2016 年度
安全報告書
ジェットスター・ジャパン株式会社
この報告書は航空法第 111 条の 6 に基づき、安全にかかわる情報を記載したものです。
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はじめに

日頃よりジェットスター・ジャパンの運航へのご支援を賜り誠にありがとうございます。

お陰さまで大規模な事故につながる事案の発生もなく、昨年度も幅広い層のお客様にご利用いた
だきました。2012 年 7 月 3 日の就航から 2017 年 6 月 30 日までの累積搭乗者数は 19,866,540 人
となり、日本の LCC として最速で 1900 万人以上のお客様をお迎えしました。
ジェットスター・ジャパンは、2017 年 3 月より A320 型機を 1 機追加し 21 機での運航体制とな
りました。これは本邦 LCC として最大の運航機材数、路線数であり、充実した国内路線網を基盤
として国際路線網の拡充に努めてまいりました。2017 年 6 月 2 日（金）には、香港・台北・マニ
ラに次ぐ第四の海外就航都市として上海（浦東）に就航し、成田国際空港と上海浦東国際空港を
結ぶ初の日本の LCC となりました。現在、国内線 16 路線、国際線 9 路線、1 日最大 100 便以上
を運航しています。
また、日本に根ざしたサービスの充実にも注力してきました。2016年9月にはKDDI株式会社およ
び沖縄セルラー電話株式会社と事業提携し、ジェットスター・ジャパンが運航する国内および国
際線の航空券を購入する際に「au かんたん決済」（キャリア決済）を利用できるよういたしまし
た。これは日本の航空会社として初の試みです。「auかんたん決済」への対応により、auのスマ
ートフォン1つで航空券の予約から購入、また空港でのチェックインまで可能となり、その手軽さ
から多くのお客さまにご利用いただいています。

さらに、弊社運航便をビジネスでご利用されるお客様が増えてきたことから、2017年2月8日にビ
ジネス旅客向け運賃「フレックスBiz（ビズ）」を導入しました。運航便の同日の無料変更やキャ
ンセル、前方座席を無料で指定できるなど多忙を極めるコストコンシャスなビジネスパーソンに
高い柔軟性と効率性を提供し、「LCCでの出張」を実現させました。

このようにサービス品質の向上を図ってまいりましたが、安全運航の継続なくしてサービス
の品質の向上は実現できません。ジェットスター・ジャパンの全ての社員は「安全は我社の
最優先事項』という安全方針を決して忘れることなく、引き続き一便一便の安全運航に全力
を尽くしてまいります。
皆様の変わらぬご愛顧とともに、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2017 年 11 月
ジェットスター・ジャパン株式会社
代表取締役社長
片岡 優
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【本報告書の対象期間】
ジェットスター・ジャパンの事業年度である 2016 年 7 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日まで
としております。
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1．安全に関する基本方針

1-1 安全に関する方針
安全は我社の最優先事項です。安全は我社の良質な業務遂行のために最も重要なこと
であり、それは同時に全ての管理者・スタッフが第一に担うべき責務でもあります。
我々は飛行中、地上に拘らず、あらゆる業務の一環として予防的な安全管理を行いま
す。
「安全の確保は、まず人への配慮から」が基本です。

