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◇  巻  頭       

ビジネス・ジェットの活用 

                   

JBAA 顧問・前常務理事 

                              越智 信夫  

   

 さながら緑や黄金色のパッチワークのようなフランス

の豊かな田園地帯の上を、様々な色の熱気球が浮遊する

姿を、たまたまテレビの番組で見ました。これまで、フ

ランスの畑地、牧草地帯の上空を通過する機会が何度か

ありました。なだらかな丘が連なり、沃野が広がり、時

折、小さな集落や海に浮かぶ島のような森が過ぎていく

のをぼんやり搭乗機の窓から眺める。カエサルがガリア征討に向かったときは一面の大森

林地帯であり、修道士たちが耕作地を切り拓き、新しい農法が採り入れられ封建領主の封土

へも広まり、今日では肥沃な穀倉地帯となっています。人々の営為の積み重ねを感じさせま

す。以前、北イタリアと南仏にある航空機メーカーを訪ねた際、直行便がなく、アルプスを

北西に越えパリ CDG 経由で地中海に向け南下、その日はほとんど移動日。両都市間はビジ

ネス・ジェット機であれば一飛びの距離でしたが・・・・・。出張の際、定期便が満席とい

うことは度々あり、地方都市間の直行便がないことも少なくありません。企業の経営トップ

の出張の日程調整と計画作成には労を伴うものです。 

 

 企業保有ジェット或いはチャーター事業ジェットといったビジネス・ジェット（以下「BJ」） 

は、欧米を中心に企業トップが利用するビジネス・ツールとして定着し久しく、昨今は世界

的にその利用は拡大しています。  

 

企業トップは、経営方針を示し企業戦略を立て、平素、事業展開、経営収支、資金調達、

投資、組織、内部統制などに目を配り、企業をめぐる諸状勢も俯瞰、経営の舵を取り決断を

下し、リスク対応の際は指揮を取らねばなりません。日常業務処理、会議、面談、対外折衝

とスケジュールは過密を極めていることでしょう。企業トップの時間価値は極めて高い。こ

うした中で、トップの出張は、効率的なスケジュールとし可能な限り期間は短縮、身体的に

も負荷は抑えねばなりません。目的は、トップ同士フェイス・トゥ・フェイスの交渉、重要

情報の収集、各部門の拠点の巡回、イヴェント・国際会議出席、緊急時における迅速な措置

など様々、その組み合わせもあることでしょう。予め計画されていた単一の地点への出張で

あれば、定期便で基本的に対応できますが、急遽決定した出張、複数の地点を巡る出張の場

合には、定期便の予約が取れない、或いは日程が非効率となることが少なくない。特に地方

都市間の移動は先ず一旦ハブの空港を経由することになり、乗り継ぎ待ち時間、セキュリテ

ィ・チェックも煩わしいもの。 
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企業保有ジェット、チャーター事業ジェットといった BJ の大きなメリットは、定期便路

線の有無、ダイヤ繰り、予約の確保などに左右されることなく、設定された期間に合わせ、

スムーズな旅程をテイラー・メイドで作れることにあります。空港での乗り継ぎは避けられ、

無用な移動日は不要となり、期間の短縮も図ることができます。とりわけ、急の出張、緊急

事措置の際に、即応が可能なことも BJ のメリットです。緊急帰国の場合 BJ の有用は明ら

か。不特定多数の第三者との同乗はなく、セキュリティの確保が図られ、トップの行動も秘

匿することができます。移動中の機内での時間の有効活用もメリット。BJ 機内ではパソコ

ンなどのビジネス機器が使え、衛星電話などによる外部との通信手段もあります。また、飛

行速度など定期便の航空機と性能的にも同等で快適な機内空間を、すべてプライベットに

専有できることも BJ の魅力です。BJ が定着している多くの先進地域では、専用空港、専

用ターミナルが用意され、CIQ の手続き、セキュリティ・チェックなどは簡単に行われ、旅

客の空港到着から機体への搭乗、着陸後の降機からの流れもスムーズなものとなっていま

す。我が国では、ここ数年、一部の基幹空港で BJ 旅客の動線の改善がなされてきましたが、

各種施設の向上、整備、特に首都圏に一定規模の BJ 専用の施設を整備することが望まれま

す。海外から BJ で飛来する要人・ビッグトップ、国際コンヴェンション、セミナー、展示

会の主催者・参加企業トップ、国際スポーツ大会幹部・来賓などを受け入れのためにも、施

設の整備に意を払う時期にあると思われます。 

 

