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◇ 巻  頭       

 

 

(一社) 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 

 

会員の皆さまにおかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお喜び申し上げま

す。 

 

さて昨年は国の観光立国政策が奏功し、円安ともあいまって訪日外国人数が急伸し、年間

2000 万人達成が視野に入ってまいりました。 

インバウンド需要によってもたらされる経済効果が度々取り上げられ、2020 年に向けさら

なる成長が期待されています。 

一方世界的なテロの脅威が航空輸送に与える影響が懸念されるところでもあります。 

 

４月には成田空港第３ターミナルがオープンし、LCC の躍進が注目を集めました。 

また 11 月には MRJ の待望の初飛行が成功しディリバリーに向けた第一歩を記した年でも

ありました。 

 

ビジネス航空の分野におきましては2010年に国の成長戦略でビジネスジェット利用促進が位置

づけられ、以来多くの基盤整備が図られてまいりましたが、昨年は航空局の発表による運行回数に

順調な増加がみられました。 

各方面よりの関心も高まりつつありまして、FBO, MRO といった言葉が業界内にとどまらず、しばし

ば聞かれるようになってまいりました。 

おかげさまで協会の会員数も順調な伸びを示しております。 

 

４月には HondaJet によるお披露目飛行が世界に先駆け日本各地で実施されました。メ

ディアでも大きく取り上げられ、ビジネスジェットに対する関心の高まりをもたらしてく

れました。 

昨年１１月 Las Vegasで開催された NBAA2015で Honda Aircraft Company の藤野社長をお訪

ねした際、「飛行テストおよび FAAへの書類提出は全て終え、当局の型式証明待ちである」 との

お話しでしたが、１２月８日にめでたく TCを取得されました。 

当該機の成功をお祈りするとともに将来日本の空でも活躍してくれることを大いに期待するところで

す。 
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NBAA2015ではEd Bolen 会長ともお話をしましたが、あれだけ定着していると思われ

る米国においてさえビジネス航空に対する理解が十分とは言えず、 

“NO PLANE  NO GAIN” のキャッチフレーズのもと、一貫した宣伝活動を続けている

とのことでした。 

ましてわが国においては、ビジネス航空に対するさらなる理解を広める努力が必要であることは言

うまでもありません。 

協会といたしましても国内での啓蒙と市場開拓を活動の柱の一つに据えておりますが、２月には初

の試みとして企業向けセミナーを実施し、１０月には日本旅行業協会（JATA）様のご協力を得、旅

行代理店の皆さま向けにセミナーを開催しました。 

セミナーでの反応を見ますとまだまだビジネス航空についてご存じでない方がおられ、継続的な啓

蒙活動の実施と多様なチャネルによるさらなる情報発信の必要性を実感いたしました。 

 

また海外への情報発信としましては、従来の NBAAに加え、４月に上海で開催された

ABACE2015 に会員各社のご協力のもと JBAA として初めてブースを出展いたしました。  

期間中多くの方々にお立ち寄りいただき、会員各位にも中国の人々の日本に対する関心の高さを

実感していただくと同時に、インバウンド需要にもビジネス航空の潜在的な可能性があることをご認

識いただけたことと存じます。 

 

10月の NBAAでは一昨年に引き続き、日本より JBAAを含む４団体がジャパンチームとしてブ

ースの出展を実施いたしました。 

航空局からも出展いただきメディア向けの情報発信にもご尽力いただきました。 

今後も NBAA をはじめとする関係国際機関との連携を図り我が国の現状につき情報発信に

努めてまいります。 

 

協会活動のもう一つの大きな柱はビジネス航空普及に欠くことのできない基盤整備のための要

望の実現でございます。 

近年協会役員はじめ会員各位の地道な努力と航空局をはじめとする関係諸機関のご尽力によりビ

ジネス航空のためのインフラ整備はだいぶ進んでまいりましたが、さらなる環境整備に向け一昨年

航空局長あてに新たな要望書を提出いたしました。 

航空局を中心に鋭意ご検討いただいておりますが、今年も要望書の内容実現に向け粘り強く努力

してまいる所存ですので会員各位のご協力をお願い申し上げます。 

 