安全方針に関わる基本原則：
・安全は顧客の利便性、スケジュール維持、企業業績に優先する。
・全社員、委託先は自分自身、同僚、お客様、一般市民の方々の健康と安全に
対し責任があることを理解する。
・全社員、委託先が懲戒を心配することなく過失や不安全事象の報告をできる
“公正な・文化”を支援、維持する。
・訓練や教育の場も含め、職場のあらゆるレベルに対し安全関連の情報を
オープンに伝達、共有する。
・継続的な関与、情報発信を通じて、社員や委託業者と一緒に安全管理プロセス
を進める。
・根本原因を究明し、再発防止策を構築できるよう適切なインシデント・事故
調査を行う。
・あらゆるレベルのリスクの特定と管理を行う。
・ビジネスの変化や展開において安全への影響について検討を加える。
・法の基準、会社基準・規程の遵守あるいはそれ以上のレベルを満たす。
・これら安全に関する原則・価値に対して実行をした社員を称賛する。
ジェットスター・ジャパン社員、委託先、取引先全ての積極的な参加と
実行により、我々は社員、お客様、委託先、オペレーションそしてより
広い社会の健康と安全の保護に努めます。
安全は我社の最優先事項です
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1-2 安全文化の重視
安全は当社の最優先事項であり、安全を基本とした意思決定と行動がなされる文化
を形成することを目指しております。安全文化は安全管理体制の礎であり、必要不
可欠なものです。当社の安全文化は以下により構成されます。
(1) 公正な文化(Just Culture)
当社では、社員に安全上の重要な情報を報告することを奨励すると同時に、許
容される行動と容認されない行動の相違点について社員が十分に理解できる
よう、信頼関係のある環境の醸成を目指しております。公正な文化は、そのシ
ステムと個々人の説明責任のバランスを図ることによって成り立っておりま
す。
（次ページ参照）
(2) 報告する文化
当社では、安全および保安上のあらゆる問題について、オープンな報告環境を
奨励しております。すべての社員は、安全に関する問題を報告し、ハザード( 事
故やエラーの原因となりうる危険要因 )、スレット ( エラーの可能性を大き
くするような要因 )、およびエラーを率先して報告することを奨励しておりま
す。これらの報告があった場合は、安全上の措置が適切、かつ適時に講じられ
るよう、検討が加えられます。
(3) 学習する文化
人は、自身の間違いに学び、また他者の間違いに学びます。安全上の問題とイ
ンシデントの結果について社員に情報を適時に提供することによって、全員が
学習し、各人の技能と知識を強化していきます。
(4) 必要な情報が行き渡る文化
当社は意思決定の一環として適切なリスク管理体制を導入し、あらゆる安全上
の懸念に関し適切な体制と手順を検討していきます。そのため、安全に関わる
スレット、ハザードおよびリスクは、社員の隅々まで理解できるよう行きわた
っていることが大切である、と考えております。
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【公正な文化に関する方針】
ジェットスター・ジャパンは、安全・保安関連の問題をオープンに報告することを奨
励し、オープンで信頼のおけるコミュニケーション環境を構築することを目指します。
公正な文化では、システムと個々人の責任の双方のバランスをとることが必要です。
また、行動の管理、組織の価値観や信念の浸透、公平かつ一貫性のあるジェットスタ
ー・ジャパン社員の処遇も重要な要素と考えます。
公正な文化においては、社員は許容される行動と許容されない行動について理解しな
くてはなりません。
ミスや過失の発生を受容します。それらに対しての責めや懲戒は不適切で非効果的で
す。
一方、故意の違反、無謀な行為、会社規則・基準に対する継続的な違反や不履行、意
図的に報告しないことなどは許容しません。
ジェットスター・ジャパンは以下を認識します。
•全社員は、オペレーションや職場環境の安全・保安に影響するような事故、事象、ニ
アミスあるいはその可能性、リスクや危険要因などを報告する義務を持つ。
•不安全事象、ミスや過失の報告に対して懲戒することはない。管理者はミスや過失が
起こることを認めるとともに、それらを管理しなければならない。ミスや過失に対
する責めや懲戒は、逆効果である。
•無謀な行為は許容しない。無謀な行為、会社方針・規則・手順などに対する継続的な
違反や不履行、意図的に報告しないことなどに対しては懲戒の対象とする。
•安全調査を行う目的は、事故や事象の事実や要因を特定し再発防止を図るためであり、
責めや懲罰を課すためではない。
•効果的な安全調査行うために、まずヒューマンエラーやリスクの高い行動に至った原
因を特定し、そして再発防止のための適切な対策を講じる。
•組織としてミスや過失から教訓を学び、積極的にその教訓を共有し、システム設計や
安全に対する行動強化に反映する。
•組織は、公正な文化の原則に基づく意思決定プロセスを適用することで、全社員に公
平で一貫性のある処遇をする客観的基準を有することができる。
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2. 安全管理体制

