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◇  巻 頭  

 

 

 

 

（一般社団法人）日本ビジネス航空協会 

会 長 北林 克比古 

 

 

新年明けましておめでとうございます 

 

会員のみなさまにおかれましてはお健やかに新年を迎えられたこととお喜び申し上げます。 

さて昨年、協会はその法人格を NPO より一般社団法人に移行し、JBAA の活動も新たなス

テージに入りました。 

 

我が国航空産業を取り巻く環境も変化を続け、３月３１日には発着回数 30万回を視野に、

成田国際空港におけるオープンスカイ協定が発効し、羽田を除く全ての国内空港がオープ

ンスカイの対象となりました。 

また首都圏空港の発着枠の拡大により、羽田における国際線増便が決定されるなど、航空

業界は更なるビジネスチャンスと厳しい競争の時代を迎えています。 

 

一方ビジネス航空におきましても近年、首都圏空港における発着枠の拡大、利用要件の

緩和等の環境整備が進められ、ビジネス航空に関する話題も取り上げられるようになって

まいりましたが、昨年も一般社団法人としての初年度にふさわしい実りある年となりまし

た。 

 

ビジネス航空発展のために欠くことのできない主要な要件として、協会は長らく運航や

整備に関して広範囲な要望事項を提出し、小型ジェット機による航空運送事業に適した基

準整備を航空局にお願いしてまいりました。お陰様で昨年１２月１２日、待望のビジネス

ジェット用包括運航基準が発出・施行されました。 

 

長年にわたり根気よく努力を重ねられた協会役員、会員各位に心より感謝申し上げると

ともに、残された課題解決に向け、引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。 

また一連の環境整備、そして今般の新基準策定に精力的に取り組んでいただきました航空

局をはじめ関係諸機関の皆様に改めて深く感謝申し上げます。 

新基準の導入が我が国ビジネス航空産業界の拡大、発展を促してくれことを大いに期待す

るところでございます。 

しかしながらこうした一連の環境整備にもかかわらず我が国のビジネス航空の事業規模
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拡大、登録機数の増加といった変化はいまだ見えてきておりません。今や協会は従来の要

望の取り纏め、提出を中心とした活動からより主体的な需要の開拓、マーケットの掘り起

しに注力することが求められております。 

会員各社の事業拡大の努力に期待すると共に、協会として経済界、関係諸団体、地方自治

体等、広く各方面への働きかけを強化してまいりたいと存じます。 

また引き続きビジネス航空の必要性、有用性を訴えるとともに我が国ビジネス航空の環境

改善につき会員各社、国内外諸団体、航空局等と連携し情報発信に努めてまいります。 

 

昨年、東京が2020年のオリンピック開催地に決定しました事は、ビジネス航空の必要性、

有用性を実証する好機と考えております。 

北京、ロンドンのオリンピックにおいては多数のビジネス機による輸送実績が記録されて

おります。 

東京オリンピックで発生すると思われるビジネス機による輸送のニーズに十分に対応する

には、今から周到な準備が必要となります。この国家的イベントの成功に貢献できるよう、

関係各方面のご協力を仰ぎつつ受け入れ態勢整備ための活動もしてまいりたいと存じます。 

 

本年も協会設立の所期の目的であります我が国ビジネス航空の普及、発展を目指し活動

してまいる所存ですので、皆様の引き続きのご理解、ご支援をお願い申し上げます。 

 

本年も皆様にとって良い年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。 

 

 

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報 

 

NBAA2013 

 NBAA Business Aviation Convention & Exhibition(NBAA2013)が 10月 22日から 24日ま

で米国ラスベガスで開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手前から 愛知県、成田国際空港、国交省のブース     HONDA Aircraftの屋内展示  
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オープニングのあいさつをする Ed Bolen NBAA 会長   Henderson Executive空港での Static Display 

 

 出展 1100社、実機展示 95機、来場者 25425人（全米 50州、世界約 90か国から）と 

今年も盛況でした。 

 日本からは、国土交通省航空局に加え、会員の愛知県や成田国際空港（株）が一ヶ所に

まとまってブースを出展されました。 

詳細は「NBAA2013出張報告」をホームページの「会員向ページ（報告、総会資料等）」に

掲載しておりますのでそちらをご参照下さい。 

 

ビジネスジェット用包括運航基準発効 

ビジネスジェットチャーター事業用新包括運航基準（FAR135 並基準、運航規程審査要領

細則第 4章新設）が、12月 12日に発効しました。 

業界、協会にとっての長年の懸案事項の実現であり、大きな前進です。 

 

ビジネスジェット用包括運航基準以外の規制緩和の実現 

上記のビジネスジェットチャーター事業用包括運航基準新設に加え、以下の規制緩和が

実現しました。 

外国籍チャーター機で日本に飛来した搭乗旅客の、同一機での日本国内移動の規制緩和 

（10月 31日より実施） 

 

航空局主催の航空政策審議会航空分科会基本政策部会がビジネス航空（ビジネスジェット）

を取り上げる 

10月 30日に開催された航空局主催の航空政策審議会航空分科会基本政策部会でビジネス

航空（ビジネスジェット）が取り上げられました。 

会議で配布されましたビジネスジェット関連の資料等は国土交通省のホームページ（航

空－審議会・委員会等－交通政策審議会航空分科会－基本政策部会）でご覧になれます。 

又協会ホームページ資料（会員向）でもご覧になれます。 
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◇ 協会ニュース 

 

NBAA2013支援 

会期中、航空局や会員企業の出展や情宣活動等を支援させていただきました。 

 