また 2020 年の東京オリンピック、パラリンピックにつきましては世界のビジネス航空界

からも高い関心が寄せられており、その成功に貢献し、ビジネス航空の必要性、有効性に対
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する理解を促進する好機であると確信しております。 

目下航空局において対応策につき鋭意検討中と伺っておりますが、協会といたしましても

今年開催のブラジルでの実績をはじめ、IBAC,NBAA 等の提携期間を通し情報収集につと

め受け入れ態勢構築に協力してまいりたいと存じます。 

 

今年もわが国におけるビジネス航空の普及、啓蒙、発展という協会の設立目的達成に向け

粘り強く活動してまいります。 

 

会員の皆さまの引き続きの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。 

 

 

◇ 特別寄稿 

 

 

 

観光立国における新たなステージのスタート  

 

 

国土交通省 観光庁 

長 官 田村 明比古 

 

 

 ２０１５年の訪日外国人旅行者数については、過去最大の１９００万人台に達し、更に訪

日外国人消費額については、３兆円を大きく超える勢いとなり、我が国の観光にとって飛躍

の年となりました。 

 

特にインバウンドとアウトバウンドの人数が大阪万博以来、４５年ぶりに逆転するとい

うエポックメイキングな年となりました。 

  

訪日外国人旅行者数の増加については、円安の継続、ビザ緩和、消費税免税制度の拡充や

航空ネットワークの拡大など、政府一丸となった取組に加え、継続的なプロモーションが奏

功したものと考えられます。  

 

 しかしながら、訪日外国人旅行者が一気に増加したことにより、今まで、見えてこなかっ

た大都市のホテル不足、地方の受入環境整備、ＣＩＱ（出入国管理など）の強化、旅館のイ

ンバウンド対応や生産性の向上、通訳ガイドの育成など様々な課題が浮き彫りになってき

ました。 

 

中国や東南アジア諸国などは、経済成長に伴い、生活に少しゆとりのある中間所得層が大
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幅に増加し海外旅行を楽しむ層が増加してきており、今後そのような層に対して、今まで以

上に的確にアプローチすることにより、我が国のインバウンドについては、更に増加するこ

とが可能だと予測されます。 

 

そのような訪日外国人旅行客を、いわゆるゴールデン・ルート以外の全国各地に誘致し、

国内旅行の振興と合わせて、内外の交流人口を増加させることは、人口減少・少子高齢化が

進行する我が国にとって、持続可能な成長を確保し、地域を活性化させるためにますます重

要になってきています。 

 

 

こうした状況を受け、政府においては、昨年 11月、総理を議長とする「明日の日本を支

える観光ビジョン構想会議」を立ち上げ、次の時代の新たな目標の設定とそのために必要な

対応の検討を現在行っており、今年度末を目途に結論を得る予定です。 

 

この会議での議論の重要な論点の一つとなるのは、いかに訪日客により多くの消費をし

てもらうかということです。国際会議等いわゆる MICEの誘致は、参加者が比較的多く消費

する傾向にあることもあり、経済波及効果が大きく、これから力を入れていくべき分野です。

そしてもう一つ、富裕層をいかに呼び込むかが大きな課題となっています。 

 

富裕層の受入体制については、我が国の現状が他国に比べ大きく遅れていることは否定

できません。ホテル、エンターテインメントをはじめ、我が国に足りないものは枚挙に暇が

ありません。中でも、プライベート・ジェットあるいはビジネス・ジェットの受入体制は、

単なる旅行客のニーズと言うにとどまらず、ヒトとともにビジネスを呼び込むために必要

不可欠です。 

 

ビジネス・ジェットの受入体制については、政府も遅ればせながら、近年様々な施策を講

じてきており、以前に比べれば状況が少しずつ改善していますが、さらなる努力が必要です。

そして、それを後押しして頂ける民間側の応援団も、是非とも裾野を広げて頂きたいと願っ

ています。 

 