 我が国では、世界の動きと比べ、企業の経営トップによる BJ の活用は進んでいるとは言

えません。その理由として挙げられるのが、定期便ファースト・クラスを上回る高い利用料

であり、おそらく奢侈
し ゃ し

とみられる故に利用を躊躇する風土にあると思われます。しかし果た

してそうなのでしょうか？ 時間価値が極めて高い企業トップが、BJ を活用し、迅速に、

時間も効率的に用いて行動し、経営戦略に基づくタスクを完遂する。或いはリスクの回避を

図る。結果、企業の収益を上げ、株主に利益を還元、グループ企業も含めた社員の生活を支

え、更に、我が国の経済的発展に弾みを与え社会に貢献することができるのであれば、BJ

は高い利用料、奢侈といった議論は、大局的にはあまり意味はないように思われます。 

 

なお、我が国では定期便が航空交通の主体であり、空港の交通容量に制約があるために、

首都圏空港、基幹空港において十分な BJ スロットの確保が厳しい状況にありますが、ここ

数年の間その拡大が図られてきました。有用との認識が高まりスロットがこれからも拡大

され、BJ の利便性が一層向上するよう望まれます。インバウンドの BJ 需要に応えるため

にもスロットの拡大は重要な課題であると思います。 

 

 このところ、我が国の将来展望に閉塞感が感じられているのは否めませんが、これは、人

口減少、国家財政、年金、エネルギー、食糧などの大きな問題に直面し、経済の低迷感も拭

えず、明瞭な中長期ヴィジョンが見えない故でしょうか。現状からのブレィクスルーを生み

出すため、経済活動に関しては、国際的なビジネス展開に拍車を掛け、新たな枠組へのシフ

トを図る営為を積み重ねることが必要と思われます。我が国の企業トップには、直接、世界
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の動静に触れ、枢要な位置の相手と接点を保ち、これからの活路を自ら見出すことも求めら

れると感じます。居ながら一定のグローバルな情報が得られる今日でも、例えば、山巓
さんてん

の凛

とした空気を感じ、ガウディの地下聖堂の傾けた石柱の荷重の流れを見るにはその場に行

かねばなりません。直接先見的な情報に接し、顔と顔を合わせた相手との会談で互いに理解

を深め新たな枠組みの核を見出すためにも然り。企業トップ自らが過密なスケジュールを

縫って世界を駆け巡る時、BJ の利用は欠かせないものとなるでしょう。 

 

 ところで、航空機の技術・設計・検査・整備、安全関連の法令・基準、そして事故防止、

安全管理といった仕事に携わってきた者として、搭乗する定期便キャリアの安全性は気に

なります。レガシィ・キャリアであれば大丈夫と思いますが、情報を持ち合わせないキャリ

アの場合は、利用を躊躇することがあります。BJ チャーター機を企業トップが利用する場

合、運航会社の安全性についても、搭乗する本人はもとより担当者としては把握しておきた

いところでしょう。BJ 利用を促進する立場にある者のひとりとして、その安全性に関する

情報の発信にも努めなければならないと思います。 

 

BJ の安全性は高い水準にあります。IBAC（国際ビジネス航空協議会）の「Business 

Aviation Safety Brief 2010-2014」によりますと、BJ 機の 10 万出発回数（即ち飛行回数当

りの事故率（括弧内は死亡事故率）は、2010 年から 2014 年迄の 5 年間で 0.66 (0.18)件、

そのうち商用機、企業保有機、個人自家用機に区分すると、夫々1.14 (0.27)件、0.24 (0.03)