IBAC第 58回理事会 at Las Vegasに出席 

NBAA2013に引き続いて Las Vegasで開催された IBAC第 58回理事会 に理事メンバーであ

る当協会事務局長が出席しました。会議の詳細はホームページの「会員向ページ（報告、

総会資料等）」に掲載してありますのでそちらをご参照下さい。 

 

協会事務局移転 

 11月 25日より協会の事務局が以下に移転しました。巻末の地図をご参照ください。 

  【住所】 〒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 

 

主要協会活動（11－12月） 

11月 11日  四役会を開催 

11月 14日  宮原日本郵船会長（経団連副会長・同運輸委員会委員長）を訪問 

11月 15日  木原 稔衆議院議員（自民党ビジネスジェット利用推進議員連盟事務局長） 

を訪問 

11月 15日  航空局安全部、同航空戦略課と新包括運航基準に関する調整会議 

11月 25日 協会事務局移転 

11月 26日 ヘリ協講演会に参加 

12月 2日  理事会を開催  

12月 3日  楽天渉外室長（新経済連盟事務局長）を訪問 

 12月 6日 「21世紀のヘリコプター事業を考える会」に参加 

 12月 12日 中村経団連副会長・事務総長を訪問 

12月 13日 久保観光庁長官を訪問 
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◇ 会員紹介 

 

株式会社 海外物産のご紹介 

 

航空システム事業部   

システム営業部長 宮 修一 

 

会員の皆様、はじめまして。2013 年 11 月に入会致しました海外物産で御座います。 

この度、事務局の推薦のもと、皆様方へご挨拶させて頂くと共に、海外物産の紹介をさせ

て頂きます。 

 

１．海外物産の概要 

 

株式会社海外物産は 1967 年創業の航空・防衛専門 

商社です。社員数は約 70 名で東京ヘリポート内に本社 

を置き、調布事業所及びロサンゼルス、ミラノ、岐阜 

に事務所を構えています。事業内容はイタリアのアグ 

スタウェストランド社製小型高性能ヘリコプターから、 

航空電子機器、防衛関連装備品、MRO 企業の代理店 

業務等々、多種多様となる製品の販売を行っております。 

 

 

アグスタ・ヘリコプターは、民間市場の VIP 社有機販売に加え、2011 年 12 月より

ドクターヘリ納入を開始し、現在、世界最速のドクターヘリで、同じ距離ならこれま

でより数分でも早くドクターによる現場での初期治療を開始でき、同じ時間ならこれ

までより遠くの人も助けられるようにと願って、精力的に活動中です。 

 2009 年にはアグスタ社と共同で日本初のパーツセンターを立上げ、アグスタユーザ

ー様より、確実で迅速なサービスを提供する企業であるとの高い評価を得ております。 

 また本社内には経済産業省、国土交通省の認可を得た電子機器製品のテクニカルサ

ービスセンターも運営しており、航空電子機器のサポートを提供しています。 

海外物産は、アビオニクスの販売・点検・修理事業を通じて、国内外の製造業、商

社、修理関連企業、運航組織や企業の皆様数百社との関わりを持ち、点検修理や輸入

販売と同時に、それらの製品のライフサイクルサポートを提供しております。 

   さらに私は前職において 2012 年国際航空宇宙展(JA2012)の事務局で展示会の総合 

  企画運営に携わっていた経験より、海外の航空関連の組織や企業との関わりが深く、 

  その経験を活かした日本企業の海外進出支援業務や、航空関連組織の調査研究事業 

  等々、新たな海外物産としての商品を創出し、航空防衛関連の行政機関、製造、販売、

運航の各企業の皆様との連携強化により、広範囲にわたるサービスを提供していく所

 

海外物産 東京本社(東京ヘリポート内) 
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存です。 

   

１． 商品とサービスの概要 

 

（１） 航空機関連 

 ・アグスタウェストランド社製 (AW119kx, AW109E, AW109SP)  

 ・海外アグスタスペアパーツセンター 

  (AW119ke, AW109E,AW109SP の部品) 

 

（２） 航空機用装備品 

 ・航空交通管制用レーダー装置  ・航空機搭載レーダー装置 

 ・無線航法装置   ・航空無線通信装置 

 ・衝突防止装置   ・高機能型対地接近警報装置 

 ・飛行管理装置   ・機体ヘルスモニタリングシステム 

 ・緊急無線機 等 

 

（３） 地上支援機材 

 ・整備スタンド ・油圧スタンド 

 ・電源車  ・エンジン始動用 Li イオンバッテリー 

 ・高所作業車  ・離着陸ヘリパッド 

 ・ヘリコプター用全天候型保護カバー 

 ・航空機格納庫用大型テント 

 ・ビデオボアスコープ 

 ・ロータートラック＆バランサー 等 

 

（４）その他 

 ・エアーライン向け機体エンジン修理整備会社代理店 

 ・海外進出を希望する中小企業へのコンサルティング事業 

 ・航空関連の講習会 企画運営事業 等々 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AW109SP(Grand New) ヘリコプター 
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◇ 投 稿 

 

                  黎明期のビジネス航空 

 

 

 

特別顧問 （JBAA 初代会長） 

         橋爪 孝之 

 

     一 

 

