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◇ 巻  頭       

 

エアバスジャパン株式会社 

ビジネスディベロップメント バイスプレジデント 

JBAA 理 事  上 田 真 吾 

 

日本におけるビジネス航空普及の鍵 

   フラクショナルオーナーシップ 

 

NETJETS というブランドをご存じの方は多いでしょう。米国発祥のフラクショナルオ

ーナーシッププログラムを手がける大手ビジネスジェット運航会社です。私は、NETJETS

がパイオニアとして普及させたこのサービスこそが、我が国に於けるビジネス航空普及の

鍵ではないかと、かねてから考えています。 

 

それでは、フラクショナルオーナーシッププログラムとはどのようなサービスなのでし

ょう。端的に言いますと、ビジネスジェットを１機まるまる所有するほどは利用しないが、

年間数十時間から数百時間は活用したいという企業（人）が、航空機を分割して所有する事

ができ、その運航に関わる費用も持ち分比率に応じてのみ負担すればいいと言うプログラ

ムです。区分オーナーはビジネスジェットを 1 機買うよりも遙かに安価で区分を所有でき、

必要な分だけ経済的に利用することが出来るわけです。 

 

しかし、それだけでは従来の共同所有（ジョイントオーナーシップ）とどこが異なるのか

今ひとつはっきりしません。フラクショナルオーナーシップが従来の共同所有と異なる最

大のポイントは、複数の機体の区分オーナー同士が、それぞれの航空機を互いに融通し合う

事を認める契約の存在です。 

 

例えば、区分オーナーの A1 氏は A 機と言うビジネスジェットの所有権を 8 分の 1 持っ

ているとしましょう。この A1 氏がビジネスジェットを使用したい時に NETJETS に連絡

を入れる訳ですが、折り悪く A 機は同じく共同区分オーナーの A2 氏が使用していたら物

理的に自分が所有するビジネスジェットを使えないことになってしまいます。ところが、

NETJETS が運航を管理する別のビジネスジェット B 機が空いていた場合、あらかじめ B

機のオーナーと A 機のオーナーが機材を相互に融通する契約を締結しておけば、A1 氏は B

機を利用できると言う仕組みなのです。更に NETJETS の凄さは、この仕組みを数多くの

機体に適用する事によって、全ての区分オーナーに対して数時間前の通知によって、100％

機材の利用を保証しているところです。通常、利用希望時間の４～6 時間前に NETJETS に

連絡をすれば、必ずビジネスジェットがお望みの空港に必ず配置されるという「空車」保証

がこのプログラムの大きな魅力となっています。 
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米国ではフラクショナルオーナーシッププログラムは連邦航空法第 91条に基づき運航整

備されることとなっています。すなわち、有償運送ではなく自家用機の範疇で運航管理され

ているわけです。区分所有権を保持する限られたオーナーしか利用することが出来ないた

め、自家用機であるという判断は説得性が高いと思われます。一方、機体の相互融通方式に

よって、自己所有機以外を利用する事もあり得ることから、その運航の安全性を担保するた

めに、米国連邦航空局はフラクショナルオーナーシッププログラムの運航整備体制に対し

て、通常の自家用機よりも高い安全基準を要求するために第 91 条に Subpart K を設定し

ています。この部分が本プログラムのミソではないかと私は考えています。自家用運航の柔

軟性は保ちつつも、有償運送に近い安全基準を課すことによって、運航の自由度と安全性を

両立しているわけです。 

 

さて、我が国で同様の運航を行った場合、航空法上どのような判断がなされるのでしょう

か。実はこの件につき、当協会が提出している規制緩和要望の中で、我が国におけるフラク

ショナルオーナーシッププログラムに対して米国同様の柔軟な法整備をお願いしていると

ころですが、現時点で当該運用を行う事業者がいない事から、「ニーズを踏まえ、その導入

について引き続き検討を行う」との回答を得ているにすぎません。 

 

繰り返しになりますが、フラクショナルオーナーシップを機能させるために最も重要な

鍵は機体オーナー同士の機材融通契約を認め、自家用運航を適用する事です。現在の我が国

の航空法では、他者が所有する航空機を使用し、運航経費といえども金銭を支払った場合、

有償運送とみなされる可能性が高いのではないかと予想されます。 

 

