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◇ 巻  頭  

 

 

 

                日本ビジネス航空協会 

               会 長  北 林 克比古 

 

新年あけましておめでとうございます 

会員の皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます 

さて早いもので、今年は当協会が 1996 年 5 月に「ビジネス機協会」として発足してから 20

年目を迎えます。 

 

この間、協会の体制整備を図り、2003 年 5 月には東京都より NPO 法人の認定を取得、2012

年 7 月にはより迅速かつ自由な活動を可能とすべく、その法人格を一般社団法人に移行し、一

貫して我が国におけるビジネス航空の普及、発展を目指した活動を続けてまいりました。 

  

同時に世界のビジネス航空をリードする諸団体との連携を進め、2000 年 3 月には全米ビジ

ネス航空協会（NBAA）より Affiliate Organization に認定され、2002 年 4 月には日本を代

表し、世界で 11番目の団体として国際ビジネス航空評議会（IBAC）に加盟し、Governing Board

のメンバーとしてその運営に参画してまいりました。 

 

これまでの多くの協会役員、会員各位の地道な努力が実を結び、この 20 年間で我が国にお

けるビジネス航空を取り巻く環境は大きく変わり、各方面からの関心も高まってまいりました。 

 

特に近年、航空局はじめ関係各諸機関のご尽力により、ビジネス航空の為の基盤整備の進展

には目覚ましいものがあり、首都圏空港における運用条件の緩和、ビジネスジェット用新包括

基準の導入などは記憶に新しいところです。 

 

昨年は今までに実現した改善、また新たな課題を反映した「ビジネス航空に関する要望書」

を 10 月に航空局長宛提出させていただきました。多岐にわたる難しい課題を含んではおりま

すが航空局並びに会員各位のご協力を得つつ引き続き根気強い努力を続けてまいりたいと存

じます。 

 

空港インフラの面では成田空港において BJ 用スポット・ターミナル間の新たなアクセス道

路が完成し、BJ ターミナル近くに専用スポットの増設が実現し、東京国際空港では 9 月 30 日

より初の BJ 用ゲートと優先スポットの運用が開始され、年度内には整備場地区に大型 BJ 用

スポットの増設が決定されました。 
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更に 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックでは多くのビジネス機の飛来が予想され、

ビジネス航空の必要性、有用性が実証される好機と考えられます。また国の政策であります観

光立国のアクションプログラムにおいても国際会議やイヴェント（MICE）の誘致が柱の一つ

として謳われており、この分野においてもビジネス航空の果たす役割が期待されるものと思わ

れます。 

 

今年はこうした環境の変化を最大限に活かし、今やビジネス航空業界自らが業容の拡大を図

り、マーケットの開拓、潜在需要の掘り起しに一層の努力を払うとともに、広く各方面への働

きかけにも努めてまいることが求められております。 

 

昨年は初の試みとして NBAA において JBAA としてのブース出展を行い、日本より航空局

を含む 4 団体の連携展示を行うとともに、航空局によるメディア・インタビュー、記者会見へ

の支援を行い、我が国ビジネス航空の情報発信につとめました。 

今年 4月の上海におけるABACEにおいても日本チームとして出展を行うべく準備を進めて

おります。今後も NBAA をはじめとする関係国際機関とも連携を図り我が国の現状につき引

き続き情報発信に努めてまいります。 

 

2020 年のオリンピック・パラリンピックにつきましても IBAC,NBAA 等の国際機関とも情

報交換を行い過去のオリンピックにおけるビジネスジェットの運航実績、受け入れ体制に関す

る情報収集を行いました。今後はこうした情報を航空局、東京都等の関係各機関と共有し万全

の受け入れ態勢構築に協力してまいる所存です。 

 

将来的に持続的発展が見込まれるアジア地域のゲートウェイとして、大変優位な立地にある

日本において、ビジネス航空が航空体系の一翼を担い、我が国の国際競争力に貢献できますよ

う、またビジネス航空産業発展による多様なサービスの提供により,首都圏のみならず地方の活

性化にも資するようになれますよう、そして次の 20 年では欧米はじめ各国と肩を並べるビジ

ネス航空先進国となれますよう、解決すべき課題は多岐にわたりますが皆様のご協力を仰ぎつ

つ努力してまいりたいと存じます。 

 

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 
 

MEBA 2014 (at Dubai) 

MEBA（Middle East Business Aviation Show）2014が 12月 8日から 10日までアラブ首長国

連邦ドバイ（ドバイの建設中の新空港である Al Maktoum 国際空港（Dubai World Central））
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で開催されました。 

