日本ビジネス航空協会 会報
2016 年 11 月号

（隔月刊）

CONTENTS
◇ 巻

頭

3 ページ

橋爪孝之初代会長のご逝去を悼む
… JBAA 副会長 金井 大悟

◇ ビジネス航空業界のトピックス・新着情報

4 ページ

◇ 協会ニュース

4 ページ

◇ 投稿
6 ページ

(その１)

期待の高まる航空機を活用した医療搬送システム
―

厚生労働省も概算要求額を増額へ

―

(その２）

9 ページ

崇高な任務
－ 映画「ハドソン川の軌跡」を面白く見るために －

◇ 入会案内・編集後記
【表紙写真】

14 ページ

Cessna Citation(手前)と King Air 200

本号では航空情報編集部の矢崎 光英様から、固定翼機によるメディカル
ウイングについて「投稿」記事を寄せていただきました。
写真の航空機は、中日本航空㈱がメディカルウイング実証事業運航に使用中の
機体です。

（写真提供：中日本航空株式会社）
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◇ 巻

頭

橋爪孝之初代会長のご逝去を悼む
JBAA 副会長
金井大悟

去る 9 月 7 日、当協会の創立者であり初代会長の橋爪孝之様が永眠されました。
2005 年末に会長職を譲られた以降も体調を見ながら最近まで特別顧問として理事会に出席
されておられましたので、この訃報は大きな驚きでした。
橋爪様は 1985 年 JAL 専務取締役を辞されましたが、暫く後に FBO 会社の会長を引き受
けられた事から、定期航空とは全く異なる米国ビジネス航空の世界を見聞され、それに比
べて当時余りにも未熟であった国内ビジネス航空の発展を企図され、1996 年 5 月主旨に賛
同する 24 社に呼びかけ現協会の前身
「日本ビジネス機協会」を創立会長に推挙されました。
今と比べビジネス航空への理解が殆ど無い時代ながら、米国の成田空港ビジネス機発着
枠への強い要請や広い人脈を梃子に常に一貫した信念と行動力を発揮され、1998 年成田 1
日 3 枠、2002 年には 5 枠、同時に羽田の海外ビジネス機受け入れを実現、これらの実績を
含めた航空界への貢献により 2001 年日本航空協会より航空功労賞を受賞されました。
さらに国際的な活動を可能にするため 2002 年 4 月各国のビジネス航空団体を束ねる国際
ビジネス航空評議会 IBAC に加盟、この時は自ら同理事会で加盟の意思をプレゼンされそ
の採否が決まる迄の間、別室で緊張した時間をご一緒した事が思い出されます。またビジ
ネス航空をより安定した事業とするため会員各社から収集した課題をまとめ、2005 年 4 月
「規制緩和要望書」として航空局長に提出しその後多くの規制緩和が実現しました。
今年で発足から 20 年の節目を迎えた協会を見届けるかのように逝ってしまわれましたが、
改めて今日の発展の礎を築いて下さった橋爪初代会長のご指導とご努力に感謝申し上げ、
心からご冥福をお祈り致します。
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◇ ビジネス航空界のトピックス・新着情報
技術規制検討小委員会が開催されました
8 月 9 日の第 7 回交通政策審議会 航空分科会 技術・安全部会（既報）で開催が決まりま
した「技術規制検討小委員会」の初会合が 9 月 5 日に開催され、小委員会の運営方法、検
討事項の分類等が議論されました。

外国籍ビジネス航空機の運航許可申請期間が短縮されます
外国籍ビジネス航空機の運航許可に要する申請期間を短縮する通達が 10 月 26 日に公布
されました。指定外空港の 3 日前までの申請（現行は原則 10 日前）や、成田と羽田の間の
空輸飛行については 24 時間前までの申請（現行は 3 日前）が認められるようになります。

2016 年国際航空宇宙展が開催され、協会もブースを出展しました
2016 年国際航空宇宙展（ジャパンエアロスペース 2016／JA2016）が東京ビッグサイトに
て世界各国から 700 社・団体が出展して、10 月 12 日から
15 日まで開催されました。
協会もブースを出展し、会員各社・団体の協力の下、
ビジネス機のモデルプレーン展示と関連資料、パンフレット
の配布を行いました。
期間中 44,000 人以上の来場者があり、協会ブースにも多数の
見学者が訪れ、ビジネス航空の利便性などをアピールしまし
た。
（JA2016 会場内の JBAA ブース）

