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◇ 巻  頭  

欧州航空業界 見聞記 

JBAA 理 事 

 日本エアロスペース㈱ 航空機本部長代行  

航空機担当（兼）航空機部長 

川出 隆一 

 

私は、2011 年 4 月～2013 年 11 月までオランダの航空機リース事業を行う現地事業会社に

約 3 年間赴任しておりました。その時の話を紹介したいと思います。 

 

オランダの面積は九州とほぼ同等の 41,500 平方キロメートルで人口は 1,660 万人の小国の

為、オランダ国内では国内線の運航はしていませんが、古くから海外との交流が盛んで、移民

を多く受け入れてきた多民族国家だけに国際線はフラッグ・キャリアである KLM Royal 

Dutch Airlines (KLM)がスキポール空港を拠点に世界路線網を運航しています。現在、成田と

アムステルダム間の直行便は同社の独占運航となっており、昨年からは、オランダと歴史上の

関係が深い九州を結ぶ福岡－アムステルダム間の直行便が運航されています。 

 

世界でも最も古い航空会社と云われる

KLM は、第一次世界大戦後の 1919 年にオ

ランダ政府とウィルヘルミナ女王の援助

を受けて設立された経緯より、英語社名に

Royal Dutch、及び会社ロゴ・マークに王

冠が入っており、王室との強い関係を表し

ています。 

 

2013 年 4 月にオランダ新国王に即位したウィルヘルム・アレクサンダー国王は KLM が運

航する国産の Fokker-100 双発ジェット機のパイロット免許を保持しており、現在も免許更新

に必要な訓練と飛行を定期的に行っているそうです。 

 

KLM の拠点空港であるスキポール空港は、現在、

3000m 超えの滑走路が 5 本、B/J 用の 2000m 級滑走路を

1 本有しています。近代的な空港ターミナルからは、アム

ステルダム市内や国内主要都市への鉄道網のみならず、

隣国ベルギー、フランス、及びドイツまで高速鉄道が繋

がっています。当然ながら 24 時間開港されている利便性

の高い空港としても有名ですが、難点はターミナル内の

飲食店は市内と同様に、夜 10 時には全て閉店となること

です。夜 10 時過ぎに到着したら、空港内での食事は期待
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しない方が賢明です。また、持ち込み荷物を預けた場合には、荷物を受け取るまで 30 分は待

たされる覚悟が必要です。空港の荷物引取りカロウセル前は、オランダでは珍しく人混みが出

来る場所となります。 

 

欧州域内での出張の場合、稀に LCC を利用することがありましたが、LCC 利用の場合、必

ず優先搭乗（Priority Boarding）及び座席間隔が広い非常口のある列を予約するのが鉄則です。

欧州で LCC を利用すると、観光客にまぎれて、先ず非

常口の列から背広姿の乗客達で埋まります。そんな

LCC の欧州での市場占有率は約３０％から４０％ぐら

いと云われていますが、このレベルに達すると LCC 間

の競争も激しくなります。数年前、スペイン国営のイ

ベリア航空が LCC に対抗するため「Clickair」を設立

しましたが、同じくスペイン国内に設立された LCC の

「Vueling」との競争の結果、最終的には Vueling が

Clickair を買収してしまいました。            スキポール空港内のカジノ入口 

 

単一市場である EU 内では LCC 間の競争だけに留まらず、従来ならば手出しが不可能であ

った第 3 国の国内路線にまで LCC が進出しています。例えばイタリアのミラノ・マルペンサ

空港は英国の LCC である Easyjet の拠点空港化が進んでいますが、驚くことに昨年からはイ

タリア国内線のドル箱路線と云われるローマとミラノ間の国内線に、Easyjet の一部参入が認

められ、それまでアリタリア航空の独占に終止符が打たれました。最近、このアリタリア航空

の株式４９％を救済取得した中東のエティハド航空によれば、今後、同社の拠点空港はミラ

ノ・マルペンサ航空からローマ空港に移すとの報道があり、LCC の進出が何等か影響してい

るのではと推測します。 

 