 

 MEBA は MEBAA（Middle East Business Aviation Association）が主体となって開催される

ビジネス航空に特化した中東のビジネス航空 Showですが、2年毎に開催されて今年が 6回目に

なります。 

MEBAの規模は中東地区の発展、経済力を背景に回を追うごとに大きくなり続けており、今年

の MEBA も近年の中東における目覚

ましいビジネス航空の発展、需要を

見せつけられる大変盛況な Show で

した。今回の出展社数は 422社、屋

外展示機 44機（大型 BJ機が多い）、

入場者数 8314 名（一般参加はなく

全て業務関係者）で、主催者側の発

表では過去最大、もっとも成功した

イベントになったとのことで、その

規模はすでに一地域の Show の域を

超えたものになってきています。 

 

  Al Maktoum 殿下を迎えての Opening Ceremony  

 

 日本とは直接の関係は少ない地域ではありますが今後の動静は目が離せないところです。尚

会期中に開催された IBAC/MEBAA 主催のパネルディスカッション“Business Aviation around 

the World”には JBAAの佐藤副

会長がパネラーとして参加し

最近の日本の状況等について

話をしました。 

次回の MEBA は 2 年後の 2016

年 12 月に開催される予定です

が、開催場所としては同じくド

バイの Dubai World Centralが

予定されています。 

詳細につきましては協会ホ

ームページ会員向けページ（報

告）に掲載予定ですのでそちら

をご参照下さい。 

 屋外展示 
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◇ 協会ニュース 

 

航空局長に新要望書を提出 

10 月 31 日に、今までに実現した改善内容や、新たな課題を反映した新しい「ビジネス航空

に関する要望書」を航空局長宛提出させていただきました。新要望書の内容等は協会ホームペ

ージの“行政への改善要望及び経緯”に掲載してありますのでそちらをご覧下さい。 

 

平成 26年度第 6回理事会を開催 

12 月 1 日、平成 26 年度第 6 回理事会を開催し、ABCE2015 at上海への JBAAブースの出展が

承認されました。また、NBAA 2014 への参加、出展、ユーザー向けセミナーの開催等につい

て報告・討議が行われました。 

 

IBAC 第 60回 Governing Board Meeting（理事会）at Abu Dhabiに出席 

MEBA（Middle East Business Aviation Show）2014(at Dubai)に合わせて、12 月 11 日にアブダ

ビで開催された IBAC（International Business Aviation Council）第 60 回 Governing Board 

Meeting（理事会）に佐藤副会長が理事会メンバーとして出席しました。 

会議の詳細は別途協会ホームページの会員向けページ（報告）に掲載予定ですのでそちらをご

参照下さい。 

 

航空局長訪問 

12 月 17 日に、北林会長以下の協会幹部が田村航空局長をお訪ねし、日ごろのご協力への感

謝を申し上げるとともに、新要望書の検討・実現の御願い、業界・協会の最近の状況に関する

意見の交換等をさせていただきました。 

 

ビジネスジェットユーザー向けセミナーを開催予定 

ビジネス航空の普及活動の一環として、協会主催でビジネスジェットユーザー向けセミナー

（今回はチャーター事業中心、一般公開のセミナーではなく特定ユーザー候補者向けのセミナ

ー）を 2月 12日に東京国際フォーラムで開催することになりました。 

 

主要協会活動（11－12月） 

11月 5日 東大・ボーイングセミナー「航空と環境ワークショップ」に参加 

11月 6日 川崎重工業（株）を訪問 

11月 10日 四役会を開催 

11月 11日 ユーザー向けセミナー開催の為の関係会員との打ち合わせ会を開催 

11月 11日 （株）ユニバーサルアビエーション社創立 10周年記念パーテイに参加 

11月 17日 ヘリ協講演会に参加 

11月 19日 （株）IHI訪問 

11月 21日 日本空港ビルディング（株）訪問 
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12月 1日  理事会を開催  

 12月 3日  ACTフォーラム「日本における航空宇宙産業と成長戦略」に参加 

 12月 8－10日 MEBA at Dubaiに参加 

12月 9日  航空局航空戦略課と会議 

12月 11日 IBAC 第 60回 GBに出席 

12月 17日 田村航空局長を訪問 

 

 

◇ 会員紹介 

 

株式会社 ユニバーサル アビエーション 

― ビジネス航空業界の発展の為に JBAA と共に歩む 

ユニバーサル・アビエーション ― 

 

 