 私を、ビジネス航空の世界に引き込んだのは、明らかに、IASS 社の、千代川宗圓社長で

ある。日本航空を辞め、日航商事の社長、会長を経て、10 年程が、経っていた。 

かねて、彼から、自由の身になったら、IASS の会長を引き受けてくれと、頼まれていた。 

 彼は、親代々の僧籍の身でありながら、傍ら、小型航空機の地上支援の仕事を営んでい

た。会長を引き受けたら、のっけから、アメリカに行こうと言う。アメリカでは、ビジネ

ス航空が盛んで、ちょうどその秋に、全米ビジネス機協会の総会があり、IASS も出展する

ので、まあ一度、見てくれと言う。「どこで、やるの？」と聞いたら、｢ラスベガス｣と言う。

ギャンブリングの嫌いな私は、厭なところでやるなと思ったが、仕方がない。渋々、千代

川社長に同行した。 

 

 ネバダの荒涼たる砂漠の中で、そこだけ高層建築が林立するラスベガスは、予想にたが

わず、ギャンブルに興味のない者には、意味のない街だ。空港のロビーにまで、スロット

マシーンが立ち並び、巨大なホテルも、カジノが主体で、そこを通らねば、客室に行くこ

ともできない。よくも、まあ、こんなことで、街の繁栄が図れるものだ、と無粋な私は、

思わず、ため息をついてしまう。 

 街の中心に、巨大なコンベンション.センターがあり、大勢の人が出入りしている。 

そこが、年次総会の会場だった。建物に入って、先ず、その異様な雰囲気と熱気に驚いた。

そこには、セスナ、ガルフストリーム、レイセオン、ファルコン等の機体メーカーが新型

機を並べ、アクセサリー.メーカーが、エンジン、装備品、電子機器、客室用品、その他部

品類を、所狭し、と展示している。 

IASSにとっては、初めての出展だが、全米ビジネス機協会の年次総会は、その設立が 1947

年だから、実に、４８回を数える。3500 を超える、会員企業にとっては、この集会が年に

一度の、貴重な情報交換の場だ。北米大陸の広大な土地の広がり、大小併せて１万８千を

超える飛行場、（因みにわが国の飛行場の数は、この時点で僅かに８５）、その中を目まぐ

るしく飛ぶビジネス機、自家用機の群れ。それだけで、立派に一つの、産業分野を構成し

ているのだ。 
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 翻って、わが国を見ると、商業用の自家用機は、急成長する日本経済の中で、その必要

性は、十分すぎるほど感じていながら、全く、目を向けられていないのが現実だ。 

法制も、不定期航空には、そっぽを向いているし、第一、自家用機を停めておく場所すら、 

おいそれとは見つからない。アメリカの航空事業の底辺には、定期航空ばかりでなく、不

定期航空事業から自家用機の運航に至るまで、法制的にも、技術的にも、充実した仕組み、

土台が築かれているのだ。 

 長年、航空事業に携わってきた私は、その実態を見て、身の毛がよだった。日本の航空

は、まだまだ底が浅い。空港も、航空機も、航空企業も、それらを律する法制も、更にこ

れに従事する人たちの知識から、利用する人たちの意識まで、全てが未熟、としか言いよ

うがない。５０年の遅れを取り戻すのは、容易ではない。果たして、日本の航空は、それ

ができるだろうか。皮肉にも、毛嫌いをしていたギャンブルの街で、私は、深い物思いに

沈んだ。 

 

     二 

 

 そのころ、わが国でも、同好者たちが集まって、ビジネス航空懇談会と言う、小さな任

意団体を作っていた。アメリカから帰国した私は、早速、その席で、アメリカでの体験談

を話した。ビジネス機協会の年次総会に、いかに大勢の人が集まり、熱気を帯びたもので

あったか、展示された航空機をはじめ、エンジン、装備品、電子機器、客室用品等が、い

かに多彩で、華々しく並べられ、見事なものであったか、私の受けた印象を、感動を込め

て語り、それが、全米ビジネス機協会と言う一団体が、年に一度催す大集会だと、アメリ

カのビジネス航空業界の実態を、皆に伝えた。 

 

 「われわれも、そういう団体を作ろう」、「アメリカのその集会に参加しようじゃないか」

と懇談会のメンバーが口を揃えるのに、さして時間はかからなった。名称は、アメリカの

例に倣い、「日本ビジネス機協会｣となり、言い出しっぺの私は、その場で、会長にまつり 

あげられた。 

 こうして発足した｢日本ビジネス機協会｣の設立総会は、1996 年 5 月 14 日、イイノホー

ルで、全米ビジネス機協会のジョン.オルコット会長を招いて行なわれた。オルコット会長

は、「日本もこれから、ビジネス機が飛び交う時代が来るに違いない。それに合わせて、日

本にもビジネス機協会が誕生したことは、喜びに耐えない｣と、祝福してくれた。 

 歓談の場で、私は、オルコット会長に、私の不安を訴えた。「全米ビジネス機協会は 1947

年の創立で、会員数も3500以上と聞きます。われわれの発足と５０年の開きがありますが、

この差は、果たして縮まるものでしょうか？｣ オルコット会長は、にっこり笑って、答え

てくれた。「私どもの会員数が増えたのは、ほんの、ここ数年のことです。何かの、きっか

けがあれば、会員数は、急激に増えます。私どもの会員が急速に増えたのはビジネス機が、

ここ数年で、著しく進歩し、使いやすくなったためでしょう｣そして、続けて次のように、
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言葉を継いだ。「それに、私どもの協会も、発足した時には、僅か、１４社だったと、聞い

ています」。 

  

 創立時の会員数は、２４社･団体であったが、オルコット会長の慰めとも取れる、希望 

的予測に反して、その後、会員数は、なかなか増えなかった。会員の年会費ぐらいしか 

収入の当てのない協会の運営は、その後も長く、苦しい資金繰りの道を辿る。年会費を 

引き上げれば、脱落者が出る。ビジネス機に対する理解も、普及も進んでいない状況では、

会員になっても、これといった恩典も、メリットもない。                   

 