件、0.61 (0.27)件となっています。一方、Boeing 社の「Statistical Summary of Commercial 

Jet Airplane Accidents 1959-2014」によりますと、旅客定期便の商用機（運航データ不足

のロシア・ソ連製を除く最大離陸重量 27t 以上のジェット輸送機）の 10 万出発回数当りの

事故率は、2005 年から 2014 年迄の 10 年間で 0.16(0.03)件。特に企業保有の BJ 機は高い

安全性を維持していることが分かります。また、国際ルートに主に投入される耐空類別 T の

BJ 機材は、エア・キャリアの旅客輸送機と同一の設計基準が適用されており、強度・構造

要件、性能も装備についても同等、或いはそれを上回るものもあります。 

 

BJ チャーター事業の運航会社を選ぶ際には、運航国の航空当局（例えば、我が国であれ

ば国土交通省航空局、米国であれば FAA（連邦航空局））による認可を取得していることの

確認は当然として、IBAC の IS-BAO（国際ビジネス航空運航標準）の認証の有無なども参

考になるかと思います。順不同ながら HP に IS-BAO 運航者のリストが掲載されています。

IS-BAO は SMS（安全管理システム）をコアとする BJ の運航に関する標準で、航空輸送

に関する国際条約の構成要素に含まれる ICAO Annex6 （国際民間航空条約第 6 付属書）

「運航」及び Annex19「安全管理」との整合性も取られています。その他、運航会社の HP

にアクセスすると、安全への取組みを知ることができるかもしれません。 

 

ここでは我が国の企業による BJ の活用について主に述べましたが、政府機関などにおい

ても BJ の利用が有用であることも付言しておきます。これから我が国の経済社会が国際的
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な協調のもと発展を遂げるため、これまで以上に国際的な人的交流が求められる中で、有用

性の認識が高まり BJ が航空交通体系に位置付けられることが望まれます。その上で、我が

国のこれからの需要及び積極的に迎えるべき海外からの

需要に応える BJ の環境・施設整備が、世界の潮流に遅れ

ず推進されることが肝要と思われます。我が国における

BJ の活用が飛躍的に伸展するように、今後とも当協会と

して、宣教活動、情報提供、関係機関への働きかけなどに

一層力を入れていかなければならないと思うところです。 

  

 

 

 

 

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報 

 

東京エアロスペースシンポジウム 2015で講演/出展 

10月 14日から 16日の間、東京ビッグサイトで「東京エアロスペースシンポジウム 2015」

が開催されました。カンファレン

スでは佐藤副会長が「日本におけ

るビジネス航空の現状と展望」につ

いて講演するとともに、関係会員

のご協力を得て JBAA のブースを

出展しました。イベント全体では

延べ 24,000 人近くの方が来場さ

れ、カンファレンス（９プログラ

ム）も全体で延べ約 2、500 人の

方々が聴講されたとのことで、大

変盛況でした。協会のブースにも

お陰様で多くの方においで頂き

ました。                      JBAA のブース 

 

 

◇ 協会ニュース 

「ビジネスジェット・チャーター利用のご案内」のセミナー開催 

10月 29日に、日本旅行業協会（JATA）と関係 JBAA会員のご協力を得て、JATA会員の方を

対象に「ビジネスジェット・チャーター利用のご案内」のセミナーを開催しました。セミナ

ーには JATA 会員各社から 18 人が来場し、ビジネスジェットがあまり知られていない旅行

業の方々にそのチャーター利用を PRすることができました。 
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主要協会活動（7-8月） 