イタリアと云えば、2012 年に解雇を容易にする目的で、特定業種について解雇後もそれま

での給与の８５％を、政府が 2 年間支払保障する制度が制定しました。この特定業種の対象と

なる中小航空会社が人員リストラを慣行しましたが、同じ時期、イタリア政府の財政悪化から

緊縮予算を EC 中央銀行に課せられ、結果的にこの制度による支払保障が履行されず、逆にリ

ストラを実行した会社側が政府に代わり保障金支払いを余儀なくされる事態が発生していま

した。 

 

オランダ駐在の後半は、債権回収督促のためアポなしで相手先訪問する目的で、ミラノ行の最

終 LCC 便に飛び乗り、イタリア弁護士との打ち合わせの為ミラノ－ローマ間を LCC で往復す

る日々がつづきましたが、そんな苦労も、最後は相手先のリストラの費用が嵩み、別の航空会

社に吸収合併されてしまいましたが、現在も視界不良が続いているようです。 
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◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報  

 

成田国際空港で、BJ スポット-ターミナル間に新たなアクセス道路が完成、また、BJ ターミ

ナル近くに BJ 用スポットも増設 

整備場地区にあるBJ用スポットとターミナルビルを結ぶアクセス道路は、従来は1本だけで、

低速車両があると BJ 旅客が乗った車も低速走行を余儀なくされていましたが、9 月 18 日から

2 本目のアクセス道路が完成し、行き来の時間が半減されるようになりました。また、BJ 専用

ターミナルに近く、大型 BJ も駐機できる#421 スポットが利用できるようになりました。 

 

 

 

 

東京国際空港で、BJ 旅客専用ゲートと BJ 優先スポットの運用を開始、また、年度内に整備

地区に大型 BJ 用スポットを増設 

9 月 30 日から、国際線ターミナルビル 1 階の BJ 旅客専用ゲートと、それを利用する BJ が

優先使用できるターミナル前スポット（#123）の運用が開始されました。優先スポットとゲー

トの間は約 2 分、また、専用ゲートでの出入国手続きは約 3 分と、従来の一般旅客と同じ出入

国動線/N 地区からの地上移動に比べ、到着/出発に要する時間が大幅に短縮されます。また、

年度内に、整備場地区にある N1A~N3B の 6 つスポットの横幅が拡大され、G650/Global 

Express クラスの大型 BJ が駐機できるようになります。 
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NBAA 2014 開催 

10 月 21 日から 23 日の間、米国フロリダ州オーランドで、NBAA 2014 Convention & 

Exhibition が開催されました。JBAA 会員各社も見学に行き、また、航空局/愛知県/成田空港

会社も今まで通りブースを出展しましたが、今回は会員 10 社の協賛を得て、JBAA もブース

を出展し、多くの来場者がありました。22 日には会員各社と、FBO である Showalter 社を見

学しました。また、北林会長以下 JBAA 出張者は、航空局担当官とともに NBAA 会長を表見

訪問した他、IBAC (International Business Aviation Council) との意見交換、出展各社を訪

問する等、精力的に活動しました。なお、航空局は、東京国際空港で運用が開始された BJ 旅

客専用ゲートと BJ 優先スポット、BJ に関する我が国の昨今の動向について、業界紙に記者会

見を行いました。 

  

 Orlando の NBAA 会場                      JBAA と日本ジョイントブース      
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Showalter 社（FBO）見学風景         航空機展示会場入り口で 北林会長ほか 

 

Honda Aircraft 社の藤野社長が受賞 

JBAA会員でもある米国Honda Aircraft社の藤野社長は、8月に SAE (Society of Automotive 

Engineers) International から Kelly Johnson Aerospace and Vehicle Design 賞を、9 月には

ICAS (International Council of the Aeronautical Sciences) から Innovation in Aeronautics

賞を受賞されました。 

 

欧米のビジネス航空近況 

今年に入り、米国におけるビジネス航空の運航量は 10ヶ月連続して前年同月を上回り、2014

年第 4 四半期もこの傾向は続くと見られます。その結果、米国では、2014 年は前年対比 1.5%

の成長が見込まれ、2008 年のリーマンショック以降では最良の年となると見込まれています。

また、9 月末の時点で、欧州もウクライナ情勢に関わらず、英仏での伸びにより、前年同月対

比 +0.1% となりました。 

 

