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    アジアにおける MRO 超大手 HAECO グループ。厦門の一拠点だけでも、 

統合的かつ高水準な機能が集積しており、日本を凌駕する航空機産業の基盤が 

形成されている （投稿本文から）      
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◇ 巻 頭                       

 

ビジネス航空との出会い 

 

常務理事 事務局長 

森﨑 和則 

 

本年 5 月に開催されました定時総会・理事会で事務局長を拝命しました森﨑です。協会

とのご縁は 2009 年 9 月に個人会員にさせていただき、2015 年 8 月から事務局次長として

業務のお手伝いをさせていただいていました。期せずして前任の角替さんが退任されるこ

ととなり、その後任として引き継がせていただくことになりました。 

 

 日頃、会員や関係の皆さまとプライベートな会話をさせていただく機会が持ちにくいこ

ともありますので、ご挨拶を兼ねて私とビジネス航空との関わりについて触れてみたいと

思います。 

 私は 1975 年に一般地上職として JAL に就職、早期退職をした 2006 年までの間に様々な

職場を経験しました。その中で、私が強く記憶に残っている職場が 2 か所あります。一つ

目が、当時会社が新たな育成制度として設定した、新人地上職を対象とした客室乗務員研

修制度の一員として 1 年間にわたって国際線航空機に乗務したこと…まさか入社 3 年目に

こんな仕事をするとは夢にも思いませんでしたから。そして二つ目の職場が「運航乗員訓

練部ナパ運航乗員訓練所」（当時）の総務への異動でした。この職場は、分かりやすく言え

ばパイロットの養成施設で、自社養成パイロット訓練生、航空大学校卒の訓練生そして、

自衛隊パイロットの民間活用訓練生の３つの採用ソースが混在する訓練所でした。 

 場所は米国カリフォルニア州のナパ（サンフランシスコから北に車で 1 時間程の小さな

町で、カリフォルニアワインで有名な所）にある Napa County Airport でした。そこが私

とビジネス航空（以後 BJ）との出会いの場でした。2001 年 5 月に当地に着任して、最初

に目に入ったのが JAL の訓練機ではなくエプロンに駐機していた数機の BJ でした。全く

知らないわけではありませんでしたが、実機を至近距離で見たことはありませんでしたの

で、少し興奮したことを今でも覚えています。 

 時間が経過するに従って、この国では BJ がエプロンで翼を休める姿は全く日常的なこと

であることが分かってきました。このことはある意味、私にとって航空文化の違いを強烈

に印象付けてくれました。 

BJ に関わる文化の相違について印象深い思い出があります。 

着任から 5 か月後に発生した同時多発テロ（9.11）がきっかけとなって BJ の需要が伸びた

ことです。この事件後に空港のセキュリティーが強化されて、航空機への搭乗にそれまで
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になかったほどの時間を要するようになりました。これを嫌ったビジネス層が BJ の利便性

と安全性に気がついたことが需要増の大きな要因と聞いていました。 

 ナパの空港で知り合い、親しくしていた友人の行動も印象的でした。彼はヒスパニック

系で、ゴルフ場の施設整備の仕事を生業にしていて、中古のセスナを所有していました。

そのころ彼は空港の FBO 会社がやっていた飛行クラブで IFR（計器飛行）の操縦訓練を受

けている最中でした。彼が私に言っていたのは、「移動の時間を節約しないと仕事にならな

いから自分で飛んで現場の近くの空港に行きたいんだ。だから訓練を受けている」と。ま

さしく「NO PLANE NO GAIN」と言っていたわけです。 

 更に毎年決まった時期に文化の違いを感じることがありました。ナパ空港から車で 30 分

も走った所に自動車レース場があって、そこで毎年 6 月に「NASCAR」というカーレース

が開催されます。たった 1 日のレースですが、これが始まる数日前から大会関係者、ドラ

イバー、スポンサーそしてメディアの BJ が大挙して飛来してきます。この時ばかりは航空

機を所狭しと駐機しますが、それでも不足する時は私たちが使っているハンガーの裏にあ

る駐車場へのアクセス道路の脇にまで駐機をすることに。こうした風景は馴れてくると何

ら不思議に思わない一方で、強烈に脳裏に焼き付いているものです。 

 