9月 7日 四役会（会長、副会長、常務理事、事務局長）を開催し、10月の理事会に

向け、協会の運営について話し合いました。 

9月 14日 航空局長の異動に伴い、新旧局長に会長以下がご挨拶に行きました。 

9月 16日 愛知県県議会議員が JBAAに来訪し、ビジネス航空の現状と将来について意

見交換を行いました。 

9月 25日 昨年 10月に航空局長宛てに要望した事項の内、東京国際空港の発着枠申請

手続きの改善（期限の早出し等）、地方空港の運用改善（スポット使用/停

留時間制限/旅客動線等）、その他の要望について、航空局航空戦略課を窓

口に関係者にお集まりいただき、打ち合わせを行いました。 

9月 29日 日本ヘリコプター事業促進協議会（ヘリ協）の定例会に出席しました。 

10月 5日 平成 27年度第 4回理事会を開催し、岡田圭介氏（ANAホールディングス㈱

常勤顧問、前副社長）への顧問委嘱、ABACE 2016 での JBAA ブース出展が

承認されました。 

10月 9日 佐藤航空局長に会長以下がお会いし、ビジネス航空の現状と課題をご説明

するとともに、当局のご支援ご指導をお願いしました。 

10月 14～16日 東京エアロスペースシンポジウムで講演/出展しました。（前述） 

10月 27日   田村新観光庁長官に会長以下がお会いし、ビジネス航空の観光面での活用、

観光庁との連携強化についてご支援、ご指導をお願いしました。 

10月 29日 日本旅行業協会（JATA）会員向けセミナーを実施しました。（前述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

     余 白 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

◇ 会員紹介        

東京海上日動火災保険株式会社 

 

当社は、1879（明治 12）年 8 月 1 日に、わが国最初の損害保険会社である「東京海上保険

会社」として創業して以来、136 年以上にわたる歴史を保険業界の中で刻んでまいりました。

2004（平成 16）年 10 月 1 日に、東京海上火災保険と日動火災海上保険の両社が合併し、

東京海上日動火災保険となり、業界を代表する企業としての活動を続けています。 

 

 

１．会社概要 

名称（商号） 東京海上日動火災保険株式会社 

創業  1879 年（明治 12）年 8 月 

資本金  1,019 億円 

取締役社長 永野 毅 

正味収入保険料 2 兆 367 億円（2014 年度） 

総資産  9 兆 780 億円 

従業員数  17,125 人 

国内営業網 124 営業部･支店、416 営業室･課･支社、19 事務所 

損害サービス拠点 243 ヵ所（国内） 

代理店数  51,364 店（国内） 

URL  http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ 

 

経営理念 

 

 

また、東京海上グループ全体としては、東京海上ホールディングスならびに世界に展開する

子会社 179 社及び関連会社 26 社によって構成されており、日本国内及び世界 37 の国・地

域、469 都市に拠点を設け、損害保険、生命保険、金融･一般事業を幅広く行っています。 

 

２．弊社の航空保険対応体制 

今回、JBAA の会報に寄稿させて頂くにあたって、ビジネス航空機と関係の深い｢航空保険｣

について、当社の最新の体制等について簡単にご紹介させていただきます。 

 

当社は、1937（昭和 12）年 6 月に日本で最初に航空保険の取扱いを開始いたしました。 

爾来、本邦の航空宇宙関連産業界のお客様を取り巻く様々なリスクに対して、最適なソリュ

ーションを提供し、業界の発展を支えていくことモットーに取り組んでまいりました。 
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(1)営業体制 

当社では、主に航空宇宙産業界のお客様や、航空機に関わられるお客様を担当する｢航空保

険部｣という専任の部署を設けています。航空保険部は、営業１課・２課・３課、宇宙保険

室、業務国際アンダーライティンググループという５つのユニットから構成されており、航

空保険部長以下 62 名の要員を配置し、高い専門性とノウハウを維持・継承しながら、業務

に取り組んでいます。また、本邦における航空保険の引受では、｢日本航空保険プール｣（*1）

が中心的な役割を果たしていますが、1952 年のプール設立以来、60 年以上に亘り、当社は

プール委員長会社としての役割を担ってきています。さらに、当社の航空保険部は、日本国

内のみならず、海外のエアライン・人工衛星の保険契約の引受や、再保険取引を通じて、そ

の活動フィールドは世界中に広がっています。 

 

