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ⅰ 

序 

 

戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工

業の発展を支えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。ま

た、その後の公害問題、石油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械

工業における技術開発の果たした役割は多大なものでありました。しかし、

近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展はめざましく、一方、

わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴い、勢い

を失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社

会対策等、今後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。こ

れらの課題の解決に向けて従来にもましてますます技術開発に対する期待は

高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られております。わが国機

械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも

多大な実績をあげるまでになってきております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくに

はこの力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーに

つながる独創的な成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必

要が高まっております。幸い機械工業の各企業における研究開発、技術開発

にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらいを定めた開発によ

り、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事

業のテーマの一つとして財団法人航空機国際共同開発促進基金に「大型精密

機器システム基盤技術の開発振興に関する調査研究事業」を調査委託いたし

ました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば

幸甚であります。 

 

平成１６年３月 

 

 

社団法人  日本機械工業連合会 

                       会  長      相 川 賢 太 郎 
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まえがき 
 
財団法人航空機国際共同開発促進基金は、平成１５年度調査研究事業の一つとして、

日本自転車振興会の機械工業振興資金の補助を受け、社団法人日本機械工業連合会か

ら受託事業「大型精密機器システム基盤技術の開発振興に関する調査研究事業」を実

施した。本報告書は、その調査研究の一事業である「航空機等次世代国際共同開発基

盤調査事業」について取りまとめた調査報告書である。 
世界の航空機市場は、グローバル化が一段と加速され、また事業投資規模も益々拡

大している。この世界市場に対する我が国の基本姿勢は、国際協調、国際貢献であり、

航空機産業の発達は、世界舞台で主導的役割、貢献を果たすことにより達成される。

この認識の上での重要課題は、国際共同開発の場での役割を高める先進技術開発の更

なる促進を図ることはもとより、開発戦略を強力に推進し、多様な形態の国際共同開

発プロジェクトの拡大に結びつける体制等の構築である。

 同時に、技術、人材、情報等の資源の有機的な交流、調和を図り、より戦略的な施

策を推進し、ひいては国際共同開発をより効果的に推進するためのベースとなる環境

基盤の構築も不可欠である。 
  このため本調査事業では、これまでの国際交流促進調査事業において実施してきた

アジア地域の人材・情報交流の基盤整備調査およびシーズ発掘等事業で実施してきた

航空機産業と他産業間の技術移転、技術交流の態様の調査で得られた活動成果を取り

込みつつ、これまでの両事業をさらに発展、統合して、グローバル化する世界の航空

機産業への貢献、とりわけアジア地域への貢献に視点を置き、国際共同開発の促進を

支援する環境基盤の構築のために、国際共同開発の振興に寄与する「航空機等次世代

国際共同開発基盤調査事業」を実施した。 

実施に際しては、当基金内に「航空機等次世代国際共同開発基盤調査委員会」を設

け、国際共同研究・開発を促進する諸基盤の中で、技術、人材、情報等の資源を有機

的に結合し、そのより高度な創出およびより有効な活用を図り、国際共同開発をより

効果的に推進するためのベースとなる基盤のうち、システムインフラおよびインタフ

ェースインフラを環境基盤と定義して、この環境基盤を構築するための調査を実施し

た。 

この調査にあたっては、事業の実現と推進にご尽力を賜った経済産業省および日本

自転車振興会ならびに社団法人日本機械工業連合会の関係各位に厚く御礼申し上げま

す。 
 
 平成１６年３月 

                            財団法人  航空機国際共同開発促進基金 
                                        会 長    佐     藤   文    夫 
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１．はじめに 