新機種の開発状況 

Cessna Aircraft 社は、9 月 5 日に Citation CJ3+の型式証明を、Gulfstream Aerospace 社は、

10 月 8 日に G650ER（G650 の航続距離を約 500nm 延長）の型式証明を、それぞれ FAA か

ら取得しました。また、10 月 14 日に、Gulfstream Aerospace 社は、新機種の G500 と G600

の開発を発表しました。NBAA 2014では、Bombardier社から、製造中の Challenger 605を改

良した、Challenger 650の開発が発表されました。 

 

 

◇ 協会ニュース 

 

平成 26 年度第 5 回理事会を開催 

10 月 6 日、平成 26 年度第 5 回理事会を開催し、航空局長宛て新要望書について、その提出

が承認されました。また、羽田および成田におけるビジネスジェット受け入れに体制改善に関

する最近の動向、NBAA 2014 での出展、ユーザー向けセミナーの開催等について報告・討議
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が行われました。 

 

主要協会活動（９－１０月） 

9 月 1 日 東京都都市整備局を北林会長、佐藤副会長、田村特別顧問、角替事務局長が訪

ね、東京オリンピック/パラリンピックへの対応、横田基地の共用化等について

意見交換をしました。 

9 月 1 日 四役（会長、副会長、常務理事、事務局長）会を開催し、10 月の理事会に備え

て意見交換、準備を行いました。 

9 月 19 日 静岡県航空政策課が来訪され、富士山静岡空港および 7 月に完成したハンガー

/FBO のビジネス航空での活用について、意見交換を行いました。 

9 月 22 日 経済産業省武器航空宇宙産業課を訪ね、JBAA および BJ 業界の近況報告、意

見交換を行いました。 

9 月 22 日 東京国際空港(株)の取り計らいにより、9 月 30 日から運用が開始される東京国

際空港のビジネスジェット専用ゲートを、会員各社で事前見学しました。 

10 月 6 日 平成 26 年度第 5 回理事会を開催しました。（前述） 

10 月 21 日 NBAA 2014 に参加し、会員 10 社の協賛を得て、ブースを出展しました。 

~23 日 （前述） 

 

 

◇ 会員紹介 

 

朝日航洋のビジネスジェット事業 

 

朝日航洋株式会社 

営業統括部 畑 良明 

 

この度は、JBAA 会報コラムに弊社朝日航洋を紹介させていただく機会をいただき誠に有難

うございます。今般、事業機をセスナ・サイテーション・ソブリン C680 型に更新し２機体制

となりましたので、今回は、弊社の成り立ちから現在のビジネスジェット事業を中心にご紹介

させていただきたいと思います。 

 

１．会社沿革 

（創業期） 

・弊社は、戦後、我が国の商業航空がようやく再開され始めた 1955 年に、当時としては非常

に馴染みの薄いヘリコプター運航会社として設立されました。 

・創立者は、戦前、ラインパイロットだった今井仁で、戦後、「酣燈社」を設立し、雑誌「航

空情報」を発行して、我が国航空界の再建を目論んでおりましたが、米国の航空雑誌などに接

していた今井は、国土の狭い日本では、これからは滑走路のいらないヘリコプターだと確信し
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たそうです。そして事業化のために東奔西走し、ようやく設立発起人に元日本航空社長の松尾