2-1 安全管理の組織体制
(2017 年 6 月 30 日現在)
当社の安全確保のための組織と人員は、以下のとおりです。

各組織の人員数 （2017 年 6 月 30 日現在）
組織名

人数

整備本部

106 人

運航本部

194 人

オペレーション本部

47 人

空港本部

154 人

客室サービス本部

357 人

安全保安管理本部

11 人
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2-2 安全管理の責任者・組織
(1) 代表取締役会長
全ての組織を先導、指揮し、安全およびコンプライアンスに関わる事項の意思決定を
行う最終責任と権限を有します。
(2) 最高経営責任者(CEO)
全ての組織を先導、指揮し、安全およびコンプライアンスに関わる事項の意思決定を
行う責任と権限を有します。
(3）安全統括管理者
航空法第 103 条の 2 の定めにより選任され、当社の安全、品質保証体制および保安の
日常管理について最高経営責任者に対する責任を負います。
(4) 安全保安管理本部長
安全保安管理本部および会社全体の安全管理システム、保安管理システム、品質保証
システム、危機管理計画と緊急対応および労働安全管理システムを管理する責任を負
います。
(6) 運航本部長、整備本部長、客室サービス本部長、空港本部長およびオペレーション本
部長
運航に直接関わる各本部を指揮管理し、それぞれの業務が安全かつ法律・基準に従っ
て実施されるよう業務を遂行、意思決定を行います。
(7) 安全保安管理本部
当社の運航に関わる安全、品質、保安、危機管理および法律・基準への適合性を維持、
向上させるために継続的にモニターし、代表取締役会長および経営に対し、支援およ
び助言を提供します。
安全保安管理本部は以下の業務に対して責任を有します。
・事故防止、運航の安全、リスク管理およびハザードの特定を含む安全管理システム
および安全プログラムの導入、監督
・経営陣と協力して、安全管理システムおよび安全プログラムを確立、管理するため
の適切な手順と人材の確保
・安全管理システムおよび安全プログラムの有効性の最高経営責任者への報告
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2-3 安全に関わる会議体
(1) 航空安全委員会
安全保安実績に責任を負う委員会です。運航の安全性ならびに保安、労働安全衛生に
関する全ての事項および安全報告の評価を行い、安全・保安上の欠陥や問題に関し、
改善または是正措置を決定します。
当委員会は最高経営責任者(CEO)を委員長とし、代表取締役会長、整備本部長、客室
サービス本部長、空港本部長、運航本部長、オペレーション本部長、安全保安管理本
部長および安全保安管理本部担当マネジャーで構成されます。
(2) 各本部安全対策グループ会議
運航本部、整備本部、客室サービス本部、空港本部の各本部の業務に関わる安全問題
等を実務レベルで協議するために各本部において安全対策グループ会議を開催して
います。当会議は、各本部長を委員長とし、関係する本部内の担当および安全保安管
理本部担当で構成されます。
2-4 運航乗務員、整備士、客室乗務員、運航管理者の数
(2017 年 6 月 30 日現在)
人数
運航乗務員