国内の短距離運航であろう

とも、または国外の長距離運航

であろうとも、運航者が直面す

る問題….直前の旅程変更や、め

まぐるしく変わる規制や新し

く加わる法規….の壁に当たる

ことに違いはありません。  

ユニバーサル ウェザー ア

ンド アビエーションは、その

ような運航者の「壁」に対する

「挑戦」をよく理解し、業界に

おける 54 年余りの経験と知識を 

生かし、その「挑戦」をサポート、成功へと導く手助けをしております。 

 

世界で初めてのビジネス航空に対する、運航者各々の仕様や運航形態、好みに合わせた気象

予報 (Customized weather forecast)を行う会社として 1959 年に創業以降、ユニバーサル ウ

ェザー アンド アビエーションは、常に変わりゆく運航者のニーズや環境の変化に適応しつつ、

ビジネス航空を利用される方々に新しいサービスを提供して参りました。 現在、弊社は世界

に 1,700 名以上の従業員を保有するグローバル企業として、運航者各々の仕様や運航形態、好

みに合わせた運航管理システムの導入、別ブランド UV Air®による燃料サービス、全世界にお

ける航空機地上支援サービス部門、オンラインのフライトプランニング、UV datalink®等を

もって、総合的なビジネス航空の運航管理を行っております。 
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この度、弊社の航空機地上支援サービス部門の一つであるユニバーサル・アビエーション 

(Japan) は、日本におけるサービス開始から数えて 10 周年を迎えることが出来ました。 ユ

ニバーサルとしては、アジアに進出してから 30 年経過しておりますが、日本におけるユニバ

ーサル・アビエーションは、アジアで 2 番目に古い会社となる一方で、アジア・パシフィック

地域に於いて最も確立されたベースとなりました。 

 

「我々は半世紀にわたる活動をもって得た多大なる知識、誇りをもって、お客様の御役に立て

るよう、それらの情報をお客様に伝え、方向性を導き出してきました」 弊社アジア・パシフ

ィック地域担当役員チャールス ムラルスキーは語ります。 「我々は、お客様と共通の目標

…つまり彼らの運航を成功裏に収める事…を達成することに邁進しています。我々は世界にお

ける我々のあらゆるリソースを活用し、航空機を運航する方々がその航空機を利用される方々

に対してなされる「約束」を果たすために出来ることは全て行います。 それがたとえ、国内

の短距離運航であろうと、アジア・パシフィック地域内の運航であろうと、ましてや国外の長

距離運航であろうとしても、です。」 

 

2004 年に会社設立以降、東京をベースにユニバーサル・アビエーション (Japan) は確実に

成長し、且つ拡張を遂げ、成田国際空港、大阪-関西国際空港、札幌-新千歳空港に事務所を構

えるに至りました。 この地域に於ける成功と発展には、ユニバーサル・アビエーション

(Japan)と日本ビジネス航空協会との連携が不可欠である、とチャールス ムラルスキーは語り

ます。 
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「ビジネス航空に対して、よりフレンドリーな環境に日本を導くために JBAA と共に歩むこと

が、ユニバーサル・アビエーション (Japan) の成功に繋がるものと確信します。 JBAA は

弊社にとって、日本政府や諸官庁に対してビジネス航空の価値を証明する上での掛け替えのな

いパートナーであります。JBAA の甚大なる努力や働きかけによって実現された、例えばビジ

ネス機専用ターミナルの実現化、またはチャーター運航での規制緩和など、素晴らしい実績を

上げられていることは誇らしい限りで有ります。これらの実績が、ビジネス航空機の運航数増

加をもたらし、また地域の発展に貢献していることは言うまでもありません。」 

 

ユニバーサル・アビエーション (Japan) が他の航空機地上支援会社と大きく異なる点は、世

界的なネットワークを有する点です。 全世界に 1,600超のハンドリングエージェントを有し、

また、それに加え、日々弊社のお客様に対して、どのような危機的状況にあっても、いかなる

サポートを惜しまない何千もの信頼すべきパートナーが居ることにあります。 ユニバーサ

ル・アビエーションは日本のみならず、全世界 19 か国に 40 の事務所を構え、アジア・パシフ

ィック地域では中国（北京・広州・上海）、オーストラリア(シドニー)、シンガポール(チャン

ギ―・セレター)及びインド(デリー・ムンバイ)に展開しております。 

 