静磨、初代社長に元衆議院議員玉置実を迎え、川崎製鉄、北海道炭礦汽船、野村證券、東京海

上火災、東京放送等の出資を取付けて 1955 年に「朝日航空株式会社」として設立されました。

（その後、1956 年に「朝日ヘリコプター」、1982 年に「朝日航洋」に社名変更） 

・最初の機材は、ベル４７G で 2 機購入したのですが、ヘリコプターで何ができるのか、世の

中に浸透していなかったこともあり、創業期の経営は大変苦労したとのことです。 

・その後、国土復興に伴い、各地で電源開発が盛んとなり、発電所の建設等のため、ヘリコプ

ター活用の可能性が出てきました。関西電力の黒部川第 4 発電所（クロヨン）建設では、他社

が辞退する中、弊社は、道路のない急峻な山間部の建設地への資材輸送、現場作業員のための

食料・日用品の輸送、緊急連絡や、怪我人救出に至るまで担当し、まさに社運を賭けて新しい

産業航空分野に乗り出したのです。 

（発展期） 

・1959 年、西武グループの資本参加を得て、ようやく経営基盤が安定へ向かいました。その

後、1960 年代から 70 年代は、事業基盤を確立するため、新規事業の開拓、事業拠点や人員の

拡大、そしてヘリコプター機材の拡充を図っていきました。1964 年には富士山頂へ気象レー

ダーの大型ドームを空輸するなど、性能限界に近いチャレンジングな業務も行っています。 

・1982 年、測量事業の東洋航空事業と合併し、「朝日航洋株式会社」に社名変更しました。 

・1980 年代は、海洋資源開発を支援するオフショア事業や、つくば万博での旅客輸送を初め

とする首都圏コミューター事業に取組みました。ヘリコプター旅客輸送では、有視界飛行のみ

のため、天候に左右されて就航率が上がらず、事業としてはなかなか軌道に乗りませんでした。 

・固定翼事業では、1985 年に固定翼操縦士を養成する日本産業航空に資本参加し、後にこれ

を「朝日航空株式会社」と社名変更して、コミューター事業に進出しました。 

・1987 年、朝日航空は、広島、愛媛、大分の３県を結ぶ定期路線を運航する固定翼コミュー

ター事業「西瀬戸エアリンク」を開業しました。使用機材は、エンブラエル EMB-110P バン

デランテと、ブリテンノーマン BN-2 アイランダー機でした。しかしながら、旅客船との競合

等で採算が合わず、1996 年営業譲渡して終了しました。 

（転換期） 

・弊社は、1989 年~90 年の 2 年間に 6 件の航空事故を連続して発生させてしまい、乗客・乗

員の尊い生命を失いました。1990 年 10 月には運輸省から改善勧告が出され、社内体制・基準

の見直しが求められる事態に至りました。 

・創業以来、拡大成長路線を歩んできた弊社は、事故を教訓として社内の安全推進体制を抜本

的に強化し、経営方針を見直して、物資輸送など得意分野へ回帰することとしました。 

・1997 年 7 月、トヨタ自動車が西武百貨店から弊社株式を取得し、その傘下に入りました。

これを機に、社内では組織改正や、関連会社の整理、本社機能の移転を行い、トヨタの業務改

善活動手法を導入するなど、様々な改革が行われました。 

・1997 年 12 月から、企業との包括的な運航契約によりヘリコプターによる従業員輸送を受託

しました。遠隔地にある事業所間を定期的に結ぶもので、当然ながら安定した運航が求められ

ました。同時に、安全性と就航率向上のため、計器飛行の検討を開始し、2000 年からはヘリ



 9 

コプターによる IFR 運航を開始しました。これにより就航率は約 20％改善しました。 

（ビジネスジェット事業） 

・また 1997 年の同時期に、小型ジェットのセスナ・サイテーション・ウルトラ C560 を導入

し、航空運送事業の認可を得て、オンデマンド・チャーター並びに企業との包括契約による北

海道への定期便運航を開始しました。 

・1999 年、C560 を 2 機体制として、チャーター便運航体制を拡充し、旅客輸送のみならず、

患者搬送や臓器搬送にも対応できる体制を整えました。 

・2010 年、老朽化が目立ってきた C560 を機材更新することが決定され、航続距離が長く、

中国本土への運航をカバーできる中型ジェットとしてセスナ・サイテーション・ソブリン C680

型を 1 機導入することとなりました。 

・2011 年、C680 による事業認可を得て、本格的な国際チャーター運航も開始しました。 

・2014 年 8 月、C680 の 2 号機を導入し、2 機体制となりましたので、今後は国内線、国際線

も含めオンデマンド・チャーター事業を積極的に展開していく計画です。 

 

