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Bombardier 社が開発中の長距離ビジネスジェット。同型機に搭載される
エンジン（Passport20 エンジン）は㈱IHI と GE 社が共同開発をして
います。
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この Passport20 エンジンについて詳しくご紹介をいただきました。
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◇ 巻

頭

（一社）日本ビジネス航空協会
会長 岡田 圭介

会長就任にあたって
１９９６年５月に発足した当協会は今年の５月で 20 周年を迎えました。
立ち上げから２０年の年月を経て、本年５月１８日に開催したＪＢＡＡ総会には皆様多
数ご参加いただき、参加者のご様子から今回の総会が成功裏に終わったことを感じました。
懇親会での親睦においては参加者の皆様のポジティブで楽しい会話に感動いたしました。
航空局戦略課長（木村典央様）にはお忙しい中ご来賓戴き、
“ビジネスジェットに関する取
組について”
、と題しての２０周年記念講演を戴きました。わかり易く具体的なお話で大変
好評でした。
ビジネスジェット利用の活性化に向けて尽力戴いている協会メンバー、日頃惜しまぬご支
援を戴いている当局の皆様、業界、関係者の皆様、改めて感謝の気持ちをお伝えしたいと
思います。
ビジネスジェット利用の目的は多岐に渡ります。刻々と変化する世界情勢の中では相互
の信頼関係や姿勢の示し方が極めて重要な要素となります。ハイレベルの商談、政府間の
交渉、或いは瞬間の価値を大切にする観光、友人や家族との貴重な時間など。これらどの
シーンでも一刻の遅れが全てを台無しにしてしまいます。
その瞬間の価値とは何か？これを感性豊かに十分理解している世界のリーダー達、センス
に溢れた人達は、人類が手にした効果的ツールとしてのビジネスジェットを頻繁に、効果
的に活用しています。
緊張感溢れるグローバル時代。いまや卓上のパソコンに代わって手元にはスマートフォ
ン。いつでも、どこでも、だれとでも、遠く離れていても、２０年前には想像すらしない
ほどに情報のやり取りがダイナミックになった現在。ビックデータ、ＡＩ、ロボット、ド
ローンなどテクノロジーの変革に支えられて、人類は日常生活の行動パターンを急速に変
えつつあります。
日々加速する情報のスピードと共に、ビジネスも、政治も、人々の行動も、過去の経験
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からは発想すら出来ない勢いで変革を続けています。そして情報の速度が上がるほど、テ
クノロジーがより便利な道具を開発すればするほど、人類は人と人の接点、人との肌感覚、
接近した対面チャンスを渇望するようになってきている、と思料します。
2016 年の現在に立つ我々。時の流れは速く、やがて、あっという間に 2020 年の東京オリ
ンピック・パラリンピックを迎えることになります。その先にはどんな世界が待っている
のでしょう？オリンピックまでの改革を推進すべき貴重な数年、そしてその先に続く時間
軸の延長線上で人々の行動パターンはますますダイナミックになっていくでしょう。
世界情勢、経済情勢、ビジネスモデルの多様化、顧客行動の変革、ボーダレス化、時間距
離短縮ニーズの深化など、過去の経験からは想像できない大きな変革が猛烈な速さで連続
する時代になっています。
感性豊かで時間の価値を十分理解し、これらを上手に組み合わせてダイナミックに行動
し、新たな価値を創造できる者のみが勝者となる。
従来とは違ったスタイル、機動力で勝負する厳しい競争の時代が世界に広がっていると思
います。日本は世界の流れに取り残されないように急がねばなりません。
世界では、財界人やビジネスマンにとって、或いは政治家にとって、芸術家やスポーツ
エリート、メディカルやメディア関係者達にとって、ビジネスジェットは今や１日の価値
を最大化するために必須のツールになっています。一部の特殊な利用層に限らず、時間価
値と人の感性を大切に感じる人々が利用できる環境整備、人と人を指定の場所と時間でタ
イムリーに結ぶことが出来る航空モビリティーの確保は非常に重要になっています。
情報のスピードが速くなるほど人と人とが出会うことの意味が重要になり、またその瞬
間と意味を見抜き、出会いのシーンを大切に出来るお客様こそが世界のリーダー。幸せを
掴める人。ビジネスジェットの大切なユーザーです。
世界中の素晴らしい人材がビジネスジェットで日本を訪れ、また日本では世界で通用す
る多くの感性豊かな人材がビジネスジェットで世界や日本国を飛び回る。日本が世界の
人々から愛され大切にされる。日本人が我が国を誇りに思える、そんな時代を我々は目指
し、早期に実現せねばなりません。
私は、５月１８日のＪＢＡＡ総会で北林会長の後任を賜りました。協会設立の当時、日
本と世界の人々が今日のように密接にダイナミックに行き交う時代がやってくることを見
通して、ビジョンをもって今日まで努力を惜しまなかった諸先輩に心より敬意を表します。
ビジネスジェットの活用について、日本はまだまだ世界のスタンダードに追いついていま
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せん。ビジネスジェット活用ニーズの掘り起こし、運用環境の改善、利用に向けたビジネ
スモデルの多様化、コンプライアンスの強化、世界と互角に競争できるための条件整備な
ど、改善に向けての課題は幾つも書き出されています。
まだまだ勉強不足ではありますが、ＪＢＡＡの皆様と共に関係各位のご指導を得ながら、
日本が世界に遅れを取らぬよう協会としてのチャレンジを進めていきたいと存じます。
ご指導、ご支援を宜しくお願い申し上げます。

