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◇  巻 頭 

成長のエンジン  ビジネスジェット 

JBAA 監 事 

全日本空輸株式会社 総務部長 

                              原 雄 三 

 

 皆様ご存知の通り、年初からの円高・株安の背景には、中国を始めとするアジア諸国や資源

国の景気下振れ、欧米諸国のデフレ懸念があると言われております。この影響が訪日外国人旅

行者数にも表れるのではないか、特に旧正月時の中国からの訪日旅行者数にも影響するのでは

ないかと気を揉んでおりましたが、１月～2 月の中国からの訪日数(973 千人)が昨年の同時期

の数値(585千人)を 66%上回ったことを確認して安堵しました。 

 

下のグラフは、2013年から本年 2月までのアジア主要各国からの月毎の訪日数を表わしたも

のですが、その他のアジア主要国からも、韓国が 47%、台湾が 35%増、そして香港も 40%増と大

きく伸びています。 

(出典 JNTO 訪日外客数) 

このように、ここ数年来、訪日旅行者数は著しく増加していますが、これを受けたインバウ

ンドに代表される観光産業の成長が、日本経済の成長の新たな主要施策になっていることを見

るにつれ、隔世の感を抱かれた方も多いのではないかと思います。  

 

「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」では、安倍総理が「観光は(日本経済)成長の

エンジン」と発言されています。 また、３月３日に行われた官民対話では農業と観光がテー

マに取り上げられ、日本経済成長に向けた課題が議論されたと聞いております。  

 

このような環境の変化を受け、ビジネスジェットに対する理解も着実に進みつつあると私は

感じています。 本年 1月号の本協会会報において田村観光庁長官も、富裕層の受け入れ体制

について、MICE誘致やプライベートジェット、ビジネスジェットの受け入れ体制整備は、ヒト

とともにビジネスを呼び込むために必要不可欠だと指摘されておられました。  
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これから人口減少が進む日本にあっては、外国人旅行者をいっそう呼び込み、消費を盛り上

げ、かつ日本のビジネス環境を整備して投資を喚起し、いかに GDP600 兆円に結びつけていく

かは、大変重要なテーマだと思います。 

 

一方、日本にもっとビジネスを呼び込む観点では、ビジネスジェット受け入れへの理解が進

んでいる例も見受けられます。 昨年、対日直接投資を推進するための投資案件発掘・誘致活

動の司令塔機能を担う、内閣府の「対日直接投資推進会議」において、「外国企業の日本への

誘致に向けた５つの約束」が決定されましたが、その一つは「外国企業のビジネス拠点や研究

開発拠点の日本への立地を容易にするため、すべての地方空港において、短期間の事前連絡の

下、ビジネスジェットを受け入れる環境を整備する。」というものでした。 そしてご存知の

通り、ＣＩＱが常駐していない空港について、事前連絡期限を１週間前に半減する方策が実施

に移されました。 

(出典 内閣府 「対日直接投資推進会議」) 
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また４月中には、羽田空港におけるビジネスジェットの受入れ環境の改善策として、ビジネ

スジェット用の発着枠の拡大や駐機可能スポットの増設等を含めた運用改善が実施されると

聞いています。 

 

経済界からもビジネスジェット利用を後押しする発信がなされるようになっています。 

2014 年には経団連が、「ビジネスジェットを利用する VIP の訪日を促すとともに、その満足度

を高めることは量のみならず質の上でも高いレベルの観光立国を実現するため極めて重要で

あり、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会を契機に、ビジネスジェットで日本を訪

れる VIPも増加する」と指摘した上で、「首都圏空港を中心とした発着枠の確保、着陸料等の 

 

空港使用料体系の見直しを進めるとともに、VIP 専用の動線や柔軟な CIQ 手続を検討・整備

し、安全性と利便性の向上を図るべきである」との提言書を公表しています。 

 

言うまでもありませんが、ビジネスの切り口から入るにせよ、観光の切り口から入るにせよ、

ビジネスジェットを利用して国内外を往来される方々の利便性向上は、対内直接投資や訪日観

光を促し、日本経済の今後の成長に資することは明白です。 航空会社とビジネスジェットの

コラボレーションは、既にルフトハンザ航空が実施しておりますが、 弊社としても積極的に

検討して参りたいと考えております。  

 