 さて、帰国してみると日本の状況の違いを改めて耳にすることがあり、BJ 文化の遅れが 

国益を損ねているのではないかと思うようになりました。いったい日本はどうなっている

のだろう？この疑問が JBAA の会員になろうとした動機付けでした。 

 今、日本の BJ 業界が置かれている環境を見ると、制度面、インフラ面や人材面など改善

が必要なことがまだまだ多く存在しています。航空文化の中に BJ 文化を確たるものとする

べく、官民が共に進めていくことが求められています。 

 

 最後に、まだまだ分からないことが多々ありますが、少しでも業界の進化、発展のため

にお役に立てるよう努めでまいりたいと考えております。今後とも協会会員の皆さまを始

め、関係の方々のご指導、ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。 

 

以上 
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◇ ビジネス航空界のトピックス・新着情報 

 

「医療ジェット」就航 北海道で実用化は国内初 

 北海道は 7月 26日、高度医療を受けられない地域の患者を都市圏に運ぶ専用の小型ジェ

ット機「メディカルジェット」の運航を 7月 30日に始めると明らかにした。道によると、 

医療専門のジェット機が実用化されるは国内初。 

 道によると、運航には中日本航空が所有する小型ジェット機「セスナ５６０」など、複

数の機体を使う計画。（2017年 6月 26日、産経ニュース記事より抜粋） 

 

HondaJet が「Flying Innovation Award」を受賞 

 Honda Aircraft社は、HondaJetが世界で最も広く購読されている「Flying Magazine誌」

より「Flying Innovation Award」を受賞したことを発表した。同誌のステファン・ホープ

編集長は、「イノベーションを実現した HondaJet は、この賞を受賞するに相応しいと思い

ます。人々の大変な努力により、大きなプロジェクトが成し遂げられることを見せてくれ

ました。機体開発だけではなく製造領域においても素晴らしい成果を挙げました。驚くべ

きストーリーと言えるでしょう」と述べている。（Honda Motor社 News Releaseより抜粋） 

 

EAA AirVenture で展示される HondaJet （Honda Motorサイトから） 

◇ 協会ニュース 

 

技術規制検討小委員会が報告書案をとりまとめました 

第 7 回交通政策審議会 航空分科会 技術・安全部会の「技術規制検討小委員会」が 6 月

30 日に開催された第 4 回小委員会で、それまでの W/G における検討、議論結果を踏まえた

報告書案をとりまとめました。 

（詳細は航空局 HP http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kouku01_sg_000208.html 

  をご参照ください） 

大手定期航空会社を始めとする航空事業者や団体等から提出された総数 154 件の技術的

要望（内、JBAAからの要望は 12件）について、小委員会にて今後の対応と方向性がとりま

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kouku01_sg_000208.html


6 

 

とめられました。JBAAでは、各要望事項について W/Gの場等を通して、今後の BJに関わる

規制緩和の重要性を強くアピールし、小委員会を構成する有識者の皆さんと共に航空局の

関係当部署に理解促進を促しました。 

 今後、JBAAでは要望項目毎に、大手航空会社と共同で取り組むものと、協会独自で 

取り組むものを見極めた上で、取り組みを行うこととしています。 

 