     三 

 

 われわれが幸運だったことは、たまたま、この年の７月、航空局長の黒野匡彦氏が渡米

し、運輸長官のヒンソン氏に会ったことだ。そこで、黒野局長は、ヒンソン長官から、強

いクレームを受けた。「一体、日本の空港はどうなっているのか。アメリカから、ビジネス

機が飛んでいっても、降りる空港がない。それが、今、こちらのビジネス機協会の中で、

大きな問題になっている」 

 確かに、わが国では、定期航空優先の原則があって、チャーターやビジネス機などの不

定期航空には、発着枠の割り当てがない。空港の数が少なく、特に、大都市周辺の空港は、

定期便で満杯の状況だ。 

日本には、日本の空港行政がある。しかし、黒野局長は、ヒンソン長官の口調に、強い

苛立ちと非難のニュアンスを感じ取ったのだろう。帰国するや、直ちに、一通の通達を出

した。曰く、「定期便を阻害しないことを前提として、今後、成田空港に、一日、２発着の

不定期便の乗り入れを認める。｣これが、わが国で初めて、定期便以外に発着枠を認めた、

最初の出来事になる。黒野局長の、画期的な英断であった。 

 こうして、わが国にも、ビジネス航空の道が開けたが、諸外国から見て、ビジネスの対

象となる魅力的な都市が、東京しかなく、その東京の空港が、都心から７０キロあまり、

時間にして１時間以上も掛かるのでは、気軽に立ち寄る気にもなれない。都心に近い羽田 

空港は、国内線専用で、国賓でもなければ乗り入れはできないし、国際線を受け持つ成田

空港は、騒音を嫌う、千葉県住民の意向を汲んで、発着枠の増加もままならない状態だ。

黒野局長の英断があった後も、ビジネス機の発着が緩和されるのには、かなりの年月が必

要だった。 

  

     四 

 

 私の手許に、「日本ビジネス機協会の概要」と言う書類がある。日付は、2000 年 10 月 24

日現在となっている。発足が、1996 年 5 月 14 日だから、発足から既に、４年半の、歳月

が流れている。この書類によれば、会員数は、３３社･団体、とあり、会長、                  

副会長の名前と、並んで、事務局長、福富英行（中日本航空）と、なっている。 
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中日本航空は、本社を小牧空港に持つ熱心な会員で、このとき、事務局事務を引き受け

ていた。しかし、何と言っても、場所が小牧では、運輸省との連絡も不自由で、事務局業

務は、滞りがちであった。それを、見かねてか、総務委員長の職にあった、ABI の岩田敏

夫社長が、狭いが、事務所を提供しても良いということになり、私は、その話に、飛びつ

いた。 

 

小さいながらも、東京の神谷町に事務所を持ち、会議室もあって、日本ビジネス機協会

の看板も掲げることが出来た。岩田敏夫は、事務局長に納まり、2004 年 4 月、日本エアロ

スペースに引き継ぐまで、協会事務の大半を執行したのだから、私としては岩田敏夫に恩

義を感じないわけには行かない。不幸にして、会員相互の不和と、ABI の経営破たんから、

今では、袂を分かつ結果になったが、成田の発着枠の獲得で苦労を共にし、2002 年 4 月の

IBAC（インターナショナル．ビジネス．アビエーション．カウンシル）加盟を達成し、2003

年 1 月の東京都への NPO 法人申請から 5 月の認証取得と、運んだことは、思い出深い。 

 戦後の民間航空を束ねる ICAO（インターナショナル．シビル．アビエーション．オーガ

ニゼーション）の外郭団体で、IBAC と言う団体があり、当時１０ヶ国が加盟し、ビジネス

航空界ではそれなりの権威を誇り、会員数に応じての入会金で、加盟できることを知った、

私は、かねて、その資格取得を試みていた日本政府の公益法人の見直し作業が、遅々とし

て進まないこともあって、先に、IBAC に加盟することとし、3 千ドルの加盟料を支払って、

世界で、１１番目の加盟団体になった。 

 

 たまたま IBAC は、ここ数年来、ビジネス航空の国際的な運航基準の確立を模索してい

たが、2002 年 6 月、それを IS-BAO（インターナショナル・スタンダード・ビジネス・エ

アクラフト・オペレーションズ）の名称のもとで、ICAO に設定したところだった。IS-BAO

には、多くの基準、規定が、盛り込まれているが、それに適合する運航者は IBAC により

認定登録がなされる。この適合の可否を判断する監査人の資格認定を取るには、段階的に、

多くの試験をパスせねばならず、極めて困難なものであったが、わが協会の中渓正樹会員

は、率先して、その試験に挑戦し、見事に、早い段階で、その資格保有者となった。押し

も押されもせぬ、わが国における、ビジネス航空運航の、第一人者である。そのこともあ

ってか、彼は、後年、日本航空協会から、わが国における、ビジネス航空の発展に寄与し

たことを理由に、栄誉ある航空功労賞を授与された。 

 

 このような国際的な活動が進むにつれて、私は、わが協会が、発足以来の任意団体に留

まっていることに、大きな不満を感じていた。世界のビジネス航空の発展、日常化の潮流

の中で、わが国にもこれを普及させようと努力することは、公益は愚か、国益にも寄与す

ると考え、国土交通省に対し、執拗に、公益法人化（社団法人化）の申請を繰り返した。 

私の考えでは、認可されれば、社会的信用も増し、協会の格付けも上がるし、ひいては、

会員増強にも繋がるであろうとの、思いもあった。しかし、政府の考えは違っていた。そ

れまで、野放しで認可していたために、特殊法人や、公益法人の数は三万を超え、これを、
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そのまま放置する訳には行かず、その見直しが、当時の、大きな政治課題となっていたの

