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【表紙写真】  

   2017 年の十二支は「酉」ですね。本来「酉」は「鶏」を指すようですが、 

今号では「シロアジサシ」(チドリ目カモメ科)の写真にしました。 

シロアジサシは南洋(サイパン周辺)に留まる固有種です。翼と尾羽がツバメのように 

細くて、とてもスマートな鳥です。 

「酉」は、「取り込む」ということから、運気が上がるという意味もあるようです。 

皆さまと共に 2017 年をスマートな飛躍の年にいたしましょう。 

（撮影 ： @サイパン by K.O.） 
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巻 頭                                                      

       

                             

 

（一社）日本ビジネス航空協会 

                              会長 岡田 圭介 

                            

    

新年の御挨拶 

 

 日本ビジネス航空協会（ＪＢＡＡ）の皆様、明けましておめでとうございます。 

希望を持って迎えられた新年、協会の皆様にとって、またご家族の皆様にとって、良い年

になりますよう心からお祈り申し上げます。 

 

英国のＥＵ離脱、トランプ米国大統領体制の始動など、昨年に動き始めた驚きの変動。 

これらの影響が連鎖し更に増幅し、いよいよ実体経済や政治の世界に大きな影響を及ぼす

２０１７年の幕開けです。 

 

ユーラシア大陸の一番東側、大陸から離れて海に浮かぶ島国、日本。太陽は東の海から

昇り、そして西の海に沈む。日本の正月は美しく、そして静かですね。 

 

しかし世界は大きな変化に揺さぶられています。２０１７年は激動する世界の変化を上

手に受け止めて、どうやればチャンスに繋いでいけるか？が問われる大切な一年になると

考えます。 

 

ビジネス航空協会としても、この一年はとても重要です。２０２０年、オリンピック・

パラリンピックの開催に向けて、日本は各分野で準備と変革を加速していますが、開催日

はどんどん迫ってきており、残る時間に余裕は感じられません。 

この変革の流れを上手く捉えて、ビジネス航空の日本社会における認識を世界水準に持ち

上げていかねばなりません。このチャンスを逃すと日本におけるビジネス航空活躍の姿は

実現せず、遅れたまま永遠に世界から取り残されるのではないか、との危惧を覚えます。 

世界の人々が求めても、日本ではビジネス航空を積極的に利用・活用出来ないとなってし

まうならば、この先１０年、２０年後の日本の将来はずいぶん貧弱な姿になるのではない

か、とさえ危惧します。 
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昨年５月に会長就任以来、ビジネス航空の発展を念じ、日本の実態を見つめ、整理し、

課題を書き出してみれば、日本の現状はまだまだ不十分との認識に至ります。 

日本におけるビジネス航空の活用環境の整備、世界の常識水準への道のりは、まだ遠く険

しいものだと痛感します。 

 

新しい一年の始まりにあたって、私は協会の皆様と一緒に、共に協力し、助け合い、考

え、具体的に提案し、実践していきたいと思います。 

協会の力を合わせてビジネス航空を取り巻く日本の諸制度・環境の改善を求めていきたい

と思います。 

ビジネス航空の活用を求めるお客様、世界各国からの期待、社会のニーズを認識し、これ

を満たすべく、協会のビジョンに向かって前進していきたいと思います。 

 

最後に、日頃の努力がうまく結実して、協会メンバーの求める姿にきちんと繋がってい

くよう工夫を重ねたいと思います。皆様のお力添えを賜りますよう、是非よろしくお願い

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 

 

NBAA-BACE 2016 が開催されました 

11 月 1～3 日の間、フロリダ州オーランドで NBAA-BACE (Business Aviation Convention 

& Exhibition) 2016 が開催されました。米国および世界各国から 1,100 社以上が出展し、

114 機の航空機が展示されました。また、約 27,000 人が来場しました。NBAA-BACE は米国

内で開催されるトレードショーでは 6 番目の規模を誇るもので、日本からは航空局、愛知

県、成田国際空港(株)、それに JBAAがブース出展しました。（後述） 

 

MEBAAエアショーが開催されました 

12月 6～8日の間、アラブ首長国連邦のドバイで MEBAA (Middle East Business Aviation 

Association) エアショーが開催されました。隔年に開催される中東最大のエアショーに

今年は 460社が出展し、34機の航空機が展示され、9,000人以上が訪れました。HondaJet

も中東デビューを果たし、脚光を浴びました。 

 

◇ 協会ニュース 

 

NBAA-BACE 2016 に出展しました 

NBAA-BACE 2016（前述）に航空局、愛知県、成田国際空港(株)とともに JBAAも出展しま

した。今回は、4社の一体感を醸成するよう “Japan Pavilion” としてブースを設置しま

した。JBAAからは岡田会長、田村副会長、森﨑事務局次長が出張し、NBAA CEOの Ed Bolen

氏を始めとする関係者への表敬、航空局の広報活動の支援、情報収集等にも努めました。

また、往路に、会員有志による FBO 視察（ワシントンダレス国際空港）も行いました。詳

しくは協会のホームページに掲載される報告書をご覧ください。 

  