(*1) 航空保険は日本航空保険プールを通じた引き受けを行っております。プール制度とは、一定の保険種

目あるいは危険について、複数の保険会社が予め定められた配分割合（プールシェア）で責任を負担する

制度です。航空機は自動車と比べてその数が限定されており、大数の法則が十分に働かないこと、および

事故発生時の保険金が巨大になることから、国内保険会社の引受け能力を結集することにより国際競争力

を高め、ご契約者様に対し長期・安定的な保険カバーを提供することを目的に日本航空保険プールが設立

されています。 

 

(2)損害サービス体制 

航空機に関連する事故は、自動車事故等と比較すると、一旦事故が発生すると大規模な損害

に至るケースが多く、また、事故の原因究明や解決が非常に困難で時間を要するという特殊

性があります。当社ではこれらの特殊性を鑑み、コマーシャル損害部 海外賠責･航空グルー

プに航空保険専任のメンバーを 3 名配置し、年間約 600 件(2014 年度実績)の航空保険事故

対応を行うことで、航空機事故に対する対応力や経験値を非常に高い水準で維持していま

す。航空専任担当者の中には、国際航空保険者連合の Legal & Claims Study Group の正式

メンバー(日本を含むアジア諸国から唯一のメンバー)も含まれており、さらに、航空保険専

任担当者とは別に、米国駐在経験者 1 名を含む海外賠償責任事故のエキスパートを 3 名配

置し、万が一の事故に備え、実際の経験に裏付けされた万全の損害サービスが提供できる体

制を整えております。この他、海外における訴訟を念頭にワールドワイドな弁護士ネットワ

ークも有しており、航空機関連事故に強みを持つ弁護士事務所の起用が可能です。訴訟大国

の米国においては当社グループの米国現地法人を通じて主体的に弁護士をコントロールで

きる体制を整えており、弁護士コストの削減に取り組むと共にご契約者様の訴訟方針に沿

った対応を実施しております。 

 

(3)各種業界団体、学会等への参加状況 

当社は日本空法学会に参加をしており、日本の損害保険会社で唯一の会員となっておりま

す。2014 年には同会総会で研究発表を行い、2015 年に学会誌「空法」に論文が掲載されま

した。さらに国際航空保険連合のエグゼグティブ・コミッティーにおいてアジア人初の Vice 
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President を輩出する等、世界的な人脈構築と最新の航空保険マーケット情報の収集にも積

極的に取り組んでおります。 

 

３．ビジネスジェットの運航に関わる保険  

(1)補償の概要 

ビジネスジェットの運航に際して生じる様々なリスクは航空機保険によって一定程度低減

可能です。航空機保険は主に次の補償等により構成されています。①機体保険(Hull）②第

三者賠償責任保険(TPL) ③第三者・乗客包括賠償責任保険(TPL&PAX) ④搭乗者傷害保険

(PA) ⑤救援者費用等包括保険(DX S&R) ⑥機体戦争保険特約(Hull War)。各々の商品の補

償概要は以下のとおりです。 

 

①     機体保険 機体およびその構成部品への補償 

②     第三者賠償責任保険 地上の第三者や建物等への補償 

③     第三者・乗客包括賠償責任保険 
地上の第三者や建物等に加え、航空機に搭乗

している乗客および乗客の手荷物への補償 

④     搭乗者傷害保険 航空機に搭乗している方への補償 

⑤     救援者費用等包括保険 

機体保険の保険金を支払う事故において、機

体の捜索・救助費用や、お見舞い費用等の各

種費用を補償 

⑥     機体戦争保険特約 

戦争・テロ・ハイジャック・悪意による加害

行為危険等に起因する機体およびその構成部

品への補償 

 

