く職業の中で、薬剤師や弁護士などに比べても一番少ないのが操縦士だそうです。  

        

 

司会）岡崎 今日はパイロットの OB 座談会なので、城北の現役高校生たちに声をかけてもらえますか。      

藤原  私が現役性にいちばん近い年齢ですが、機長や先輩の話を聞いていると、航空会社の採用基準のハードルは年々下がっています。それは就

職活動をしてみて実感しました。在校生たちはなりたい夢がいろいろあると思います。目が良くないという人もいるでしょうが、是非前向

きに考えてパイロットという職業をその一つに加えてほしいです。      

木村尚史 パイロットは生き生きしている人が多く、仕事で充実感を得られている人はプライベートでも充実している人が多いように思えます。それ

から訓練中に言われた言葉で印象的だったのは、「F1 ドライバーでさえ、100 億円、200 億円もするような高額な乗り物を自分の手で操縦

できない」と言われました。それだけやりがいのある仕事なんだと実感しながら仕事をしています。      

木村元彦 在校生の人には、とにかくチャレンジしてほしい、という事。学力だ、身体検査だと考えてしまいがちですが、チャレンジしてみないこと

には自分の適性は分からない。私もそんなに勉強ができる方ではなかった。一浪しているし、大学もそこそこの学校でしたが、そんな私で

さえやってこられているのだから、チャレンジする価値はあると思うのです。木村さんが F1 ドライバーの話をされましたが、「彼らは 2 次

元で仕事をしているが、われわれパイロットは 3 次元で仕事をしているから、操縦は彼らよりパイロットの方がうまいんだよ」と教官から

言われたことがありました。      

村松（弟） この仕事は、コネも学歴も派閥も関係なく実力次第で上に上がれるので、チャレンジしたいという人に是非来てほしいです。   

登山  パイロットになるのも大変ですが、なった後も訓練や審査で大変です。しかしワンフライトで仕事が完結するすばらしさ、 空からの景色も

申し分ないですね。悪天候の中でもクルー全員で安全快適に運航するため、技を極めることの充実感もあります。こうしたやりがいがや素

晴らしさがあることを動機として是非チャレンジしてほしい。           

黒野  JAL で採用担当をやっていて思ったのは、一般企業だとしゃべり方が上手な方がポイントになるでしょうが、パイロットという職業は口下

手な人でもちゃんとなれる職種です。素直さと探究心を持ち合わせている人は向いています。それからこの仕事は家にいないことの方が多

いので、適度な距離感をおくことで奥さんとは円満な夫婦関係が築けると思いますが、これは高校生にいう話ではなかったかな(笑）。 

村松（兄） 私がパイロットになる訓練を受けているとき、男子校で過ごせたことがとても役立ったと思います。さっぱりした男の世界と適度な上下関

係を持ちながら横の仲間とは協力してやっていけるのが男子校と似ています。この職業は実力のみで取引だとか駆け引きはないのです。高

校生に言いたいのは、スポーツでも勉強でも今目の前にあるやるべきことを一生懸命やってほしいという事ですね。    
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岡田 自分がそうだったように、夢を諦めないでほしいという事でしょうね。諦めたらそこで夢や目指していることが終わってしまいますから。