本協会は本年 5月 14日に設立 20周年という節目を迎えますが、ビジネスジェットの利便性

向上に向けた環境整備の進展という上昇気流を捉え、日本における本格的なビジネスジェット

時代の扉を開く時がやって来たのではないでしょうか。 

 

◇ ビジネス航空界のトピックス ・ 新着情報 

 

首都圏におけるビジネスジェットの受入環境が大幅に改善されます 

東京国際空港（羽田）の昼間時間帯（6時～23時）は、エアライン以外の航空機用に 1日 30

回の「公用機等枠」が設けられています。このうち、ビジネスジェットに割り当てられるのは、

従来は到着 4 回、出発 4 回が上限でしたが、今後は到着出発合わせて 1 日 16 回に倍増されま

す。また、公用機等枠の中でのビジネスジェットの優先順位が引き上げられます。さらに、定

期便の未使用枠がある場合には、それがビジネスジェットを含む公用機等の発着枠に割り当て

られるようになります。駐機については、大型機対応の N5および N6スポットに、それぞれ複

数のビジネスジェットが駐機できるようになります。また、突発的な事情（工事等）によりビ

ジネスジェット機用駐機スポット（N0～N6）が使用できない場合は、予備の駐機スポットまた

は格納庫が使用できるようになります。一方、駐機スポットの稼働率を上げるために、駐機可

能期間が最大 10日から 5日に短縮されます。 

成田国際空港については、今後の拡張も念頭におきつつ、動線改善による空港内移動時間の短
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縮や駐機機能の強化について検討されます。また、羽田との連携強化についても、具体的な検

討が進められることになります。 

 

地方空港における CIQ連絡期限が、2週間前から 1週間前に短縮されました 

従来、特定 10空港を除く地方空港においては、CIQ（税関・入国管理・検疫）事務所への運

航計画の連絡期限が運航の 2週間前でしたが、4月から 1週間前に短縮されました。 

 

ABACE 2016 

4 月 12 日～14 日の間上海虹橋空港で、ABACE（Asian Business Aviation Convention & 

Exhibition ）2016 が開催されました。愛知県、佐賀県、成田国際空港（株）と共に今年も協

会として Boothを出展し、協賛会員とともに PR活動を行いました。また、希望する会員には、

(株)ユニバーサル・アビエーションのご協力を得て、同空港内の FBO見学も行いました。報告

書は協会ホームページに掲載されます。 

 

 

◇ 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。会員には招集通知が発送されております。 

 

平成 28年度第 1回理事会が開催されました 

4 月 18日に平成 28 年度第 1 回理事会が開催され、定時社員総会での付議事項および報告事

項を審議・承認するとともに、協会の活動について報告・討議が行われました。 

 

◇ 主要協会活動 （3－4 月） 

3月 7日 四役会（会長、副会長、常務理事、事務局長）を開催し、4月の理事会および

5月の定時社員総会に向け、協会の運営について話し合いました。 

3月 14日 航空局航空戦略課に北林会長以下が呼ばれ、首都圏のビジネスジェット受入

環境の改善（上述）について事前説明を受けるとともに、協会内の調整を依

頼されました。 

3月 17日 首都圏のビジネスジェット受入環境の改善（上述）について、航空局航空戦

略課から協会会員向けに説明会が航空会館で開催されました。協会からは運

航やグランドハンドリングの関係会員が参加し、質疑応答も行われました。 

3月 24日 2014年 10月に航空局長に提出した要望の実現については、航空局関係部門と

定例的に打ち合わせを行っていますが、今回は技術規制の緩和がテーマとな

りました。進捗状況については協会ホームページに掲載されます。 

4月 6、8日 羽田・成田両空港のビジネスジェットに対する連携運用強化（上述）につい

て、航空局航空戦略課と関係会員の間で意見交換が行われました。 
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4月 12～14日 ABACE 2016（上述）に北林会長、田村特別顧問が出張しました。 