最初に申し上げましたが、私はこのプログラムが我が国に於いてビジネス航空を普及さ

せる鍵になると考えています。企業は必要な分しか航空機を所有しないで済むため、ビジネ

スジェット導入のハードルは確実に低くなるでしょう。特に業務で活用する場合は、必要な

時間分しか購入していない事から、「贅沢品」と言う、誤った指摘に対して十分抗弁する事

ができます。そういった意味において、ぜひ我が国にも当該事業にチャレンジする事業者が

出現して欲しいと考えるとともに、航空当局はビジネス航空育成の観点から、当該事業に対

して柔軟性と安全性を確保できるフレキシブルな対応を検討していただきたいと切に願い

ます。 

 

 

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報  

ダボス会議に 440機のビジネスジェットが飛来 

2016 年世界経済フォーラム（ダボス会議）の期間中（1 月 19 日～24 日）、ダボス周辺 4

空港に飛来したビジネスジェットは 440機、飛行回数は1,100回近くでした。（WingX Advance

社） 
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東京国際空港のビジネス航空機発着枠調整時期が早まります 

羽田において特に月の初旬の運航決定に支障がないよう、ビジネス航空機発着枠の調整

時期を早めるよう当局に要望してきましたが、本年 4月の運航分から、遅くとも前月 20日

までに結果通知されることとなりました。 

 

ABACE 2016 

4月 12日～14日の間 ABACE（Asian Business Aviation Convention & Exhibition ）2016

が上海虹橋空港で開催されます。愛知県、佐賀県、成田国際空港（株）と共に今年も JBAA

として Boothを出展致します。 

 

◇ 協会ニュース 

2016年度定時社員総会が開催されます 

2016年度の定時社員総会を 5月 18日（水）にメルパルク東京で開催致します。総会後

には例年通り懇親会を予定しております。 

 

平成 27年度第 6回理事会が開催されました 

2月 1日、平成 27年度第 6回理事会が開催され、NBAA-BACE 2016での出展が承認されま

した。また、事業の推進について報告・討議が行われました。 

 

拡大専門委員会が開催されました 

空港・グランドハンドリングと運航・整備の拡大専門委員会が、それぞれ 2月 24 日と 2

月 26日に開催されました。出席会員に JBAAの活動状況を報告するとともに、各会員から

のご意見を聞き、今後の活動について討議しました。 

 

主要協会活動（1-2月） 

1月 4日 日本航空協会主催の「新年賀詞交換会」が航空会館で開催され、佐藤航空

局長を始め来賓の方々から祝辞が述べられました。JBAA からは北林会長、

佐藤副会長、田村特別顧問、角替事務局長、森崎次長が出席しました。 

1月 8日 経団連を北林会長、佐藤副会長、角替事務局長が訪ね、担当常務理事とビ

ジネス航空業界について意見交換するとともに、ご支援をお願いしました。 

1月 18日 内閣府が主宰する「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」の経済産

業省担当者を佐藤副会長、角替事務局長、森崎次長が訪ね情報交換をしま

した。 

1月 20日 日本ヘリコプター事業促進協議会の定例会に田村特別顧問が出席しました。 

1月 22日 東京ビッグサイト新春の集いに北林会長、佐藤副会長、田村特別顧問、角

替事務局長が出席し、今後の同施設での出展に協力をお願いするとともに、

関係者と親交を深めました。 

1月 25日 成田国際空港㈱の担当役員を北林会長、佐藤副会長、田村特別顧問、角替
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事務局長、森崎次長が表敬訪問するとともに、㈱AGP のビジネスジェット