それと高校時代の友人は一生の付きあいになります。私の身の回りの親しい友人は城北で一緒だった友が多いですよ。私は航空大学校を 2

度落ち、一浪して北海道大学に進みましたが、2 度とも航空大学校受験を身体検査で落ちていたこともあって、この時パイロットになると

いう夢を諦めていました。北大での学生生活に日々甘んじていたのでしょうね。 

こんな出来事がありました。大学 1 年の年末、城北の陸上部の同級生で航空大学校に現役合格して進学した友人が、帯広から宮崎へ移動す

る途中、札幌に居た私のところにわざわざ寄ってくれたのです。会うなり彼は「周りには 2 浪して航空大学校に入ってくる人もいるのに、

なんでお前は受けなかったんだ！」と言われてとてもショックでした。試験を受けて、挑戦して駄目だったならば諦めもつきますが、自分

は挑戦もせずにパイロットの夢を諦めたことにとても悔いが残ったのです。当時は航空大学校に行かなければエアラインのパイロットには

なれない時代でしたから。 

その後状況が変わって JAL も ANA も自社養成パイロット採用試験を開始したので、受験できる限りは挑戦しよう、もしかしたら、という気

持ちで受けましたが、やはり身体検査で落ちてしまいました。20 代後半になって、もうチャンスは無いと思っていた頃にたまたま航空機関

士（フライトエンジニア）の採用試験が有りました。周囲からはまだパイロットなんて夢みたいなことを目指しているの？という冷ややか

な反応があったのですが、操縦桿を握らないとはいえコックピットクルーの一員になれる可能性が有るならば、ダメ元でも当然挑戦するし

かない、と受験した所、幸いにも合格することが出来たのです。自衛隊のパイロット採用試験を含めて実に 8 度目の挑戦でした。夢を諦め

ないことって本当に大事なんだなとつくづく思いました。 

薬師  電車で一番前に乗れるのが運転手ですし、飛行機で一番前に乗れるのがパイロットです。そこから眺める景色の素晴らしさは何物にも代え

がたい。今 16,17,18 歳の人が就職して退職するまで 40 年以上あることを思えば、飛行機もその次か次のモデルに乗れる可能性は十分にあ

ります。パリまで 2 時間で行ってしまえる飛行機に私は乗ってみたいな。もしかしたら宇宙にも行けるのではないかと思います。2016 年 7

月に ISS に行った宇宙飛行士の大西卓哉さんは全日空の副操縦士でした。次の世代はパイロットから宇宙飛行士になれるかも知れないので、

城北生は是非トライして欲しいですね。      

  

 

司会）岡崎 有難うございました。近い将来外国から 4000 万人の観光客が来日し、日本からも 3000 万人が出国する時代になると航空需要もますます

高まる一方です。パイロットは特殊な職種ではなくなって、より開かれた職業になるでしょう。城北からもパイロットが大勢排出されて、

世界の空を駆け巡る日が来ることを期待します。      

薬師  どういうような道を進んだ方がいいですよ、くらいはアドバイスできます。東海大学の自校養成がいくらで、法政大学の養成がいくらでと

いう不安があるなら、最初から自社養成を目指すのはいかがとか。自社養成がだめだったら航空大学に行けば良いとか。防衛大学は給料を

もらってパイロットになる道があります。その年と経済状況で選択肢が変わるものです。目が悪いとなれないと言われたのは昔の話。パイ

ロットの需要と供給のバランスによって緩和されます。今はコンタクトレンズも眼鏡も OK ですよ。白内障手術をした人もなれる。レーシ

ックはまだですがこれから認められるかも知れません。      

村松（弟） パイロットは理系でなくてはなれないという事もなくなりました。ここにいる人も文系・理系と約半々ですよ。 

村松(兄） 文系・理系関係なくコミュニケーション能力でしょうね。あまりヲタクすぎて自分の世界に入ってしまうと、機長と副操縦士の 2 人しかい

ないので、協力して安全運航を遂行できなくなりますから。      

藤原  私の航空大学の時はセンター試験に出てくる数学と物理の問題が、一般教養の中で出てきました。当時は理系が多かったのですが今は文理

半々です。      

       

質問者） 副操縦士になるにはどれくらいの飛行時間が必要で、何年ぐらいしたら機長になれるのですか。 

黒野  JAL の自社養成でいうと、まずカリフォルニア州のナパでの飛行訓練があり、単発機で 9 か月半の 160 時間、双発機で 8 か月の 100 時間で

基礎課程修了です。その後、実用機過程が約 2 年かかるので、入社して 4 年でようやく副操縦士として乗務できるようになります。機長に

なるには 3000 時間必要で、約 10 年かかるのですが航空局の審査官による機長認定審査に合格しなければならないので訓練もかなり厳しい

ですね。  
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薬師  自衛隊でも単発機 T-7 で 100 時間、双発機 T-4 で 100 時間という決まりがあります。JAL、ANA で一人前の副操縦士になる資格を得るに

は 4 年ほどかかります。副操縦士から機長になる試験を受ける資格を得るには 3000 時間、10 年ぐらい要します。資格を得たからと言って

操縦士や機長になれるわけではなく、さらに航空会社によって資格取得時間の規定が違います。      

藤原  私の琉球エアーコミューター社では 1 年間で 600 時間のフライトタイムになるので、5 年で 3000 時間を要したら機長昇格の試験を受ける

資格が得られます。 

薬師  一般的に操縦する機種にもよっても変わるものです。エアバス A320 で早く機長資格取った方がいいとか、ボーイング 737 の方が海外に出

やすいとか、エアバス A320 と 737 両方で機長資格を取るのが将来的に有利になるなど、考えはまちまちで、属する航空会社の方針・乗る

機種にもよって機長になれる機会は違ってきます。      

村松（弟） 私の機長昇格の実施試験時の担当試験官が、当時航空局にいらっしゃった薬師さんでした。その時は城北の先輩だと知りませんでしたが厳

しい指摘に緊張した気憶があります(笑）。 

司会）岡崎 みなさん、今日は本当に有難うございました。 

 

 

【補足】 

城北のクラブ登録正式名では「水泳部」ですが、「水球部」という呼称が長らく定着しているため、水泳部[水球部]という表記で統一しております。 


