
2016 年 6 月 6 日 
角替 

IBAC GB63 出席報告 
 
IBAC 第 63 回理事会（GB/63）に出席したので、以下に報告する。 
 
1. 日時、場所 

2016 年 5 月 26 日（15:00-18:00）、5 月 27 日（09:00-12:00） 
Geneva Palexpo（EBACE 2016 開催場所）会議室 
 

2. 出席者 
ABAG（ブラジル、議長）、AsBAA（アジア/中国）、BAOA（インド）、BBGA（英国）、CBAA（カナ

ダ）、EBAA（欧州）、EBAA-France（フランス）、GBAA（ドイツ）、IBAA（イタリア）、JBAA（日

本）、MEBAA（中東）、NBAA（米国）、IBAC 事務局 
欠席：ABAA（オーストラリア）、RUBAA（ロシア） 
 

3. 議事 
(1) 事務的事項（Agenda No.-1 & -2） 

 新たな IBAC 事務局の役職 Director ICAO Liaison Office に就いた Michael W. Hohm 氏が紹介

された 
 その他は省略 

(2) 前回理事会（GB/62）議事録の承認（Agenda No.-3） 
 事務局案が承認された 

(3) 次回理事会（GB/64）および次々回理事会（GB/65）の日程/場所（Agenda No.-4） 
 以下の日程と場所が承認された 

GB/64：2016 年 12 月 9 日（終日）、ドバイ（MEBAA 2016 の翌日） 
GB/65：2017 年 5 月 24-25 日、ジュネーブ（EBACE 2016 に続く） 
*  2017 年は 5 月 25 日（木）が開催地ジュネーブの地方祭のため、EBACE が 5/22（月）～5/24
（水）の変則開催となる。5/25 に IBAC GB を開催できるかは事務局が再確認する 

** Australian International Airshow：2017年 2月末から 3月初旬にかけてAvalonで開催され、

ABAA（オーストラリア）が IBAC 事務局を通じて GB メンバーの出席を要望している。取

り扱いを事務局で検討している。 
(4) IBAC の新ロゴ（Agenda No.-5）（添付 1） 

 旧ロゴは、IBAC が設立された翌年の 1982 年に制定されたが、時代に合った、新たな躍動的な

デザインが検討されていた。 
 EBAA の協力を得て新ロゴが作成され、5 月 24 日に開催中の EBACE 2016 で一般公開されてい

たが、GB/63 で正式に承認された。 
 新ロゴに合わせて、IS-BAO と IS-BAH のロゴも改められた。 



(5) ICAO 環境基準強化への取り組み（Agenda No.-6） 
以下が報告され、了承された。 
CO2 排出基準 
 ICAO CAEP/10（Committee for Aviation Environmental Protection）は 2016 年 2 月に総会へ

の答申案をとりまとめて、その活動を終えたが、IBAC は CAEP にオブザーバーとして参加した。

（EBAA、NBAA、GAMA 関係者が出席） 
 当初ビジネス航空機は CAEP の対象から除外されていたが、地球環境保全への寄与と、国別の規

制を排除する観点から、IBAC は CAEP に参加することを求め、それが認められた。 
 航空機が排出する CO2 の 9 割以上がエアラインからのもので、CAEP における CO2 排出基準の

策定では当初 Boeing 社と Airbus 社が主導したが、最大離陸重量が 60 ton 以下の航空機には別

の基準を設けることに IBAC は成功した。 
 CO2 排出基準に関してビジネス航空機のメーカーの間で利害が一致しなかったが、IBAC はそれ

を取りまとめ、結果として、新型式の航空機については 2020 年から、既に製造されている航空

機については 2023 年から適用される ICAO Annex 16 Vol III の CO2 排出基準は、最大離陸重量

が 60 ton 以下の航空機については、それよりも重い航空機よりも緩い基準を CAEP は答申する

こととなった。 
排出権商取引（Global Market-based Measure, GMBM） 
 GMBM については、ICAO では国際運航を対象に、政治的な問題については理事会で、技術的

な問題については CAEP で議論されている。 
 この議論を促進させるために、2015 年 12 月に ICAO 事務総長から総会決議の案 “Draft Policy 