◇ 協会ニュース
平成 28 年度第 6 回理事会が開催されました
10 月 3 日に平成 28 年度第 6 回理事会が開催され、ABACE 2017（Asian Business Aviation
Convention & Exhibition, 4 月 11～13 日に開催）での出展が承認されるとともに、各種の
報告議論が行われました。

2020 年に向けての羽田旧整備場地区の整備計画説明会が開催されました
協会会員を対象とした、当局による 2020 年に向けての羽田旧整備場地区の整備計画に関
する説明会が 9 月 30 日に開催されました。計画は確定的なものではなく、多くの会員が参
加して意見交換が行われました。

拡大専門委員会が開催されました
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10 月 18 日に空港・グランドハンドリングの、10 月 20 日には運航・整備・技術・安全の
拡大専門委員会が開催されました。18 日には 13 社 24 人、20 日には 7 社 10 人の会員が出
席し、協会が当局に要望している事項の進捗状況が報告されるとともに、会員が抱える問
題、今後の協会の取り組み等が議論されました。

NBAA-BACE 2016 に出展します
11 月 1～3 日の間、フロリダ州オーランドで開催される NBAA-BACE (Business Aviation
Convention & Exhibition) に、協会と航空局、愛知県、成田空港（株）は 4 つのブースを
合わせて、Japan Pavilion として出展します。出張される方はお立ちよりください。

主要協会活動（9-10 月）
9 月 30 日

羽田旧整備場地区の整備計画に関する説明会が開催されました。
（前述）

10 月 3 日

平成 28 年度第 6 回理事会が開催されました。
（前述）

10 月 12～15 日

2016 年国際航空宇宙が開催され、協会もブースを出展しました。

10 月 18 日

空港・グランドハンドリング拡大専門委員会が開催されました。
（前述）

10 月 20 日

運航・整備・技術・安全拡大専門委員会が開催されました。
（前述）
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◇ 投

稿 （その１）
期待の高まる航空機を活用した医療搬送システム
― 厚生労働省も概算要求額を増額へ ―
月刊「航空情報」編集部
矢崎光英

厚生労働省は平成 28 年度より、従来は離島に限られていた巡回診療ヘリ運営事業を山間
無医地区にも拡大、さらに平成 29 年度概算要求では、都市部に集中する高次医療機関への
患者搬送にヘリコプターだけでなく固定翼機も活用しようとしている。航空医療搬送が救
急医療だけでなく、地域医療の再生や離島振興の切り札になろうとしている。

厚労省の平成 29 年度概算要求
厚生労働省医政局は 8 月 30 日、平成 29 年度概算要求の概要を発表した。それによると、
要求額は 2,061 億 8,300 万円（うち、新しい日本のための優先課題推進枠 339 億 7,600 万
円）
。28 年度当初予算に比べると、225 億 600 万円（112.3％）増となっている。
航空医療に関しては、主要施策の「質が高く効率的な医療提供体制の確保」の項目で、
救急・周産期医療などの体制整備の中で以下 2 項目を計上している。
➣ ドクターヘリの導入促進

64 億 9,200 万円
（前年度 61 億 1,600 万円）
700 万円（同 700 万円）

・ドクターヘリ事業従事者研修事業
・ドクターヘリ導入促進事業

64 億 8,400 万円（同 61 億 900 万円）

※医療提供体制推進事業費補助金 166 億 9,400 万円の内数
➣ へき地保健医療対策の推進

25 億 4,500 万円（同 23 億 4,600 万円）

へき地保健医療対策として、従来、患者をへき地（無医地区等）から近隣の医療機関へ
搬送するに当たっては、患者輸送車（艇）といった手段を用いていたが、専門医療機関が
所在する都市部への搬送手段として航空機（回転翼・固定翼）も活用できるよう、へき地
医療体制の強化・充実を図る【一部新規（一部推進枠）
】
このうち後者については、日本医師会が政府へ次のような要望を提出している。
▽メディカルウイング（ドクタージェット）の導入支援
メディカルウイング（ドクタージェット）は、持続的な振動がなく短時間で長距離搬送
が可能であり、継続的な医学的・集中治療管理を要する患者に対し、他の交通手段と比較
して優位である。北海道のメディカルウイング事業の本格的運航、及び全国複数個所での
事業展開を補助する。日本医師会の具体的な要望項目は以下のとおりとなっている。
【新規要望】
平成 29 年度要望額 12 億円
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➣ へき地・離島における医師、医療機関への支援
離島巡回診療ヘリ運営事業の拡大や、へき地・離島の医師に対する ACLS（高度な心肺蘇
生）研修を推進する（研修会運営費、機器導入費等）
【前年度からの継続要望】
平成 29 年度要望額 6,000 万円（平成 28 年度予算額 2 億 7,000 万円の内数）
へき地保健医療対策として航空機による搬送を活用する具体的な方策については、概算
要求の段階では示されていない。

