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2016年国際航空宇宙展（JA2016）報告
航空ジャーナリスト
青木
10月12日から15日の4日間に渡って、東京

謙知

本来、このような展示会は、開催間隔や開

都江東区有明にある「東京ビッグサイト」で、

催時期、そして会場などを変えないのが原則

2016年国際航空宇宙展（JA2016）が開催され

で、また催しを定着させるという観点から

た。今回で14回目を迎えた国際航空宇宙展は、

も、その方が望ましい。ただ「航空宇宙」と

2000年以降は4年に一度の開催となり、来場

なると、どうしても航空機が絡み、その扱い

者、出展者ともに、ほぼそれが定着したとい

をどうするかで主催者などはいつも悩んでい

えるだろう。その4年間隔開催となった最初

る。前回は、中部国際空港を会場の一つにし

の年である2004年とその次の2008年は神奈川

たことで、実機の展示や、限られたものでは

県の「パシフィコ横浜」が、そして前回2012

あったが、飛行展示を行って、来場者にアピー

年は愛知県の「ポートメッセなごや」および

ルすることができた。その一方で、会場が2

「中部国際空港」と会場が変わっていた。「パ

か所に分散したことから、一つのイベントと

シフィコ横浜」の前の2000年は「東京ビッグ

しての統一感に欠き、会場間の移動などの問

サイト」で開催されていたので、今回16年振

題点も抱えることとなった。

りに「東京ビッグサイト」にもどったことに
なる。

実機展示と飛行展示は、もちろんあれば望
ましいものではあるが、利便性の良い会場

開会式テープカット
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若年層を対象にしたガイドツアー（パブリックデー）
と、飛行できる空域、あるいは多数の航空機

ドデーとパブリックデーはともに9時30分か

を並べられるスペースを兼ね備えている場所

ら17時30分。

を国内で見付けることは至難の業であり、何

入場料金は、トレードデーは3日間の通し

かをあきらめなければならないのが現実であ

券で事前購入が2,000円、当日購入が5,000円

る。そうした中で今回は、来場者の利便性と

（当日購入の場合、学生は学生証を提示すれ

展示会専門の会場としてのインフラを重視し

ば2,000円）となっており、またパブリック

て、「東京ビッグサイト」に戻るという決定

デーは事前購入が1,000円、当日購入が1,200

になった。

円であった。ただJA2016では、より多くの

また主催者が、これまでの一般社団法人 日

人に航空宇宙産業を実際に見て実感してもら

本航空宇宙工業会単独から、会場側の株式会

うことを目的の一つとし、中でも若年層から

社東京ビッグサイトも加わっての共催となっ

の興味・関心を引きつけることや啓蒙を主眼

たことで、出展側のとりまとめと会場運営の

として、パブリックデーは、学生は学生証を

役割分担が明確になり、開催の効率化がなさ

提示すれば無料に、小学生以下は提示不要で

れたといえよう。これらの面でJA2016は、こ

全員を無料にした。

れまでのものよりもかなり進歩した感はある。

JA2016は、「東京ビッグサイト」の西棟の

4日間の開催期間は、12〜14日がトレード

全ホールが主展示スペースで、他に一部の屋

デー、そして15日が一般にも公開するパブ

外展示場が設けられていた。また講演などの

リックデーであった。また12日は、午前9時

イベントやミーティング等のために会議棟も

30分に開会式としてテープカットなどのセレ

使用され、出展面積は11,339㎡となった。こ

モニーが行われて、11時30分からは招待客な

れは、前回の「ポートメッセなごや」の8,680

どを招いての開会レセプションが行われた。

㎡を上回っているが、中部国際空港のスペー

報道関係者は、開会式前に入場でき、12時ま

スを加えれば、当然前回の方が広い面積を使

での招待者プレビューアワーの時間帯が、実

用したことになる。

質的な報道関係者用の公開時間となった。こ

出展者数は、31の国と地域から812の企業

うしたことから、会場の一般に対する公開時

および団体であった。前回が32の国と地域か

間は、12日だけが12時から17時30分で、トレー

ら636の企業および団体であったから、参加
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国は一つ減ったものの、出展者数は20%強の