格納庫を見学しました。 

1月 27日 全国地域航空システム推進協議会「研修会」に北林会長、佐藤副会長、田

村特別顧問、角替事務局長が出席し、航空行政や観光行政の現状と今後等

について講演を聞きました。 

1月 27日 CARATS小型航空機用 RNAV検討 SGに角替事務局長がオブザーブ出席しまし

た。（議事録および資料は後日関係会員に配信します） 

2月 1日 平成 27 年度第 6 回理事会が開催され、NBAA-BACE 2016 での出展が承認

されました。 

2月 2日 日本航空宇宙工業会の担当常務理事を北林会長、佐藤副会長、田村特別顧

問、角替事務局長が表敬訪問し、10 月に開催される 2016 年国際航空宇宙

展での出展について協力をお願いしました。 

2月 15日 NBAAの Doug Carr副会長が来日し、北林会長、佐藤副会長、田村特別顧問、

森崎事務局次長が面談して、NBAA と JBAA との協調について意見交換し、

11月に開催される NBAA C&E 2016での出展について協力を要請しました。

また、翌日は、成田空港のプレミアムゲート、AGP 格納庫、BJ 駐機場地区

に同氏を田村特別顧問がご案内しました。 

2月 24日 空港・グランドハンドリング拡大専門委員会を開催し、出席会員に JBAAの

活動を報告するとともに、各会員からのご意見を聞き、今後の活動につい

て討議しました。 

2月 26日  運航・整備拡大専門委員会を開催し、出席会員に JBAAの活動を報告すると

ともに、各会員からのご意見を聞き、今後の活動について討議しました。 

 

 

◇ Biz Av 豆知識   

 

温故知新：ビジネスジェットの元祖 

角 替  誠 

ガルフストリーム I 

1950 年代中頃、エクゼクティブ輸送

機の需要を見込んだ軍用機メーカー

グラマン社は、エンジンをターボプロ

ップエンジンのロールスロイス・ダー

トに選定して開発に着手した。当初は

既に海軍が使用していたTF-1トレー

ダー（上翼）を転用しようとしたが、

乗客が直立できる客室高を確保する

ために下翼の機体を新たに設計する

https://en.wikipedia.org/wiki/File:WD-G-1.jpg
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こととなった。この胴体断面は、今日も製造されている G550 まで引き継がれている。1958

年 8 月 14 日にニューヨーク州ロングアイランドにあった同社の施設から初飛行し、翌年

の 5 月に FAA の型式証明を取得した。最大客席数は 24 であったが、多くの機体は 8～10

席で、8 席のエクゼクティブ仕様もあった。 

、グラマン社はその後軍用機部門と民間航空機部門が分離し、民間部門は社名がガルフスト

リーム・アメリカン社となり、ガルフストリーム I の製造を続けた。1964 年にウォルト・

ディズニーが購入した機体には多くの有名人が搭乗したが、今はディズニーのハリウッド・

スタジオに展示されている。1969 年 2 月に製造が中止されるまで、派生型も含め 200 機以

上が製造され、一部はコミューター旅客機としても使用された。 

 

ジェットスター 

ジェットスターは、ロッキードが自ら開発

した、主翼下に取り付けられた大型燃料タン

クと、機体後部の 4 発エンジンを特徴とする、

大型のビジネスジェットである。1957 年 9 月

4日に初飛行した原型1号機にはブリストル・

シドニー（英国）社製のエンジンが装備され

ていたが、米国内での販売を考慮して、1959

年に P&W JT12 エンジンに換装することと

なり、それを装備した原型 2 号機は 1960 年

に初飛行し、量産は 1961 年に始まった。米

空軍でも要人輸送用に C-140 型機として採用され、1970 年代から 1980 年代にかけて大統

領専用機としても使用された。また、ドイツやカナダなど、米国外でも要人輸送機として採

用された。騒音規制への対応と航続距離延長のためにギャレット TFE731 ターボファンエ

ンジンへの換装が進められ、新たに製造された機体も含めてジェットスターIIと呼ばれた。

多くの場合 8～10 の客席と本格的な化粧室が取り付けられ、通路を窪ませることによって

上客は直立歩行が可能であった。1978 年に製造が中止されるまでに 204 機が製造された。 

 