4月 14、18日 平成 27年度の事業報告と会計書類について監事の監査を受け、承認されまし

た。 

4月 15日 日本旅行業協会の会員を対象とした、東京国際空港（羽田）のビジネス航空

用施設見学会を行いました。専用ゲートは東京国際空港ターミナル(株)に、

優先スポットと N 地区駐機場は(株)ユニバーサル・アビエーションにご案内

いただきました。 

4月 18日 佐藤副会長、田村特別顧問、角替事務局長が航空局航空戦略課を訪ね、ABACE 

2016 の報告をするとともに、昨今の首都圏におけるビジネスジェットの受入

環境改善について謝意を伝えました。 

4月 18日 平成 28年度第 1回理事会が開催されました。（上述） 

4月 25日 CARATS 関係の会議が開催され、高規格 RNAV 検討 SG には朝日航洋の廣畑運航

部長が、小型機用 RNAV検討 SGには角替事務局長が、協会から出席しました。 

 

 

 

◇ 会員紹介 

 福 島 空 港 

福島県観光交流局 空港交流課 

 

 福島空港は、福島県の中央からやや南東部、阿武隈山系の丘陵地の一角に位置し、平成５年

３月２０日、県管理の第三種空港として開港しました。 

 平成１２年７月１３日には、２，５００ｍ滑走路にて全面供用開始し、平成２４年２月には、

国内線国際線利用者数１，０００万人を達成、また、昨年１２月には、国内線利用者数１，０

００万人を達成しました。 
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１ 空港の概要 

（１） 施設・運用時間等 

 

設置管理者 福島県 

位   置 福島県須賀川市・石川郡玉川村 

管 理 面 積  約１８０ha 

滑 走 路 ２，５００ｍ×６０ｍ 

駐 機 場 ６バース 

運 用 時 間  ８：００～２１：００  

駐 車 台 数  ２，３００台 ※駐車料金 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就航路線（平成２８年３月２７日～６月３０日）  

 

就航先 便 数 運航機材 

札 幌 

（新千歳） 
１往復／日 

B737-800 

B737-500 

大 阪 

（伊丹） 

２往復／日 
B737-800 

B737-500 

２往復／日 CRJ-200 

 

２ 福島空港のにぎわいづくり 

  これまで、福島空港のにぎわい創出として、空港まつりなどと併せて無料で楽しめるヒー

ローショーや子どもたちに大人気のバックヤードツアーなどを開催してきました。 

更に昨年は、空港の関係職員が一丸となって来場者をおもてなしする企画として、「福島

空港おもてなし隊（Ｆ．Ａ．Ｎ．）」を結成して、イベントの際などに来場した皆さんを空港

職員全員、円谷プロがデザインした共通制服を着ておもてなしをしております。 
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福島空港おもてなし隊 Ｆ．Ａ．Ｎ． 

バックヤードツアー 

 

 

「VARIOUS PEOPLE ONE SKY ふくしま おおぞら フェスタ２０１６」 について 
 

福島空港において、2016年 5月 14日（土）及び 15 日（日）に「VARIOUS PEOPLE,ONE SKY 

ふくしま おおぞら フェスタ２０１６」を開催いたします。 

世界初となる空港のエプロンサイドステージでの音楽イベントや福島復興を視察する

チャーター便を利用したスペシャルツアーなどを実施いたします。 

音楽イベントをはじめとする様々なコンテンツを通して、より多くの方が福島に関心を

持ち、実際に見て、感じてもらい、福島の正確な情報や魅力が広がるきっかけになればと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時：2016年 5月 14日（土）、15日（日） 

開催場所：エプロン（飛行機駐機場）サイドステージ、 

福島空港ターミナル、駐車場エリア、 

主  催：福島空港祭実行委員会 

 

 

詳しくは「ふくしま おおぞら フェスタ２０１６」で検索ください。 
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【ビジネスジェット機受入に関するお問い合わせ】 

 ・滑走路の使用許可、使用スポットの調整 

    福島県福島空港事務所 

    Tel：0247-57-1111（代表） Fax：0247-57-1257 

 

３ ビジネスジェット機の受入について 

福島空港でのビジネスジェット機の受入では、北関東、南東北の窓口としての交通アクセ

スとしての利便性や、首都圏空港と比較して混雑が回避できるとともに国内目的地へのスム

ーズな移動が可能な利点を生かして、ビジネスジェット機を含めた小型機を積極的に受け入

れております。 

  また、平成２８年３月２７日より、福島空港の運用時間が延長（８時００分から２１時０

０分）へされました。 

 