・14日（金）

129人

176者増であった。

・15日（土）

46人

合計

526人

来場者数は、下記の通りである（速報値）

第755号

・12日（水） 8,473人

で、1日当たり130人強であった。過去の国際

・13日（木） 10,664人

航空宇宙展では、報道関係者に関する統計は

・14日（金） 11,652人

取っていないので比較しようはないが、日本

・15日（土） 13,627人

のメディア事情と、この催し物の重要性から

これにより、4日間の合計は44,416人であっ
た。

考えると極めて少なかったと言って良いだろ
う。実際に、会期中の、専門メディアではな

開催方式や期間が異なるため、単純に比較

い、一般の新聞やテレビ・ラジオでの露出は、

することはできないが、前回の名古屋で開催

かなり少なかったように感じる。対メディア

されたJA2012が6日間で162,884人であったか

（特に一般メディア）に対するPRや取材誘致

ら1日当たり27,000人強、今回は1日当たり約

などの活動にもっと力を入れ、また積極的な

11,000人で、1日平均では半分弱の来場者数

展開を試みるべきであろう。

だったことになる。

JA2016の各社の展示は、前記の通り西棟の

なお、屋内展示専用の会場であった「ポー

4ホールすべてを使用して行われていて、西

ト メ ッ セ な ご や」だ け で は、入 場 者 数 は

1・2ホールが1階、西3・4ホールが4階と二つ

42,207人で、今回とほぼ同数となり、さらに

のフロアに分かれた形になっていたが、これ

1日当たりにすると、会期が長かったことも

は「東京ビッグサイト」の建物自体の構造に

あって、 約7,030人と、7割程度の入りであ

よるものである。それに加えて屋外展示場も

り、今回は1.5倍強だった計算になる。

使用して、今回の展示品の中で最も人気が

また、同じ「東京ビッグサイト」開催の前

あったと思われる、ロッキード・マーチン

回である JA2000は、来場者数を述べ人数で

F-35AライトニングIIの実物大モックアップ

カウントする方法であり、現在の登録者数に

がそこに置かれていた。また、展示棟側から

よるカウント方法とは異なるので同じレベル

見るとその先に、トレード期間中は米陸軍の

での比較ではないが、5日間で約11万人だっ

MH-60Lブラックホーク多目的ヘリコプター

たから、1日平均約22,000人と、今回のほぼ2

が展示されていて、パブリックデーには航空

倍の人出であったということだ。

自衛隊のUH-60J救難ヘリコプターと大型破

このように、いろいろな比較が可能である

壊機救難消防車が置かれていた。JA2016は

が、事務局では今回の入場者数については、

屋内展示が主体で、またスペースの都合など

ト レ ー ド デ ー 30,000 人、パ ブ リ ッ ク デ ー

から、実機展示は極めて少なく、屋外での実

10,000人で計40,000人を目標にしていたので、

機展示はこれらの機体と車両だけであった。

いずれも上回ることができ、この面では成功
だったといえよう。

F-35の実物大モックアップに話を戻すと、
このモックアップ自体はこれまでも世界各地

それとは別に、会期を通じての報道関係者
の入場者数は、

の航空ショーなどで展示されていて、日本国
内でも、2014年10月に航空自衛隊百里基地で

・12日（水）

253人

行われた航空観閲式の際に展示された。ただ

・13日（木）

98人

そのときは、通常通り赤で日の丸が描かれて
3
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米陸軍 MH-60L ブラックホーク
多目的ヘリコプター