小型ジェットからボナンザまで、様々な取り組み
ご存じのように、2016 年 6 月からメディカルウイング（医療優先固定翼機）の実証事業
運航が開始されている。これは北海道航空医療ネットワーク研究会（事務局：北海道医師
会、略称ＨＡＭＮ）が中日本航空㈱と協働して始めたもので、公的資金や民間保険適用に
よる同事業の早期かつ本格的な運航を目指し、その足掛かりとして 6 月 1 日からスタート
した。これは全国各地の医師・医療機関・自治体から搬送要請（個人については医療機関
に要応談）を受付ける有償の実証事業運航である。
使用する機材は、セスナＣ５６０サイテーションⅤもしくはビーチクラフトＢ２００キ
ングエアで、中日本航空㈱の本社がある県営名古屋飛行場をベースにする。要請は同社飛
行機営業部に設けられたメディカルウイング要請センターで受付け、患者（ストレッチャ
ー搬送）
、医師、看護師、付添いの 4 名が搭乗して、500～750 ㎞（飛行時間にして 4 時間）
の範囲で運航する。
運航に際しては空港運用時間内での計画搬送を原則とし、要請から出動までの所要時間
は概ね１～３時間。ただし緊急搬送には可能な限り対応する。また搬送元または搬送先医
療機関の医師が同乗することが原則であり、搭載する医療資器材（人工心肺、保育器等）
は搬送元医療機関が準備する。
搬送料金はブロック別固定料金（150～490 万円）とし、北海道内での搬送の場合は 240
万円、沖縄から西日本の場合は 380 万円となっている。
また沖縄県の認定 NPO 法人 MESH サポートは昨年、クラウドファンディングにより約
3,500 万円を集めて 6 人乗りの軽飛行機ビーチクラフト CT36 ボナンザを購入した。通常 4
席のキャビンは担架装置や医療機器を搭載できる EMS 仕様となっており、航続距離は約
850 ㎞。沖縄本島から石垣空港および奄美空港まで、無給油で往復することができる。2016
年 4 月には、那覇空港から鹿児島県の沖永良部空港まで高齢者の搬送を実施している。
さらに一般社団法人 日本エアレスキュー促進協議会（中山智夫代表理事、略称ＪＣＡＲ
Ｐ）では、ＩＴＣアエロスペースが保有するスイス・ピラタス社の 11 人乗り単発ターボプ
ロップ機ＰＣ－６ターボポーターを使って、通常は会員向けの体験・調査飛行やスカイダ
イビングを行い、災害発生時には被災地へ飛んで上空から被害状況を偵察するとともに不
整地の短い滑走路でも約 1 トンのペイロードで運用できる離着陸性能を活かして、発災直
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後の救援物資や人員輸送を行うという構想のもとに、各地でデモ飛行を続けている。
こうした様々な試みが始まっていることは、人口の減少・高齢化が進む我が国において
専門医や高次医療機関の集約化は避けられない方針であり、その上で離島へき地の医療体
制を維持していくためには航空機を活用した搬送システムが欠かせないことの認識が漸く
広まってきたことを示している。

都市、へき地、離島の距離を飛び越えて

中日本航空㈱のパンフレットから
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◇ 投

稿

(その２)

崇高な任務
― 映画「ハドソン川の奇跡」を面白く見るために ―
会 員

柳井 健三

2009 年 1 月、ニューヨーク市中のラ・ガーディア空港を離陸したエアバス A320（US
Air1549）のエンジンに、渡り鳥カナダ雁の群れが衝突、推力を失った機が、機長の機転に
より直下のハドソン川に緊急着水しました。この事故で世界が注目したことは、155 名の乗
客・乗員が大きな怪我もなく全員生存できたという事実です。
成功の理由は、機長 Chesley ”Sulley" Sullenburger の巧みな操縦技量と判断力、安全へ
の貢献の精神と乗員のチームワーク、現場に遭遇した船舶・救助環境等の人々の適切な活
動がありました。そして、その基本にはアメリカ人やアメリカに存在する空気、
「Can do」
と言う社会性・国民性が大きく効果したと思うのです。
この事故以来、Sullenburger 機長は“Hero Captain Sulley”として時の人となりますが、
事故の解析には情操を離れて論理の追及もありました。そして 7 年を経て、事故を忠実に
考証した娯楽映画「ハドソン川の奇跡」(クリントイーストウッド監督) が生まれ、世界中
の市民がその刻々を画像で体験できました。
事故の経緯や解説は、
インターネット/YouTube の動画などで詳しく知ることができます。
映画の内容を語るのは目的ではありませんが、筆者が鑑賞した印象から、
「…を面白く見る
ために」と言うメールを近しい方に送ったところ、たくさんの反応を頂きました。
本稿では、事故に関わるいくつかの要素を紹介し、浅い知見ですが、そのトリビアを語
ってみたいと思います。