セイバーライナー 

ノースアメリカン社が自社開発した

セイバーライナーの原型機は 1958 年 9

月 16 日に初飛行した。その翼の形状が

朝鮮動乱で活躍し、日本の航空自衛隊で

も多数が採用されたノースアメリカン

F86F セイバー戦闘機に類似しているこ

とからセイバーライナーの名称が付け

られた。1963 年 4 月に FAA の型式証明

を取得した NA-265 型機には GE YJ85

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ntps-sabreliner-N211BR-071112-01-16.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lockheed_VC-140B_Jetstar_USAF.jpg
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ターボジェットエンジンが装備されていたがが、これとは別に 1959 年に米空軍の UTX 

(Utility Trainer Experimental) プログラムで契約を取りつけた軍用型式 T-39A は同じ設

計ながら P&W JA12A-8 エンジンが装備された。民間の量産型はシリーズ 40 に始まり、胴

体の延長や新たなエンジンを採用してシリーズ 60、シリーズ 80 と発展した。1973 年にノ

ースアメリカン社はロックウェルズ・インターナショナル社と合併し、その下でスーパーク

リティカル翼とギャレット TFE731 エンジンを採用したシリーズ 65A が生まれ、シリーズ

60 と 80 もそれぞれシリーズ 65 と 85 に設計変更された。また、GE CF700 ターボファン

エンジンを装備したシリーズ 75A も製造された。1981 年に製造が中止されるまでに 800 機

以上が製造されたが、その内の約 200 機を占める軍用型 T-39 も FAA の型式証明を取得し

ていたので、その多くが民間に転用された。 

 

ファルコン 20 

1961 年 12 月、フランスのメルキュー

ル・ダッソー社はエクゼクティブ・ジェ

ットと軍用連絡機の用途を見込んで 8

～10 席のジェット輸送機の開発に踏み

切った。機体後部に 2機のP&W JT12A-

8 エンジンを装備した原型のミステー

ル 20 型機は 1963 年 5 月 4 日に初飛行

した。40 機の確定発注と 120 機のオプ

ションをもってローンチ・カストマーと

なったパンアメリカン航空の要求によ

りエンジンを GE CF700 に変更した機体は 1964 年 7 月 10 日に初飛行し、量産型は 1965 年

6 月に米国とフランスの型式証明を取得した。同年にパンアジア航空への引き渡しが始まっ

たが、同社は機種名をファン・ジェット・ファルコンに変更し、後にファルコン 20 と呼ばれ

るようになった。1967 年には、パンアジア航空のビジネスジェット部門は確定発注を 160 機

に増やした。また、ギャレット TFE 731 エンジンや P&W カナダ PW305 エンジンへの換装

も行われ、航続性能、ペイロード、静寂性が改善された。1988 年までに 500 機以上のファル

コン 20 が生産された。また、機体を小型化したファルコン 10 と、大型化したファルコン 30

が派生型として製造された。ファルコン 20 はフェデックス社がテネシー州メンフィスをハ

ブとする小口貨物事業を開始したときに採用されたことでも有名で、最初の貨物を輸送した

機体はワシントン・ダレス空港の近くにあるスミソニアン航空博物館別館に展示されている。 

 

リアジェット 23 

スイス人のウィリアム・リア氏は、先に開発されていた FFA P-16 戦闘機の技術や特性を大

幅に取り入れた 6～8 人のりのビジネスジェット SAAC 23 型機を製造するためにスイス-ア

メリカン・アビエーション社（SAAC）を設立した。 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Utility_Trainer_Experimental&action=edit&redlink=1
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/FedEx_Dassault_Falcon_20.JPG
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当初はスイス国内での製造を考えていたが、実際には拠点は米国カンザス州ウィチタに移

され、リアジェット社が設立された。リアジェット 23 は 1962 年 2 月 7 日に開始され、原

型 1 号機は 1964 年 6 月に墜落事故で

失われたが、1964 年 10 月に FAA の

型式証明を取得した。リアジェット 23

は 100機以上が製造されたが、1966年

にエンジンその他の改良を施したリ

アジェット 24 に生産が引き継がれ、

その後のリアジェットシリーズの礎

となった。 

 