備考

176 名

整備士

38 名

客室乗務員

334 名

運航管理者

13 名
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2-5 日常運航の支援体制
(1) 運航乗務員、客室乗務員、整備従事者及び運航管理に関わる定期訓練及び審査
上記対象者の定期訓練及び審査の内容は、航空局の「運航規程審査要領（空航第 58 号、
国空総第 454 号）
」
「整備規程審査要領（空機第 73 号）」
「航空運送事業及び航空機使用
事業の許可並びに事業計画変更の認可及び届出の取扱要領（国空総第 408 号）
」に基づ
き、当社の各規程に設定されています。
(2) 日常運航における問題点の把握、解決、フィードバックの体制
「OSCAR」という安全報告制度により、運航の現場で発生する安全に関わる様々な事
象の報告を受け、その情報をデータベース化しています。この制度により、運航、整
備、客室サービス、空港、オペレーションの各本部スタッフや委託先スタッフにより、
ヒヤリハットからインシデント等の重大事象も含め、報告がなされます。その後、
「OSCAR」に挙げられた事象に応じ対応責任者が決められ、原因分析・問題解決と関
連する現場へのフィードバックが行われます。また、重要な問
題は、各本部安全対策グループ会議、航空安全委員会などを通
じて、問題解決の水平展開や情報の共有化が図られます。
(3) 安全に関する啓発活動
前述の安全文化を浸透させるため、全社員が安全教育・保安教育を受講します。
また、安全にかかわる様々な情報を広く伝える手段として「Jetsafe」 という社内刊行
物により、安全に関する啓発活動を行っています。さらに、安全に関わる情報をタイ
ムリーに共有するため、安全保安管理本部からメールニュースも発行しています。ま
た、Just

Culture の精神で報告を提出し当社の安全推進に役立った事例については、

随時感謝状を発行し、安全文化の浸透を図っています。

安全情報誌 Jetsafe

メールニュース
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2013 年度から全社の安全大会を開催し、安全に関わるさまざまなセッションを通じ安
全意識の高揚、事例の共有、外部講師による安全研修などを行いました。
本年度は、早稲田大学教授の小松原先生をお招きし、「現場スタッフの安全指導～マネ
ジャーの二つの心得」と題し、小松原先生よりご講話頂きました。

２０１７年３月にはジェットスター・ジャパンは２１機体制となり、社員数も９００
名を超える規模になったと聞いています。組織力で安全運航を推進することが今まで
以上に実現できるようになってきました。
組織力は、一人一人がばらばらに存在していては発揮されません。烏合の衆にならな
いよう、ルールを定めて、それに従って全員が行動することが求められます。一方で、
ルールに従ってさえいれば組織力は発揮できるかというと、そうではありません。ル
ールに従うことは当然として、さらには、航空事業スタッフとしてのマナーを身に着
け、その場その場の状況に応じた前向きの行動も求められます。ルールの行間を埋め
る有機的な行動といういい方ができるでしょうか。その時に何より重要となること
は、フィロソフィの共有です。全員が「安全運航の実現」というフィロソフィを確固
として共有し、協力し合いながら行動するということです。その時には、核となるリ
ーダーと、的確なコミュニケーションが必要です。
ジェットスター・ジャパンが日本の空に就航して、５年の歴史を刻むに至りました。
安全アドバイザーとして社内をオブザーブさせていただくと、第一便の就航当時から
頑張ってこられた若手を中心に、明日のジェットスター・ジャパンを引っ張っていく、
明るく前向きな核になる人材が、社内に確実に育ってきていることが確認できます。
航空機はきわめて安全な乗り物ですが、本来的に安全であるわけではありません。関
係者が一丸となって、安全を実現し続ける努力が必要です。今日の安全が明日の安全
を約束するものでもありません。明日の安全運航を確実に実現するために、引き続き、
ジェットスター・ジャパンの皆さんの明るく前向きな行動を期待しています。
ジェットスター・ジャパン安全アドバイザー 小松原明哲（早稲田大学教授）
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2-6 使用している航空機に関する情報
（2017 年 6 月 30 日現在)
機種

機数

エアバス
A320-232 型

座席数

20 機

180 席

導入時期

2012 年

平均年間

平均年間

飛行時間

飛行回数

2852 時間

平均機齢

1652 回

4.2 年

2-7 運航状況に関する情報
（路線別輸送実績 2016 年 7 月 1 日～2017 年 6 月 30 日 ）
当該事業年度における路線別の輸送実績(有償旅客キロ、座席キロ等)は以下の通り
です。

路

国
内
線

国
際
線

線

(有償旅客キロ(RPK)、座席キロ(ASK)：×100 万)

有償旅客キロ(RPK)

座席キロ(ASK)