主要協会活動（6 月～7 月） 

5月 30日～6月 30日 航空局主催の「技術規制検討委員会 W/G」に佐藤特別顧問、森﨑事

務局長、菊池事務局次長が出席しました。（上述の通り） 

6月 7日 全国地方航空システム推進協議会（全地航）主催の講演会に田村副会長、

佐藤特別顧問、森﨑事務局長が出席しました。 

6月 9日 田村副会長、森﨑事務局長が、航空技術協会の懇親会に出席しました。  

6月 12日    田村副会長、東山常務理事が東京航空局を訪問し、地方空港の利便性改善

要望の局側回答について、回答様式と詳細内容について申し出を行いまし

た。 

6月 15日    新潟県交通政策局が来訪、田村副会長、森﨑事務局長が BJの基本的事項

について説明を実施しました。 

6月 16日 田村副会長が日本航空操縦士協会の懇親会に出席しました。 

6月 20日 田村副会長がフジドリームアビエーションエンジニアリングで開催され

た航空 4社会の会議に出席しました。 

7月 3日     協会四役会（会長、副会長、常務理事、事務局長）を開催し、8 月の理事

会における議事内容について調整をしました。 

7月 20日    菊池事務局次長が、セトレア及び小牧両空港の BJ施設視察のため、名古 

屋に出張しました。 
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◇ 投 稿 （連載）   

 

障子
ハ ッ チ

の外は広かった 

元ビジネス航空ジャーナリスト 石原達也 

 

 阿片戦争でのエピソードをひとつ。英国艦隊の砲撃は、清王朝の理解を突き抜けたレベ

ルで正確だった。清王朝の軍師は「どうせ妖術だろう」と考え、「外夷の妖術を破るには婦

人の尿が効果的」というまじない師の言葉を信じ、町中から女性の尿桶をかき集めて戦い

を挑んだ……。 

 冗談のような話だが実話である。 

 そして、笑えない話でもある──今日の日本にとって。 

 

厦門の巨人 

 中国の厦門に、HAECO Xiamen（旧名 TAECO）という飛行機整備会社がある。日本の

大手エアライン機材の重整備を数多く請け負っている MRO カンパニーだ。日本では安かろ

う・悪かろうのイメージで語られることが多く、同社に機材整備を外注しているエアライ

ンは、時折マスコミからの批判も受けてきた。第三者資料に目を通し、同社が持つ認証や

実績を眺めただけでも、高度な技術を持つ一流企業であることは容易に察せられるはずな

のに、である。 

 筆者自身はフリーランス時代の 2013 年に同社を訪問する機会を得たが、目の当たりにし

た実力は確かにすごかった。面積 1 万㎡以上の巨大格納庫が 6 つフル稼働しており、1996

年の稼働開始から 17 年間での累計 D-Check 実績が 1600 機以上。日欧先進諸国の大手エア

ラインが常連顧客に名を連ね、中古旅客機の貨物機への改修実績も豊富、さらにはエアバ

スから 3 年間のトレーニングを受け、Airbus Corporate Jet、その応用で BBJ のキャビン

開発さえ手掛けるに至っていた。ビジネスジェットのキャビンは“空飛ぶ経営本部”の要

でもあり、エアバス本部のエンジニアが「旅客機をはるかに超えるハイテクの塊」と称す

る領域だが、中国航空機産業界は既にその領域に踏み込んでいたのだ。 
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→アジアにおける MRO 超大手

HAECO グループ。厦門の一拠点だ

けでも、統合的かつ高水準な機能が

集積しており、日本を凌駕する航空

機産業の基盤が形成されている

（ABACE 2017でのブース） 

 

  

 

 交換部品の製造では、熱処理・化学処理・非破壊検査の 3 分野で NADCAP を取得。人材

育成には大規模なトレーニング・センターを備え、英語教育ひとつとっても、面接試験で

は生徒 1 人に試験官 3 人というスパルタぶり。東南アジアや中東のエアラインの整備士教

育も受託している。Honeywell や GE との JV が、Avionics やジェットエンジンの整備・

オーヴァホールまで担っている。 

 これに比肩する産業基盤は日本には、ない。 

 規模と技術水準の両面で日本を圧倒する巨人ぶりに感銘を受けつつ、日本では“安かろ

う・悪かろう”の論調しか見かけないことを不思議に思って訊いてみたところ、下記の答

えが返ってきた。 

 