 (3)固定翼大型ジェット機の機体保険料率の引き下げ 

2014 年 4 月 1 日に航空機保険は取扱規定の改定を行いました。この際の目玉の一つとして

「固定翼大型ジェット機の機体保険料率の引き下げ」を行いました。当時、過去 15 年間の

固定翼全体での機体保険損害率(*2)は 100%を上回っており、収支的には赤字の状態となっ

ていましたが、大型ジェット機の保険成績は良好であること、また、本邦におけるビジネス

ジェット機の普及促進の重要性に鑑み、航空保険プールでの協議を経て、一部引き下げを実

現いたしました。従来、米国や欧州と比べて本邦の固定翼大型ジェット機の料率は高い傾向

にありましたが、今回の料率改定により新規料率(*3)については従来の半分程度の水準差と

なりました。航空機保険における固定翼大型ジェット機料率は最大離陸重量によりいくつ

かの料率区分が設けられておりますが、現在、航空保険プールにおいて最も引受機数が多い

区分においては新規料率が 50％以上の引き下げとなっています。当社としましては保険を

通じたビジネスジェットの更なる普及促進に微力ながら貢献する所存です。 
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(*2) 支払保険金 / 保険料で算出される保険料に占める、支払保険金の割合。 

(*3) 航空機保険契約者料率を持たない契約者に適用される機体保険の料率。初めて機体保険を付保する契

約者や過去に付保してから一定期間を経た契約者等に適用される。 

 

 

最後になりましたが、今回、このような貴重な機会を与えて頂きました JBAA 事務局及び

関係者の皆様に深謝申し上げます。当社は、航空保険を通じで、本邦のビジネス航空の普及・

発展に少しでもお役に立てるよう、引き続き取り組んでまいります。今後とも変わらぬご指

導・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

航空保険の他、保険全般に関するお問い合わせ等がございましたら、下記照会先までお気軽

にご連絡下さい。 

 

 東京海上日動火災保険株式会社 航空保険部 営業第二課（担当：徳田、戸田） 

 Tel：03-3285-1731  Fax：03-5223-3034 

 営業時間：9：00～17：00（土日祝祭日を除く） 

 

 

◇ 投 稿 

 

 単発飛行機の運用 

― 都市空港における G・A 小型機の事故に想う － 

会 員・元操縦士  W .K. 

 

はじめに 

2015年 7月 26日、東京都調布飛行場で起きた小型単発機の墜落事故は、乗員・乗客のほ

か、離陸経路下にある住民や、救助に当たった消防士を巻き込む死傷事故（死亡 3名怪我 6

名）となった。 

事故の原因・誘因については、運輸安全委員会の調査報告を待つが、諸般の状況を考慮し

ても機材が単発機であることが要因として考えられる。本編では都市の住宅密集地にある

飛行場（空港）で、単発航空機を運航させる事柄について、このたびの調布飛行場の事故を

例に考察したい。 

単発機、多発機を問わず、航空機の運航で最も危険なフェーズは、進入・着陸時の 45秒

間と言われている。次に来るのは離陸フェーズで、いずれも地面と接する確率が高い場面が

危ないのだ。 

定期運送事業に供する航空機（輸送機 T類）に単発機の使用は許されない。単発機の使用

が認められているのは不定期運送までであるが、貨物輸送、救難・医療などの事業も同様に

多発機が推奨される。その理由は飛行中にエンジンの一つが故障しても、残りのエンジンで
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飛行が続けられると考えられるからだ。 

有償で旅客や貨物を運ぶ運送事業では、安全に目的地まで輸送する使命が求められる。そ

のためにはすべての飛行フェーズで墜落に至らしめない性能や運航が、必要条件としてあ

り、多発エンジン機が求められるのだ。 

ビジネス航空に関わる読者の多くは、運送事業とは別の運航に類別されるが、機材となる

多くのビジネスジェット機は上述の輸送機 T 類の性能を持ち、運航形態も T 類の方式に従

っておられるはずだ。それが旅客の安全を保障するための必要条件なのである。 

輸送機 T類では、上述の離陸や着陸フェーズでエンジンが故障しても、残りのエンジンで

離陸を継続し上昇できる能力（かなり厳しいが）が保証されている、また離陸を断念した場

合には滑走路上で停止できる減速性能があり、運航者はそれらを満たす条件（温度や重量）

を守らなければならない。飛行中にエンジンが故障しても、残りのエンジンで決められた高

度を維持し、離陸空港に戻るか目的地あるいは代替空港まで飛行が継続できる性能が保証

されている。 

また 2名の操縦士、衝突警報、救難装備、緊急脱出口、与圧や酸素供給は、今日では必要

条件となったが、本来は十分条件として具備する事柄である。 

 

