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【表紙写真】

ABACE2017 の Static Display 風景

4 月 11 日から 13 日の間に上海で開催された今年の ABACE2017 は、開催初日と
翌日は小雨が降る肌寒い日が続きました。その様な中でも、多くの来場者で
賑わいました。
（写真：JBAA）
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◇ 巻

頭

地方空港の利便性の改善を目指して
JBAA 副会長
田村

和之

JBAA は今年度平成 29 年度の活動方針の一つとして、地方空港の利便性の改善を掲げてお
ります。
首都圏空港は、2010 年 10 月よりの羽田空港に於ける昼間帯のスロットをビジネスジェッ
トが確保できるようになって以来、ビジネスジェットの受け入れ環境は大きく改善されて
きました。さらに、成田空港、羽田空港には、ビジネスジェットの専用ゲートも開設され
利便性が更に良くなりここ数年の利用率の向上は目覚ましいものがあります。
羽田空港、成田空港の発着回数は、下記のとおり大幅に向上し益々、増加するものと思
われます。
2014 年

2015 年

増加率

2016 年

増加率

羽田空港合計

2,396

2,935

22.5%

3,077

4.8%

国際

1,515

1,942

28.2%

2,040

5.0%

国内

881

993

12.7%

1,037

4.4%

成田空港合計

797

965

21.1%

1,247

29.2%

国際

555

647

16.6%

812

25.5%

国内

242

318

31.4%

435

36.7%

全国合計

12,197

12,905

5.8%

12,921

1.2%

国際

3,287

4,121

25.4%

4,551

10.4%

国内

8,910

8,784

△5.7%

8,370

△4.7%

(出典：国土交通省)

一方、国は地方空港の活性化を積極的に図ろうとしておりますが、ビジネスジェットの
地方空港における受け入れ環境はまだまだの状況です。上記のとおり、全国合計レベルで
は、地方空港の発着回数の減少により、首都圏空港が増加したにも関わらず全国合計では
大きな増加には至っておりません。むしろ、国内運航レベルではマイナスに転じておりま
す。
昨年度末に、下記の東京航空局管内の 3 空港と大阪航空局管内の 10 空港に、利便性向上
3

に関わるお願いの文書を送付致しました。これらについては、間もなく回答をいただける
ことと思います。
【東京航空局管内】
１．新千歳空港 ２．函館空港

３．新潟空港

【大阪航空局管内】
１．広島空港

２．高松空港

３．松山空港

４．福岡空港

５．長崎空港

６．熊本空港

７．大分空港

８．宮崎空港

９．鹿児島空港 １０．那覇空港

日本の空港は、定期便の発着を前提に設計がされており、ビジネスジェットを利用する
乗客の動線を想定しておりません。例えば、到着機から降機後の移動について、ランプバ
スの運用がされていない空港では、ランプ内を 200ｍ以上徒歩による移動をするなど、受け
入れ体制の環境が整っておりません。
JBAA では、今年度は上記 13 空港にとどまらず、地方空港を対象に、積極的に個別にアプ
ローチを実施して課題の改善と利便性の向上を目指して会話を重ねて参りたいと考えてお
ります。
2019 年に開催予定のラグビーワールドカップは地方での開催が予定されており、2020 年
のオリンピック、パラリンピックの受け入れについても、上記の地方空港を含め首都圏を
取り巻くその他の空港の受け入れ環境の改善、利便性の向上は、待った無しの状況であり
ます。地方空港が活性化されれば、首都圏に集中している発着状況にも余裕が生まれ日本
全体として大きな改善になるものと理解をしております。
今年の NBAA ショーはラスベガスで 10 月 10 日から 12 日に開催されます。今年のショー
では、会員の皆様と地方空港の受け入れ体制を積極的に宣伝し、外航機の飛来の向上、内
航機の利便性の向上を目指して行きたいと思います。
更に、総会でご承認を頂きましたマーケッティング活動を積極的に展開し、ここ数年に
渡り増加のない国内登録機“JA 機"の増加並びに、また、外航機の離発着回数の向上を目指
し、会員皆様とビジネス航空の産業基盤の拡充に邁進をしたいと思います。
以上
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◇ ビジネス航空界のトピックス・新着情報
技術規制検討小委員会ワーキンググループ(W/G)会議が開始されました
第 7 回交通政策審議会 航空分科会 技術・安全部会で開催が決まりました「技術規制検
討小委員会」が個別要件について検討、議論を行なうことを目的に有識者を交えた W/G が
航空局安全部が事務局となって開始されました。
同 W/G は 5 月初旬から開始され、6 月まで数回に渡って開催される予定です。