17年前、私がワシントンに勤務していた時に、日本から航空局長を迎えて開催された NBAA

との意見交換会には、全米の名だたる（航空関係以外の）有力企業のトップが顔をそろえ、

首都圏空港でのビジネス・ジェット受け入れを日本に迫りました。自分たちの日々の業務に

支障が生じていると訴える彼らの発言にはそれなりの説得力がありました。日本でもその

ような声が結集すると、変わり始めている世の中がさらに大きく変わると思います。 

 

２０１６年は、「観光ビジョン構想会議」で設定される新たな目標に向かって、官民連携

して、国全体が観光立国における新たなステージのスタートを切る一年にしたいと考えて

おります。日本ビジネス航空協会の皆様におかれましても、引き続きよろしくお願い申し上

げます。 
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◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報 

 

HondaJetが FAAの型式証明を取得 

Honda Aircraft 社は、開発してき

た HondaJet HA420について、12月 8

日に FAAの型式証明を取得しました。

12月 10日にはノースカロライナ州グ

リーンズボローの本社で、FAA長官を

含む約 2,000人が出席して、型式証明

の授与式が行われました。 

 

 

 

◇ 協会ニュース 

 

NBAA 2015に出展 

11月 17日から 19日の間、米国ラスベガスで本年も NBAA Business Aviation Convention 

& Exhibition が開催されました。1,100 社以上が出展し、実機も約 100 機が展示されまし

た。また、来場者は 27,000人を超え盛況を極めました。日本からも航空局、愛知県、成田

空港会社、それに JBAA がブースを出展しまし

た。JBAA は日本からの各ブース設置の調整を

図るとともに、協賛 12 会員の営業活動を支援

しました。航空局はブース出展の他、NBAA 会

長訪問、業界誌との記者会見、Honda Aircraft

社長訪問等、積極的に日本の航空行政をアピー

ルしましたが、JBAA はその活動のお手伝いを

しました。出張報告はホームページに掲載され

ています。 

 

主要協会活動（11-12月） 

 

11月 4日 四役会（会長、副会長、常務理事、事務局長）を開催し、12月の理事会に向

け、協会の運営について話し合いました。 

11月 15日 NBAA 2015への途上、ロスアンゼルス北方のヴァンナイにある FBO、Castle 

& Cooke Aviationに航空局と佐賀県の方をお連れしました。 

11月 16～19日 NBAA 2015に出展参加しました。（報告書はホームページに掲載されていま

す） 

11月 19～20日 JBAAが会員になっている IBAC（International Business Aviation Council）

Aviation International News 誌より 

http://www.ainonline.com/sites/default/files/uploads/2015/12/fujino_and_huerta.jpeg
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の第 62 回理事会に角替事務局長が出席しました。（報告書はホームページ

に掲載されています） 

11月 19日 第 6回ヘリ協講演会に佐藤副会長が出席しました。 

11月 25日 トラベルビジョン社（旅行業界誌を発行）が来訪し、10 月 29 日に開催し

た「ビジネスジェット・チャーター利用のご提案」セミナーと、今後の展

開について北林会長以下と意見交換をしました。 

11月 25日 電通コンサルティング社が事務局に来訪し、ビジネス航空の現状と東京オ

リンピック/パラリンピックについて情報交換をしました。 

12月 4日 (株)タクト・ワン主催「21 世紀のヘリコプター事業を考える会」に田村特

別顧問が出席しました。 

12月 7日 平成 27 年度第 5 回理事会を開催し、JBAA の活動報告の他、運航整備およ

び空港グランドハンドリング拡大専門委員会開催（2016 年 2 月）、ソウル

金浦ビジネス航空センター視察（2016 年 4 月～5月を予定）等について討

議しました。 

12月 8日 日本旅行業協会が来訪しました。10月に開催したセミナーの協力に対し北

林会長からお礼を述べると共に、今後の展開について意見交換をしました。 

12月 11日 成田空港会社が事務局に来訪し、成田におけるビジネスジェットの受け入

れ体制について意見交換しました。 

12月 16日   東京都と、東京オリンピック/パラリンピックに関する調査を請け負ってい

るパシフィックコンサルタンツが事務局に来訪し、情報交換/提供をしまし

た。 

12月 24日 国土交通省および経済産業省の関係課に会長以下が年末のご挨拶に回りま

した。 

12月 25日 昨年 10月に提出した航空局長宛て報告書について、航空戦略課および関係

各課と佐藤副会長/角替事務局長が、フォローアップの打ち合わせを行いま

した。 

 