Proposal on a Global MBM Scheme” が理事会の下の “High Level Meeting” に提示され、現在

そこで議論されている。総会決議案の全容は明らかにされていないが、この制度にどの国がどこ

まで関わるか、現時点では一致が見られていない。COP/21 が参考例となっている。 
 ビジネス航空に関しては、現在検討されている GMBM 制度では、年間 10,000 ton 未満の CO2

しか排出しない運航者は除外され、また、5.7 ton 未満の機体も除外される。人道/医療/消火等の

運航も除外される。CO2 排出量が年間 10,000 ton に達するまでの飛行時間は、ACJ 319 で 1,400
時間、G650 で 2,075 時間、Cessna Sovereign で 3,700 時間、HondaJet で 8,700 時間等の試算

が提示された。ビジネス航空業界では、相当規模の運航者しか GMBM の対象とならない。 
(6) その他の ICAO 動向（Agenda No.-7） 

 特記事項なし 
(7) IS-BAO の運営状況（2016 年 5 月 17 日現在）（Agenda No.-8.1） 

以下が報告され、了承された。 
 財務 

2015 年並みに、順調に推移。（2015 年：収入$993,195、支出$742,071、収支$251,124） 
 認証取得 

721 社（2015 年末：724 社） 
 監査人 

276 人。新規は、2015 年が 15 人、2016 年は現時点で 9 人。 



癒着を防ぐ目的で、2017 年以降、同一監査人による連続監査の禁止ポリシーを検討中。一部の

監査人はこれに反発している。日本のように監査人が 1 人しかいない場合は柔軟に運用されるこ

とを確認した。（後述） 
 I3SA 制度 

IS-BAO または IS-BAH の導入を支援する事業者を IBAC が認証する “IBAC International 
Standard Support Service Affiliate (I3SA)” 制度が 2015年に始まった。現在、IS-BAOが 39社、

IS-BAH が 4 社、I3SA に認証されている。 
(8) IS-BAH の運営状況（2016 年 5 月現在）（Agenda No.-8.2） 

以下が報告され、了承された。 
 財務 

2015 年は、収入$140,581、支出$236,733、収支▲$96,152 
2016 年も認証取得とマニュアル購入が低調 

 認証取得 
現時点で 19 社 

 法規制 
EASA はグランドハンドリング事業者に対する規制を検討中で、IS-BAH の知見が求められてい

る。 
ICAO の第 2 回 Ground Handling Task Force が 2015 年 9 月に開催され、IBAC も IATA、AIC 
(Airport International Council) とともに参加した。ICAO は、グランドハンドリングに関して

はAnnexに規定する意図はない。IATAは ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operation) の
普及を推進中。（ビジネス航空の FBO は対象外）AIC は免許制度を検討中。 

 IS-BAH のパッケージ価格 
IS-BAH マニュアルの購入、Workshop の出席、初回の認証登録をパッケージにした料金体系を

IBAC は検討中。また、複数の事業所を持つ事業者に対し、事業所ごとの単価を割引く料金体系

を検討中。 
(9) International Standards Programs Working Group (IS-BAO/IS-BAH WG) からの答申（Agenda 

No.-8.3） 
2015 年 5 月の GB/61 で設置が決定された標記 WG からの答申が GB/62 で報告されたが、それに対

する事務局の措置（⇒で表示）が報告され、了承された。 
 Manual 購入者との連携 

IS-BAO/IS-BAH Manual 購入者を IBAC が把握し（一部の国では、当該国のビジネス航空協会

が Manual の販売を行っている）、IBAC が On-line で認証取得を支援すること。また、購入者の

少なくとも 1 人の従業員の On-line Workshop 参加を義務付けること。（答申） 
⇒ ウェブサイトおよび事務局のデータベースを改め、Manual 購入者を把握している。On-line 

Workshop への参加は、IS-BAH では義務化されているが、IS-BAO では Recommendation
に留めている。 

 監査人の品質維持 
2015 年に監査人の資格要件が強化され、品質の高い監査人が確保されているが、更に以下の施



策を検討すること。（答申） 
 監査人の免許制度 
 監査を受ける事業者の規模に応じた、最低の監査時間と監査人人数 
 監査人の倫理規定 
 同一監査人による連続監査の禁止 
 監査人の訓練プログラムと、監査の実地モニタリング 
⇒ 2017 年 1 月に発効させる。同一監査人による連続監査の禁止については、IBAC の承認を前