＜福島空港の利用メリット＞ 

   ・首都圏空港と比較して混雑が回避でき、ビジネスジェット機の離着陸が容易 

   ・ＣＩＱ手続きが迅速かつ円滑（国際チャーター便対応などの場合を除く） 

   ・関東、東北の窓口に位置し、東北新幹線、東北自動車道、磐越自動車道、あぶくま高

原自動車道などの交通アクセスを縦横に活用可能 

   ・着陸料等の免除（一定要件に該当する場合） 

   

 

 

 

 

 

 

 

◇  Biz Av 豆知識 

              リチウム－イオン電池が発熱したら・・！？ 

 

電話、タブレット、ラップトップなど、リチウム-イオン、リチウムポリマー電池を使って

いる機器の発熱を感じたり、発火したら機器を Offにするだけでは不十分。電源を切っても電

池はさらに熱暴走（Thermal Runaway）を続けます。機器そのものを冷やす処置をしなければ

ならない。これら 2次製品を長く使っている間に、部品の劣化や、充電の不手際から機器の内

部ショートが起き易くなる、しかし直ちに事象が現れるわけではない。 

機器に異常な熱を感じたら、直ちにパワーを切り、充電回路も遮断すること。新品で発熱し

ていない電池でも、高温の場に置いておいた後に、充電するのはバッテリには最悪。 

ハロン消火器はリチウム－イオン電池の火災に十分とは言えない。ハロン消火剤は火災を消す

には有効だが、電池を冷やすことはできない。熱暴走で２次火災を誘発する。（過熱した電池

が、他の正常な電池パックに火をつけ、誘爆させることがある）むしろ、水、炭酸水などの液

体が電池を冷やすのに有効。 

航空機に用意するものとして、防火構造の箱、バッグ、手袋その他、手近な物品で他の電子

機器に影響を与えないで、液体を注いで冷やし、火災を封じ込める のが良い。 
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注意することは 

＊ 安い三流品の電池や充電器を使わないこと    

＊ バッテリ機器を炎天や日光など熱源から遮断しておくこと 

＊ 乗客には、荷物やトランクに、裸の（スペア電池のように安全キャップを付けない、ま

た充電器を付けたまま）電池を入れておくのを許さないこと。 

最も危ないのは、旅客が荷物の中で充電パックごと充電しながら機内に持ち込むこ 

と。鞄の中の発熱を知らず、放置するのは無謀。 

Aviation International News から 

 

 

◇ 投 稿 

あるプロフェッショナリズム 

＝フェリー・フライト奮闘/騒動 記＝ 

会 員  湧 井 カレン (筆名) 

 

そのビーチクラフト機のフェリー・フライトを手伝う羽目になったのは、日本で用廃になっ

た機体を Use as is (装備品が故障していても現状渡し)という条件で外国へ輸出するためなのだ。

プロペラ機とはいえ、速度を除き medium-class のビジネスジェットと同様の性能を持ち、おま

けに胴体の下に備えた全方向 look down 監視レーダーを、アフリカの某国が国境監視に適切で

あると判断。国として監視システムのインフラがなくても Stand Alone で使い、海洋監視に加

えて、内陸でも象やキリンと金物
かなもの

の見分けがつけば十分魅力的との理由で、買われていくので

ある。 

売り手が Use as is＝「そのまんま」と言えば、買い手はビートルスの唄ではないが Let it be ＝

「あるがままで」と応える、両者は Win – Win の関係なのだ。 

 

日本国籍を抹消し、原産国アメリカの輸出耐空証明、N 登録番号に戻り、日本の空を 1 回だ

け飛ばせる許可を取得した。しかし長距離フェリーの未経験な筆者には不向きなミッションな

ので、専門職の登場を願った。 

 