 

◇ 会員紹介        

 

株式会社ジャムコ 

 

株式会社ジャムコは1955年に小型機の整備事業で創業して以来、航空業界に軸足を置き、

航空機整備、航空機器製造、航空機内装品製造の 3 分野で事業を展開してまいりました。そ

して創立 60 周年を迎える 2015 年に東証一部上場を実現しました。 

「技術のジャムコは、士魂の気概をもって」という経営理念のもと、技術力をベースに、

高い倫理観・道徳観をもって、ジャムコグループ一丸となり新たなステージへチャレンジし

ていきます。 
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会社概要 

 

会社名  株式会社ジャムコ 

所在地  東京都三鷹市大沢 

6 丁目 11 番 25 号 

会社設立 1955 年（昭和 30 年）9 月 

資本金  53.6 億円 

従業員数 1,208 人 

URL   http://www.jamco.co.jp/ 

 

 

 

会社沿革 

 

1955 伊藤忠航空整備株式会社設立。 

1963 運輸省航空局認定による装備品の修理改造認定事業場取得。 

1965 伊藤忠式 N-62 型飛行機、運輸省の型式証明取得（翌年 9 月、米国連邦航空局の 

型式証明取得）。 

1969 運輸省航空局認定による航空機の修理改造認定事業場取得。 

1970 伊藤忠商事株式会社が、保有株式を日本航空株式会社、全日本空輸株式会社に譲渡し、 

3 社の資本参加となる。新日本航空整備株式会社に商号変更。 

1988 株式会社ジャムコに商号変更。株式を東京地区店頭市場へ公開。 

1998 東証第二部に上場、併せて公募増資により資本金 53 億 6000 万円となる。 

2002 航空機器製造カンパニーの ADP 技術が国内で初めて SAMPE（先端材料技術協会）の 

表彰を受ける。 

2005 創立 50 周年。ボーイング社から 787 用ラバトリーモジュール、コックピット内隔壁・ 

内装品・ドア、ギャレーを一括供給契約で受注。 

2008 ジャムコアメリカが FAA より ODA（Organization Designation Authorization）認定を

取得。 

2015 東証第一部に上場。 

 

 

http://www.jamco.co.jp/
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事業内容 

 

・航空機整備事業 

 創業事業である航空機整備事業は、仙台空港に中核となる機体整備工場を構え、帯広、

中部、宮崎にも事業所を置き、幅広くお客様のご要望にお応えできる体制を整えています。

取扱い機種は、ビーチクラフト社等の小型機、ボンバルディア社、ガルフストリーム社のリ

ージョナル機、また、エアバスヘリコプターズ社やシコルスキー社、エンストローム社の各

種ヘリコプター等、固定翼・回転翼を問わず航空機の整備・改造専門会社として国内の中型・

小型機の飛行安全に大きく貢献しています。 

また、防衛省をはじめ、海上保安庁、航空大学校、警察など、官公庁の特殊な用途の航

空機はその任務を果たす為に様々な装備を搭載する必要があり、機体メーカーとの技術提

携や独自の技術力を駆使して、重整備はもちろんのこと機体の改造・改修なども数多く手掛

けています。 

 成田、三鷹、羽田に拠点を置く部品整備工場では、国内有数の MRO 会社として航空機の

安全運航を足元から支えるホイール、ブレーキの修理/オーバーホールや、大型航空機内の

装備品、回転翼機に搭載される救難用レスキューホイスト、サーボシリンダー及び中型・小

型機の装備品の整備、プロペラのオーバーホール、また、民間航空機を使用した大気観測装

置の研究開発・改修等を行っています。部品整備の中核である成田工場では、年間 24,000

本を超える車輪、3,500 台を超えるブレーキの整備が可能です。また、2012 年には欧州航

空安全機関である EASA の認証を取得し、海外からの修理品にも対応できる体制を構築し

ています。 

 