１．１ 調査委員会設置・継続の趣旨 

世界の航空機市場はグローバル化が一段と加速され、また事業投資規模も益々拡大して

いる。この市場に対する基本姿勢は、国際協調、国際貢献であり、わが国の航空機産業の

発達は、この視点に立ち世界舞台で主導的役割、貢献を果たすことにより、達成されると

の観点に立つ必要がある。 

近年、世界の航空機産業の発展は実質この市場ニーズに沿った多様な形態の国際共同開

発プロジェクト（政府主導その他全ての共同開発を含む）を質的・量的に拡大することに

より達成されてきた。 

一方、わが国の航空機産業の現状をみると、欧米に比肩し得る総合技術は保有している

にもかかわらず、他産業に比し発展が鈍く、欧米に遅れを取っており、何かが不足してい

ると認識する必要がある。 

これらの観点から今後国際共同開発プロジェクトを、更に質的・量的共に拡大するため

には、次の三つの課題がある。 

①先進的技術開発の推進 ＝ 創造資源の創出 

②開発・事業戦略施策の強力推進 ＝ 創造資源の有効活用  

③環境基盤の構築 ＝ 創造資源の創出および活用をより効果的に推進するための支援的基

盤の役割 

このような状況の中で、わが国の航空機産業を大きく発展させるには、国際共同開発の

場にステップアップし得る先進技術開発の更なる促進を図ることはもとより、戦略施策を

強力に推進し、多様な形態の国際共同開発プロジェクトの拡大に結びつける体制づくり等

の構築が重要課題の一つである。

  同時に、技術、人材、情報等の資源の有機的な交流、調和が図られ、より戦略的な施策

の推進へ発展し、ひいては国際共同開発をより効果的に推進するためのベースとなる環境

基盤の構築が不可欠である。 

財団法人航空機国際共同開発促進基金は、上記のような趣旨に鑑み、平成１２年度事業と

して、日本自転車振興会の機械工業振興資金の補助を受けて、社団法人日本機械工業連合

会から受託事業「航空機国際共同開発振興に関する調査研究事業」を実施するために、当

基金内に「航空機等次世代国際共同開発基盤調査委員会」を設置し、国際共同開発の促進

を支援する環境基盤の構築のための調査・検討を開始し、平成１３年度及び１４年度事業

を経て、その成果を受け継ぎ平成１５年度は、「大型精密機器システム基盤技術の開発振興

に関する調査研究事業」として、「航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業」を実施する

こととした。 

(図１．１「日本の航空機産業の今後の発展シナリオ概念図」参照) 

 

１．２ 調査の目的 

わが国の航空機産業を発展させるべく、国際共同研究・開発を促進する諸基盤の中で、

人、技術、情報等の資源そのものではなく、それらの資源を有機的に結合し、より高度な

資源の創出およびより有効な資源の活用を図り、国際共同開発をより効果的に推進するた

めのベースとなる基盤のうち、システムインフラおよびインタフェースインフラを環境基
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盤と定義し、この環境基盤を構築するための調査事業を実施する。 

(図１．２「環境基盤の定義」参照) 

 

１．３ 調査の経緯 

（１）航空機等国際共同開発シーズ発掘等事業 

航空機等国際共同開発シーズ発掘等事業は、国際共同開発の新規プロジェクトのシーズ

発掘のあり方を調査研究することを目的としてスタートした。 

元来、高度先端技術集約を特徴とする航空機産業の発達を図る上で、航空機産業以外の他

産業分野の先端技術からシーズをいかに取り込むかは重要なテーマである。かかる認識の

もと、技術移転を主要課題とした航空機関連のシーズ発掘の調査研究を平成元年度から実

施してきた。すなわち、航空機産業と他産業間の技術移転、交流の態様と航空機産業の技

術体系を調査すると共に、主として航空機部品・素材分野における先端産業技術の取り込

み（技術移転および交流）の現状を調査し、あわせて、わが国の航空機産業におけるシー

ズ開発の進め方を調査してきた。 

その結果、①航空機開発に必要な個別技術の抽出、②他産業から取り込める技術の抽出、

③航空機産業への技術移転ならびに技術のシステム化の態様が把握され、平成１１年度に

調査研究の目的をほぼ達成し終了した。 

 

（２）航空機技術者等国際交流促進調査事業 

航空機の国際共同開発の促進には、テクノグローバリズムの一層の進展に配慮して、航

空機産業分野における技術者・研究者等の相互理解の円滑化と技術力の向上を目指した人

材・情報の交流が図られなければならない。 

この主旨のもと、平成３年度から幅広い人材・情報交流の基盤整備について調査・検討

を行うと共に、アジア・オセアニア地区の航空機産業における国際協力体制などに関する

研究者・技術者を主体とした国際フォーラムを開催し、具体的人材・情報交流の組織化と

体制作りを目指し、さらに人材・技術情報などの総合的データ蓄積に基づく航空機産業用

の海外向け情報発信を可能とする人材・情報センター（航空機産業国際交流センサー）構

想に対する各国のニーズの調査・検討を実施し、平成 11 年度に調査研究の目的をほぼ達成

し終了した。 

 

