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JA2016国際交流活動
10月に開催したJA2016の前夜、SJAC主催でAIA、ASDおよび欧米企業の講演者を招
いた歓迎レセプションを開催した。また、会期中にフランス航空宇宙工業会（GIFAS）
および台湾航空宇宙工業会（TAIA）との意見交換を実施した。それらの概要を報告する。
1. JA2016開会式前夜に行った、SJAC主催

演者らを招待し、SJAC吉永会長、大宮顧問

の歓迎レセプション

をはじめとする役員が参加してSJAC主催の

10月11日（火）の夜、パレスホテル東京に

歓迎レセプションを開催した。

て、米国航空宇宙工業会（AIA）のMarillyn

冒頭SJAC吉永会長から、JA2016が出展社

Hewson会長（Lockheed Martin社, Chairman &

数と出展面積で過去最大になったこと、世界

CEO）、欧州航空宇宙防衛工業会（ASD）の

の有力企業から多くの参加を得て幅広い内容

Mauro Moretti会長（LEONARDO社, CEO &

のセミナーやB to Bミーティングが実施でき

General Manager）および、13日（木）に実施

ることを紹介した。次いで、Hewson会長そ

した欧米企業によるプレゼンテーションの講

してMoretti会長から今後の日米・日欧の協力

歓迎のスピーチをされるSJAC吉永会長

Boeing JapanのBrett Gerry社長と
御歓談されるSJAC大宮顧問（左端）

左からSJAC永野国際委員長、
AIA Marillyn Hewson会長、SJAC吉永会長

左からASD Mauro Moretti会長、
SJAC吉永会長、SJAC永野国際委員長
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関係を深める挨拶が行われ、今後の日・米・

産業が新たなフェーズに入ることの決意が述

欧の絆と発展への思いが語られた。

べられると共に乾杯が執り行われ、参加者間

また、SJAC大宮顧問から、F35戦闘機の導
入やMRJの開発などを例にして日本の航空機

で多彩な話題での会話が時間一杯まで途切れ
ることなく続いた。

10月11日（火） SJAC主催 歓迎レセプション 吉永会長の挨拶全文
Good evening ladies and gentlemen,
I am Yasuyuki Yoshinaga, Chairman of the Society of Japanese Aerospace Companies.
I am honored to have this opportunity to welcome Ms. Marillyn Hewson, Chairman of AIA,
Mr. Mauro Moretti, President of ASD and distinguished guests from world-famous companies.
Thank you for coming all the way for attending the Japan International Aerospace Exhibition
which starts tomorrow at Tokyo Big Sight.
This exhibition, the fourteenth of its history, originated in 1966, 50 years ago. Among features of
the exhibition which reflect Japanese aerospace industry development, I’m pleased to announce 2
topics.
The 1st topic is that, the number of exhibitors and the area of exhibition have become the largest
ever. 792 companies and organizations from Japan and overseas will be exhibiting. Among them,
there are 31 major companies that are ranked in the world’s top 100.
Exhibitors from Japan includes 350 SMEs, representing the aviation industry-clusters. The number
of SMEs increased by 60% compared to the last exhibition in 2012. Those figures are the evidence
of robust growth of Japanese Market.
The 2nd topic is that, we can organize quite wide variety of events including seminars, lectures
and B to B meetings with participation by prominent figures from world major aerospace
companies.
Special Speech session held in the opening day is one of the splendid events we are proud to
announce, where Ms. Marillyn Hewson, Chairman of AIA, Mr. Mauro Moretti, President of ASD
and Mr. Hideaki Omiya, the Special Adviser of SJAC will kindly give a speech to the audience
tomorrow afternoon. Thank you, Ms. Hewson, Mr. Moretti and Mr. Omiya.
Also, 13 members from US and European companies will kindly give a lecture at the international
session the day after tomorrow. I deeply appreciate their effort and generosity.
Inviting all speakers and lecturers here tonight, I hope this reception may find an opportunity to
express our gratitude and to cultivate a close friendships.
I would be very happy if you could enjoy yourself over Japanese food and drinks.
Finally, I wish the success for all of you.
Thank you.
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2. その他の意見・情報交換会

を調整していくことを約した。

（1）フランス航空宇宙工業会（GIFAS）
7月13日（木）の夕方、フランス航空宇宙
工 業 会（GIFAS）の Pierre Boulot 専 務 理 事、

（2）台湾航空宇宙工業会（TAIA）
7月12日（火）の夕方、TAIA Anson Liao会

Vincent Gorry国際部長、SJAC今清水専務理事

長（AIDC社, CEO）、同Tiehlin Yen専務ほか

および川平で、翌月11月22-23日にGIFAS会

とSJAC今清水専務理事および川平で面会を

長と国際委員長をはじめとする34企業団が来

行った。TAIAは構成企業の一つであるAIDC

日する予定に関して、SJACと行う具体的な

社が非常に大きな力をもっており、昨今同社

イベント内容や概略日程について確認と意見

の日本との取引が増えていることもあり、12

交換を行い、基本的な構成を合意した。事務

月に台湾にて実施する航空産業フォーラムへ

方間で日を改めて今後の検討事項等を調整す

の参加を打診されるなど、日本の活動内容や

る に 当 た り、11 月 9 日 に パ リ で 行 わ れ る

成功例などを学びたいとの要望が強い。今後

METI-DGAC（フランス航空局）間のワーク

も事務局レベルでの情報交換を続けていく。

ショップ時に訪仏する機会も利用して、細部
〔（一社）日本航空宇宙工業会国際部
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