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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 天草エアライン 専務取締役 安全統括管理者	  
                                                                 齋木 育夫  

	 昨年２月 20日に仏製ターボ・プロップ機 ATR42-600が我が社で日本初就航し、間もなく 1年が経過
します。登山に例えると「日本初の新機材の導入」そして「運航するための安全管理体制の構築」とい

う２つの高い頂上をきわめ無事「日本初就航」を迎え、今は安堵感や達成感を少し味わいながら下山道

を踏み外さないよう、就航後の諸問題に対しリスクマネジメントを実践しながら、日々の安全運航を行

っている毎日です。 
	 新しい航空機の導入には準備しなければならないことが本当に沢山あり、それは保有機を多く持つ航

空会社も保有機 1機の日本一小さな航空会社でも同様です。人もお金も能力も限界がある小さな会社が、
多くの関係者の皆さんの支援や協力により、立ちはだかる様々な難題を一つ一つ解決し、無事就航に漕

ぎ着くことができ、2月 20日を境に 16年間飛び続けた DHC-8から ATR42に途切れなくフライトをつ
なぐことができました。その全貌そして就航後の状況を、航空に興味のある皆さん、そして航空に携わ

る次世代の皆さんに紹介できる機会と思いながら、我が社の ATR機導入とその後を紹介させていただき
ます。 

１．ATR機導入に至る経緯 
	 天草エアラインは、保有機 1機の日本一小さな地域航空会社で、熊本県天草を基地に福岡、熊本、
大阪を 1機で 1日 10便飛ばしながら、四方を海で囲まれた天草地域のライフラインとして 17年間
島の生活・文化の懸け橋としてその役目をはたしています。1機だけでの厳しい経営を地域の補助で
支えていただいている状況の中で、保有していた DHC-8-103 型機が
すでに製造中止となっていることや今後の整備費用予測等から、

熊本県、天草地域 2 市１町(天草市、上天草市、苓北町)と当社
で、今後のあり方が検討され、2014年 5月に ATR機への機材
更新の方針が決まり準備がスタートしました。 

２．ATR社と ATR42-600 
	 ATR社は仏のトゥールーズに拠点を置くターボ・プロップ機メーカー
で、欧エアバス・クループと伊アレーニア社傘下の会社、かつてエアバス A300を生産していたライ
ンを使いながら 48人乗りの ATR42、72人乗りの ATR72を製造しています。両機種合わせて 1985
年の初号機に始まり、既に 1300 機も製造されてベストセラー機になっています。ATR42-600 は
新型の機体で型式証明上は-500 ですが、エアバスの技術を使ってグラスコックピット化したものを
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-600 シリーズと位置付けています。また、グラスコックピットと共に新型エンジンの装着やイタリ
アのジウジアーロデザインのキャビンインテリア等大幅改良されており、低燃費、低騒音の環境に

優しい ECOな 新のターボ・プロップです。（ATR社は ECO. PROP. JETと名付けています。） 
	 50 席以下の小型旅客機を製造中のメーカーは ATR 社のみであること、日本初となるもののベス
トセラー機であることも機種選定の大きな決定要素となりました。 

３．小さな航空会社での ATR機導入準備 
	 開通 50周年を迎えた天草五橋で九州本島と繫がっているものの、航空機の高速利便性は医療、経
済そして観光の面で島の重要なライフラインであり、特に島内の医師確保に必須な路線で「命」を

つなぐ路線となっています。このような理由から新機材の導入に際して、運航を継続しながら機材

入替を行うことが地域の強い要望でした。 
	 就航日の X-day を境に DHC-8 から
ATR機に途切れなく繋ぐ、保有機 1機故
の綱渡りの計画となりました。DHC-8の
退役期限を考慮し、ATR受領時期を 2015
年６月末と契約して、訓練や規程類等必

要な安全管理体制を構築して 2016 年 1
月末の就航を目指す計画を立案しました。

そして社内導入準備委員会で情報を共有

しながら P-D-C-Aを回し、紆余曲折の中、
当初の計画から遅れながらも 2月 20日の
就航を迎えることができました。 

４．トゥールーズでの ATR機のデリバリー（受領） 
	 ATR 機の価格や受領時期等を勘案し、ターボ・プロップ機を多数保有し ATR 社と多くの購入契
約機数を持つデンマークのリース会社ノルディック・アビエーション社と購入契約しました。2015
年６月の引き渡し予定でしたが、製造の遅れから 終的には当初より 1ヶ月半遅れの 8月 13日に、
天草地域 2 市１町（天草市、上天草市、苓北町）からの機材購入補助金により支払いを完了し、無
事受領することができました。 
	 なお、受領検査（機体ならびに必要書類の確認）をノルディック・アビエーション社の駐在検査

員と弊社社員で一緒に実施し、不具合の是正もしっかり実施しました。 
	 デリバリー時に取り交した必

要書類を日本に送付し、国土交通

省で必要な手続きを行い８月 14
日に耐空証明ならびに登録証明

が無事発給されました。 
	 また、ノルディック・アビエー

ション社との契約後、ATR 社と
の協議の中で発覚した各種課題

についてデリバリー直前まで粘

り強く交渉した結果、天草空港に デリバリーの記念写真  
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対応した特別性能の無償提供、部品調達条件の改善、フェリーフライト費用の減額、技術支援駐在