である。いつ、どういう方向で見直しが行なわれるか、見当がつかず、国土交通省でもお

手上げの状態であった。                   

 

 そんな情勢の中で、国の定める公益法人には及ばな

いが、地方行政の NPO 法人ならば可能性があるとの

情報があり、調べを進めると、それでも、任意団体に

留まるより、はるかに社会的信用が増し、重みが加わ

ることが判ったので、ついに意を決し、東京都に対し、

2003 年１月、NPO 法人の許可を申請し、同年６月、

その認証を得た。 

 後の話であるが、国の公益法人の見直しが決まった

のは、つい最近のことで、今は、わが協会も、れっき

とした一般社団法人になっているが、結局、１０年も

の長い期間、NPO 法人として、東京都に、事業計画、

年度予算等の面倒を見てもらったことになる。             熟 考 

 

     五 

 

 先に、黒野航空局長の英断で、定期便を妨げない限りと言う条件付ながら、与えられた 

２枠の発着枠は、1998 年４月に、無条件で、一日、３枠が許されることになった。 

しかし、これでも、外国から飛来するビジネス機は、到着時間の関係で、思うようには 

着陸ができない。 

 

 ちょうどそのころ、一つの事件が起きた。IBM は、世界的なコングロマリットだが、世

界各地で、役員会を催す。たまたまそのとき、東京での役員会の開催を検討していた事務

局が、ビジネス機で参加する役員の発着枠の目途がつかず、開催地を、急遽、香港に変更

したと言うニュースが、入った。心配していたことが、現実の問題となった。大きなビジ

ネスに、逃げられたのである。 

 当時、既に、香港を初めとして、仁川、上海、クアラルンプール、シンガポール等の東

南アジアの各国は、競って空港を拡張、増設し、ビジネス機の受け入れに備えていた。タ

イの第２国際空港などは、皮肉にも、日本からの ODA 資金を使って、空港の整備に当てて

いたのである。 

 ただ、この発着枠に関する限りでは、2002 年４月、成田の二本目の暫定滑走路が供用開

始となってからは、明らかに、その様相が変ってきた。そのとき以降、成田の発着枠は一

日、５回に、増枠された。 

 時を同じくして、運輸行政にも微妙な変化が生じ、成田の夜間時間帯が、カーフューで

使用不能であるのを考慮し、羽田の深夜、早朝の時間帯（23:00―06:00）に、便数を限っ
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てではあるが、国際チャーター便や、国際ビジネス機が、その発着を許されるようになっ

た。すなわち、それまで、国際線は成田、羽田は国内専用という厳密な行政の方針が、揺

らいできたのである。 

 

 更に、羽田に、４本目の滑走路が出来るのに合わせて、羽田の昼間時間帯は、国内定期

便が錯綜しているにもかかわらず、一日８枠まで、国内及び国際ビジネス機の羽田使用が

許されるなど、幾つかの、規制緩和が実現した。 

 こうなると、成田、羽田の両空港間で、競争が起る。成田は、1978 年の開港以来、騒音

問題を理由に、とかく制限的であったし、夜間のカーフューを強いることも、世界の空港

の中で珍しい存在であったが、そんな主張も通らなくなってくるに違いない。東京の都心

からの距離は、羽田の方が近くて便利である。旅客心理から言っても、羽田が、国際線で

使えるなら、遠くて、時間のかかる成田を、使う必要もない。あまり、制限的に振舞うと、

成田空港自体の存亡に係わってしまう。開港以来住民の、主張を受け入れ、成田空港に対

して、徹底した制限を課してきた千葉県も、その態度を改めないわけには行かなくなった。 

 

     六 

 

 発着枠の問題と並んで、ビジネス航空の発展を妨げている問題点として、航空法規や規

制が、定期航空の方向にのみ偏っていたことが挙げられる。わが国では、航空と言えば定

期航空しか念頭にはないから、その定期航空に使用する航空機と言えば、ボーイングにし

ても、エアバスにしても、数百人の乗客を乗せる、大型機となってしまう。ビジネス航空

に使用する航空機は、通常、乗客９人程度の小型機である。大型機をビジネスに使用して

も差し支えないが、運航経費は高いし、小回りが効かないから、そんな馬鹿げたことは普

通はやらない。便所で、薙刀を、振り回すようなものである。 

 

 ビジネス航空、先進国のアメリカでは、とうの昔から、小型ジェット機の航空運送事業 

に適した法規や規制がルール化されていた。FAR Part 135 のことである。 

わが国では、このような法制が整っていない。いちいち、大型機に適用される法規と、照

らし合わせて、解釈し、運用しなければならない。法律を改正すれば良いが、法の改正、

立法は、一朝一夕にできるものではない。更に、その細部の運用に至っては、素人が、 

いかに力んでも、到底できるものではない。 

 協会の組織に、特別の規制緩和委員会を作り、ビジネス機を取り扱い、あるいは使用し

て不具合を感ずる点を、要望事項として募ったら、たちまち、数十項目の不平、不満が寄

せられた。そのほとんどが、航空法上の規制に関するもので、いちいちその是非について、

航空当局と議論し、検討しなければならない。航空の安全に係わるものもあり、航空法の

解釈や、考え方の相違に基づくものもあり、いまだに、解決していないものも多い。 

 