航空自衛隊 UH-60J 救難ヘリコプター

航空自衛隊 大型破壊機救難消防車

F-35A モックアップ

いたのだが、今回は完成した航空自衛隊向け

近くには搭載エンジンであるプラット&ホ

一番機と同様に、グレーの丸にした低視認性

イットニーF135-PW-100エンジンの実物大模

の国籍マークになっていた。F-35では今のと

型が置かれ、さらに機首部の脇には、機首下

ころ、受領した各国すべてが国籍マークを、

面にガラス張りのカヌー型フェアリングとと

グレーの低視認性で描いており、これが標準

もに装着される、AN／AAQ-40電子光学目標

になっている。機体の左脇には階段付きの通

指示システム（EOTS）の模型も展示されて

路が置かれていて、後方側の階段を上って操

いた。

縦席を見て、機首側の階段から降りるとい

EOTSは、F-35の全タイプが標準で装備す

う、一方通行の流れで見学することができる

る電子光学センサーで、レーザー・システム

ようになっていたが、航空自衛隊の次期戦闘

と赤外線システムを備えて、レーザーによる

機であり、当然知名度も人気も高い。このた

レーザー誘導兵器への目標指示や、赤外線を

めそこには常に長蛇の列ができていたので、

使っての温度差による周辺状況の認識などを

一人一人がじっくりと見るほどの時間はな

可能にするものである。さらに、赤外線シス

かったようだ。また機体とともに、後部胴体

テムには対空機能も持たされていて、空対空
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の赤外線捜索追跡装置（IRST）として使用