員の無償提供、RNAV(広域航法)の実現等、当社にとっては非常に有難い対応を引き出すことができ
ました。なお、既に ATR社と購入契約が済んだリース会社機材の 1機だけを弱小エアラインが購入
するとのことから、当初は ATR社からカタログ価格のようなサービスしか提示してもらえませんで
した。これに対して、当社の ATR 機が日本初となること、他社での同型機の導入失敗もあること、
当社が保有機 1 機だけの小さい航空会社だがメディア露出が多い注目度の高い航空会社であること
（2014年度の TV放映宣伝広告換算は 22億６千万円）も紹介しながら交渉を繰り返し、ATR社か
ら 大限のサポートを獲得できたものと感じています。 

５．トゥールーズから日本へのフェリーフライト 
	 ATR42 は燃料満タンで１万ポンド弱、飛行時間にして 6〜７時間が限度です。中東やウクライナ
の政情不安危険地域を避けながら安全に日本に飛んでくることを第一に、次にコストそして受領の

遅れが発生した時の柔軟性等を考慮しながら検討しました。フェリーを請け負ってくれる複数の会

社の見積りをとり、値下げ交渉を行い、 終的には ATR 社の乗員（無償で ATR 社整備士も同乗）
で行っていただきました。 
	 フェリーは、日本国登録証明ならびに耐空証明を搭載した JA01AM日本国籍機として実施しまし
た。デリバリーで取り交わした各種証明書類を基に霞ヶ関で手続きを行い、発給された登録証明お

よび耐空証明を弊社社員が肌身離さずトゥールーズまで携帯し、JA01AM 機に搭載して 8 月 16 日
に出発することができました。地図に示すように途中で給油のための着陸も織りまぜながら、ATR
社 3人、当社受領チーム 5人での 5泊６日の長くて短い日本までのフライトとなりました。 
	 初日は早朝にトゥール

ーズ空港で特別な出国手

続きを行い、ATR デリバ
リーセンターへ、出発準備

の後に離陸、悪戦苦闘をし

た眼下のトゥールーズに

別れを告げ、ピレネー山脈

を遠くに眺めながら南下

して地中海へ、イタリア半

島を横切りエーゲ海に出て、キプロス島に着陸。 
	 2日目は中東の危険地帯を避けてエジプトに南下、スエズ運河、紅海、アラビア半島を横断してバ
ーレーンで給油、その後 終目的地のオマーンに到着。バーレーンでは 43℃の灼熱を体験、オマー
ン到着後夜遅くまで整備作業。 
	 3 日目は、アラビア海をインド半島沿いに南下、「インド洋の宝石」モルディブへ。悪天候で常時
シートベルト ON のまま。到着後は空港島から船で市街地のあるマレ島に移動。日本でイメージし
た宝石のような風景とは裏腹の危険な匂いを体験。 
	 4 日目は、スリランカで給油してタイのバンコクへ。5 日目は台湾に接近予定の台風 15 号を気に
しながらバンコクから台北へ、６時間半を越える 長フライト。熊本空港では Garbage処理に高額
の費用が発生することから台北で処理。台北到着後は台風対策で機体の向きを変更することになり、

自走で向きを変えるパワーバックを生まれて初めて体験。 
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	 終６日目は台北から熊本空港への 終レグ。台風の外周縁の雲の中のフライトでしたが、熊本

アプローチでは天草諸島を雲間から望むことができ、懐かしい天草五橋一号橋が迎えてくれました。 
	 フランスと日本の時差７時間を毎日 1〜2時間解消、つまりこの時間だけ短い毎日を過ごした 5泊
6 日で８カ国に着陸し 5 カ国に入国、総飛行時間は 42 時間 24 分でした。羽田を発ちトゥールーズ
まで証明書類を運んだ 15時間に比べると、遥かに長い日本への帰途でしたが、天草に深くまつわる
遣欧少年使節団が 16世紀に 2年半をかけてヨーロッパにたどり着いたことに思いを馳せました。 

６．ATR機初就航に向けた安全管理体制の構築 
	 他社で多数発生しているように新機材の安全管理体制の構築には多くの困難が伴うことを想定し、

少し余裕を確保して計画を立案したのですが、いくつも越えなければならないハードルが次々と出

現し、綱渡りが続きました。 
	 先ず人員の確保については、DHC-8での
運航を継続しながら、ATR機要員の確保す
る必要があり、日本エアコミューター社か

ら乗員 3名、整備士 2名の出向ならびに客
室訓練教官の派遣をしていただく中で、整

備士訓練と客室乗務員訓練は計画通りでき

ました。乗員訓練はシミュレーター訓練、

実機訓練、路線訓練等について何度も見直

しを余儀なくされましたが、ATR 社ならびに航空局の協力のお陰で何とか 2 月 20 日の就航に漕ぎ
着けることができました。一言で言うとハイテク機への対応が想像以上に難しかったというのが主