JBAA 理事就任のご挨拶
双日株式会社 航空産業・情報本部
情報産業・航空事業部 部長
JBAA 理事 万願寺 拓秋
本年 5 月に開催された JBAA 総会にて皆様からのご信任を頂戴し、理事に就任致しました
万願寺です。この度は本会報の紙面を拝借し、簡単ではございますが自己紹介を含め、ご
挨拶をさせて頂きたく存じます。
1991 年に双日の前身の一社である日商岩井株式会社に入社し、国際宇宙ステーション
（ISS）
プログラムにて米国企業の日本向け販売代理店として ISS の日本実験モジュール「き
ぼう」に搭載されている各種機器の輸入を担当し、後に日本版スペースシャトル「HOPE」
の開発における海外での風洞実験や技術試験衛星・地球観測衛星に搭載されるセンサー機
器の輸入を担当致しました。
1996 年より米国ロサンゼルスに駐在し、従来から手掛けていた宇宙案件から防衛案件へ
と担当業務エリアを広げ、主に戦闘機・輸送機に搭載される慣性航法装置の日本への輸出
案件や、戦闘ヘリコプターの販売活動支援を担当致しました。2002 年に駐在を終えて帰国
してからは、ロサンゼルスで担当していた慣性航法装置の取り扱いを継続し、民間航空機
の電子機器案件を手がける一方で、海上自衛隊殿向け装備品輸入をも担当することとなり
ました。宇宙から空、空から海、海から海中へと徐々に高度を下げながら様々な業務を経
験して参りましたが、実に多くの官公庁や民間航空会社、航空工業会の皆様方と接点を持
たせて頂く機会に恵まれ、教えや助けを乞いながらご一緒にお仕事をさせて頂いた数々の
経験やそれら人脈は、私の人生の根幹をなす貴重な財産となったことは言うまでもござい
ません。
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現在、私共の部署では、
「空港運営事業」
「ICT 事業」「防衛ビジネス」そして「ビジネス
航空」を中心に手掛けておりますが、一見、性格の異なる事業の集合体と見られがちでご
ざいます。しかし、各事業の内容を深く精査し、広がりを検証して参りますと、それぞれ
の事業が互いに付加価値として補完し合う関係性が見えて参ります。例えば、日進月歩で
進化する ICT は、今や空港運営の効率化を図る上で必要不可欠なものであり、防衛の世界
においても短時間での情報処理・情報共有を実現する為に欠かせない要素となっています。
日増しに拡大する任務と逼迫する防衛予算への対応として、防衛分野の事業運営や装備品
の取得・維持整備に民間分野におけるビジネスの知見を活かすことが求められております
し、我々が期待するビジネス航空の飛躍的な伸びに対応すべく、また積極的に需要を喚起
していくようなインフラや制度を整えた空港運営を行う等、それぞれの事業を有機的に結
合させ、相乗効果を発揮しながらビジネスの塊を作っていきたいとの思いを意識の中心に
置きながら各事業運営を行っております。
また、そういった商社ならではの〝総合力〟こそが、私共が JBAA やビジネス航空業界の底
上げに微力ながらも貢献できる役割や機能であることを肝に銘じながら、今後の活動の一
助になればと考える次第です。
新参者ではございますが、今後お付き合い賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