２． 事業概要 

弊社は、ヘリコプターやビジネスジェットの運航を行う「航空事業本部」と、測量や地図作

製等を行う「空間情報事業本部」で構成されておりますが、航空事業の概要は以下の通りです。 

（１） ヘリコプター事業 

70 機の各種型式のヘリコプターを使用して、全国で以下のような多岐にわたる事業を行って

おります。 

旅客輸送、調査・視察飛行、航空撮影、報道取材、レーザー計測（地質調査等）、 

医療搬送（ドクターヘリ）、海洋資源開発支援（オフショア）、運航受託（県防災ヘリ

等）、物資輸送（山岳地建設工事、木材搬出）、送電線巡視、農林事業（薬剤散布、緑

化）、整備事業等 

 

（２） ビジネスジェット事業 

2 機の中型ビジネスジェット（C680）による、国内及び国際不定期運航（オンデマンド・チ

ャーター）を基本としておりますが、それを含め以下のような事業を行っております。 

① 国内及び国際航空運送事業（法人ブロック・チャーター、一般顧客オンデマンド・チャー

ター、患者搬送、臓器搬送等） 

② FBO 事業（外来機ハンドリング、CIQ・運航許可手続き、機体格納、旅客・乗員支援等） 

③ 他社乗員訓練、航空機整備の受託等 

④ 海外チャーター機による長距離国際運航の手配 

 

３．ビジネスジェット事業の運営体制 

① 当社のビジネスジェット事業は、県営名古屋空港の名古屋オペレーションセンターを拠点

として、主に中部航空・ビジネスジェット事業支社の人員により遂行しています。 

現在の要員は３８名で、以下の通りです。 
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・ビジネスジェット操縦士 ８名（機長５名、副操縦士３名） 

・客室サービス添乗員 ４名 

・ビジネスジェット整備士 ８名 

・運航管理要員 ５名 

・予約・旅客ハンドリング要員 ４名 

・営業担当 ６名 

・その他 ３名 

航空事業運営のためには、要員の確保・養成が非常に重要ですが、特に操縦士、整備士、運

航管理者のような技能資格が必要な職種では、十分な要員を確保し維持することが特に重要課

題となっています。 

 

② 名古屋オペレーションセンターの施設 

・2006 年、当時としては日本初のビジネスジェット専用格納庫として名古屋空港に竣工しま

した。格納庫の大きさは、間口 100m×奥行 45m＝4500 ㎡で、事務棟と整備棟が付随してお

り、大型ビジネス機×2 機及び小型ビジネス機×3 機が余裕をもって格納できる広さです。 

・天井にホイストクレーンを備え、エンジン交換等の重整備も可能です。 

・事務棟 1 階には、コンパクトでハイグレードな旅客ラウンジを備えており、ビジネス機ご利

用のお客様が搭乗の前後にお寛ぎいただけます。またラウンジ玄関までお車で乗り付けること

が可能で、駐車場もございます。 

・ビジネス機用スポット（駐機場）は、当社格納庫の眼の前であり、徒歩でもご搭乗可能です

が、通常はラウンジから飛行機までワゴン車にてご案内しております。 

・お客様の空港（ラウンジ）ご到着からご搭乗まで、最短 10 分程度で可能であり、お待たせ

しないことがセールスポイントとなっております。 

・ビジネスジェット国際便で、名古屋空港から発着される場合は、CIQ 検査を行うため、弊社

に隣接する愛知県「ビジネス機ターミナル」を利用することとなります。同施設も駐機場の直

ぐ近くにあり、素早い乗降が可能です。 

③ 他空港における運航 

・もちろん名古屋以外の空港からの発着も可能であり、予めご予約いただいた上で、お客様指

定の空港からお望みの目的地まで運航いたします。 

・国内では、滑走路が 1500m 以上の殆どすべての空港で運航が可能であり、定期便のない路

線での運航も可能です。（一部防衛省管理空港等で許可されない場合があります） 

・首都圏空港（羽田、成田）では、最近、国際線ビジネス機専用施設が整備されましたので、

大変便利になりました。JBAA による国や関係機関への陳情の賜物と感謝しております。 

 

４． IS-BAO の認証取得 

2014 年 6 月に、国際ビジネス航空協会（IBAC）が定めたビジネス機運航基準である

International Standard for Business Aircraft Operations（IS-BAO）の安全監査を受検して

合格し、その認証を取得しました。これは安全運航体制の国際的な証明になりますので、特に
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海外顧客には安心安全をアピールできるものと考えております。 