 この規制緩和の整理、検討については、長年、小型航空機の運航実務に携わり、経験豊
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富な金井大悟会員と、日本航空で整備、技術畑を歩んで、法規に詳しく、IS－BAO にも通

じた中渓正樹会員の努力に、負うところが大きい。その努力が実ってか、ようやく最近、

航空局で、アメリカの Part 135 に見合う、ビジネスジェットの運航基準の原案ができたと

言う。実に、わが協会が、声を上げてからほぼ１５年の、歳月が過ぎ去っている。 

しかも、まだ、実現したわけでもない。 

 

     七 

 

 私が大賀典雄さんを識ったのは、彼がソニーの会長で、日本航空を頻繁に利用される、

上得意であったからである。しかもこのお客様としての大賀さんは、口うるさいお客様と

しても有名で、その厄介なお客様の応対に当たったのが、当時、日本航空で広報を担当し

ていた、私だったのである。 

 

 しかし、お客様に対する態度、物腰、予約から、客室乗務員の応接に至るまで、口やか

ましく言われることは、もっともで、筋が通っており、当方としても、反省し、改めるこ

とも多い。応対を繰り返しているうちに、親しさも増し、冗談も言い合うようになり、先

方も、私に文句を言えば、それで気が治まり、機嫌が直ると言う間柄となった。 

 その大賀さんが、芸大出の音楽通であることは、私も、つとに知っていたが、小型ジェ

ット機のライセンスを持ち、自ら、ビジネス機を、自在に乗り回していることは、ご本人 

から聞くまで、ついぞ知らなかった。あとから思えば、いちいち、腑に落ちる。 

道理で、航空のことに、素人離れした、詳しい知識を持っておられた。 

 

 私は、早い時期に、経団連会長の、豊田章一郎さんと並んで大賀さんにも、日本ビジネ

ス機協会の顧問就任を、お願いし、引き受けていただいた。単なる、名前だけの顧問では

なく、日本航空協会の会議室で、ビジネス機操縦の体験談を、講演していただいたことも

ある。自ら、小型ジェットを操り、世界を飛び回って、その気象、運航から、給油、整備

まで、手がけたお話は、ビジネス機運航の、実体験談として、迫力があり、聴衆に、感銘

を与えるのに十分であった。 

 ビジネス機協会の資金運営に、行き詰まり、大賀さんに、無理を言って、何がしかの援

助をお願いしたこともある。そんなときは、協会の窮状を察してか、いつもの強面にも似

合わず、にこにこ笑いながら、応分の援助に応じてくれた。 

 

 その大賀さんが、北京に旅行し、タクトを振るわれているときに、倒れた。脳梗塞であ

った。有名人の、大賀さんが、その本業のタクトを振るわれているときに倒れたのには、

中国側も驚いたことだろう、あらゆる手立てを尽くして、その治療に当たり、そのときは、 

一命を取り留められて、やがて、帰国された。帰国されても、当分は、静養に専心され、

お会いすることもできない。そのうちに、大賀さんも、体調に自信をなくされたか、ソニ

ーそのものの会長も、辞任されることになった。その、お別れの会で、初めて、病気で倒
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れた後の、大賀さんに、お会いすることができた。大賀さんは、物憂げに椅子にもたれか

かり、お客様の応対をされていたが、見るからに、窶れ、疲れた様子で、一別以来の、長

いお話をすることも、差し控えられた。 

 

 大きな、功労のあった、ソニーの退任慰労金が、１６億円の多額に上ることを知ったの

も、その退任慰労金を全額、別荘を持つ軽井沢の町に、音楽の殿堂を作ることに当てよう

とする大賀さんの意志を知ったのも、その席でのことであった。その後、大賀さんは、2011

年４月に亡くなられたが、音楽の殿堂は立派に完成し、町のシンボルになっている。私は、

ビジネス航空の、得がたい支えを失って、途方にくれた。 

 

     八 

 

 東京都の石原慎太郎知事から、声が掛かり、横田基地の米軍との共同利用がクローズ 

アップされたのは、2003 年の夏ごろのことであったろうか。知事は、かねて、東京 

の空港事情の逼迫を歎き、横田基地の米軍との共同利用の可能性を唱えていたが、先の 

日米首脳会談で小泉総理が提案したのを受けて、その可能性を検討すべく、会議の招集 

をかけたものであった。会議に出席してみたら、日本航空協会の利光松男会長を始め、航

空関係者や、周辺市、町、村の利害関係者が、ずらりと、多数集まっている。 

 

 そこで、知事は、持論の米軍との共同利用論を持ち出した。――そもそも、首都圏に他

国の軍用基地があるのは、わが国を除いて、世界にも、類例がない。横田基地は、将来、

必ず返還されるべきものであろうが、その経過措置として、部分利用は、当然考えられて、 

しかるべきである。首都圏には、既に、成田、羽田の二空港があるが、この二空港では、 

発着枠が満杯で、増便も容易ではない。かと言って、空港を一つ作るのは、成田の例でも

わかる通り、これまた、容易の沙汰ではない。ここは、一つ、米軍に多少の不便は目を瞑

ってもらって、共同で使わせてもらうしかない。幸い、滑走路は、4000 メートル級のもの

があって、発着枠も空いている。使わない、手はない、云々――。 

 

 私は、当然、賛成の立場だ。ビジネス航空にとって、こんな、ありがたいことはない。 

ただ、外務省、国土交通省、防衛庁は交渉当事者として、面倒なことだと、思うだろう。 

それと、どうも、知事の口ぶりから察すると、知事はここに、国内航空路線を引きたいと 

考えているらしい。 

 