◇ ビジネス航空界のトピックス・新着情報
平成 28 年度の定時社員総会が開催されました
平成 28 年度総会が 5 月 18 日、メルパルク東京で
開催され、平成 27 年度事業報告・会計報告、平成
28 年度事業計画・予算・役員改選等が報告・承認
されました。尚、今総会をもって会長が北林克比古
から岡田圭介に、副会長が佐藤和信から田村和之に
交代しました。
（総会資料及び議事録は協会ホーム
ページの会員向ページに掲載されています）
総会終了後、国土交通省航空局航空戦略課の木村課長による協会創立 20 周年記念講演が
催されました。
（講演配布資料は協会ホームページの会員向資料ページに掲載されています）
その後開催されました懇親会には、国土交通省から重田航空局次長、経済産業省の北廣航
空機部品・素材産業室長、米国大使館グレゴリー・デーブス上席商務官、仏国大使館オリ
ヴィエ・ジネプロ経済参事官他各方面から多数の御来賓においでいただき、ご挨拶をいた
だくとともに、会員の皆様との交流の場を持たせていただきました。
（平成 28 年度の役員
体制については、協会ホームページの「役員」欄をご参照ください）
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航空戦略課木村課長による記念講演

重田航空局次長

北廣経済産業省航空機部長・素材産業室長

デーブス米国大使館上席商務官

ジネプロ仏国大使館経済参事官

乾杯のご発声をいただいた戸崎大妻女子大学教授

懇親会には御来賓の方々をはじめ、多くの会員の皆さまにご参加をいただきました

7

EBACE 2016、IBAC 理事会
5 月 24 日～26 日の間、ジュネーブ国際空港および隣接する展示施設 Palexpo で、EBACE
（European Business Aviation Convention & Exhibition ）2016 が開催されました。また、
それに引き続き JBAA が会員となっている IBAC
（International Business Aviation Council、
国際ビジネス航空協議会）
の第 63 回理事会が開催され、共に角替事務局長が出席しました。
双方の報告書は協会ホームページの会員向資料ページに掲載されています。

◇ 協会ニュース
平成 28 年度第 2 回および第 3 回理事会が開催されました
5 月 18 日の社員総会前後に平成 28 年度第 2 回および第 3 回の理事会が開催され、定時社
員総会の議事が確認されるとともに、新たな役員人事が承認されました。
主要協会活動（5-6 月）
5月9日

会長、副会長交代を控え、新旧会長、副会長が東京都の都市基盤部と基地
対策部を訪問し、東京オリンピック時のビジネスジェット受入や横田基地
について意見交換をしました。

5 月 17 日

田村特別顧問と角替事務局長が日本ヘリコプター事業促進協議会（ヘリ協）
の総会、懇親会に出席しました。

5 月 18 日

理事会、定時社員総会が開催されました。また、社員総会の後には国土交
通省航空局航空戦略課の木村課長から講演をいただきました。（前述）

5 月 20 日

新旧会長、副会長が関係官庁にご挨拶に回りました。

5 月 24～27 日

角替事務局長が EBACE 2016 および IBAC 第 63 回理事会に出席しました。
（前
述）

5 月 27 日

岡田会長、田村副会長他が、SJAC（日本航空宇宙工業会）の懇親会に出席
して、業界関係者とご挨拶、意見交換を行いました。

5 月 27 日

長崎県企画振興部の方が JBAA 事務局を訪問され、長崎県におけるビジネス
航空の振興について意見交換を行いました。

6月6日

岡田会長、田村副会長以下が、JBAA が賛助会員となっている日本航空機操
縦士協会の懇親会に出席しました。
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6月9日