サイテーション I 

セスナ・エアクラフト社は、1968 年 10

月に、それまでに開発されていたビジネス

ジェットよりは小型で短い滑走路で離着

陸でき、ターボプロップ機にも対抗できる

8人乗りの小型ビジネスジェットの構想を

発表し、1969年 9月にファンジェット 500

の名称で開発を開始した。1971 年 9 月に

FAA の型式証明を取得した時点ではサイ

テーション・モデル 500 と命名されて

P&W カナダ JT15D-1 ターボファンエン

ジンが装備されていた。先に就役していた同サイズのリアジェットに比べ離着陸速度（巡航

速度も）が低く扱いやすい機体の評判を得た。その後市場の要求に応え主翼が延長され、逆

推力装置が取り付けられ、名称がサイテーション I となった。1985 年に製造が中止される

まで 377 機が製造された。当初は、その運航に 2 人のパイロットを必要としたが、競合す

るターボプロップ機に対抗するために 1 人のパイロットで運航できるサイテーション I SP

（SP は Single Pilot を意味する）は 1977 年に出現し、1985 年までに 312 機が製造され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cessna_citation_503CC.jpg
https://www.bing.com/images/search?q=learjet+23&id=A05789A23E82310B9261998400B28BB3188CADA7&FORM=IQFRBA
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◇ 投 稿 

 

そ の １    職業パイロット志願者の確保について 

―メディアの影響について考える― 

会 員  谷  誠 

 

近年、航空業界では、パイロット（特に機長資格の）不足が問題として取り上げられてい

ます。足りない現状や課題はクローズアップされるものの、これといった解決策が出されて

いないことから、この状況は、将来の不安につながっています。MPL（2 人以上の操縦士を必

要とする航空機の副操縦士資格）や私立大学の操縦学科といった新しい制度がどの程度貢献して

くれるのかは、まだまだ未知数です。 

 

色々な試みがあるとは思いますが、どのようなアプローチであれ、この問題を解決するた

めの共通項として、「パイロット志願者をより多く確保する」ことが挙げられます。質の高

い人材を確保するためには、まず多くの人達に関心を持ってもらう必要があります。 

 

私は航空大学校の受験専門の予備校を運営しております。実績として航空大学校が毎年

72 名を採用する中で、当校からは毎年約 50 名の合格者を送り出しております。そのような

仕事柄、若い人たちと接する機会が多くありますので、最近の若い世代の特性を踏まえ、ど

のように成り手の数を増やしていけるのかについて、私見を述べさせて頂きます。 

 

次世代の人材確保を考える上で、まず欠かすことができないのは、情報の普及です。「パ

イロットが足りない」ということはマスコミを通じて広く知られるところとなりました。し

かし、それが若い世代にとって「パイロットになれるチャンスが広がった」と理解されない

ところに、この問題の解決への糸口があります。 

 

航空従事者航空身体検査の基準緩和によって、パイロットへの門戸は大きく開かれまし

た。しかし、世間の多くの人にとって、パイロットという職業は未だ「高嶺の花」であり、

「スーパーマンしかなれない職業」だと思われています。つまり、一般の若者にとってパイ

ロットの不足は、「自分には関係のない世界」だと認識されているのです。 

 

世間に根付いたイメージを変えるのは、大変なことです。長い時間と大きな労力を必要と

します。しかし、この問題に対処するには、そんなにゆっくりと構えることもできません。

パイロットになるモチベーションをより短時間で、より効果的に、より持続的に変える必要

があります。 

 

そのために最適な手段は、「メディア」です。パイロット不足の話を聞いても、自分との

関連性を見いだせない若者たちを振り向かせるには、メディアという強力なメソッドが必
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要となってきます。ここでは、5 つのメディア（1.ドラマ、2.漫画、3.小説、4.大学講演、5.