「日本からの取材も少なくない。そのたびに我々は、今日あなたに見てもらったのと同じ

現場を案内し、同じ情報を提供している。これで当社の実像が日本でも伝わると期待して

いると、なぜか報道されるときには、それらの情報はいっさい紹介されず、“日本のエアラ

インはコスト削減のために、安かろう・悪かろうの中国企業に機材整備を委託していて、

けしからん”という内容になっており、我々も困惑している」 

 

 ここには、清王朝の軍師閣下と同じ思考回路が見え隠れする。すなわち、「先進文明国で

ある我々を超える力を、劣った異国が持っているはずがない。まやかしやカラクリがある

はずだ」。その結果、「妖術には尿が効く～」並みの報道が横行する。行きつく先は、「尿桶

かまえて突撃！」レベルの産業戦略・企業戦略だ。残念ながら航空機産業関連では、そう

した事例を少なからず見てきたが、これが他の産業分野にも当てはまるのなら東京オリン

ピックの年には「失われた 30 年」を祝えることだろう。 
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←この手のバイアスの対象は中

国だけではない。MRO 先進国オ

ランダ（写真）の力量は名機

Fokker を造りつづけた製造技術

に立脚するが、日本は「整備のオ

ランダ、ものづくりの日本」との

判断ミスからその価値を軽視。日

本の航空機産業を育成する好機

を逸した 

 

 

中国ビジネス航空需要の背景 

 さて、日本に航空機の MRO クラスターを形成するための方策をリサーチして、「見込み

なし」の結論に終わったことがあったが、その最大の壁のひとつが HAECO Xiamen だっ

た。この巨人を向こうに回して飛行機整備需要の流れを日本に引き込む可能性はほとんど

なかったためだが、中国を“13 億人の巨大市場”と見る論調に対する格好の反証といえる

だろう。他国が“市場”となるには、自らの製品が相手国の製品に対して優位性を持つこ

とが前提となるが、HAECO Xiamen の例はその前提が、もはや中国には当てはまらなくな

りつつあることを示しているからだ。 

 上海に来てから、サービス・ロボットや UAV、指紋認証センサー、PET-CT、VR ゲーム

といったテクノロジー系製造業を取材した。会社業務で得た情報はここでは書けないが、

中国内外の文献資料で得られる情報だけでも、一般的な傾向として、 

 

●先進国メーカーの OEM・ODM、サプライヤー業務などで培った技術力 

●先進諸国への大勢の留学生と、留学後に現地のテクノロジー企業に就職して得た知見 

●経済発展に伴う中国社会の多様化、生活水準の向上＝新たな市場ニーズ 

 

──などが結びつくことで、ここ数年、多彩な分野で数多くのハイテク系ベンチャーが続々

と誕生している。IT や金融などではなく、実体を伴う“ものづくり”の領域の話である。

カタログ・スペックでは既に先進国製品をしのぐものも現れているし、各社とも巨額の R

＆D 予算を投じて技術開発にしのぎを削っているので、この先も高性能化や高品質化は進

むだろう。 



10 

 

 

 

 

←海外留学や欧米系企業への就職で先進国の技術・ノ

ウハウを学んだ中国の人々が、ハイテク系メーカーを

起業し始めている（写真はイメージ、明代の政治家・

学者の徐光啓。西洋の科学や技術を多数取り入れ、富

国強兵に尽力した。上海の徐光啓墓にて） 

 

 

 