下BK117 D-2）で、従来のタイプに、さらに

することも可能である。

飛行性能や安全性および信頼性の向上といっ

屋内展示では、ヘリコプターの展示で目を
惹くものがいくつかあった。

た改良を加えたものだ。BK117は、源をたど
れば川崎重工業とドイツMBBの国際共同開

一つはイタリアのレオナルドによる展示

発機であり、MBBがエアバス・ヘリコプター

で、グループ企業のアグスタウエストランド

ズとなった現在も、もちろん協力関係が続い

の軽双発機であるAW109SPドクター・ヘリ

ている。このBK117 D-2では、反トルク機構

の実機とAW109SPトレッカーの実物大モッ

が、通常のテイルローターから、旧アエロス

クアップを展示した。AW109SPトレッカー

パシアルの特許であったダクテッド・ファン

は、こ れ ま で 引 き 込 み 式 車 輪 型 で あ っ た

形式の、いわゆるフェネストトロンに変更さ

AW109 の 降 着 装 置 を ス キ ッ ド に 変 更 し て、

れている。

多用途性を高めることを狙ったタイプであ

こ う し た BK117 D-2 に つ い て 川 崎 重 工 業

る。それに合わせて、ペイロード重量も増加

は、JA2016の会期初日の12日に販売の開始を

している。これらに加えてレオナルドのブー

発表し、国内市場では、従来通りの川崎重工

スには、開発中の民間ティルトローター機、

業による直接販売に加えて、エアバス・ヘリ

AW609の実物大キャビン・モックアップも

コプターズを販売代理店に指名し、国内に多

置かれていて、もちろん中に入ることが可能

数あるエアバス・ヘリコプターズ社製のヘリ

にされていた。

コプターを使用しているユーザーの取り込み

ベル・ヘリコプターは、モデル505ジェッ

も目指すこととした。そして14日には会場で

トレンジャーXの実物大モックアップを中心

早速、エアバス・ヘリコプターズがヒラタ学

にした展示であった。ジェットレンジャーX

園から2機を受注したことを発表した。これ

は、大ベストセラー機である、モデル206／

は、BK117 D-2の日本国内からの初受注で、

406ジェットレンジャー・ファミリーの後継

2017 年 か ら 引 き 渡 さ れ て、救 急 医 療 業 務

軽単発機として開発されたもので、2014年11

（EMS）に 使 用 さ れ る 予 定 で あ る。な お、

月に初飛行し、現在は3機で型式証明取得に

BK117 D-2のエアバス・ヘリコプターズにお

向けての開発飛行試験を行っている。またベ

ける名称は、H145である。

ル・ヘリコプターの展示ブースには、同社が

そのエアバス・ヘリコプターズは、同社の

開発・製造している各種のヘリコプターの模

最新双発中型機であるH160の実物大モック

型も展示されていて、その中には新世代の

アップを持ち込んで公開し、客席や操縦席な

ティルトローター機V-280ヴェイラーもあっ

どに来場者を乗せるなどしていた。H160は、

て、プロップローターの回転軸がティルと

AS365ドーファン2およびH155シリーズを受

し、またブレードが折り畳まれる動きをして

け継ぐ12席の5〜6t級機で、2015年6月13日に

いた。因みに、どのようなものであっても、

初飛行した。AS365／H155を受け継ぐ綺麗な

V-280の模型が日本で公開されたのは、これ

流線型の胴体に加えて、先端に独特の形状を

が初めてである。

持つ主ローター・ブレードを使うことなどに

川崎重工業は屋内展示場に実機を持ち込ん

より、160ktという高速の巡航速度が実現で

で披露した。この実機展示が行われたのは、

きるとされている。エンジンは、チュルボメ

BK117の最新型となるH145//BK117 D-2（以

カが新規に開発したアラノだが、顧客の要望
5
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H145//BK117 D-2

エアバス・ヘリコプターズ H160 モックアップ

に応じてプラット&ホイットニー・カナダ

場で、エアバス・ジャパンのステファン・ジ

PW120Eに変更することもできるとされてい

ヌー社長から説明があった。旅客機とヘリコ

て、600〜750kW程度の出力が使用される。

プターについては、すでにこれまでにも様々

エアバスといえば、旅客機メーカーという

な活動をしており、また防衛についても個別

イメージが浸透しており、もちろんボーイン

の計画で提案などを行ってはいるが、特に防

グとともに世界の130席以上のジェット旅客

衛・宇宙分野ではこれまでとは異なった規模

機市場を分け合っており、またJA2016の展

や態勢で、国内での活動が行われることにな

示ブースにもA380やA350XWBの模型を並べ

るのであろう。

ていた。ただ実際には、今日エアバスが手が

エアバスのブースではもう一つ、旅客機の

けている事業は極めて多岐に渡っている。こ

新しい客室を仮想現実（VR）で体験できる

れは、ヨーロッパでの航空宇宙産業の統合が

という趣向もあった。これは、特殊なソフト

もたらしたものであり、エアバスも旅客機専

を組み込んだヘッドギアとスマートフォンを

門のメーカーであったのだが、EADSグルー

組み合わせることで、ヘッドギアの前に取り

プの一員となってからは、同じEADS傘下企

付けたスマートフォンがゴーグル代わりと

業の事業が組み込まれるなどしてきた。そし

なって、その画面に旅客機の客室が映し出さ

て今後は、それらを「エアバス」ブランドで

れるというもの。同様のものはボーイングも

統合化していくことなり、三つのディビジョ

行っていて、ともに高いレベルのリアリティ

ンの１ブランド化が行われた。これによりエ

があって、体験した訪問者を楽しませていた。

アバスグループ内に、民間旅客機部門である

旅客機の客室では、三菱航空機が前回の

「エアバス」、ヘリコプターを専門にする「エ

JA2012に続いて、MRJの実物大客室モック

アバス・ヘリコプターズ」、そして防衛・宇

アップを展示し、来場者が座ってスペースを

宙を担当する「エアバスディフェンス・アン

体感したり、洗面所の見学が行えるなどの内

ド・スペース」の3社を設けることになった

部公開を行っていた。MRJは、来場者の関心

のである。

が高い製品の一つであり、この客室モック

日本にあるエアバス・ジャパンもこれに
沿った組織変更が行われることが、12日に会
6
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行列ができていた。
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ボーイング787

JA2016の各種展示の中で、今まで以上に存
在感があったのが、各地方自治体の展示エリ
アであった。今や、各都道府県の様々な工業
メーカーが、航空宇宙産業への進出を検討す
るなどしており、部品や細かな部材の専門企
業が多く出展していた。もちろんそれらの多
くが、中小企業やそれ以下の規模の、いわゆ
るクラスターと呼ばれる企業であり、単独で
ブースを持つことなどは当然不可能である。
ただ、それらが都道県単位でまとめられて、
その自治体のブースに各企業が参加するとい