財務省関税局主催の「旅客及び乗組員に関わる事前報告制度の拡充について」
に関する説明会が全国で開催されました
5 月 9 日から 18 日までの間に、全国 7 か所で表題の説明会が開催されました。
この制度拡充については、国際定期便運航と性格のことなったビジネスジェッ
ト、プライベートジェトについては、運航形態の特殊性を考慮して当面の間は
新たな拡充制度の対象から除外されることとなりました。
詳細につきましては（http://www.customs.go.jp/mizugiwa/ryogu/kekka.htm）
をご覧ください。

◇ 協会ニュース
ABACE 2017 に出展しました
4 月 11 日～13 日の間、上海虹橋空港で、ABACE（Asian Business Aviation Convention
& Exhibition ）2017 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。協会 Booth では
JNTO( 日本政府観光局)の協力を得て、訪日外国人誘致のためのポスターも展示しました。
今回の ABACE には、航空局総務課政策調査室から、坂田課長補佐、福澤係長も出張され、
関連メディアの取材を始め、出展する関連 Booth を積極的に訪問して我が国の BJ 受入れの
説明、告知を実施しました。
また、昨年に続いて好位置の場所を確保したため、多くの来場者を迎えることができま
した。今回の ABACE には約 170 社が出展、機体展示は 33 機(回転翼機を含む)と昨年同様に
盛大なショーとなりました。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。
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桜のイメージで統一感を出した Japan Booth

JBAA の Booth に貼られた JNTO のポスター

平成 29 年度第 1 回理事会が開催されました
4 月 17 日に平成 29 年度第 1 回理事会が開催され、平成 29 年度総会における決議事項、
の承認と報告事項の確認がされるとともに、各種の報告議論が行われました。

平成 29 年度の定時社員総会が開催されました
平成 29 年度総会が 5 月 12 日、メルパルク東京で 開催され、平成 28 年度事業報告・会
計報告、平成 29 年度事業計画・予算・役員改選等が報告・承認されました。尚、今総会を
もって事務局長が角替誠から森﨑和則に交代しました。
（総会資料及び議事録は協会ホーム
ページの会員向ページに掲載されています）
総会終了後、開催されました懇親会には、国土交通省から平垣内航空局次長、米国大使
館デーブ・アバーン上席商務官、仏国大使館ステファン・ルデュ環境担当参事官他多数の
御来賓においでいただき、ご挨拶をいただくとともに、会員の皆様との交流の場を持たせ
ていただきました。
（平成 29 年度の役員体制については、協会ホームページの「役員」欄
をご参照ください）

主要協会活動（4 月～5 月）
4月3日

仙台国際空港㈱へ田村副会長、東山常務理事、森﨑事務局次長が出張して、
ビジネス機の受入れ体制の改善等について、意見交換を行いました。

4 月 10～13 日

ABACE 2017（上述）に岡田会長、田村副会長、森﨑事務局次長が出張しま
した。

4 月 17 日

平成 29 年度第 1 回理事会が開催されました。

5 月 12 日

理事会、定時社員総会が開催されました。また、総会後にはご来賓、会員
の皆様に参加いただき、懇親会を開催いたしました。

5 月 16 日

田村副会長が日本ヘリコプター事業促進協議会の総会、懇親会に出席しま
した。
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5 月 18 日

財務省関税局主催の「旅客及び乗組員に関わる事前報告制度の拡充につい
て」に関する説明会(羽田地区)に、田村副会長が出席しました。

5 月 22～25 日

森﨑事務局長が EBACE 2017 および IBAC 第 65 回理事会に出席しました。

5 月 29 日

田村副会長、森﨑事務局長が、SJAC（日本航空宇宙工業会）の懇親会に出
席して、業界関係者とご挨拶、意見交換を行いました。
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◇ 投