 

・航空機器製造事業 

航空機器製造事業では、特殊金属加工の技術を生かした熱交換器、ジェットエンジン部品

などの精密な航空機器や炭素繊維複合材などを製造しています。アルミニウム、ステンレス、

チタニウムをはじめとした、航空機に用いられる特殊金属の溶接、熱処理、ろう付け、非破

壊検査などの特殊工程技術を着実に積み上げ、NDT（非破壊検査）、WLD（溶接）、HT（熱

処理）、Composites（複合材）、NM（レーザー加工）の 5 つの工程において、航空宇宙分野

における特殊工程の世界的認定制度 Nadcap による認証を取得しています。 
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また、炭素繊維複合材の製法である ADP（Advanced Pultrusion）の独自開発により、こ

れまで手作業で行っていた成型・硬化工程を自動的且つ連続して行うことが可能となりま

した。この ADP による炭素繊維複合材は、航空機の一次構造部材としてエアバス機の垂直

尾翼や A380 の 2 階床構造部材として採用され、高品質、高強度、自動化技術による優れた

生産性が高い評価を受けています。 

 

・航空機内装品事業 

航空機内装品事業では、多様化する客室内装の創出というエアラインの要望に応えるべ

く、それぞれの航空会社のニーズを的確に捉え、客室内装備品の設計・製造分野に力を注い

できました。航空機用ギャレー（厨房設備）、それに搭載されるインサート（調理用機器な

ど）には、機内の限られたスペースでキャビン・クルーが最も効率よく使いこなせるデザイ

ン、機能、耐久性が求められ、更に航空機部品の絶対条件である「軽量」「難燃」という厳

しいテーマが課せられています。ジャムコは 40 年以上にわたり、こうした厳しい条件が課

せられるギャレーやインサートの製造を得意分野としてきました。国内外 100 社余りへの

納入実績を誇り、ボーイング社の最新型旅客機 787 型機に搭載されるギャレーは全てジャ

ムコ製です。 

また、ラバトリー（化粧室）はおよそ 50％の世界シェアを占めており、ボーイング社の

ワイド・ボディー機に独占供給しています。777、787 型機には航空機では初となるビデ・

システムの搭載も実現しました。 

 

 

さらに近年では、空の旅を快適且つ安全に個室空間を演出するプレミアムシートの設計・

製造にも参入し、トータル・インテリア・インテグレーションの分野において、世界のお客
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様から高い評価を受けています。 

 

最後になりましたが、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。当社としましては、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精進してまいる所存です。今後とも変わらぬご指導・ご鞭撻

の程、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

◇ Biz Av 豆知識  

 

知ってました？ HondaJet の原型機（Prototype） 

 

 ホンダジェット原型機研究は、1986年から始動します。ホンダでは、その年に「基礎技

術研究所」が開設され、課せられた４つの研究テーマが「ロボット」「エネルギー」「バ

イオ」、そして「航空機」であったのです。 そのテーマの航空プロジェクトは、翼の実

験機MH-01を経て、実験用小型ジェット機MH-02からスタートし、1993年3月の初飛行から

1996年8月まで、170時間の飛行試験を実施して多くの基礎データを収集しました。  

この実験機は全複合材製で、主翼上面のエンジン配置により、広い客室を確保するコンセ

プトは、現在のホンダジェットと同じです。この機体の飛行試験は米国で実施されたので

すが、試験終了後は、栃木県のツインリンクもてぎの「ファンファンラボ」に展示されて

います。  

Honda MH-02 実験機        2015 年 12 月 型式承認（TC）を 

                          取得した HondaJet   撮影  奥貫 博氏 

出典： ・ホンダジェット・ワールドツァー配布/掲示/説明情報 

・ホンダ HP のホンダジェット情報   ・ ICAS 2004-1.7.2 Development of the HondaJet 

株式会社ジャムコ 航空機整備カンパニー 

営業部 名取洋司 

連絡先  TEL：0422-33-1321 FAX：0422-33-1444 

marketing-ab@jamco.co.jp y_natori@jamco.co.jp 

mailto:marketing-ab@jamco.co.jp
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◇ 投 稿 