運航実施便数

成田－那覇
成田－福岡
成田－札幌
成田－関西
成田－鹿児島
成田－松山

853
818
626
343
224
211

996
916
730
390
272
250

2932
4599
4547
2881
1257
1668

成田－熊本
成田－大分
成田－高松
関西－札幌
関西－那覇
関西－福岡

190
163
132
299
251
62

226
197
157
339
273
72

1192
1185
1228
1440
1202
724

中部－札幌
中部－那覇
中部－福岡
中部－鹿児島

231
182
165
149

286
219
192
181

1465
827
1437
1251

成田－香港
関西－香港

333
269

387
324

728
728

成田－台北

235

271

691

関西－台北
中部－台北
成田－マニラ

82
105
240

110
141
284

360
423
518

関西－マニラ
中部－マニラ

74
128

93
154

197
311
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3. 安全上の支障を及ぼす事態の報告(法第 111 条の 4)に関する事項

航空法第 111 条の 4 に規定する
「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態」
（事
故、重大インシデントおよびその他の安全上のトラブル）の発生状況は、以下のとおり
です。
3-1 航空機事故・重大インシデント
2016 年 7 月 9 日 速度計センサー2 系統が悪天候下で凍結した事例について
重大インシデントと認定され現在、運輸安全委員会にて調査が進められております。
弊社も原因調査に対して全面的に協力しております。
3-2 安全上のトラブル
2016 年 7 月 1 日～2017 年 6 月 30 日の間、国に報告した「安全上のトラブル」は 56
件でした。何れの事象も原因を分析し、必要な対応と再発防止策を講じております。
事 象 名

概 要

件数

原因

処置
航空機衝突防止装置の
Computer を Reset して回復

航空機衝突防止装置
が不作動であること
警報機能（Red
Warning）

を示す計器表示があ

14 件

航空機衝突防止装置の不

した。

具合。

航空機衝突防止装置の
Computer を交換した。

った。

検査を行い異常がないこと

の機能損失

を確認した。
Weather Radar 機能の故

Predictive Wind
Shear Warning 機能

1件

の故障

障に伴う、Predictive
Wind Shear Warning 機
能喪失

上昇中、航空機衝突防
航空機衝突防止

止装置の回避指示に

装置（TCAS）の 従って回避操作を行

１件

上空を飛行する他機を感
知した。

回避指示（RA） った。
に基づく回避操

降下中、航空機衝突防

作

止装置の回避指示に
従って回避操作を行

Weather Radar を交換した。

3件

った。

12

下方を飛行する他機を感
知した。

機器の回避指示に従って回
避操作を行い、管制の指示に
従い上昇した。
機器の回避指示に従って回
避操作を行い、管制指示に従
い降下した。
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台風の影響を受けて
飛行計画上必要