提に、柔軟に運用する。 
 IBAC と各国ビジネス航空協会との連携強化 

ウェブセミナーやウェブサイトを通じて、IS-BAO/IS-BAH に関する IBAC からの情報を各国ビ

ジネス航空協会に適切に提供すること。（答申） 
⇒ 新ロゴ導入時にウェブサイトの機能も刷新された。ウェブセミナーも既に4回開催している。 

 各種料金の設定 
IBAC が受け取る各種の料金については、急激な値上げは避けるべきで、5 年程度の期間を設け

て徐々に値上げするべきである。 
監査人が被監査事業者から受け取る監査料について、IBAC は関与するべきではない。 
マニュアル購入、Workshop 参加、認証登録等をパッケージとした料金制度を検討するべきであ

る。（答申） 
⇒ IS-BAH についてはパッケージ価格を 2016 年 7 月から導入するべく、検討中。 

 ブランド化 
ブランドイメージを作るための、ロゴの変更や発行物のデザイン変更について検討し、2016 年 5
月の理事会で報告すること。（答申） 
IS-BAH の認証を受けている FBO は、委託運航者による監査が免除されるよう、IS-BAH の評

価を高めること。 
⇒ 新ロゴは EBACE 2016 で発表した。委託運航者による FBO 監査の免除については、

ICAO/IATA/AIC の動向を見ながら検討する。 
(10) IS-BAO を EASA における公式の業界標準として承認する件（Agenda No.-8.4） 

以下が報告された。 
 IS-BAO の認証を、EASA Part NCC（Non-commercial Operator operating a complex 

motor-powered aircraft、該当する運航者は安全管理体制が規則に合ったものであるかどうかを

自ら点検し、適合を宣言する）への適合を証明するための 1 つの手段として取り入れるべく、

EASA と協議中。 
 2016 年 6 月に、EASA および加盟各国当局に対し、IS-BAO の内容と監査手法を説明する。ま

た、2016 年 10 月に開催される IS-BAO Standard Board Meeting のオブザーブを提案する。 
 EASA 加盟各国当局に、欧州で行われる IS-BAO 監査報告書の写しを提供することと、EASA お

よび加盟各国当局が欧州で行われる IS-BAO監査に立ち会うことができるようにすることを提案

する。（バミューダでは既に行われている） 
 



(11) 財務報告（Agenda No.-9） 
以下が報告され、了承された。 
 2015 年収支（IS-BAO および IS-BAH 事業を除く） 

収入：予算$740,000 実算$797,215 
支出：予算$740,000 実算$711,231 
キャッシュフロー：期首$1,142,873 期末$1,504,477 増減+$361,604 

 2016 年第 1 四半期収支（IS-BAO および IS-BAH 事業を除く） 
収入：年間予算$898,500 実績$45,787 
支出：年間予算$895,100 実績$207,997 
キャッシュフロー：期首$1,504,477 期末$1,537,265 増減+$32,788 

 会費納入状況 
 会費納入状況が報告された 
 NBAA は$475,391 で、JBAA の$4,818 の 100 倍。大口では、EBAA（欧州）が$96,661、カ

ナダが$26,532、ブラジルが$25,000。オーストラリア、英国、ドイツ、フランス、インドは

日本と同程度。 
 ロシア（RUBAA）は 2012 年以降滞納していて、また、代表者が把握できていない。規約上

は除名できるが、大国で影響力も大きいので、IBAC 事務局が代表者を把握し、督促すること

となった。 
(12) 各国ビジネス航空協会の活動報告（Agenda No.-10） 

出席者が以下の報告を行った。（日本以外は発言順） 
 日本（JBAA） 

添付 2 を用いて報告した。 
 カナダ（CBAA） 

 当局 Transport Canada は予算不足であまり機能していない 
 対応が極めて官僚的で困惑している 

 イタリア（IBAA） 
 ビジネス航空の旅客に対して贅沢税が課せられ、事業の障害になっている 
 運航量は落ち込んでいる 

 フランス（EBAA-France） 
 会員数は減少 
 飛行場の閉鎖が続いている 
 テロにより保安が強化され、ビジネス航空の運航にも影響している 

 インド（BAOA） 
 当局において、申請、登録等のデジタル化プロジェクトが進行中 
 Fractional Ownership 制度創設を当局に働きかけている（現在、運航者と所有者が同一でな