担当する機長はフェリーを専門とするアメリカ人老練パイロット、通称デニー、あだなはワ

サビ。輸出機として新千歳から南回りで空輸するためにやってきた。このワサビ氏 (すし屋の

ワサビをトーストにも塗って食べるほどの好きものからこの名がついた、と自ら語った) とは

空輸の前夜、新千歳空港で顔を合わせた。自己紹介によると、ベトナム戦争で B57 キャンベラ

爆撃機に乗っていたという、これはもう相当の強者
も さ

だ。退役後はジェット機から小型レシプロ

機までいろんな飛行機に乗ったけど、エアラインの機長は｢性に合わん！｣と、もっぱら GA の

世界を楽しんでいるという。アメリカ人、特に航空人にはこの種の人がたくさん居て何でも楽

しみに昇華してしまうのがうらやましい。ワサビ氏の日常は乗用馬の育成やワイナリーの管理

など、他にあるらしい、フライトは時おりの「楽しみ」なのだ。 
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さて、空輸の当日、ノンストップで那覇までの飛行計画は無風なら７時間少々だが・・9 時

間分の搭載燃料ではちょっとしんどいか、と考えた。おまけに日本列島は西高東低の強い冬型、

等圧線が列島に 7 本入る、つまり強い西風が予想される。2,000 キロ南へ下るといっても 2,000

キロ西へ進むのだ。 

 

彼の示したフライトプランは F300、つまり巡航高度が 30,000 フィート（10,000ｍ）、「コリャ

無茶やわ」、3 万フィートの予想風は西風 140 ノット（ほぼ 260kmh）、真速度 300 ノットとして

も対地速度は 160 ノット（300kmh）を下回る、飛行時間は９時間を超えてしまう。 

以下、ワサビ氏とのやりとり。 

大和オノコ 「この時期日本上空で 3万フィートは無理じゃ、18,000で参ろうではないか」 

 ワサビ 「大和オノコよ、3万に上ると燃料消費は１/３に減るのじゃぞ、無駄遣いは慎もうぞ、のう」 

 大和オノコ 「燃料をケチったとて、時間が掛かれば元も無い、ガス欠で討ち死にモノじゃぞ」 

というわけで中を採って 24,000 フィートで落ちついたが、心配が消えたわけでない、指揮権は

ワサビ氏にあるのだから敢えて更なる申し立てはしなかった。 

 

いよいよ出発、千歳、函館、美保(鳥取県)、沖永良部､那覇のルートである、列島を弓に見立

てれば弦にあたる位置を経由する直線コース、24,000 フィートでも 100ノットの西風を受ける。

客室のほとんどを占める補用品の貨物に混じって遠慮がちに輸出担当の U さん(ハンドリング

会社の女性役員)がひとり、心もとなさそうだ。それでもやさしい配慮で我々のケータリングを

手配してくれた。コーラにミネラルウォータ、マフィンに何とかポッキー。 

 

  「のう、大和オノコよ、本日はガールが乗っておるからションベンに立つのは慎もうぞ」 「ガールとは失敬な！

この機をハンドリングする商社の取締役ぞよ」というようなやり取りの中で離陸。最大全備重量で

24,000 フィートへの上昇のカッたるいこと、函館を過ぎてやっと巡航モードに入ったのは良

いが、これがちっとも進まない。 

「大和オノコよ、ATC (交通管制との無線交信)を頼んだぞよ」 

「はいはい、任せんしゃい」 

N登録機から関西弁訛りの奇妙な英語が飛び出すので管制官もびっくりしただろう。 

  ｢大和オノコよ、You’ve gotta Yoke ! (ちっと操縦を代われや！) ｣ (注) 

空軍出身なのに Wheelではなく海軍用語 Yokeか！オートパイロット、ヨーダンパ、フライトデ

ィレクタは機能不良でこれらが飛行中に全て使えない、機体は Use as isである。24,000 フィー

トをヨーダンパ無しで操縦するフライトはまずないから機軸はグラグラ、筆者が助っ人として乗

ることになったのはこれが理由なのだ。 

注）Yoke /Wheel：どちらも操縦装置のハンドルのこと、Stick 状のモノもある 

ヨーダンパ：方向安定改善のために高速機に装備する安定装置 

    フライトディレクタ：理想的な操縦を計器でパイロットに指示する案内装置 

 

ワサビ氏は、と見ると、やおら取り出した私物の民生用 GPS セット。 
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「ははーん、ショートカット(近道)する気じゃな」と長年の感でピンときた。 