「この 10 年、色々な苦難もありました。特に 2011 年の東日本大震災は甚大なる被害を日本に

もたらしただけではなく、ビジネスの環境にも大きな影響を及ぼしました。 しかしながらそ

のような環境に於いても、我々はビジネスを停滞させることなく、またお客様やベンダー様に

於かれましても我々への惜しみないサポートを続けて頂きました。」ユニバーサル・アビエー

ション (Japan)代表取締役東山浩司が語ります。 「日本のビジネス航空における環境で特筆

すべきは、ビジネス航空の運航者の、より高度な、しかも質の高いサービスを求める声が大き

くなることに対して、基盤整備や改革を如何に進めていくか、それに対する挑戦をしていかな

ければならない点にあります。 私達のこの分野における知識とノウハウ、今まで築き上げて

きた人脈を最大限活用し、関係機関と緊密に協力しあいながら、日本におけるビジネス航空の

インフラ整備や業界の更なる発展に対する努力は惜しまない所存であります。 私達は誇りを

持って弊社顧客の代弁者となり、日本におけるビジネス航空の分野が運航者にとって魅力的な

ものになるよう JBAA と共に歩む所存でございます。 JBAA は常に、会員皆さんのサポート

をし、その意見を取り上げ、日本におけるこの業界の発展のために寄与するものと確信してお

ります。」 

 

ユニバーサル ウェザー アンド アビエーション並びにユニバーサル・アビエーションの詳し

い内容は http://www.universalweather.com/をご覧ください。 

 

 

執筆 Louis Smith, Manager, Corporate Communication 
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◇ 投 稿 

 

 火山災害とヘリコプタ 

 

元 ホバリスト K.Y. 

 

気候変動現象の一端なのか、あちこちで活火山の鳴動が報じられている昨今だ。昨年 9月 27

日に起きた御嶽山の噴火は 60余名の犠牲者と行方不明者を数える近年最悪の火山災害という。

噴火に限らず、山岳地帯の災害救助で唯一活動できるツールはヘリコプタだ。御嶽山の捜索・

救難活動では消防防災、警察と並んで陸上自衛隊の大型ヘリコプタの機動を報道で見て心強く

感じている。 

 

かつて航空機製造会社を職場にしていた筆者が、製造する民生ヘリの用途開発のため、山岳

地への物資を輸送する役務で、KV107 という中型ヘリに関わって御嶽山の山頂に物資を荷揚げ

していたのは 1968年のこと。有史以降初めて噴火が確認された 1979年より以前のことで、活

火山とは知りながら何の不安もなく、頂上へ 3トンの長尺貨物の荷揚げを何度となく行ったが、

風向きによっては強い硫黄の匂いに悩まされた。 

 

昨年 9 月のヘリによる救助活動を報道の映像で見てい

て感じるのは、その現場の過酷さである。火山灰が噴き

上がるなかでのヘリの運用は場合によっては致命的な事

故を誘発しかねない。近代のヘリコプタのほとんどが、

タービンエンジンを装備している。これらのヘリが活火

山付近でのフライトで特に注意することは、エンジンの

コンプレッサーやタービンブレード、また回転翼などの

ダイナミックコンポーネントが火山灰に晒される危険を

予知し、防御することだ。 

 

エンジン出力の効率を求めるには、大量の空気をエン

ジン吸気部に直接送り込む必要がある。しかし火山灰や

砂塵など、空気中の不純物を同時に吸い込むと、高速で

回転（毎分２万回転以上）するコンプレッサーはヤスリ

で削ったように摩耗が進むという。 

                  御嶽山で被災者を収容する UH60 型ヘリ (提供産経ニュース) 

また火山灰の種類によってはケイ素を主成分とするガラス質が多く含まれており、これらは

700℃程度で溶解するため、1000℃以上にもなる燃焼室で溶けてしまう。この高温ガスが出力

タービンを通過するとき、タービンの冷却孔付近で再び凝結するとエンジンの回転が低下し、

最悪の場合エンジン破壊に至る。2010年にアイスランドで起きた火山噴火では大量の火山灰が
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北半球高・中緯度の全域に拡散し、航空機の運航制限に至ったのはこうした理由によるものだ。 

ヘリコプタでは地表の砂塵等を吸う恐れが強いため、その防護策としてエンジン吸気部分に

フィルターを設置して、空気をろ過し不純物を除去する。しかし網目式のフィルターを介する

と、流入空気量が減ってエンジン出力は減ずる。 

 

筆者の現役時代はレシプロエンジンと同じ機構の、ポリウレタン状のでかい茶筒形のフィル

ターを吸入口の前に設置して空気をろ過していたが、近年のテクノロジーでは EAPS（Engine 

Air Particle Separator）と呼ばれる ①遠心力で灰や砂塵を回りに吹き飛ばすダイソンの掃

除機と同じ遠心分離型、②エアー流路の急偏向による慣性分離型等があり、主に砂塵環境下で

運用されるヘリコプタに搭載されている。 

 