ければならない） 
 BA Industry Report を初めて発表した 
 2016 年 3 月にハイデラーバードで第 2 回 BizAv India を開催し、成功裏に終了した 



 ブラジル（ABAG） 
 会員数は 70 
 航空法（Brazilian Aeronautical Code）の改正案が議会に上程されている 
 LABACE 2016 を 2016 年 8/30~9/1（Rio オリンピックの後）にサンパウロで開催する 
 Rio オリンピック期間中の GA 運航制限を最小限に留めるように当局に働きかけているが、保

安上の理由から、期間中、Rio 市上空の飛行が禁止される見通しである 
 政情の混乱、経済の落ち込みによりビジネス航空の活動は継続的に減少している 
 年率 9%のインフレと、通貨下落でビジネス航空事業からの撤退が相次いでいる（特に海上輸

送とエアタクシー） 
 売りに出ている中古航空機が多い 

 アジア（AsBAA） 
 中国のビジネス航空は引き続き成長している 
 香港も活況 
 マレーシアは急成長が期待できる 
 会員制度を変え、会員増加と集金を図っている 

 中東（MEBAA） 
 2016 年 12 月で創立 10 年を迎える 
 Grey Market 問題に腐心している 
 国連の WFP（世界食糧計画）活動を支援している 
 MEBAA Aviation Insurance Scheme を運用中（約 70 機について引き受けている） 
 2016 年 12 月にドバイで MEBAA Show 2016 を開催する 
 2017 年 9 月には第 2 回 MEBAA Show Morocco を計画 
 会員数 247 

 英国（BBGA） 
 英国では、ビジネス航空に関わる事業を行っているにも関わらず BBGA に加入していない事

業者が非常に多く、BBGA は会員獲得作戦を今後展開する（2016 年 12 月に機関決定の予定） 
 そのためには BBGA のミッションを明示するが、それが IBAC や IBAC 会員との間で齟齬生

じないか確認したい⇒事務局で取りまとめることとなった 
 欧州（EBAA） 

 来年で創立 40 周年 
 会員数は約 500（運航される航空機は 1,000 機以上） 
 ビジネス航空が欧州経済に及ぼす効果をコンサル会社に委託して調査し、報告書を公表した

（GDP に占める割合は 0.2%） 
 規制改革について EASA と協調している 

 ドイツ（GBAA） 
 7 年連続して運航会社が減少（国の経済の問題ではなく、当局の規制が強すぎることが要因） 
 有償運航以外（フェリー、訓練等）には燃料税がかかるが、その運用が難しい 

 米国（NBAA） 



 会員数は増加傾向 
 ATC の民営化には反対運動を継続する 
 UAS（ドローン）については FAA とタスクフォースを結成した 
 ICAO CO2 規制には積極的に対応する 

(13) Remotely Piloted Aircraft System（Agenda No.-11） 
ドローンの用途、数、運用が急速に広がる中、以下が報告された。 
 ICAO の動向 

 Remotely Piloted Aviation System Panel (RPASP) 
ICAO RPAS Manual を見直し中（RPAS が IFR 運航を行う場合の耐空性、運航者の免許、通

信の要件等） 
 Small Unmanned Aircraft System Advisory Group (SUAS-AG) 

小型のドローンの運用に関する教育と規制、特に飛行場周辺で運用に関するガイドラインを

検討中 
 IBAC の関わり 

 ドローン事業者を IBAC に取り込むべきか、検討する必要がある（有人機とドローンの双方

を運航する事業者と、ドローンのみを運航する事業者がある） 
 有人機との衝突防止は、現状では空域の分離が基本であるが、将来的には有人機と空域の共

有が考えられ、IBAC の見解を整理する必要がある 
 ICAO の動向を引き続き注視する 

(14) 保安関連（Agenda No.-12） 
現行 ICAO Annex 6 Part 1 では、最大離陸重量が 45.5t を超え、且つ、客席数が 19 を超える航空機

には、強化型のCockpit BulkheadとDoorを装備しなければならず、ビジネス航空機ではGulfstream 
G650ER と 2017 年以降に就役する予定の Bombardier Global 7000/8000 がその対象となる。現在、