MRJ客室モックアップ

う形にすることで、出展へのハードルは大き
く下がる。そしてその自治体の展示場所を一

機械試験（引張り試験、高温引張り試験、硬

つのエリアにまとめることで、注目されやす

さ試験、衝撃試験、疲労試験、回転曲げ疲労

くもなる。来場者は、本人に関係ある自治体

試験、クリープ試験など）、組織試験（ミク

（出生地や現在の居住地、配偶者の出生地な

ロ組織試験、結晶粒度試験など）、寸法検査、

ど）があれば、なんとなく気になって足を向

材料調査といった事業を展開している、従業

ける。おそらく今回も、そのような来場者も

員100人強の規模の会社だ。ただ事業内容が

多かったことであろう。

前記したように試験や検査が主体で、なかな

こうした展示で一つ難点となるのが、どの

か上手い展示法がない。そこで同社は、島根

会社も展示物が似通ってしまうことだ。ほか

県のブース内の自社のエリアには部材などを

との差別化には、一知恵絞る必要がある。

簡単に展示し、一方で別のエリアを確保し、

そういった展示でユニークだったのが、島

大スクリーンを使って、一般的には説明のし

根県のキグチテクニクスであった。金属素材

にくい検査などの作業について、アニメー

を主体に各種の試験・検査を行う専門企業

ションを用いて分かり易く説明していた。中

で、試験素材の切り出しから試験片の加工、

小企業やクラスターは、類似製品の企業が多
7
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メディア・サイドからJA2016で見られた問
題点を一つ指摘すると、会場内に大きな記者
会見場がないことがある。これは、
「東京ビッ
グサイト」の構造上の問題であり、西展示棟
の2階に回廊があって、それに沿った形で会
議室が並んでいるのだが、どれも収容人数が
最大で50人規模と小さいことに原因がある。
部屋の壁を取り払って大きくすることも可能
ではあるが、設備類も含めてやはり記者会見
キグチテクニクス
大型スクリーンを備えた説明用エリア

場としては不適で、今回もそうした形で会見
を申し込んでいた企業もあったのだが、結局
キャンセルしている。また、これは会場の問

数重なるから、その中でいかに目立つことが

題だけでなく企業側のスケジュールなども要

できるかが、こうした展示会では勝敗の決め

因になっているが、会期前に都内中心部で説

手になる。

明会を行った企業もあった。

JA2016の来場者数などは先に記した通り

どこで、どのような形で説明会や会見を行

だが、トレードショー、すなわちビジネスの

うかはもちろん相手任せになるが、できるだ

催事としての側面からそれを見る場合には、

け会場で行えるようにすれば、それだけ報道

B to Bミーティング、つまりビジネス同士の

関係者の来場者数は増える。その結果、各種

ミーティングという商談がどのくらいの規模

メディアでの露出の可能性も高まってくる

で行われたかで、それを判定することができ

し、それを見ることで一般の関心も高まり、

よう。これについては、まだ速報値ではある

ひいては来場に繋がる。パリやファーンボロ

が、JA2016では、主催者が場所の提供やミー

の航空ショーで、連日多数の報道関係者が訪

ティングの設定などを提供するミーティング

れるのは、会場に行けば多くの取材ネタがあ

用として定められた期間は2日間で、4,250〜

るためであり、出展企業と主催者がそうなる

4,500回の商談が行われた。参加企業数は326

よう努力しているからでもある。この辺り

社で、うち海外は106社、国内は220社であっ

の、いわゆるメディア戦略は、まだお粗末に

た（10月25日現在でまだ集計中で、今後変更

映る。

が出る可能性もある）。

次回の国際航空宇宙展については、まだ公

前回のJA2012が、やはり同じ2日間で、商

式の発表は何もない。4年間隔で行うとすれ

談会数が3,497回、参加企業数が235社で、海

ば2020年になり、東京オリンピック・パラリ

外が97社、国内が138社であったから、これ

ンピックの年となる。開催時期が今回と同じ

らの数字からB to Bミーティングも、前回を

であればオリンピック／パラリンピックの開

上回る盛況ぶりで、成功だったと言って良い

催後となるので問題はなさそうだが、準備の

だろう。JA2016で行われたこれらの商談が、

時期が重なり、また、オリンピック／パラリ

参加各社の今後のビジネスに役立てば、さら

ンピックで何が起こるかは予想も付かない。

に意義があったことになり、JA2016の価値

とりあえずは4年ごとの開催という原則を守

を高めることになる。

ることにして、準備に着手すべきであろう。
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