着 水 (Ditching)
広い水面に機体を安全に降ろすことはエンジンパワーの有無にかかわらず、至難の業で
す。視覚的に水面との高さが判断できないからです。特に波がなく、鏡のような水面から
視覚による高度の判定は困難です。運送事業機にはレーダー高度計がありますが、緊急事
態の元で上手く利用できるかは疑問です。全エンジンが不作動では、降下率(沈下率)を調整
するのは、速度と姿勢だけです。接水時の機体の損傷と潜り込みを避けるため、理想的な
姿勢を判断することが大切。
筆者が飛行経験した機種に、主に海洋を飛ぶ哨戒機がありました。非常着水の手順は細
かく書かれていましたが、誰もが経験できるものではありません。安全な接水は姿勢、速
度、降下率、波高、風向、うねりが関与します、風や波とうねりの方向はそれぞれ異なり
ます。
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「機体をうねりと並行して接水させる、できればうねりの頂上に・・」と出ています。こ
んなことは生涯に一度も経験しないのが普通です、まして生存率が問われるような議論に
はなりようがありません。
水陸両用ヘリコプタによる、着水実証試験でも苦労しました。この試験では、さすがに
Autorotation (エンジンパワーを失った状態)での着水は免除されていました。9m/秒もの降
下率を高度判定の困難な水面上に、一度のチャンスで着水させる技量がパイロットにない
からです。Sully 機長はこの難業を、未経験でただ一度の機会に成功させたのです。速度 170
ノット（320km/h）は、ヘリコプタの接水時の 3 倍の速さです、橋や建物の遠景の動き
（Closure rate）が、高度の判定に幾分か参考になったとは言え、まさに人間業を超えた特
技でした。
接水時の衝撃をどう受け止めるか、航空会社にはそれぞれの回避姿勢があるとのことで
す。一般に乗客は「前席背もたれに頭を押し付けて、足を床面にしっかり着ける」姿勢を
指示されます。UsAir1549 便では、機長の「Brace for Impact」、
「衝撃に備えて身構えよ」の
簡潔・適切な指示が話題になりました。この着水では機体の後部下の一部を破壊しました
が、他に目立った損傷や、怪我に至るような衝撃もなかった。まさしく「奇跡」と言えま
すね。

浮 力 （Buoyancy）
ほとんどがアルミニウムや複合材で成る飛行機は、容積当りの重さは船に比べて大変軽
い、しかし水密となると船の比ではありません、気密構造にはなっているが、アチコチに
外部と通じる穴があります。大きな主翼は浮力に利用できそうですが、なかには燃料が入
っており、特に輸送機の浮力は分単位の期待しかできません。前述の海洋哨戒機は民間機
と異なり主翼面積が非常に小さく、中身はほとんど燃料です。翼面荷重の大きな戦闘機な
ども同様で、3 分も浮いていられたら幸運だと思うところです。

APU (Auxiliary Power Unit 補機用エンジン)
中型機以上のほとんどが備えている。主エンジンが作動しな
い時、地上の客扱いや整備の時に電力や空調、油圧を作るため
の小型エンジンで、旅客機では機体の最後方にあります。
小さな丸い排気用の穴で識別できます。飛行中は休んでいま
すが、主エンジンが止まったり、不調の時に緊急作動させる手
順が用意されています。UsAir1549 便では、エンジンが不調
になった直後に、機長の機転でこれを直ちに作動させた。
おかげで電力ロストを防ぐことができ、操縦用コンピュータや
計器類、機内照明が最後まで確保できました。QRH（緊急手
順書）を辿っていると、2,3 分かかる貴重な時間を失わずに済んだのでした。
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APU が接水後でも作動するには、空気の吸入・排気口が喫水(とされる)線より上に位置
していなければなりません。多くの飛行機は垂直尾翼の基部辺りに、吸入口を設置するの
が常識。しかし軍用機などは武装や強度の理由から、これができないのです。喫水線の下
にある APU は Ditching には無用の長物になります。民間機のような安全の配慮は要らな
いのでしょう。