この見直しが ICAO Aviation Security Panel で検討されており、IBAC は GAMA と共同で、離陸重

量の閾値を 50t または 54.5t に引き上げても保安上のリスクは許容できる旨の Working Paper を提

出していて、好意的に受け取られている。Annex の改定時期は未だ見えていない旨が報告された。

（最大離陸重量の閾地は、航空機が武器/凶器として使用された場合のリスクに基づく） 
(15) ICAO Annex 関連（Agenda No.-13） 

 特記事項なり 
(16) POC/35（Agenda No.-14） 

IBAC の第 35 回 POC（Policy and Operations Committee）の概要が事務局から報告された。（詳

細は省略） 
 

以上 
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Status Report 
 
1. 20th Anniversary 

We just celebrated our 20th anniversary. 
 

2. New Chairman and Vice Chairman 
 Chairman: Okada, Keisuke 
 Vice Chairman: Tamura, Kazuyuki 
 Former chairman Katsuhiko Kitabayashi and vice chairman Kazunobu Sato remain with us 

as Senior Advisor. 
 

3. Membership (as of May 2016) 
 76 members (57 full members, 19 supporting members) 
 

4. Exhibition at NBAA BACE and ABACE 
 Since NBAA 2014 
 Joint booth with JCAB, Narita Airport, Aichi Prefecture, etc 

 
5. IS-BAO 

 11 operators have purchased IS-BAO manuals. 
 4 operators have been registered since 2012. 

 
Progress in Japan 
 
1. Government policy 

 “Visiting Japan” is one of major projects of Japanese government. 
 Drawing investments from foreign countries another project. 
 The government has recognized role of business aviation in these projects. 
 

2. Business Aviation Traffic Growth in Japan (2015 vs 2014) 
Domestic + International 
 Total: +5.8% (12,905 vs 12,197) 
 Tokyo International Airport (Haneda): +22.5% (2,935 vs 2,396) 
 Narita International Airport: +21.1% (965 vs 797) 
International 
 Total: +25.4% (4,121 vs 3,287) 
 Tokyo International Airport (Haneda): +28.2% (1,942 vs 1,515) 
 Narita International Airport: +16.6% (647 vs 555) 
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 Two thirds of international flights concentrate on Tokyo metropolitan area, Haneda & Narita. 
 
Tokyo International Airport (Haneda) 

 Accept BJ operations during daytime (6am – 11pm) (Oct. 2010) 
 Dedicated CIQ for BJ with one nearby parking spot (Sep. 2014) 
 Parking spots for large BJ: 3 ⇒ 9 (Mar. 2015) 

9 ⇒ 11 (Apr. 2016) 
 Takeoff & landing slots during daytime (6am-11pm): 8 ⇒ 16 (Apr. 2016) 
 Priority within on-demand flight slots (30 a day): #6 ⇒ #4 (Apr. 2016) 

 
3. Narita International Airport 

 No takeoff and landing slot limit (Oct. 2011) 
 BJ hanger (Feb. 2015) 
 Parking spots close to BJ CIQ: 5 ⇒ 6 (Sep. 2014) 

6 ⇒ 8 (Mar. 2016) 
In addition, remote parking spots are available. 

 
4. Advance notice to CIQ 

 Major airports: 2 weeks ⇒ 3 days (Dec. 2012) 
 Other regional airports: 2 weeks ⇒ 1 week (Mar. 2016) 
 

5. Development in Tokyo metropolitan area 
 Capacity of airspace to/from Haneda and Narita can be increased by 220 flights a day before 

2020. 
 Ground facilities in Haneda and Narita have to be expanded to accommodate these additional 

flights. 
 JCAB has recognized reasonable consideration has to be paid to business aviation at the 

development. 
 
6. Regional airports 

 During the year of 2014, 70% of foreign visitors to Japan come through three major airports 
Narita, Kansai and Haneda. 

 To promote “Visit Japan” project further, the government is planning to make regional 
airports more open not only to commercial airlines, but also to business aviation. 

 
7. Olympic/Paralympic games in 2020 

 Beijing (2008) and London (2012) are business showings. 
 Planning will be announced after Rio de Janeiro Game. 