単発機の性能と飛行のマナー 

小型単発機の用途、使命の多くは、航空測量、航空写真等のための航空機使用事業の飛行、

操縦士として飛行の初歩を学ぶ操縦訓練、及び自家用の移動、レジャー/スポーツであろう。 

単発機の致命的な短所は、エンジン故障が安全な飛行の継続を保証しないことであるが、

双発機以上であれば安全かと言えば、先の台北、松山空港での ATR72の離陸直後の墜落、ハ

ドソン川への A320 の不時着、福岡空港では３発エンジン機、DC-10 の、エンジン故障によ

る離陸中止に伴うオーバーラン事故も発生しているから、必ずしもそうとは言えない。しか

し、単発機の場合は、エンジンの不調や故障は、周辺に不時着に適した大地がない限り、不

時着事故につながる。従って、不時着時の衝撃による被害を小さくするため、単発機の着陸

形態での失速速度、即ち、不時着時の速度は 61Kt(ノット)以下でなければならないと定め

られている。ならば単発機を活用するにはどのような環境が適しているか。 

エンジン故障、即ち不時着か墜落、の図式から覚悟することは、飛行場の周辺の状況等を

十分に把握し、飛行機の性能・取り扱いを正しく理解し、従うことだ。 

昔のことで恐縮だが、筆者が初級訓練を実施した米国 California州 Oakland空港は都市

の中ではあるが、飛行場内には滑走路とは別に、小型機が不時着するのに十分な広さと長さ

の草地の緩衝地帯があった。 

また都市とは言え、周辺には空き地、広い水面など不時着が上手くいけば、自損はともか

く第三者に与える損害は少ない環境であった。教官のマニュアルには、「フリーウェイは格

好の不時着場である、但し進行方向さえ間違えなければ・・」とあった。事実、ひとりの学

生はその通り実行し、パトロールカーに先導され、公道を自ら”オート三輪車“となって戻

ってきたことがあった。「離陸直後に不時着を決心しても決して Uターンの操作をしてはな

らない」とも書かれている。離陸時には失速からのマージンが極めて小さく、旋回が直ちに
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失速を招くのが理由である。 

飛行中のルートは、エンジン故障に備え、あらかじめ余裕のある高度を選び、下には継続

して不時着に適した空き地、河川などを確認しながら飛ぶことに尽きる。 

 