 

          

     IS-BAO 認証書        C680 型機 

 

５．弊社ビジネスジェットの性能 

最後に、弊社のセスナ・サイテーション・ソブリン C680 の性能をご紹介いたします。 

 ・最大搭乗者数： 操縦士 2 名 + 添乗員 2 名 + 乗客 8 名 ＝ 最大 12 名 

 ・最大離陸重量： 13.7 ㌧ 

 ・最大速度： マッハ 0.8（B737、B767 とほぼ同じ速度） 

 ・最大高度： 14,000ｍ（47,000ft） 

 ・航続距離： 5,330 ㎞（2,880nm） 

 ・客室装備： 衛星電話、DVD モニター、電子レンジ付ギャレー等 

   （客室内高さが 173 ㎝あり、直立歩行が可能です） 

 

C680 は、航続距離が 5,000ｋｍ以上ありますので、近隣のアジアの諸都市への直行運航が

可能です。具体的には、東京や名古屋から、北はユジノサハリンスク、西はソウル、北京、上

海、長春、広州、香港、台北、高雄、南はマニラ等へのダイレクト飛行が可能です。但し、香

港、広州を含む西方の遠隔地は、冬は強い偏西風のために、直行困難な場合があります。尚、

台湾等で給油着陸すれば、ワンストップでハノイ、ヤンゴン、バンコク等にも運航可能ですの

で、定期航空よりも便利な場合もございます。 

 

以上の通り、新しい機材の特性を活かして、JA ナンバー（日本国籍）のビジネスジェット

事業を国際的に展開してまいりますので、今後とも皆様のご指導、ご鞭撻並びにご支援を賜り

ますようお願い申し上げる次第です。 
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 投 稿 

 

空を見上げるとき 

 

       カナダ オンタリオ州政府コンサルタント 上席投資誘致担当官 

       米国 ルイジアナ州 経済開発局日本事務所 副所長（投資担当） 

                                              十二所 尚美 

  

 あの日、｢飛行機がまた造れるようになるんだ！｣と少年のような瞳で語られたその方とのご

縁がなければ、今こうして寄稿するご縁も無かったかもしれません。まずは、お仲間に加えて

いただき、日頃、この航空業界についてご教示をいただいております皆様に感謝を申し上げた

く存じます。 

  

 私は現在、カナダのオンタリオ州と米国ルイジアナ州の日本代表としての職務で日本企業海

外進出のお手伝いをしております。様々な分野の業界を広く浅くではありますが把握しようと

努力する一方、これからどのような産業分野が伸び、活躍していくのか、ワクワクした気持ち

で見ています。まだこの政府機関業界の駆けだしだった頃のテネシー州政府の仕事のご縁で冒

頭の方のお話を直接お聞きし、何が始まるのかまだ予想だにできないまま時を経て、その間、

ワシントン州、バージニア州、ノースカロライナ州を経験し、その後、航空業界において何か

が始まる予感とともに、せめて応援団から始めようと思い立ったときはちょうどミシシッピ州

を始めたところでありました。まずは日本国において、これから航空分野にチカラを入れ、成

長分野になるであろうことを米国側に伝え、関連展示会への出展をそれまで以上に精力的に始

めました。何故に航空関連でミシシッピ？と毎回皆さんから質問されることは興味を持ってい

ただける最大のチャンスとなりました。実は、ミシシッピ州では以前から複合材の研究に力を

注いでおり、あまり知られてないのですが NASA のステニス宇宙センターがあることから人

材も豊富で、と説明させていただいておりましたが、話をするにつれ、さらなる発見や接点を

見出すことができました。 

実際、現在 Honda Aircraft Company（御社の会員と伺っています）のジェット機の初期開

発はミシシッピからだったのはあまり知られていませんが、日本側が米国とうまく接点を持つ

ことでその先のチャンスをスムーズに得られることは確かです。戦後の日米のチカラ関係の狭

間でのモノヅクリの集大成ともいえる航空機産業の現時点を目撃できるのは、後から考えると

歴史的瞬間とも想えるであろう重大な場面です。戦争や経済摩擦を乗り越えた日本のものづく

りの姿勢が世界をどんどん変えて行く様を見ることで、次世代の私達がバトンを受け継ぎ、こ

こで頑張らねばいつ頑張るときがあるのでしょう。身が引き締まる想いです。 

 