噴火の当初に御嶽山災害現場に投入されていた CH-47 型(Chinook)ヘリには EAPS 防塵 

フィルターのない旧来のメッシュ式の

ものが運用されていたが、これは危険な

カケでもあり、のちに EAPS を装備した

CH-47JA 型に代えられた。また、より

小型の UH-60J 型ヘリでは搭載する

T700 系エンジンに IPS(Inlet Particle 

Separator)と呼ぶ慣性分離型の防塵ユニ

ットがビルトインされていると聞いた。

しかしEAPSや IPSとて万能の装備では

ない。 

CH47 ヘリコプタのメッシュ式フィルターを装備したエンジン・インテーク   （出展 ウィキペディア） 

 

噴火のような緊急事態では、防塵対策をしていない通常の機体であってもダメージをあ 

る程度覚悟の上で救助に出動しているようだ。このような条件の運航では、日々の飛行の終了

ごとに高圧水流でエンジンの内部を洗浄するなど、こまめな整備上の配慮が必要になる。   

火山灰や砂塵はエンジンの他にも悪影響をおよぼす。ローターブレードの前縁（リーディン

グエッジ）やアクリル材の操縦席の窓（ウィンドシールド）の表面を傷つけ不透明にしてしま

う。 

 

成分は異なるが、砂漠の砂も同じ悪影響を及ぼす。サハラ（アラビア語で砂漠の意）の砂も

触感はスキムミルクのように細かい。天気現象上の砂塵の分類、砂塵嵐にも２種類（Sandstorm 

と Duststorm）がある、パイロットに両者の区別はできないが、サハラの砂嵐は細かい粉状の

粒子を含み 10km の高さまで吹き上がる Duststorm と言われている。 
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筆者は昔アラビア半島を横断するフライトで砂嵐に会った。ペルシャ湾に近い町リャドから

紅海沿岸のジッダ・メッカ間は標高 2000m を超える高地でしかも砂漠だ。砂また砂の 900km

の大地が続く。当時航法施設は政府のものではなく、米系石油会社の私設 VOR とひ弱な NDB

があるのみ。IFR のできない KV107 機は信号や無線の届かない 600km の距離を水平線とコ

ンパスを頼りに飛ぶだけ。砂漠の砂は赤い、朝焼け、夕焼けの色と区別がつかないので、砂嵐

と空の見分けを失ったら、たちまちブラウンアウトと呼ばれる空間識失調に陥る。何事もスケ

ールの大きなアラビアの天候のこと、砂嵐の予報が出たら日射のある 12 時間は止むことがな

い。範囲も 200km 四方に及ぶ、一日の気温差は 50℃ほど（＋45℃～－4℃）あり、サーマル

（熱上昇流）は 30.000 フィートに

も達する。ジェット機以外の小型機

が飛べる天候ではない、何はともあ

れ予防着陸して格納庫に取り込み、

去るのをじっと待つのが心得であ

る。進むべき道が見えない陸路の旅

人も同じ、未舗装の踏み分け道はた

ちまち消えて無くなるし、むやみに

動くと道を見失うのだ。この時動け

るのはベドウィンのラクダのキャ

ラバンだけらしい。 

サウジアラビア内務省の KV107Ⅱヘリコプタ （エンジン吸気口にウレタンの防塵フィルターを装備している） 

 

空陸を問わず、砂漠の横断には慎重な準備と計画が必要であった。飲料水、食料の他、軽火

器の携帯も（我ら民間人には無理なので、不時着に備え非協力的なベドウィンとの交渉に当た

る現地の治安要員が乗り込む）。 

 

さて活性火山の元で飛行するヘリコプタにはどの程度防塵装置が備わっているのだろうか。

火山、水害、地震など、広域大規模災害に備える設備や機材には、潤沢な装備とそれを賄う資

金が必要である。携わる隊員には有毒ガスに備えた器具や備品なども必要であろう。これらの

装備や運用に国税を惜しんではならない。 

 

おことわり 

この記事は専門誌「航空ファン」2014 年 12 月号に掲載した内容を、一部書き直したものです 

筆 者 

 

 

◇ 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。 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羊雲 Altocumulus（高積雲・記号 Ac ・2000m～7000ｍにできる） 

http://www.jbaa.org/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Clouds_CM_9.svg