岡田会長、田村副会長以下が愛知県の大村知事を表敬訪問するとともに、
中京地方の会員会社を訪れました。

大村知事(右)を表敬 （知事公邸にて）

6 月 10 日

田村副会長以下が、JBAA が賛助会員となっている日本航空技術協会の懇親
会に出席しました。

6 月 22 日

田村副会長、北林/佐藤両特別顧問が、全国地域航空システム推進協議会の
総会、特別講演会、懇親会に出席しました。

9

◇ 会員紹介
株式会社 IHI
IHI は 1853 年、ペリー来航の年に「石川島造船所」として創業しました。この造船所か
らは、日本初の洋式軍艦や洋式大型船が生まれるなど、日本の近代化と民間産業の先駆け
となりました。
航空エンジンに関しては，1941 年からジェットエンジンの研究に着手，幾多の挑戦を経
て 1945 年に日本で最初のジェットエンジンを完成し試験飛行に成功しました。以降，航空
エンジン事業や宇宙開発事業において、独自技術力とものづくり力を通じ、空と宇宙の新
たな可能性を開拓しています。
会社概要
会社名 株式会社 IHI ／IHI Corporation
代表者 代表取締役社長 満岡 次郎
創業 嘉永 6 年（1853 年）12 月 5 日
設立 明治 22 年（1889 年）1 月 17 日
資本金 1,071 億円
年間売上高 7,348 億円（2016 年 3 月期）
連結売上高 15,393 億円（2016 年 3 月期）
従業員 8,458 名 連結対象人員：28,533 名（2015 年 3 月末）
会社沿革
1853（嘉永 6 年） 石川島造船所創設
1957（昭和 32 年） ジェットエンジン専門工場として、田無工場開設
1981（昭和 56 年） 日本航空機エンジン協会を設立（三菱重工業（株）、川崎重工業（株）
と共同）
1983（昭和 58 年） 日、英、米、独、伊 5 ヵ国による民間機用エンジン（V2500）の開発で
インターナショナル・エアロエンジンズ社設立
1998（平成 10 年） ジェットエンジン部品工場として相馬工場竣工
2000（平成 12 年） 日産自動車（株）の宇宙航空事業を継承して設立した（株）アイ・エ
イチ・アイ・エアロスペースが営業開始
2007（平成 19 年）社名を石川島播磨重工業株式会社から株式会社 IHI に変更
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事業内容
民間エンジン事業
IHI は，1981 年に 5 か国共同で開発を開始した V2500 エンジンを皮切りに本格的に民間
向け航空エンジン事業を開始しました。現在担当する製品は，リージョナルジェット機搭
載の CF34 から，世界最大推力を誇る GE90-115B まで幅広い推力レンジをカバーし，多様な
ニーズに対応できるポートフォーリオを築いています。その中でも今回ご紹介する GE
Passport 20 エンジンは，IHI にとって初めてとなるビジネスジェット機専用エンジンとな
ります。
GE Passport 20 エンジン
１．概要
GE Passport 20 エンジンは，Bombardier 社が開発している大型・長航続距離ビジネスジ
ェット機 Global 7000/8000 搭載用のエンジンとして，General Electric 社を中心に開発が
進められています。IHI は GE 社の共同開発パートナーとして，約 30%のプログラムシェア
で本事業に参画しています。
CF34，
GE90 等，
無機質なエンジン名称が多い GE 社には珍しく，
本エンジンには
“Passport”
というモデル名がついています。これはビジネスジェット機用エンジンに“これさえあれ
ば自由に世界中を移動できる”というパスポートのイメージを重ねたものです。

図１ GE Passport 20 エンジン（提供 GE 社）
２．エンジン主要諸元
本エンジンは高バイパス比ターボファンエンジンで、ファン、低圧 3 段＋高圧 10 段の軸
流圧縮機、低排出ガス燃焼器、高圧 2 段＋低圧 4 段のタービンから構成されています。フ
ァン径、
バイパス比、
推力は既存機種の CF34-10E
（Embraer 社リージョナルジェット E190/195
に搭載）とほぼ同等ですが，高圧圧縮機は１段増えて全体圧力比は高くなっています。こ
れにより各要素効率の向上と合わせて、燃料消費率低減を実現しています。
IHI は①ファンシャフト、②ファン静止部およびファン出口案内翼、③高圧タービン動力
抽出ギアシステム、④高圧タービン連結ボルト、⑤高圧圧縮機 6 段・7 段動翼および静翼、
⑥高圧圧縮機ケース後部、⑦低圧タービンの７部位の開発・製造を担当しています（図２）
。
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図２ IHI 担当部位
３．エンジン開発
IHI は 2009 年から本エンジンの先行技術開発に着手しました。2010 年のエンジン選定／
プログラムローンチを受けて製品開発が本格開始され，2013 年 6 月に開発エンジン初号機
の地上運転を行いました。その後各種の地上運転試験を実施し，2014 年 12 月末から 2015
年 3 月にかけては FTB（Flying Test Bed）と呼ばれる B747 航空機への搭載による飛行試験
も実施しています（図３）
。本飛行試験機には IHI 技術者も搭乗し，上空でのエンジン性能
計測等に貢献しました。