調布空港の事故を分析する 

ひるがえって冒頭の調布空港の事故を考える。 

当事者以外が広言するのは慎むべきだが、ある航空専門誌に寄せた O氏（日本飛行連盟理

事）がこの事故を良く分析されていて、うなずけることが多いので、以下の多くは O氏の引

用である。 

事故の起きた日は真夏で観測された気温は 34℃である。それに対し、少なくとも機体は、

定常では 38℃の気温を想定して設計されることが要求され、また、当該機は 45℃までの性

能表が示されていることから、45℃までの運航は許されているはずと考える。当然気温が高

いと性能は劣化し、そのことは飛行マニュアルに明記されている。 

次に重量であるが、搭乗人数の目方は設計基準重量の場合、5名で 385ｋｇ、燃料を満載

し、少量の手荷物を含めばマニュアル上の最大離陸重量近辺の目方のようだ。最大離陸重量

での通常の離陸滑走距離（車輪が路面を離れるまでの水平距離）は 580ｍ、単発機に航空法

上の規定（制限）はないが、通常の離陸距離（滑走路上を高度 50ftで通過する位置までの

水平距離）は 970ｍと計算されている。 

離陸には離陸フラップを適用する短距離離陸の技法があり、彼が離陸フラップを使った

なら、それぞれの数値は 390ｍ、730ｍと出ている。離陸フラップが使われていたか否か、

明らかではない。 

重心位置が許容範囲であったかは不明であるが、積載の状況から範囲を外れる状態には

なかったと推察。 

離陸後の上昇勾配（上昇率を％で表す）は同じく規定されないが、守るべき速度（Vx 最

大上昇角度または Vy最大上昇率）を維持するかぎり 2～3％ほどは上昇することが保証され

ている。 

さて、調布飛行場の滑走路長さは公証 800mである。事故機の離陸の様子をテレビでご覧

になった読者は多いだろう。滑走路長のほとんどを使って滑走し、滑走路末端でやっと浮揚

した画面は、見た目ではそれでも上昇勾配を維持して離陸していった。旅客機の離陸を見慣

れた方には、かなり異様に映ったはずだ。旅客機では離陸滑走距離は滑走路長の 60％を超

えてはいけないことになっている。 

さらに O氏の分析は続く。調布空港の滑走路には北側に 200ｍのオーバーラン（法規上こ

の部分に着陸できないが、離陸には使える滑走帯、写真の破線エリア）があるのだが、強度

の関係でいまは使用が禁止になっていると。 

事故機の離陸に何が起きたかは不明だが、このオーバーランから離陸滑走を始めていた

ら、滑走路での高度獲得あるいは離陸中止の場合の制動距離の余裕が得られたのではない

か？自家用用途の小型機は運航停止となっており、将来の方針も出ていない、事業機（伊豆

諸島へ旅客を運ぶ双発コミュータ機）と事業用機の運航がされているのみであるが、その運
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航 に お い て も            

200ｍのオーバーラン

の利用は、運航の安全

余裕増大と、離陸経路

の騒音低減に役立つ

ものとなる。 

 

このような視点か

ら、使用禁止の北側

200m のオーバーラン

の利用解禁と、事故予

防措置を講じたのち

の自家用機の運航解除が望まれる、と結んでいる。  現在の調布空港 （O氏提供） 

               

都市空港での単発機の運航 

再び昔のことを申し上げる。写真は New York 州 Long Island、Bethpageという街の過去

にあった空港の今の姿である。滑走路の跡地には鉄道が走り、ランプは北欧の家具会社の倉

庫や、事務所らしき建物群になっている。筆者は 1986年に、ここの 1600ｍの立派な滑走路

で 25トンの双発プロペラ機で離着陸をした。ご覧のとおり、当時から空港の回りは住宅密

集地で、小型単発機は利用できなかったと記憶している。 

 多発機であっても出入り以外の反復離着陸（タッチアンドゴー）は不可で、それらは 40

マイル彼方の、sound(入り江)を隔てたコネチカット州の閑散な飛行場で行われていた。 

Bethpageは Northrop Grumannと言う航空機会社の専用飛行場で、回りの住民のほとんど

はこの企業に関

係する市民であ

った。 

 

そのような住

民 の 理 解 か ら

New York の街中

でも一部の運航

が許されていた

のだろうが、いま

は飛行場を忍ぶ

よすがもない。  

 

かつての Bethpage 飛行場の跡 

航空機の安全技術は日増しに改善され、今は単発機でもエンジンの故障は稀になってい

かつての Bethpage 飛行場 

1990 年に廃止された 
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ると言えるが、皆無にはならないだろう、また小型機の操縦士に対する安全感覚の養成と操

縦技術の向上努力も続けるべきである。 

いっぽう回りに住まう市民のアメニティバリューは、小型単発機の存在を愉快に思うだ

ろうか？ 

現在、首都圏の小型機用の公共飛行場としては、調布空港が唯一の存在であるが、この事

故を教訓として、小型単発機は調布空港から閑散な環境の飛行場に移動すべきではないか。 

考えられる空港が見当たらないという理由を述べることが、安全措置を遅らせることに

ならないか。まず利用者と監督者（国交省、地方自治体）が「移設ありき」の上で協調し、

予算措置を講じて首都圏近郊に、小さくても使い心地の好い小型自家用機専用の飛行場を

作ろうではありませんか。 

筆者には Bethpageの姿が、調布の将来図に重なって見えるのである。 

 

 

◇ 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/