ネット）とその効能について考えてみます。 

 

（1）ドラマ 

テレビ局 TBS に「Goodluck!!」というドラマがありました。ANA 社がタイアップして木

村拓哉が主演した有名なドラマです。すでに 10 年以上前のドラマにもかかわらず、今でも

パイロットを目指す学生の約 50％は、このドラマがきっかけとなっているようです。（採用

試験の面接では、決して口にはしないと思いますが・・）人材確保における影響力の大きさ

と長さにおいて、このドラマは大成功でした。 

 

望ましい脚本は、パイロットという職業をドラマチックに描きながらも、ストーリーの隙

間で、見る人にその門戸が開かれていることを理解してもらえる内容であることです。職業

選択の一環として視野に入れてもらえる気付きを与えられることです。 

ちなみに、職種を問わずに見てみますと、航空関係のドラマでは、以下のようなものがあ

りました。（メジャーなものだけを掲げます。） 

 

 タイトル 年代 

1 Goodluck!! 2003 年 

2 アテンションプリーズ 2006 年 

3 TOKYO エアポート 2012 年 

4 空飛ぶ広報室 2013 年 

5 ミス・パイロット 2013 年 

 

色々な人と話をする中で分かったこととして、19 才以下のパイロット志望者たちは、

「Goodluck!!」を知らない世代になってきています。「Goodluck!!」は現在、そのカンフル

効果が一気に切れようとしています。 

 

テレビ局フジテレビの「ミス・パイロット」というドラマも近年放映されました。ただ、

若者たちの感性において、当該タイトルは、残念ながら同様の効果を得ることは難しかった

ようです。「Goodluck!!」の第 2 弾となるドラマの誕生を、急ぐ必要があると思っています。 

 

（2）漫画 

若い世代に強い影響力があるのは、ドラマだけではありません。強力な媒体として、漫画

があります。現在、出版業界は苦しい戦いを強いられています。そんな出版社を支えている

のは、新書や実用書ではなく、漫画です。10 年ほど前では考えられなかったようなバラン

スの変化が起きています。 

 

漫画のメリットの 1 つとして、心理的なハードルが低いことが挙げられます。これは、若
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い世代だけでなく、その親の世代まで読むことが期待できます。親の概念が変わることで、

その下の世代の概念も変わっていきます。また、漫画の 2 つ目のメリットとして、コンセプ

トが定着しやすいことが挙げられます。物語を通じて理解されたことは、記憶に残るのです。 

先のドラマの内容を、漫画という媒体に変換して提供することは、パイロットの門戸が広

がったことの理解を拡げる有効な手段と成り得ます。 

 

（3）小説 

ドラマや漫画に比べると影響力は限定的になりますが、小説という方法もあります。成功

したケースとしては、「空飛ぶ広報室」です。航空自衛隊の航空学生出身者が主人公でした。

物語の設定の範囲は小さなものとなっていますが、自衛隊広報の成果としては、大きなスマ

ッシュヒットとなりました。 

 

「若者が小説を読むのか？」と思われるかもしれませんが、ライトノベルはよく売れてい

ます。題材が漫画寄りにはなりますが、コンテンツさえ受け入れてもらえれば、若い世代も

本を読むのです。小説がヒットしたら、ドラマに昇格する可能性もあります。「空飛ぶ広報

室」の成功は、小説のポテンシャルを示してくれました。 

 

（4）大学講演 

大学のキャリアセンターや就職課では、進路指導の一環として、講演会を設けている場合

があります。CA の専門学校などが行っていることもあるようです。この枠を使って、現役

のパイロットに、大学で講演をしてもらいます。 

 

 パイロットには、航空従事者航空身体検査をクリアする身体や、一定の英語力が求められ

ます。しかし、その身体基準や英語力については、若い世代の人たちのイメージと大きな差

があります。講演者となるパイロットは、日常的に眼鏡をかけて乗務されている、あるいは、

英語に苦手意識があるといった、若者に共感を呼ぶような方が望ましいです。 

 

 現役ご本人の口からそのような話を聞けたならば、信頼性の非常に高い情報として認識

されることになります。また、情報の拡散するスピードも若い世代の特徴です。講演で聞い

た内容について、その意外性から、SNS を通じて話題になることも期待することができま

す。 

 