ここまで航空機産業との接点に触れてまいりましたが、私をさらに航空ファンに導き下さっ

たのが、パイロット、航空運航に携わる方々との素敵な出会いでした。プロフェッショナルな

皆さんのお話をうかがうにつれ、思い出すのは遠く遡ること米国留学中、上空に見たブルーエ
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ンジェルスの訓練。時は映画「トップガン」で世界中が熱狂していた頃でした。隣町の海兵隊

基地での航空ショーを胸トキメキながら心待ちにしていた記憶が蘇ります。 

米国では各地域に大小の空港が多数点在しており、日常ではフリーウェイを運転している目

の前にトワイライトの絶景とともに颯爽と機体が降りていく光景を見たものです。 

 

先日、現在担当しているルイジアナ州の視察に

行ってまいりました。普段、州政府が用意するプ

ライベートジェットは企業進出の際の視察に使

用されるものですが、そのプライベートジェット

に乗る機会にも恵まれました。（右写真）エグゼ

クティブの心情を垣間見た瞬間ではありました

が、もっと多くの方々にも経験いただくには何か

アイデアを見出ださねばと課題を持って帰って

来ました。国土の広さの比較ではなく、その身近

さを追求することで過去の歴史を塗り替えるこ

とができるのではないでしょうか。十代の多感な

時に青空を自由に駆け抜けて行ったあのブルー

エンジェルスに想いを馳せます。 

         

ルイジアナ州視察デレゲーション   

 

先の｢また飛行機が造れる！｣と熱く語った御方も青年だったその昔、昨年ジブリ映画の主人

公になった方から｢君は自動車でなくて飛行機ヅクリに来い！｣と言われたからだったのだと

つい先日、その関連自動車会社の私と同世代の社員にお聞きしました。飛行機への熱き想いの

〃情熱のバトン〃を受け取った、そのときからの日本の再出発だったのだな、と想像するだけ

で胸に改めて込み上げるものを感じました。〃始まりの始まり〃があってその滑走路上に今が
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ある。与えられたことに邁進するのも大切。そして未来への発想を豊かに柔軟に持ちつつ、皆

さんの夢が実現に向かうお手伝いの応援団で居させていただきたく思います。 

 

最後に私に日米の掛橋のお手伝いの〃始まりの始まり〃に導き

下さった、故牛島寛美氏（在日米国大使館において数少ない日本人

上席商務官として戦後約 50 年勤務され、日本企業を支え続けた）

は生前、｢十二所さん、私はこの会社（ものづくりの日本企業）が

どうしてこんなに素敵なものを造れるのかを知りたいんです｣と語

られていました。空を見上げるとき今、ようやく私もその真髄がわ

かるような気がしています。 

平和の空を目指して日本の航空業界が、そして先駆となられる

「ビジネス航空」に、＝ 世界へテイクオフ！ ＝ 

 

  

◇ 入会案内 

当協会の主旨、活動にご賛同いただける皆様のご入会をお待ちしています。会員は、正会員

（団体及び個人）と本協会の活動を賛助する賛助会員（団体及び個人）から構成されています。 

詳細は事務局迄お問い合わせ下さい。入会案内をお送り致します。 

 

 入会金 正会員    団体 50,000 円   

   個人 20,000 円 

        賛助会員   団体 30,000 円     

 個人  1,000 円 

    年会費 正会員    団体 126,000 円以上    

個人 20,000 円以上 

        賛助会員   団体 52,500 円以上   

 個人 10,500 円以上 

 

 

◇ ご意見、問い合わせ先 

事務局までご連絡下さい。 

 

 (一社)  日本ビジネス航空協会 事務局 

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1 丁目１番 3 号  

東京宝塚ビル 10F 丸紅エアロスペース ㈱ 内 

電話：03-5157-7525  Fax： 03-5157-7510 

web: http://www.jbaa.org   

 e mail: info@jbaa.org  

http://www.jbaa.org/