 

電動航空機の現状と商用活用への展望 

 

富士重工業株式会社 航空宇宙カンパニー 若井 洋 

 

低炭素社会実現に向けた地球規模的な取組は、自動車業界においては、ハイブリッド車の

普及に始まり、今年はついに水素燃料電池車が市販され、もはや電動化は規定路線となりつ

つある。一方、航空機業界においても、CO2 削減は具体的行動計画が策定される動きが加

速している。 

ICAO の調査では、航空機の排出する CO2 は、世界中で排出される CO2 の約２％と報

告されており、航空輸送量の拡大に伴い、2050 年には、少なく見ても現在の 2 倍、大きく

みて 5 倍に達すると予想されている。IATA は、ICAO の取組に呼応し、2020 年を目標と

する CO2 削減の行動計画を策定しており、具体的には航空機自体の燃費効率を 2009 年～

2020 年の期間で平均 1.5%改善としており、2020 年以降に設定される CO2 排出制限を達

成するには、バイオ燃料の使用が不可欠との見通しが出ている。 

ここで、航空機の環境対応技術として、自動車のような電動化ではなく、バイオ燃料がク

ローズアップされているのは、航空機が実用的なペイロードレンジを実現するには、動力源

として化石燃料（もしくはバイオ燃料）による推進システム（ターボファン、ターボプロッ

プ、レシプロ）を代替できる強力なモーターが実現できていないことと、推進システムのエ

ネルギー源として化石燃料及びバイオ燃料に比するエネルギー密度の電力供給源（電池、発

電機）が実現できていないことによる。参考としてガソリンのエネルギー密度 12.1kWh/kg

に対し、リチウムイオン電池のネルギー密度が 0.2kWh/kg と、実に 64 倍もの開きがある。

電気自動車の場合は、巨大な電池を搭載しても走ることができ、また走行距離当たりのコス

トでは電気がガソリンを上回ることができるため、商品として成立するが、航空機の場合、

そもそも実用的なペイロードレンジを実現ことが困難な状況であり、いまだ商品化には至

っていない。分かりやすく言えば、地上を走行する自動車に対し、空中に浮かねばならない

航空機の電動化については、推力システムのパワーと効率、搭載するエネルギー密度、つま

るところ重量（及び体積）の成立性が壁となっている。 

 

しかしながら近年、極めて高効率な大トルクモーターやリチウムイオン電池、小型燃料電

池が開発され、機体の複合材化による軽量化と併せ、2 人乗り程度のパーソナル航空機であ

れば、なんとか実現できそうなところまで来ている。以下、代表的な有人電動小型機の開発

状況について列挙する。 

BOEING は、Diamond Aircraft 社のモーターグライダーKH-36 に水素燃料電池と

17.5kW モーターを搭載した実験機を 2008 年に飛行させている。これは滞空時間が約 20

分で、実用機を目指すというよりも燃料電池技術のデモンストレーター的な意味合いが強

い。 
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AIRBUS は、BOEING よりも実用化を目指した研究に取り組んでいるように見える。

2010 年には MC15E という 3kWh のリチウムポリマー電池に 26kW のモーターを双発搭

載した実験機を、2011 年には Diamond Aircraft 社 DA-36 に、ガソリンロータリーエンジ

ンを発電機とし 80kW のモーターを搭載したハイブリッド機を飛行させ 1 時間滞空した。

また近年は E-FAN と呼ぶ、リチウムポリマー電池と 30kW モーターを双発搭載した実験機

を開発しており、パリエアショーにも展示している。この機体は 2015 年 7 月に英仏海峡を

36 分かけて横断し、実用化に向けて前進していることをアピールしている。エアバスはこ

の E-FAN を将来的には練習機としてデビューさせたい考えのようである。 

  