（5） ネット 

ネットといっても幅が広いのですが、Facebook やツイッターなどのソーシャルメディア

で、開かれたパイロットへの道に関する情報の周知ができます。ただ、パイロット個人で記

事を作るのでは、伝わり方がちょっと弱くなります。そこで、日本航空機操縦士協会や航空

振興財団のような組織が、オフィシャルにそのような媒体を活用することで周知すること

が理想的です。エアラインの協賛も得られるかもしれません。このような団体が主体となっ
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て情報発信することは、一定の効果を期待することができます。 

 

次世代パイロットの確保については、誰かがアクションを起こさないと、その問題の解決

にはつながりません。もし、問題を放置したならば、そのしわ寄せは、事業者や現場のパイ

ロットに行くことになります。あるいは、人手不足が原因で事故ともなれば、航空業界の安

全性に対する信頼が低下する可能性も否定できません。そうなれば、パイロット志願者は、

より少なることでしょう。 

  

私は、若者たちが将来の選択肢を考える上で、パイロットという素晴らしい職業があるこ

とを知ってもらいたいと考えています。そのために、志願者の確保について、本気で普及活

動を広げていきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

そ の 2         Keep Silence （だまっとれ） の文化 

会 員  湧井 カレン （筆名） 

 

外国で鉄道に乗ると、何の前触れもなしに突然ドアが閉まり電車が動き出す。こんな出来

事にハッとされた方は多いのではないだろうか。列車は時刻表通りに、その時刻に動き出す

のだから当たり前のことなのだが。「ベルが鳴り止むと発車します」、「駆け込み乗車は危険ですから

おやめください」、「ホームでは黄色い線の内側をお歩きください」などのアナウンスや 4小節のチャイ

ム音を聞きなれた日本人旅行者には、無警告で動き出す電車に異様なものを感じるのだ。 

 

外国では地下鉄だって同様に車掌は次の停車駅、乗り換え案内しかアナウンスしない。ロ

ンドンのピカデリー線は蒸気駆動から創業 200 年来の古い路線だ。電車とホームの間隔が

駅ごとに違うから、必要に応じて「Mind gap!」=「スキ間にご注意」を警告するが、靴の長さ以

上にスキ間のある駅では本当に危ないからで、これはリーズナブル。 

 

谷  誠 氏のプロファイル 

株式会社 YBK 代表取締役（パイロット予備校代表） 

新潟大学教育学部卒 

航空大学校 46 回生後期 

航空自衛隊一般幹部候補生飛行要員 04-D 

防衛大学校総合安全保障研究科（大学院）卒 
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「ただいま○○線（他の路線）のＸＸ駅付近の△△（理由）のためにこの列車は 3 分遅れで運転してい

ます。お急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしています」（タカが 3分やんか）、「優先席付近では携帯電

話の電源をお切りいただきますようお願いいたします」（ちゃんと書いてあるやんか）。などは我が国

独特で、しゃべりすぎの電車やバスには時としてわずらわしく感じる。 

 

物事の手順を実行するには、手順書がありチェックリストがあるのは世界共通だが、わが

国産業界では「発声・指差し呼称」という手法が発達した。「出発進行」、「信号よし」など電車

の運転士がやっているし、「Gear Down」や「Rotation」「V2」など、声に出して確認するのを義

務化しているのは我が飛行機の世界でもお馴染みだ。発声・指差し呼称を倣って品質の管理

や安全操業に大きく寄与している外国企業の例も聞く。 

 

何の前触れも無く動き出した電車にハッとするのは、ベルなど音や動作による刺激に頼

っている日本文化にそぐわないから、かもしれない。物事が周知の社会秩序の中で正常に機

能していれば、取り立てて言葉や動作で表す必要は無い、という文化が特に西洋では感じら

れる。文化として「静かさ＝Silence」が美しいのである。 

 

人は元来、間違う、忘れる、怠けるので安全確保のために手順書を書き、チェックリスト

を設け、実行する。 

航空機乗員用のチェックリストには 2つの方式があって、 

１ チャレンジ・アンド・アンサー方式 

 一項目ずつ読み上げ、動作し、その完了状態を読み上げ次に進む。慣れていない作業者や

環境では確実に行えるが時間がかかる。訓練や単体試験の場などで行う。 

２ スキャン方式 

ブロックごとに受け持ち乗員がメモリーで実施し、最後に各項目をチェックリストで読

み上げ、担当クルーが完了状態を答える。エアラインなど習慣化した環境では、時間が短

く能率が良い。 

 