センターコンソールからあらかじめ取り出しておいた 28 Volt d c（どの Bus から引いてきたの

か、日本の検査官が見たら必ずや一言あるだろう荒業で）につないで電源とした。対地速度の

指示は DME も GPS も 150 ノット、合っている。速度は予定の７割だ、函館から新潟への遠い

こと。 

「大和オノコよ、風が弱そうな南のコースへチッと変えるかのう」、札幌コントロール(ATC)から変更承認を

もらって美保をあきらめ名古屋、岩国経由に変更。それでも速度は上がらない。 

「大和オノコよ、風の弱そうな高度へチッと降ろそうかのう」と、東京コントロールから何とか 20,000 フ

ィートの承認をもらって降下。それでも 200 ノットに上がらない。 

「大和オノコよ、もうチッと降ろそうかのう」、定期航空便と違って我々は“一品モノ”のフライト、管

制も大抵の無理には応じてくれるのがありがたい。結局は 16,000 フィートまで降下したけどた

いした改善はない。しかし、というか、案の定ショートカットは承認されなかった。 

 

名古屋を過ぎたら岩国をバイパスして鹿児島へ直行したいのが人情、でも途中の四国沖には

Ｌ（リマ）空域という広大な訓練空域が横たわっており、民間機が入り込もうものならＦ１戦

闘機や米海軍のＦ/A18 攻撃機にマークされ、警告を受ける。管制もそのようなトラブルは避け

たいから許可するはずが無い。この空域では、戦技訓練の飛行機が前後左右に飛ぶだけではな

く、上下（垂直）にも飛ぶのだ。案の定、と言ったのはそんな理由によるのだ。 

 

余談だけど、MRJ もこの空域の一部が専用に割り当てられ、試験飛行を実施していると聞い

た。この辺りは大和オノコの昔の職場でもあり、実家の庭にいるような心地に・・そしてワサ

ビ氏に大威張りで助言できる世界なのだ。 

 

｢大和オノコよ、那覇までたどり着くのは無理かのう｣と言い出したのが離陸後５時間を過ぎた岩国上

空である。大和オノコも、お上
かみ

からお目玉は食らっても切腹は嫌だから、鹿児島空港へのテク

ニカルランディングを提案。 

｢おお、名案じゃ｣と、また福岡コントロールに無理を言って目的地変更の承認を要求。 

鹿児島の管制から理由を聞かれて「Fuel getting factor = 燃料が気になってのう」とは言い得て妙

ではないか、「然らばお主
ぬ し

ば、ナンボの燃料をお持ちでごわっそ？」と聞かない管制官も、また豪儀で

はないか。このまま飛べば奄美大島を過ぎたあたりで水ポチャするかもしれないのだ。 

 

管制官も迷惑だが、ここで最大の迷惑を蒙ったのがキャビンのＵさん。輸出耐空証明のフラ

イトで寄港地変更、燃料補給となると CIQ が大変である。まあ切腹よりはマシ、と彼女も腹を

くくって応じてくれた。フラフラと乏しい燃料で鹿児島空港に降りたのが 6時間後の夕間暮れ。 

突然外国機の予定外訪問に CIQ を大騒動させて、トイレ、ウェザー、フライトプラン、燃料

補給を 1 時間で済ませ、再び離陸、夜間飛行で那覇へ、雲中の 2 万フィート、防氷ブーツを作

動させながら手動操縦でフラフラと。 

｢大和オノコよ、高度を下げてはイカンぞよ、燃料経済じゃ｣と、未だ懲りないワサビ氏。2 時間 10 分
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を要して 20:00 時に那覇空港の最果てスポット 53 番に駐機。 

「ワサビ氏よ、今日は 9時間の長丁場お疲れさまよのう」と、ねぎらう間もなく、 

｢大和オノコよ、わしは燃料補給を見ておるから飛行計画のほうを頼むぞよ｣と、引続きマニラ国際空港

までの飛行計画を取り出したのにはたまげた。この先まだ 4 時間を一人で飛ぶという。 

そして 1 時間後にはワサビ氏ひとりが搭乗するビーチ機は赤いストロボ灯をチカチカさせ、

那覇のランウェイを蹴上がっていった。 

 

＝ 以下は後日談である ＝ 

 