な要因だと思います。 
	 次に規程類の準備については、ATR 機に固有なものは同型機を導入予定の日本エアコミューター
社と協業しながら準備しました。また、整備体制構築(その後の機材売却も)については、大先輩にも
嘱託社員として 1年 5ヶ月に亘り、支援していただきました。 
	 続いて ATR機用予備部品・器材の調達、機材売却益等、変動の大きな手持ち資金の中で JALUX
社と契約して、これも綱渡りのような状態ですが準備することができました。 
	 そして EASA(欧州航空安全局)基準が基本の航空機であったことで、契約締結後発覚した RNAV
や天草空港での性能の課題は、前者は FAA基準に適合していることが追加証明され、後者は天草空
港に対応した特別性能の提供を受けることができ、何とか綱を渡り切ることができました。 
	 後は資金計画、天草市からの無利子特別融資、DHC-8の売却デポジット割合増、地元の取引金
融機関の協力、地元通関業者と実現した熊本空港初の航空機通関、航空機保険の掛け方の工夫、ATR
社からの各種サポートにより何とか資金も底をつくことなく就航に漕ぎ着けました。 
	 更に番外編ですが、天草空港の空港整備に関して航空局ならびに熊本県の関係各部の皆様の多大

なご支援のお陰で昨年 1月 7日から天草空港で ATR機の運航が可能になり、このハードルも越える
ことができました。 

７．DHC-8売却・ATR機初就航とその後 
	 2月 20日の初就航日は天候には恵まれませんでしたが、10便に復便するができました。地元の期
待や日本初の ATR機とのこともあり、沢山の皆様にご搭乗いただき、「素敵な内装」「驚くほど静か」
「快適」「眺めが 高」等嬉しいコメントをいただき、また、多くのメディアにも取り上げていただ

お客様に好評な ATR 機のインテリア  
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き、苦労も報われたと思える記念の日となりました。しかし、想像もしていなかった熊本地震が発

生してしまいました。天草は震源地そして２つの活断層からも離れていることもあり、直接の被害

は殆どありませんでしたが、風評被害で天草への観光客が激減してしまいました。更に悪いことに、

受領後殆どなかった ATR機の機材故障が連続し、部品待ちで欠航、梅雨での視程不良や台風での欠
航もあり、辛い日々が続きました。 
	 また、退役した DHC-8のノルディック・アビエーション社(デンマーク)への売却では、検査で発
見されたエンジンやその他種々の是正要求等について売却契約条項の解釈上の齟齬等が発生し、売

却先に受け取ってもらえない状況となってしまいました。開業準備費用に当てた高額売却デポジッ

トの返還も臭わせるような電話会議やメールでの難しい交渉が続きましたが、 終的には当初から

遅れること 3ヶ月（契約期限を過ぎて）の 7月 11日に売却契約が完了、7月 22日にデンマークに
飛び立っていきました。売却契約書の重要性、整備記録の重要性を思い知らされる結果となりまし

た。 
	 一方、ATR機の安全管理体制については、DHC-8の運航終了後に運航していた乗員や整備士の訓
練を行い計画通りに行かない部分もありましたが、ぎりぎり自社だけで運航できる安全管理体制を

構築することができ、出向いただいていた日本エアコミューター社の乗員および整備士の皆さんは 9
月末までには全員帰任しました。出向いただいていた皆さんは当社での導入経験を生かし、自社で

の ATR機導入に対し、リーダシップを発揮され多大な寄与をされているものと想像しています。 
	 また、ATR 機の機材能力(RNAV)を生かすことで天草空港での就航率改善、運航効率改善、運航
乗務員のワークロード軽減につながることから、天草空港の滑走路両方向からの RNP進入・出発方
式を航空局で早期に設定していただき、2016 年 12 月に供用開始できました。将来、欧州で実現し
ている GPS情報を SBASで補強した LPV進入方式が天草空港でも実現できれば、 低気象条件を

大幅に下げることが可能になり、大幅な就航率向上が見込め、利便性向上に寄与できるものと期待

しております。 

８． 後に 
	 小さな航空会社での日本初の新機種の導入が本当にできるのか？次々に発生する想像を越える難

題の数々の中、航空局、九州総合通信局、ATR 社、ノルディック・アビエーション社、日本エアコ
ミューター社、JALUX社、そして熊本県、天草市、上天草市、苓北町、地元の金融機関、そして多
くの知人や友人、本当に沢山の皆様の

ご支援、ご協力のお陰で ATR機が新
しい「命をつなぐ翼」として就航をす

ることができました。本当に感謝の気

持ちでいっぱいです。 
	 多くの関係者の気持ちが込められた

ATR機、天草近海に生息する 200頭の
イルカをモチーフにした親子イルカの

「みぞか号」（天草弁で「かわいい」の

意味）に体験搭乗して、豊かな自然に

育まれ、歴史と文化に満ちあふれた天

草に是非ともお越し下さい。 

本物の親子イルカ (左上 )と ATR42-600親子イルカの「みぞか号」 