かつて筆者の職場では、いろんなマシン（ジェット機、ヘリコプタ、小型機）を日替わり

メニューのように頻繁に乗り変える必要があった。そんな職場では機種ごとの操作に手馴

れることは困難で、記憶を伴うスキャン方式のチェックリストはそぐわない。能率は軽視し

ても一項目ずつ確実に実行できるチャレンジ・アンド・アンサー式のチェックリストに編み

替えて実行していた。飛行学校など初心者向けにもこの方式が適している。  

 

ビジネスジェット機の多くも含まれる、運送事業用旅客機など、2名以上の乗組員を必要

とするＴ類輸送機（＊）の操縦訓練を受けた時のことだ。 

(*T類輸送機では各クルーが受け持つ操作・確認作業は、運航規程により分業が厳しく決められている) 

離陸フェーズで私の一連の呟き、「ランウェイ・ＯＫ」「ブレーキ・ＯＫ」「パワー2 ポツ 02 （EPR2.02 の

こと）」「V1」「Rotation」「Ｖ2」・・ブツブツ・・・・を横で聞いていた教官（アメリカ人）が後になって
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不思議そうに尋ねた。 

「ランウェイやパワーに何か異常があったかね？」、「いいえ nothing any」、「Normal state（ＯＫ）なら黙っ

ていなさい、eighty, Ｖ１以後は私（教官/副操縦士）の任務だよ」。指差しはしないが、発声で確認

するのが私（日本人）の習性となっていた行為をこの教官は指摘した。「特に離陸後の 45秒

間は Critical phase、異常がない限り Keep silence (だまっとれ！)」であると。 

 

そっか！チェックリストは間違いや忘れの防止だけにあるのではなく、余計なことをし

ない（他者の領分を侵さない）、合理的なシステムとしてあるのだ、と気付いたのだ。 

 

ところで携帯電話の普及以来、メール、スマホ、SNSなど若者の通信・交流に関わる日常

はめまぐるしく変わり、忙しくなっている。既読無視を恐れ、対面が薄れ、スマホなどを媒

体とした会話（会話といえるか？！）が主流になっている。既製の絵文字や、いきなり「お

疲れさまです」で始まるメール、（笑）と書いて、笑えと言うのには面食らう。本音は多分、

彼のはにかみなのだろうと斟酌するのだが・・若者よ、「もう少し寡黙でいいのですよ！」 

 

滞在先の街で日曜の朝に庭の芝刈りをして、近所から苦情を貰った商社駐在員の逸話に

あるように、世界には Keep Silenceの文化があることを知るべきだ。 

 

静かでいること、それが自然であり、あるいは異常を嗅ぎ分ける技法にもなる。言葉・音

の冗長に代えて静けさを、もっと上手に使うことができないか、若者と一緒になって考えて

みたいものだ。 

 

 

◇ 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 

 



 15 

◇ 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  

 

 

 Fractional Ownership?  No, Tractional Owner Ship! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミュンヘンの街角で見かけた 3 輪自転車  

7 人乗り、Tea Table 付、一段高いサドルでステアリングを持つのがスキッパー 

編集後記 

「会員紹介」コラムの寄稿がなく休載しました。せっかくの PR の機会が生かされず残念な思いで

す。その代わりではありませんが、「Biz Aｖ 豆知識」では少し膨らませて「温故知新」なる知見を、

常務理事 角替 誠さんに書いていただきました。NBAA の出張から、なかなか帰ってこないと思っ

ていたら、こんなお土産話を作っていたようですね。「投稿」コラムは自らをニッチな事業と言われる、

航空大学校受験予備校を運営する谷 誠さん、紙面の埋め草助っ人、湧井 カレンさんの 2 連

です。年代差に依るのでしょうか？トピックの扱い、感性の違いが内容にも読み取れます。 

 

 

http://www.jbaa.org/