グリップ状の操縦桿 (Joystick)
Fly By Wire (操縦系の伝達を機械リンクに頼らず、電気信号だけで行う方式) と言う技
術が、ここ 20 年ほど前から航空機にも採用されました。信頼性の上がったコンピュータと
電子回路のおかげで、軽量化と安全な操縦制御則が得られることから、最近の航空機の多
くが Fly By Wire 機になった。筆者の現役時代はその制御則を設定する発育過程で長い期
間、実験を繰り返しました。物理的には大きな操縦輪は要らなくなり、ゲーム機のような
Joystick を片手で動かすか、
指で圧力をかけるだけで機体が反応するようにできています。
しかしアメリカ系の航空機では、Joystick が人間心理や慣習に馴染
まないとの理由で、操縦輪のカタチを残している方式が多いのです。
UsAir1549 便の A320 は Fly By Wire です。映画の中では、事故
を検証する Airbus 社のシミュレータ試験で、妙齢の女性機長が宝石
キラキラの指先だけで Joystick を操作する場面があります。
重く大きな操縦輪を動かすことで機械リンクと油圧を作動させる
のが、操縦のセンスであった筆者には、見慣れない異様な光景に映
りました。
でも Fly By Wire 機がゲーム機感覚のように操作できる、
易しい飛行機になっているテクノロジーの進化が納得できます。

航空図誌 （Jeppesen）
計器飛行を行うパイロットが航路や、空港に進入する時に参考にするデータが書かれた
チャートがあります。世界中の公共飛行場のデータを Jeppesen 出版社が ICAO や所掌政府
の承認のもとに発行しており、パイロットのバイブルとなっています。巻末で紹介してい
るのは、”Hudson Miracle Approach”です。このチャートは実在しません、UsAir1549 便
事故にまつわるパロディ版です。決まったフォーマットに事故の経緯や関係する出来事を
明るく、上品に書き込んであり、周辺の障害物が乗員の名前などになっています。これは
Jeppesen 社の公式出版物です、まさしくアメリカ人らしいおおらかなユーモアですね。日
本の鳳文書林出版社がこれを出版したら、関係する官民は黙っているでしょうか、要らぬ
危惧ですが・・

人的要因 （Human Factors）
「ハドソン川の奇跡」は娯楽映画ですが、底流となるストーリーは、人的要因を扱ったも
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のです。物語に触れることは避けますが、NTSB (国家運輸安全委員会) の論理追及だけで
は解決できない問題が、人的要因にあることが巧みに実証されます。
YouTube で見たのですが、
Sulley 機長は NBC のインタビュアに次のように語っています。
「地上からのアドバイスもあったが、[make a Hudson] と宣言した時点で、着水を決断しました。人工の事
物から離れ、翼を水平に維持でき、障害物のない、広い滑らかな場所と進入の条件を考えるとハドソン
川しかなかったのです」と。
「ハドソン川の奇跡」は全編に娯楽映画として、単純化した部分も多くありますが、航
空関係者、特に乗員には、わが身の過去を顧みる場面をあちこちに見つけます。Sulley 機
長とそのクルーには、個々の細部に Human error と見える事柄も指摘されたようですが、
機長の固い決断とクルーの統率力が Human Factor としての相乗効果を持ち、搭乗者全員
を無傷に導きました。そして救難に当たったフェリーボートやヘリコプターが、自らの任
務を放棄し、その乗客までもが気温－６℃、水温－２℃の環境に間髪を入れず、無私で乗
客の救助に手を差し伸べました。
筆者はこの映画にアメリカと言う国の「良心」を見たような、清々しい思いをしました。
（写真はウィキペディア、HIGHEST DUTY ―真実の追及― Jefferey Zaslow 著、などから頂いています）

Captain Sulley と UsAir 1549 便のクルー

Auto Biography “HIGHEST DUTY”
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パロディ版 Hudson MiracleApproach ラ・ガーディア空港

（場外特別）

柳井健三のプロファイル
1940 年 東京市 生まれ
旧職： 川﨑重工業 航空宇宙事業本部 テストパイロット 2000 年定年退職
2002 年から JBAA 事務局並びに会報編集

◇

2016 年 5 月 JBAA 退任
現在 (社)日本航空機操縦士協会（JAPA） 運航技術委員会委員
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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

年会費 正会員

1,000 円

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
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