(四面をオープンとしたブース)              （ブース上部に「Japan Pavilion」の表示） 
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平成 28年度第 7回理事会を開催しました 

12月 5日に平成 28年度第 7回理事会が開催され、2014年の航空局長宛て要望の進捗や、

10 月に開催された拡大専門委員会のフォローアップが討議されるとともに、協会活動の報

告が行われました。 

 

JATA関東支部勉強会に協力しました 

 12 月 8 日に JATA(日本旅行業協会)の海外旅行委員会及び国内旅行委員会の共催による 

「ビジネスジェット専用施設視察と意見交換会」が、羽田空港国際線ターミナルで行われ、 

JBAA が協力をしました。 

協会会員各社の協力の下、ビジネスジェットの利用手順、利用例やチャーター料金例など

について、詳細なプレゼンテーションを実施しました。その後、TIAT のビジネスジェット

専用ゲートと専用スポットの見学が行われ、参加者から大変勉強になったとの声が多く寄

せられました。 

 

IBAC第 64回理事会に出席しました 

JBAAも会員になっている IBAC (International Business Aviation Council) の第 64回

理事会が 12月 9日にドバイで開催され、角替事務局長が出席しました。ICAOの排出ガス規

制や IS-BAO 等の IBAC が進めているプロジェクトの進捗や財務状況が報告され、次期役員

の選出が行われました。また、各国のビジネス航空協会の活動が報告されました。詳しく

は協会のホームページに掲載される報告書をご覧ください。 

 

主要協会活動（11-12 月） 

11月 1～3日 NBAA-BACE 2016に参加しました。（前述） 

11月 16日 日本ヘリコプター事業促進協議会（ヘリ協）主催の講演会に田村副会長が

出席しました。 

11月 30日 韓国忠清北道主催の航空産業ビジネスセミナーに角替事務局長と森﨑次

長が出席しました。 

12月 5日 平成 28 年度第 7回理事会が開催されました。（前述） 

12月 8日 JATA関東支部勉強会に協力しました。（前述） 

12月 9日 IBAC理事会に出席しました。（前述） 

 

◇ IBAC と各国のビジネス航空協会 

 

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) と、幾つかの国のビジネス航空協会の近況をお知らせします。 

IBACは、世界のビジネス航空業界の代表として ICAO（国際民間航空機関）から認められ
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ている唯一の団体で、規模は違うもののエアラインで構成される IATAに相当します。IBAC

は 1981 年に設立され、本部は ICAO と同じカナダのモントリオールにあります。会員は 11

の国*と 3つの地域**を代表するビジネス航空協会で、JBAAは 2002年に加盟しました。地域

の代表は、その地域から会員を出していない国を網羅します。 

* 日本、オーストラリア、ブラジル、インド、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリ

ア、米国、ロシア（順不同） 

** アジア、欧州、中東（順不同） 

IBACの最高決定機関は会員の代表で構成される理事会 (Governing Board) で、その諮問

機関として POC (Planning and Operations Committee) があります。執行部には事務局長

とプロジェクト毎の部長がおりますが、モントリオールに常駐しているのは、ICAO 連絡担

当部長と事務局員のみです。 

IBACの主な活動は； 

・世界のビジネス航空業界を代表して ICAOで発言する 

・国際標準にビジネス航空のニーズを反映させる 

・業界としての標準を策定/推進することによりビジネス航空の安全性と効率を高める 

・ビジネス航空が成長するよう、会員に対し行動指針を提供する 

各国/地域のビジネス航空協会の会員になっている企業は 7,500社以上で、そこで運航さ

れている航空機は約 8,600 機に及びますが、その大半が米国です。各国/地域のビジネス航

空協会が IBACに収める年会費はそれぞれの会員数に比例しますが、2016年の会費納入額は

以下のとおりです。これからも、米国が圧倒的なシェアであることが判ります。因みに、

JBAAが収めた年会費は$4,818です。（ロシアは未払い） 
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次に、各国/地域のビジネス航空協会が抱えている問題について述べますと、共通してい

るのは、ビジネス航空の役割やメリットが社会から理解されておらず、エアラインに比べ

差別的な扱いを受けているということです。また、米国と欧州を除き、各協会ともリソー

ス（人・物・金）が限られていて、会員のニーズに応じ切れていない現状があります。12

月に開催された理事会で耳にした、幾つかの国の近況をご紹介します。 

 

オーストラリア： 

1970 年代に遡るエアライン優先の航空政策がようやく見直される気配にあり、最近、ATC

フローコントロールについてエアラインを優先する AIP (Aeronautical Information 

Publication) が見直された。一方、主要空港でのスロット割り当てや騒音規制では未だに

不当な扱いを受けている。また、外国の訓練施設や整備事業場の認定が得られず、不必要

な費用が発生している。 

 