それから 4 日経って、事務所に 1 通の

メールが届いた。 

「大和オノコよ、マニラ国際(空港)は 23:00時

以降はクローズじゃった、仕方ないからカムラン

ベイ(ベトナム)まで飛んだぞよ、されど大和オノ

コよ、ワシは昨日からプーケット島でオフを楽し

んどるぞよ！」、そばに美人(奥方？)がはべ

っているとは書いてなかったけれど、文

脈からは確かにそう読めた。 

 

目的地、某国までの旅程はまだ 11,000km も残している。燃料経費は徹底して節約するが、

身体と心のチャージには存分な贅沢を許す。彼と丸一日を共に働いてキャプテン･ワサビの仕

事振りに、ひとつのプロフェッショナリズムを見たような気がした。 

 

 = = =   = = =   = = =    = = =   = = =   = = =    = = =    

 

フェリーを終えた翌日、那覇から東京への帰途、これは快適な日航機のキャビンで隣のＵさ

んから聞いた話。 

「米系のフェリーパイロットは運んでナンボの丸請負、燃料代は自分持ちなんですよ」 

「あ、そっか！高上りの理由はこれやねん、ワサビ氏には立派な哲学があったんや」 

 

ところで、くだんのＵさんは主婦で 2 児の母でもあるのだが、外資エアラインの CA を袖に

して脱サラ転職、海外からのビジネス機の受け入れ、地上サービス、ツアー企画、航空機の売

買、輸出入など何でもこなす。海外との電話での喧嘩（もちろん英語で）は日常なのだが、い

まだに「負け知らず」。ETOPS や Zero Fuel Weight  (注)など、我々の世界でもちゃんと解説で

きる人はそう多くないことだって理解している。業界の達人なのだ。 

（注）ETOPS: 洋上で片発停止になった時、不時着飛行場まで 180 分以内でたどり着ける航路を 

選ばなければいけないルール  

Zero Fuel Weight: 翼端の燃料タンクに規定の燃料を残し、翼端を重く設定する手法 
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湧 井 カレン (実名 柳井 健三) プロファイル 

1940年 東京市に生まれる （当時は市でした） 

旧 職 川崎重工業（株） 航空宇宙事業本部 

       試験飛行操縦士として社業の飛行試験に従事 

        飛行機、ヘリコプタなど大小 23 機種に乗る 

（主に防衛省・米軍航空機のテスト飛行を担当 10,750 時間） 

2000年 定年により同社退職 

2002年 JBAA 事務局へ 

2007年（公社）日本航空機操縦士協会（JAPA）編集委員・運航技術委員 

2014年 JBAA 退職 会報作成の外注を担当 現在に至る。 

趣 味： 異文化探訪・徘徊  競馬  挿絵描き など 

 

気がつけば、こんな身近にもう一人のプロフェッショナリズムがビール片手にリクライニン

グシートに身を預けて眠っていた。 

 

2002 年の冬に筆者が経験した 

フェリー・フライト奮闘記のお粗末 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 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 
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会報編集人 柳井 健三 から ごあいさつ 

JBAA 事務局にお世話になって 14 年が過ぎました。その間に、会長は三代変わり、事務所も 4 か

所移動しました。会員も増え隆盛動向のJBAAです、いつも凡庸で変わり映えのしない会報でしたが、

本号では 20 周年記念号となる僥倖に恵まれました。原稿に窮し、自らの拙著の焼き直し（本篇然り）

で繕った罪は大きく、お叱りの声も多々あったのでしょうが、永年のお付き合いに免じてお許しください。

20 周年を以て、心機一転の衣替えをする時期と考え、次号 7 月号から事務局の 森崎和則さん に

若返りのバトンを渡すことになりました。緑陰のもとで手にされる 7月号にご期待ください。 

航空界への関わりは微力ながら続けたいと願っています。どこかの航空関係紙上で、湧井 カレン の

名前にお眼が止まったら、柳井を思い起こしていただくと嬉しいです。またJBAAには引き続き個人賛助

会員として留まります。 

この後は日本航空機操縦士協会（JAPA）で、一般向け広報誌の作成を担当いたします。当誌へ

の、会員各位のご指導を併せてお願い申し上げます。 

               ・・ 皆さま ありがとうございました ・・ 

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/