の運航中、活発な積乱

速度計センサー（ピトー

なエアーデータ

雲を避けて運航中、副

管）の凍結が原因と推測

システムの機能

操縦士席速度計が大

喪失(重大イン

きく変動、続いて機長

シデント）

席速度計も大きく変

1件

される。
＊運輸安全委員会に
て詳細原因調査中

動した。
経路又は高度の
逸脱:その他経路
又は高度からの
著しい逸脱

Go Around 実施中、
指定高度を一時的に

1件

逸脱した。

速度計センサー(ピトー管)
を交換、全運航乗務員へ事例
周知及び注意喚起を行った。
＊運輸安全委員会の最終報
告を待って更なら対策を
実施予定。

航路情報を再設定する為

当該乗務員への再教育、全乗

に、不用意にスラストレ

務員へ事例紹介及び注意喚

バーを操作した。

起を実施した。

航空機製造者に
より取り付ける

CA 座席シートベルト

ことが認められ

取り付けボルトに誤

ていない誤った

部品が使用されてい

装備品が取り付

た。

他社で発見され水平展開
3件

で当社 3 機に発見され
た。

当社全機に対し一斉点検を
行い正規部品の取り付けを
確認した。当該 3 機は正規
部品に交換した。

けられた事態
Anti-Ice Duct の取り
付け不具合

1件

FLT 中"CAPT L,R
STAT" メッセージの

当該 Engine 交換の際、

直に正規方向に取り付け直

AMM の指定とは逆向き

し、整備士全員に事例紹介及

に取り付けてしまった。

び注意喚起を行った。

一時的な電流の変化で
1件

表示があった。

CCB(電気ブレーカー)が
Pop Out した。

取り下ろされたタイ
ヤに対し設定された
ソフト要目が前回の
整備規程に関す

修理時に実施されて

るその他の事態

いなかった。

前回の修理実施後の整備
1件

記録を誤って入力してし
まった。

検査を行い異常がないこと
を確認した。
全てタイヤについて要目の
実施確認を行い、部品領収検
査員に対し事例紹介及び注
意喚起を実施した。

機体整備包括委託先
で AMM(Aircraft

機体整備包括委託先の

Maintenance Manual)

Manual の不備により、
基

基準を満足しない

3件

Bonding Meter が使

準を満足しない計測機器
が使用されていた。

直ちに正規計測機器で再測
定を行い問題が無い事を確
認した。

用されていた。
整備委託先で行った

委託整備先の Manual の

Main Battery の

不備により、正規

Capacity Test に不具

17 件

合があった。

Capacity Test が実施さ
れていなかった。
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Battery Maker と調整のうえ
早期に順次取り下ろし交換
作業を進める。
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AMM により修理を

当該 AMM には修理を

持ち越していた際、

CDL 適用で持ち越しす

成田帰着後、当該 CDL に従

る際の手順が記載されて

い整備点検作業を実施して

いたが、誤認してしまっ

健全性を確認した。

CDL の適用を誤って

1件

いた。

た。
要目の期限を超過し
た Life Vest が 搭載

当該 Life Vest の Shelf
1件

されていた。

いた。

客室内 EXIT SIGN
Lens が間違った位置
に取り付けられてい

1件

た。
その他の事態
視界･操縦室風
防に亀裂より視
界が大きく妨げ

上昇中右側の Cockpit
Sliding Window にヒ
ビが入った。

Life が誤って入力されて

直ちに Shelf Life 以内の Life
Vest に交換した。

EXIT SIGN Lens は 2 種

EXIT SIGN Lens を正規の

類あり取り付け位置が間

位置に取り付け直し運航に

違っていた。

供した。

FOD(Foreign Object
1件

Damage)よる傷から放

帰着後、直に交換した。

射上にヒビが生じた。

られた事態
その他の事態発

上昇中、一時的に

動機の速度調節

ECAM に Engine Stall

が不可能となっ

のメッセージが表示

た不具合

された。

その他の事態対
地接近警報装置
(GPWS)に基づ
く回避操作
その他の事態
運用限界の超過

1件

Visual Approach で山
の直上を通過した際

1件

GPWS が作動した。
Go Around の際 Flap
の Limit Speed を超過 1 件
させた。
副操縦士の乗務要件
を満たさないまま運

その他の事態
運航規程に関す
る事態

1件

航を実施した。

先行機の後流に入り、エ

到着後エンジン性能試験を

ンジン流入空気の乱れが

行い、異常の無い事を確認し

原因と推測される。

た。

山を回り込む進入経路を

全運航乗務員への注意喚起

誤って山の直上を通過し

を行い、Visual Approach 進

た。

入方式の改訂を行った。

Task が重なり計器のモ

全運航乗務員へ事例紹介及

ニターが不足していた。

び注意喚起を行った。

Safety Pilot の乗務アサ

関連部署担当者への注意喚

インを失念してしまっ

起を行い乗員 SKD 管理シス

た。

テムの改修を行った。

BULK CARGO
ROOM に搭載されて
いた受託手荷物の取

通常使用しない BULK
1件

り下ろし忘れがあっ

CARGO ROOM の搭載
状況の確認を怠った。

た。
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グランドハンドリング委託
先担当者への注意喚起及び
全就航空港への事例周知及
び注意喚起を行った。
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4. 輸送の安全を確保するために講じた措置