さて、国内の航空会社で、定期便を新設する会社があるだろうか。 

当然、便数は少なく、不便で、採算が取れない。そんなところに、新しく設備投資をする、

会社なんてありはしない。 

 

 しかし、火の手は、意外な方向から上がった。騒音アレルギーである。今でも、軍用機 
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の騒音に悩まされているのに、この上、民間航空が加わったら、どうしようもない。民間 

航空は、営利的にも、増便に次ぐ増便を、しようとするだろう。民間航空が居座ったら、

空港が、定着してしまう。われわれは、基地反対の立場だ。将来、基地がなくなることを

夢見ているのに、民間空港に様変わりするのは耐えられない。 

 知事および東京都の側は、躍起となって、自治体側を説得しようと試みた。基地はそれ

ほどすぐには撤退しない。長く、基地でいるのが良いか、空港になるのが良いか、良く考

えるべきだ。民間空港になれば、国も黙って見てやしない。周辺道路の整備や、鉄道アク

セス、空港内の施設等が改善され、地域の経済的、社会的価値の向上は計り知れない。騒

音被害補償も、他の空港の例に倣って、国によって、約束されるだろう 

 この会議は、都庁の、立派な会議室で、三回ほど行なわれた。われわれは、その都度、

都庁側と自治体側の論争の聞き役に終わった。知事は、明らかに、苛立っていた。そして、

いつの間にか、会議は招集されなくなり、私の希望も、夢と消えた。 

 

     九 

 

 2004 年４月の成田空港の民営化に続いて、2005 年２月には懸案の、中部国際空港が開港

した。愛称をセントレアと言う。同時に、それまでの名古屋の空港は、県営名古屋空港（小

牧空港）となった。一県に、二つの空港が必要か、とその是非を問われていたが、神田真

秋知事の気持ちは、揺るがない。小牧は、小牧で、近間の路線で使い道があると言う主張

だ。 

 ビジネス航空としては、ありがたいことだ。事実、その後、知事の指示で、小牧の古い 

ターミナルビルは改装され、ビジネス機専用の導線、ビジネス旅客用の税関、検疫から待

合室まで、整備された。このような施設ができることを、私ども協会は、外国他空港の例

を見て、久しく待ち望んでいたものだ。当然、施設ができると、ビジネス機を誘い込む気

持ちも起る。地元の、中日本航空が、奮起したことは、言うまでもない。 

 

 後から考えると、このころが境となって、わが国の、空港行政が変ってきたように思う。 

成田の民営化で、初代の成田空港（株）の社長になったのは、私が、敬愛して止まない黒

野匡彦氏だ。続けて、中部国際空港では、トヨタから選ばれた平野某が、社長になってい

るが、その経営手法は、民間そのもので、当初予算を二割近くも残して完成させている。

内陸に作って難渋した成田の教訓に学んでか、海上を埋め立てて島を作り、その島に空港 

を作る手法が、功を奏したともいえる。 

 

 その後も、この手法は生かされ、2006 年２月にできた神戸空港も、同年３月の新北九州

空港も、同様の手法で完成している。神戸空港は、小牧に習って、ビジネス機の取り扱い

にも適応すると聞いている。 
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      十 

 

 毎年開かれる、NBAA の秋の総会は、ラスベガスばかりでなく、ニューオーリンズ、 

アトランタ、オーランドと、アメリカ南部の街を、巡回して開かれ、わが協会の主要メン

バーは、ほとんどが、自社経費で出張し、出席した。私も、IASS の会長として毎年のよう

に出席した。出席すれば、NBAA の主要メンバーとも会えるし、それなりの新しいビジネ

ス航空の情報やニュースに、接することができた。 

 

 ビジネス航空が、時間価値を重んずる、ビジネスマンにとって、有力な武器であること

は、議論の余地がないが、なにしろ、航空機本体とその運航にかかる経費も、馬鹿になら

ない。そのころ既にアメリカでは、その経費負担を軽減すべく、フラクショナル．オーナ

ーシップが、制度化されていた。時間貸し制度とでも言うのであろうか。航空機を時間で

分割し、利用し合う工夫だ。もちろん、わが国では、許されていない。アメリカならでは

のことだ。更に進んで、エアタクシーなるものも、出現した。留まるところを、知らない。 

 聞くところによると、アメリカでは、ビジネス航空が、限られたオーナーや、重役の乗

り物ではなく、ちょっとした会社の、部長クラスまで愛用していると言う。アメリカでは、

それほど、ビジネス機の利用が、日常茶飯事になっているのだ。そのような実態を知って

もらうために、航空局の若手の職員に、NBAA の総会への出席を勧め、航空局幹部も、時

代の趨勢を察知し、積極的に、海外出張の予算をつけてくれた。これが、どれほど、若手

職員を刺激し、航空局全体の士気高揚と、知識、経験の拡大に繋がったか計り知れない。 

 

     十一 

 

 ABI に置いていた、日本ビジネス航空協会の事務局業務の運営に陰りが生ずるようにな

ったのは、2003 年の春から夏にかけてのことだったろうか。理由は、ABI 自身の、経営の

躓きだった。岩田社長は、上海に本拠を置く小型航空機の業界と親しく、その役員も勤め

ていたが、その団体の評価も失い、最後は、自分の会社への出社もままならなくなり、破

産状態に陥ってしまったと聞いている。 

  