BOEING の燃料電池実験機             AIRBUS の E-FAN2 が英仏海峡横断に成功 

 

中国の YUNEEC 社はリチウムポリマー電池と 35kW のモーターを組み合わせた二人乗

りの小型機を開発し、2010 年に 2 時間の飛行を行っている。 

海外ではこれらの他にもベンチャーや大学を中心に現在 10以上の小型機の開発が進められ

ており盛り上がりを見せており、2010 年代の製品化を目指している。 

一方、我が国では、JAXA が Diamond Aircraft 社の HK-36TTC-ECO に 75Ah/128V バッ

テリーを 32 個直列化し、独自開発した 60kW のモーターと組み合わせた実験機を開発し

2015 年に飛行実験を成功させている。とはいえ我が国が自動車のハイブリッド化や電動化

で世界をリードしているのに対し、航空機の電動化では遅れをとっている印象は否めない。 

     

      中国 YUNEEC 社の E430                    JAXA の実験機 Feather           

 

また、近年のトピックスとしては、Google と NASA が米国で共催している“グリーンフラ

イトチャレンジ”が上げられる。これは乗員 1 名、1GAL の燃料もしくは相当の電力により

320km を 2 時間以内に移行して燃費性能を競う競技大会で、2011 年の大会では 14 チーム
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が参加し、1 位、2 位とも電動航空機（いずれも大学）、優勝機の燃費はガソリン相当で

171km/l。電動小型機は着実にレベルを上げてきている。 

今後、電動小型機が、例えば Cessna172 程度の実用的な性能を獲得するには、更なる高

出力／高効率なモーターと、より高密度な 2 次電池もしくは燃料電池が必要となるが、

AIRBUS は、当面の目標として、260kW/50kg のモーター、電池は現状のリチウムイオン

電池の 5 倍程度の貯蔵能力を目指しているようだ。特に電池については、リチウム空気電

池やリチウム硫黄電池などが期待されているが、まだまだ解決しなければならない課題が

多く、また製品化に向けては従来の小型機に対して十分置き換え可能な価格（コスト）の実

現が必要となる。 

 

次に電動航空機のメリットと商用活用分野についてであるが、（取得コストについてはひ

とまず置いて）まずメリットとしては、自動車と同様に環境負荷と燃料コストの低減に加え、

内燃機関エンジンに対し、メカ部品が少ないことによる整備コストの低減が期待できる。ま

たモーター駆動によるキャビン内や周囲に対する静粛性も魅力となろう。 

商用利用については、パイロット養成の練習機や農薬散布など、ショートレンジでの利用が

予想されるが、電池の性能向上に伴い、従来のレシプロ単発機全般を置き換える可能性もあ

る。実現のカギは、電動自動車の普及に伴うモーターや 2 次電池及び補器類等電動化シス

テムのコスト低減が航空機に普及してくることではないかと筆者は考える。 

 

最後に、より大型の航空機の電動化についての展望であるが、電動化の限界はターボプロ

ップ機の代替あたりと予想されている。ペイロード的にはリージョナル機程度までは電動

化が達成できる可能性がある。中型旅客機以上は、APU の電池によるリプレースなど、エ

ンジン以外の電動化が進み、エンジンはバイオ燃料により駆動されるというところが有り

うる未来と想像する。 

とはいえ、モーターや電池の開発は、先にも述べたように、自動車業界をはじめＩＴ業界も

巻き込んだ巨大な投資により革新が進んでおり、限界を論じるのはまだ早計であろう。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

AIRBUS の電動ハイブリッド旅客機「Ｅスラスト」想像図 

おことわり： 掲載した写真はすべて該当団体の HP から転載しました 
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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  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/