4-1 国から受けた行政処分または行政指導等
2016 年 7 月 1 日～2017 年 6 月 30 日の間に受けた行政処分はございませんでし
た。
4-2 安全目標の達成状況
2016 年 7 月 1 日～2017 年 6 月 30 日の当社の安全目標に対する結果は以下の通
りです。
(1) 運航阻害発生率（目標値）
：0.03 件(100 飛行回数あたりの発生件数)
実績は 0.012 件/100 飛行回数(実数 3 件)であり、目標を達成することが出
来ました。発生した運航阻害の要因を確認したところ、特定の部品の品質に
起因する傾向は見られなかったが、個々の事象発生時点で、他の機体に対す
る水平展開として、一次点検や予防的な部品交換等の処置を迅速に行ったこ
とが事象の再発防止となり、目標値をクリアーしました。
注)運航阻害発生率とは 100 飛行回数あたりの機材故障(鳥衝突等によるも
のは除く)による緊急着陸、目的地以外への着陸、離陸後の引き返し、離
陸中止および接地後の異常停止の発生件数です。
(2) 飛行データ解析プログラムにおける Category 4,3 発生件数（1000 飛行回数あた
りの発生件数）3.45/1000 FLT

実績は 3.47 件/1000 飛行回数であり、残念ながら僅かに目標を達成するこ
とが出来ませんでした。Hard Event に加えて外的要因による運航阻害項目
も抽出しており 2 月 17 日成田空港離着陸に際し、春一番の強風による Low
level Wind Shear Warning 関係の運航阻害項目が 13 件 Pick-Up されこの件
数が目標未達の大きな原因となりました。
年度当初毎月 2～3 件発生していた Strong Deceleration During Roll Out に
ついては、
毎月の運航乗務員 Group Meeting での FOQA 事例紹介に Airbus
参考文献を織り交ぜた資料での周知・注意喚起を行い減少傾向になりまし
た。
注)飛行データ解析プログラムとは、航空機に記録された飛行データを適切
な間隔ごと取り下ろして、解析をし、運航品質の向上に繋げる法令にプ
ログラムのことです。飛行データ解析プログラムにおける High Alert と
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は操作手順等について運航品質の観点から、機体の速度、姿勢、フラッ
プの位置などに Threshold を設けているモニターする項目のことです。
(3) レポート提出率（目標値）
：1.7 件((1000 労働時間あたりのレポート数)
実績は 1.51 件/1000 労働時間であり、目標を達成することが出来ませんで
した。年度当初、各本部において設定する安全戦略の中にレポート提出率
の項目を設定し、各本部で目標管理を実施しながら、その都度対策を講じ
て来ました。講じた対策の効果は 2 月以降顕著に現れていましたが、年度
当初の低提出率が影響したため、通年では目標値を上回ることが出来ませ
んでした。
注)当社では安全または保安に関する事象(事象の報告、ヒヤリハット等)お
よび業務中の負傷に関する報告は OSCAR(Operational Safety and
Company Advisory Report、2-5(2)項参照)にて提出することになっています。
OSCAR の提出によりハザードを特定することが出来ますが、そのためには
一定以上の OSCAR の提出が不可欠です。そのためにレポート提出率を指
標として安全目標を設定しました。
4-3 2017 年 7 月 1 日～2018 年 6 月 30 日までの安全目標
2016 年度の運航経験と実績を踏まえて、2017 年度（2017 年 7 月 1 日～2018 年 6
月 30 日）は、以下の安全指標、目標値を掲げて更なる安全運航に取り組んでま
いります。
(1) 運航阻害発生率：0.017 件(100 飛行回数あたりの発生件数)
当社における機材品質を見る指標として「運航阻害発生率」を設定しました。
(2) 飛行データ解析プログラム e-FOQA における Category 3,4 発生率：
3.45 件(1000 飛行回数あたりの発生件数)
昨年度達成できなかったため、本年度も昨年度と同じ目標値としました。
(2) レポート提出率：1.7 件(1000 労働時間あたりのレポート数)
当社における安全に係わる報告の提出状況を診る指標として「レポート提出
率」を設定しました。
以上
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