開発エンジン地上運転試験

FTB 試験

図３ エンジン開発 （提供：GE）
本エンジンは 2016 年 4 月 29 日に米国連邦航空局（FAA）からエンジン型式承認を取得し
ており，現在，Bombardier 社で実施される Global 7000/8000 機体型式証明取得のための
各種飛行試験用のエンジン供給を開始しています。
４．エンジンの技術的特徴
ビジネスジェット機である Global 7000/8000 は，高速航行を実現するため，一般の民間
旅客機が使用しないような高高度領域を飛行するとともに，ビジネスジェット機として最
長となる航続距離を目指しています。このような卓抜した性能を実現するため，エンジン
には様々な最新技術が導入されています。
12

４．１ ファンブリスク
ファンブレードとディスクが一体となったファンブリスクを採用し、従来のダブテール
ジョイントをなくすことで、ファン回転部重量の 20%削減を実現しています（図４）。この
サイズ（直径 50inch 超）でファンブリスクが採用された最初のエンジンとなります。

GE Passport 20 ファン部
図４

従来エンジン ファン部

ファン部の従来エンジンとの比較

４．２ ファン統合型案内翼
ファン統合型案内翼（Integrated OGV）は、ファン出口案内翼にストラットの機能を持
たせたものです。高度な構造解析と空力設計を統合することでストラットをなくし，ファ
ン静止部重量を 10%削減させています（図４）。またストラットをなくすことで空力損失を
削減させています。
重量と強度の要求をバランスさせるため，42 枚あるファン統合型案内翼では，チタン合
金とアルミ合金の素材を使い分けています。色の違いが分かりますので，機会があればフ
ァンを後ろから覗いてみてください。
４．３ 高圧圧縮機
全段に対して 3 次元翼設計を適用することにより、同サイズのエンジンの中では世界最
高となる高圧力比を達成しており、燃料消費率を大幅に下げています。
４．４ 低圧タービン
高高度を高速で航行する環境下での空力性能低下を抑えるため，低圧タービン（LPT）で
は低レイノルズ数対応設計を採用しています。３次元多段非定常層流解析（図５）を用い
て翼型の最適化設計を行うことで，低レイノルズ数領域で発生しやすい層流剥離を抑え，
高高度域での性能改善を達成しています。

13

圧力損失の小さい流れ

圧力損失の大きい流れ

図５ ３次元多段非定常層流解析の一例
４．５ 最新素材技術の適用
ファンケースには複合材を、またミキサーノズル等にセラミック基複合材料（Ceramic
Matrix Composites: CMC）を使用し、重量軽減を図っています。
５．おわりに
GE Passport 20 エンジンは，Global 7000/8000 への搭載における諸要求を満足するため，
多くの高度技術を導入した最新のエンジンです。今後，機体側では飛行試験が予定されて
おり，2018 年の運航開始に向けた準備が着実に進められています。GE Passport 20 エンジ
ンを搭載した Global 7000/8000 が世界の空を飛びまわる日を心待ちにしています。会員の
皆様も Global 7000/8000 に搭乗する機会がありましたら，是非エンジンについても関心を
寄せて頂ければと思います。
最後になりますが，この度はこのような機会を与えていただきました JBAA 事務局及び会
員の皆様に深く感謝申し上げます。当社と致しましても，日本のビジネス航空の発展と普
及に少しでもお役に立てるよう努力してまいりたいと思います。

株式会社 IHI 民間エンジン事業部
業務部 井上 浩一
Tel 03-6204-7657 Fax 03-6204-8798
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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

【編集後記】
長年 JBAA 事務局で会報の編集を担当されていた、柳井さんからバトンを受け継ぐ
ことになりました事務局の森﨑和則です。奇しくも協会創設 20 年の節目に編集担当
ということになりましたので、今号から表紙の衣替えをさせていただきました。
これまで慣れ親しんだ表紙の変更で、
「何だこれは？」と驚かれた方も多いかと思い
ますが、次の 20 年への助走と思っていただければと考えております。
とは言え、初心者マークを付けての発進となりますので、読者の方々のご指導を得
ながら、皆さまから愛される会報にしていくよう努めていく所存ですので、よろし
くお願いいたします。
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最後に改めて前任の柳井さんのこれまでの編集活動に感謝とお礼を申し上げます。