 これを救ってくれたのが、伊藤忠の子会社、日本エアロスペースの田村和之社長である。

日本エアロスペース社は、欧州のヘリコプター会社の代理店を業とし、田村社長は、早い

時期から協会の役員を務め、協会の事情に通じていた。青山に居を構え、社員の数も多く、

会議室も広々として、何もかも様変わりした。何より変ったことは、同社との間で、事務

受託契約を作り、権利義務関係を、明確に取り決めたことである、その頃には、協会の資

金繰りも、役員会社等の寄付賛助で、潤沢とは言えないまでも、なんとか、やりくりがつ

いていたのである。協会の運営事務が、日本エアロスペース社に移管されたのは、2004 年

４月のことであった。 
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 協会の事務運営が軌道に乗ったことで、気が緩んだ訳ではあるまいが、2005 年 9 月 17

日、私は、病で倒れた。心筋梗塞であった。幸い、病状は比較的軽く、手当てが早かった

ため、一命を取りとめ、日常生活に、さしたる不自由はない。しかし、考えて見れば、ビ

ジネス航空の道を歩んで、ほぼ１０年に近い歳月が、流れている。 

そろそろ、後継者に道を譲るべきではなかろうか。重い病気を患ったことが、一つの、節

目のように、思われた。さて、どうするか。 

 

 私は、日本航空の出身だから、後継者をまた、日本航空から出すことは、適当ではない。 

むしろ、ここは、全日空に譲るにしかず、と考えて、かねて親しくしていた、全日空の野

村吉三郎（現、日本航空協会会長) に相談を持ちかけた。彼が、選んでくれたのが、元全

日空の取締役、窪田陽一である。会ってみると、物静かな人柄で、勤勉、実直、勉強家の

誉れも高い。それかあらぬか、彼は、その後、猛勉強の末、社労士の国家試験に合格し、

その資格をもっている。私は、大いに気に入り、翌、2005 年５月の定例総会で、理事・顧

問に選任し、１２月の総会で、会長辞任の手続きを踏み、会長職を窪田陽一に譲った。期

待通り、彼は、その後、忠実にビジネス航空の実務を勉強し、会長職を無難にこなすかに

見えたが、三年半ほど経ったとき、重い眼の病に冒され、会長職の継続が困難になってし

まった。相談を受けた私は、あまりにも急のことだったので、窪田自身に、全日空の元取

締役の中から、しかるべき人物の人選を行なってもらい、窪田の推奨する、北林克比古元

専務の就任（2009 年１２月）に同意した。    

   

十二 

  

私が、ビジネス航空に携わっていた１０年間は、文字通り、日本のビジネス航空の黎明

期であったと言って良い。海のものとも、山のものともわからず、運輸省（国土交通省）

も暗中模索していた。役人の中でも、冷たい人は、ビジネス航空など、どこ吹く風かと、

冷ややかな視線で、眺めている。大体、日本人は、平等、公平、一律を好み、自分だけ、

突出するのを嫌う。資産家や、経営者も、自家用機は、頭から、贅沢な乗り物と考え、組

合や、株主の反発、そして、税務署の目を恐れる。そんな具合だから、いくら、その利便

を説いても、世論が、高まらない。世論が高まらないから、役人は、そっぽを向き、政治

も動かない。 

 

 そんな中で、ほんの一部の人たちが、強く、暖かい視線で、見守ってくれた。黒野局長

もそうだし、それに続く、岩村敬航空局長、鈴木久泰航空局長など、早い時期から、われ

われを励まし、便宜を図り、わが協会の会合にも率先、出席し、エールを送ってくれた。 

冷たい人の多い中で、暖かい眼差しは、余計、心に沁みる。 

思えば、この１０年、多くの人たちから、温かい支援を受けた。利害関係があると言え

ばそれまでだが、オルコットさんと、その後継者のエド．ボーレンさんなどＮＢＡＡの人

たち、GAMA（ゼネラル．アビエーション．マニュファクチャーラーズ．アソシエーショ
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ン）のブライアン．モスさん。その他、在日アメリカ大使館の商務部の人たちや、日米財

界人会議のメンバーの人たち等、数え上げれば、きりがない。謹んで、本稿を、借りて、

お礼を申し上げたい。 

 

 協会員の中でも、ユニークなのは、上村次郎さん。三菱商事のアメリカに長く勤め、協

会の「米国ワシントン連絡事務所長」を勤めてくれた。 

 協会員の数も増え、今は、６０社・団体と聞く。佐藤和信事務局長の下、若手の有能な

人たちも育ってきて、それらの人たちが、次々に協会の役員を勤めるなど、協会の実力も、

高まってきた。一般社団法人、日本ビジネス航空協会の、末永い隆昌と発展を祈念て、 

筆を擱く。 

    

 

                              2013 年 5 月 10 日 記 

 

 

 

 

  

 

  

日本航空協会より 

航空功労賞を受賞する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋爪孝之氏のプロファイル 

大正１５年９月２８日生れ、昭和２６年東京大学法学部卒、 

商事会社を経て、昭和３１年日本航空(株)入社、 

同３７年国内旅客課長、同４５年サンフランシスコ支店長、同４６年経営管

理室長、同５０年取締役、同５４年常務取締役、同５６年米州支配人、 

同５８年専務取締役、同６０年８月、御巣鷹山事故で辞任 

同６１年日航商事(株)社長、その後 

日本ビジネス機協会 (現日本ビジネス航空協会)会長、 

アイ．エー．エス．エス(株)会長等を歴任。 

平成１３年、日本航空協会より航空功労賞を受賞。 

趣味は、囲碁（日本棋院４段）、読書。 
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◇ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 地図  
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