稿 （連載）
ハッチ

障子の外は広かった（序）
元ビジネス航空ジャーナリスト

石原達也

1971 年、人類初の有人月宇宙船に乗り組んだ 4 人の合衆国宇宙軍将校らは、月面で銀河
帝国を統べる異星人たちの巨大難破船と遭遇。人智を超えた科学の助けを借りて冷戦下の
人類を統合すると、地球人の未来を切り開くため広大な宇宙へと冒険に乗り出していく─
─ドイツ発祥のスペースオペラに胸躍らせたのは小学生のころだったが、ビジネス航空と
出会ったときの衝撃は、まさにスペオペの世界を現実に体験したようなものだった。
飛び交うプライベート・ジェット、近未来的な専用国際空港、集積するハイテク産業…
…そのどれもが、日本の常識をはるかに突き抜けた世界。「事実は小説よりも奇なり」の言
葉が、ジェット噴射のごとき G を伴ってのしかかってきた。
それが 2006 年 9 月の話。半年後には、日本史上初（そして今のところ唯一）の ABACE
地域分会が愛知県で開かれ、11 機の Static Display という“宇宙船団”
、NBAA という“銀
河帝国”に生で遭遇する機会を得た。
ただし、事実と小説で異なる部分もあった。
同スペオペでは、極限まで科学を発達させた代償として活力も覇気も衰え、帝国内に引
きこもって滅びの道を歩む異星人たちに対し、その遺産を継承すべく縦横無尽に宇宙を駆
け巡る、怖いもの知らずの地球人たちの活躍が描き出される。
現実はというと──まあ、みなまで言うまい。
ところが、天空を縦横無尽に駆け巡る、活力と覇気に満ちた“地球人役”は、日本とは
別の土地で現れてきた。2011 年と 13 年、現地を訪れて彼らを観察・交流した結果、筆者
は決めた。
「この“星系”でしばらく暮らしてみよう」
かくして 2014 年から、筆者は中国・上海に職を得て、この地で暮らしている。本稿執筆
時点で奇しくも丸 3 年となる。中国人に交じって、日本人もいれば各国の出身者たちも暮
らしており、母国の姿を第三者的な視点で捉えるには程よい環境といえる。
何より感動したことに、自宅から地下鉄一本で ABACE に行ける──！
上海で暮らそうと思った動機がビジネス航空なので、ABACE には毎年休暇を取って足を
運び、個人の立場でリサーチをつづけている。2017 年は出展機数こそ 33 機と、過去最多
だった 15 年から 5 機減ったものの、ブース数は前年比で 20 ほど増加し、180 以上になっ
た。中国民間航空局や中国国内の報道資料などによると、15 年のビジネスジェットの新規
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引き渡し機数は 3 機にとどまるなど機体需要が伸び悩む一方、16 年の年間フライト量は前
年比 20%増と依然力強い伸びを示しており、中国社会が機体購入段階から活用段階へと成
長していることがうかがえる。出展内容の推移も、それに呼応しているのだろう。

ABACE2017 実機展示場。人出も戻り、活気がよみがえってきた

上海における 16 年のビジネスジェット発着量は 15 年比 10%増の 6,136 回と、東京圏の
1.5 倍。両都市の差は直近の 5 年間、ほぼこの比率で推移している。2011～15 年の上海の
発着量は全国の 3 分の 1 を占めていたことから単純計算すると、現在の中国全土の発着量
は約 18,000 回と、これまた日本の 1.5 倍となる。運航需要の増大に伴い、整備・改修・交
換部品ストックヤードといった産業基盤が新たに充実し始めており、それによる経済効果
や産業集積を見込んでか、中国政府も今年に入り、ビジネス航空および General Aviation
の 5 ヶ年に渡る育成計画を発表している。
過去数年間の伸びがすさまじかったために、バブル終焉的なイメージが先行している感
もあるが、中国のビジネス航空需要はこの先、政治的な風向きが変わらない限り、次第に
理性的な成長軌道を描くようになっていくだろう。

上海の超高層ビル街。中国
経済崩壊論がかまびすしい
が、実際は分厚い実体経済
に支えられている。ビジネ
ス航空需要もそれがあって
のものだ
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むしろ気がかりなのは日本側の情報認識だ。こうしたビジネス航空需要の背景には、相
応の経済活動が存在する。前述でスペオペになぞらえたような、活力と覇気に満ちた人間
の動きだ。それを読み解く視点は筆者が日本を離れた 3 年前から依然変わらず養われてい
ないように感じる。今回、光栄にも 5 月号と 7 月号の 2 回にわたって寄稿の機会をご提供
いただいた。そこで ABACE を切り口に、世界における中国と日本を、実際に両国で暮ら
した経験を交えながら考察してみようと思う。

ハッチを開けて外に出よう。そこには日本の常
識を突き抜けた世界が広がっている

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

年会費 正会員

1,000 円

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は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
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