 基礎研究の領域でも中国勢の台頭が目立つ。たとえば人間とコンピュータの会話を担う

AI の一分野・音声認識技術では、2016 年 9 月に Google 米国本社で開かれた国際的な精度

コンテスト CHiME で、中国企業 iFLYTEK が日本勢などを退け、全審査カテゴリーで 1

位を獲得している（CHiME 公式サイトにレポートあり）。また、米国物理学会の学術誌

Physical Review Letters は 16 年 11 月 2 日付記事で、中国の量子暗号の有効到達距離が

404km と、MDIQKD（測定装置無依存量子鍵配送）技術での過去最高記録を達成したと報

じている。こうした技術も、中国製造業の高度化を支えているわけだ。 

 中国＝巨大市場どころか、厦門の巨人が日本を含む東アジアの飛行機整備市場を押さえ

てしまったように、むしろこの先は中国発のハイテク製品が日本市場の開拓に乗り込んで

くることを想定する必要があるだろうし、既にその実績も生じつつある。 

 実体経済で中国が存在感を高めているもうひとつの分野として、物流にも触れておこう。

港湾コンテナ貨物取扱量では、世界最大の上海を筆頭に上位 10 位中の 7 都市を中国が占め

ている（香港を含む）。日本は東京・横浜・川崎の 3 都市を合わせた“京浜エリア”で世界

20 位。同 10 位の天津の約半分程度、1 位の上海の 5 分の 1 にとどまる。さらに、日本から

見れば中国の背中の向こう側、中国と欧州を結ぶユーラシア横断貨物鉄道も、年々車両と

便数が増加している。17 年 1 月にはその路線は英国にも達した。こうした欧中間の鉄道貨

物輸送需要の伸びは欧州諸国の資料でも裏付けられる。 

 これらの動きのひとつひとつが、中国の旺盛なビジネス航空需要を直接間接に生み出し

ているのである。 
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↑→Burberryや Estee Lauder など世界の高級ブランドが

集まる上海市内の高級ショッピングモール。旺盛な消費力

を支えるのは不動産成金だけでなく、実体経済で稼ぐ分厚

い中間所得層だ 

 

 

 中国経済は今、ハイテク化＆グローバル化による第 2 ステージに入りつつあり、上海都

心部にも新たな再開発の波が訪れている。その一環としてヘリコプター専用空港の開設が

決まっているし（救急、セキュリティ、ビジネス輸送専用。2019 年共用開始予定）、ビジネ

スジェット専用国際空港の開設計画も発表された（場所や時期は未定）。 

 前回述べたように、筆者はビジネス航空に導かれて“障子の外”にふらふら出てきたわ

けだが、おかげで思ってもみなかった刺激的な出会いを楽しませてもらっている。日本の

外はスケールの大きな冒険でいっぱいだ。まだまだワクワクは止まりそうにない。 

 

 

摩天楼煌めくビジネスセンター（↑）から、情緒あふ

れる歴史保存地区（←）まで、上海市内でさえ多面的

な姿を見せる中国。その隅々まで日常の産業活動が繰

り広げられており、“中国経済の崩壊”などという論調

は、この国で暮らしていると全くリアリティに欠ける

と実感する 
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※HAECO Xiamen（TAECO）の整備現場写真の掲載には、同社と顧客エアライン双方の承諾

が必要なため、今回は見送らせていただきました。 

 

 

執筆者略歴 

立命館大学文学部西洋史専攻卒。中部経済新聞社記者を経て、08 年末から 14 年 5 月まで

フリーの航空ジャーナリストとして活動。TAG Farnborough、Jet Aviation、Dassault 

Falcon Service、Airbus などを現地取材し、日刊工業新聞などメディアでの情報発信、講

演会、大学でのゲスト講義などを手掛けた。現在は中国のメディア企業でビジネス誌の編

集に従事。本稿は元航空ジャーナリストおよび JBAA 個人賛助会員として執筆している。 
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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 

 

◇ 協会からのお知らせ 

 約 6 年間にわたり、丸紅エアロスペース㈱に協会事務局の事務処理等の業務をお願いし

ておりましたが、本年 5月 18日をもちまして、その業務を双日㈱に移管いたしました。 

これに伴い、協会会員の皆様への各種ご案内等につきましては、今後は双日㈱が窓口とさ

せていただきますが、その他につきまして変更はございません。尚、住所、連絡先は下記

のとおりです。 

 

◇ 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 

 

〒100-8691  

東京都千代田区内幸町 2－1－1  

  飯野ビル  双日株式会社 内 

電話：03-6871-5107   

Fax： 03-6871-3246 

web :  https://www.jbaa.org   

e- mail:  info@jbaa.org 

  

 

https://www.jbaa.org/
mailto:info@jbaa.org