ブラジル： 

航空法の全面改訂が議会に上程されている。リオ・オリンピックでは、飛来したビジネス

航空機が予想よりも少なかったこともあり、受け入れは上手く行った。政権の混乱、イン

フレ、為替レートの下落、原油価格の低迷でビジネス航空業界は窮地に陥っている。 

 

英国： 

EU 離脱は決まったものの、航空業界では EASA (European Aviation Safety Agency) の枠

組みと Single European Sky（航空交通管制の一体化）に留まる声が圧倒的で、その維持に

努めている。 

 

インド： 

航空当局において、申請・登録業務の電子化プロジェクトが進行中である。また、現行制

度においては航空機の所有者と運航者が同一でなければならないが、航空機の受託管理や

フラクショナルオーナーシップの制度創設が検討されている。最近、インダストリー・レ

ポートを発刊した。（JBAA 事務局にあります） 

 

カナダ： 

ビジネス航空機への課税軽減に取り組んでいる。また、国の安全管理に関する法令に則っ

た Canadian Business Aviation Risk Management System (RMS) を開発し、会員に無償で

提供している。一方、ビジネス航空には馴染まない、乗員の飛行/勤務時間制限改定の動き

には強く反対している。ビジネス航空業界がカナダ経済にもたらす効果を公開した。 
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米国： 

2017 年 1 月に大統領が代わるが、政策/議会運営/官僚組織が大きく転換することに身構え

ている。会員増加とともに、オーナーパイロット、中小事業者、ドローン事業者の割合が

増え、セミナー等の教宣啓蒙に努めている。 

 

欧州： 

ビジネス航空機の着陸性能算定基準の緩和、乗員の飛行/勤務時間制限の見直しが EASA か

ら提案されている。欧州ビジネス航空協会は、ビジネス航空に特化した安全報告制度 EBAA 

Safety Occurrence Reporting System (E-SORS、米国の ASRS、日本の VOICE に相当) を開

発し、運用を開始した。 
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◇ご存じでした？   

事務局 森﨑 和則 

 

 「Tobi-Fudo 知ってる？」、今を去ること 10 年前だったでしょうか、台湾の航空会社

でパイロットをやっている台湾人の友人から、こんなタイトルのメールがありました。

メールの内容を読み進めると、「Tobi-Fudo」とは東京にある「飛不動」と言われるお寺

のことでした。 

彼のメールの主旨は、その「飛不動」で販売している千社札風のスティッカーをフラ

イト・バッグに貼るのがパイロット仲間で流行っているので、私にそのスティッカーを

買い求めて欲しいという内容でした。当時沖縄で勤務していた私は、休暇で帰京した時

にネットの情報を頼りに足を運んでみました。 

 

（質素な造りの本堂） 

 ご存じの方もいらっしゃると思いますが、「飛不動」を簡単に紹介しましょう。場所

は台東区の浅草と三ノ輪の間にあり、寺号を龍光山 三高寺 正寶院、ご本尊を飛不動明

王とする天台宗のお寺です。飛不動尊の由来はパンフレットによると、1530 年の創建

後まもなく、住職がご本尊を背負って修行に出たある日、ご本尊が留守中の江戸のお寺

に人々が集まり、一心にお不動様に祈願をして江戸に飛び帰って、人々の願をかなえた

とのことです。1700 年代には既に飛不動尊と呼ばれていたようですが、「空を飛び来て

衆生を守りたもうお不動様…飛不動尊」となったとか。 

 

 近代に入って、航空機と空飛ぶお不動様が結びつき、航空関連の仕事に携わる人たち

や、海外旅行をはじめ海外転勤など飛行機を利用する人まで、航空安全や道中安泰を願

う参拝者が訪れています。境内の絵馬かけ所には「海外旅行に行く友人の無事を祈って

います」、「航空管制官試験合格報告」の他に「パイロットになれますように」や「CA

受験合格祈願」などの絵馬が多くかけられています。更には米国の国内航空会社の乗員
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らしき人が書いたと思われる英語で書かれた絵馬も見られます。 

 

（日本語の他に英語で書かれた絵馬が） 

 全国に航空に纏わる神社仏閣がありますが、前述の通り台湾からのメールがなければ 

ここを知ることはなかったでしょう。昨年の訪日外国人数が 2400 万人を記録しそうだ

とのニュースもありましたが、ひと頃の爆買いブームが落ち着いて、リピーターを中心

に私たち日本人が考えもしない所を訪問する人たちが増えているようです。もしかする

と航空関係者を中心のパワースポットとして国籍を超えて訪れる人が増えるかもしれ

ませんね。 

 

（友人が欲しがったスティッカー）   （絵馬の中央にはジャンボらしき飛行機が飛んでいる） 

 

( 飛不動：東京都台東区竜泉 3 丁目 11 番 11 号 http://tobifudo.jp ) 

 

 

 

 

     

http://tobifudo.jp/
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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/