（３）航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業 

平成１２年度からは、これまでの国際交流促進調査事業において実施してきたアジア地

域の人材・情報交流の基盤整備調査およびシーズ発掘等事業で実施してきた航空機産業と

他産業間の技術移転、技術交流の態様の調査で得られた活動成果を取り込みつつ、これま

での両事業をさらに発展統合して、グローバル化する世界の航空機産業への貢献、とりわ

け、アジア地域への貢献に視点を置き、「航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業」を新

設し、国際共同開発の振興に寄与する調査研究を開始した。 

 

１．４ 調査委員会の構成 

委員会のメンバーは冒頭の「委員会構成表」のとおりで、大学２名、研究所２名、航空
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機関連業界８名、その他の有識者２名の合計１４名より成り、オブザーバーとして経済産

業省 製造産業局航空機武器宇宙産業課 一ノ瀬宏昭課長補佐に参加して頂いた。 

委員長には学会の第１人者であり、産業界においても幅広く活躍されている通信・放送

機構つくば情報通信研究開発センター古賀達蔵センター長にご就任頂き、委員会の運営全

般にわたり多大のご教示を賜った。 

委員会の運営は全員参加型の委員会活動を旨とし、実際の調査活動をワーキング・グルー

プ（ＷＧ．主査村上哲委員）で行い、委員会にて全体の合意を形成する方針で臨んだ。ワ

ーキング・グループの編成は別掲表示のとおりである。 

(図１．３「委員会およびワーキング・グループ運営方針」参照) 

 

１．５ 調査の概要 

航空機国際共同開発促進のための基盤構築に関する調査内容として、次の三つの項目で

調査を推進して行くこととする。 

調査の進め方としては、①現状分析と課題の把握、②環境基盤として扱うテーマの選別、

③各テーマについてのあるべき姿の考察の各段階を踏んで取り進めることとする。 

（１）わが国の国際共同開発の推進に関する基本調査 

① 現状分析 

ａ）国際共同開発推進プロセスの現状分析 

ｂ）創造資源の創出、活用の現状分析 

ｃ）国際協調・国際貢献の現状分析 

② 課題の整理と考察 

ａ）国際共同開発推進プロセス上の課題 

ｂ）創造資源の創出、活用における課題 

ｃ）国際協調・国際貢献における課題 

（２）わが国の国際共同開発推進のあり方およびその取り組みに関する検討 

① 国際共同開発推進プロセスにおける環境基盤の中味とその役割の検討 

② 環境基盤のあり方の検討 

ａ）創造資源の創出、活用における環境基盤のあり方の検討 

ｂ）国際協調・国際貢献における環境基盤のあり方の検討 

ｃ）国際共同開発推進のための情報ネットワーク構築の検討 

・情報発信のあり方の検討 

・情報発信内容およびデータの選定 

ｄ）国際共同開発推進のための人的ネットワーク構築の検討 

 

（３）海外における基盤の実態および人的・情報交流活動の調査 

① 南北米、欧州、アジア・オセアニアを対象域とした幅広い調査の実施 

(図１．４「航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業イメージ」参照) 

(図１．５「日本の航空機国際共同開発の現状と課題および今後の対応」参照) 

(図１．６「本調査事業での活動およびスケジュール概要」参照) 

(図１．７「本調査事業の調査プロセス」参照) 
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１．６ 平成１４年度調査結果と課題 

Ｈ１４年度の調査により、産学官、エアラインの統合的な情報交換の場が不十分であっ

た事、特に、エアライン、パイロットからの情報が国内メーカーに伝わる機会が決定的に

不足している事を指摘された、この点については日本航空宇宙学会などの意見交換、情報

交換の場、委員会設置などの提言がなされた。 

また、人材交流については、大学、研究機関産業界相互において期限付き出向の様な形

で、教育・人材育成を目的に人事交流を行ってはどうか提言された。これらにより人的ネ

ットワークが形成され将来の共同研究開発の基盤として貴重である。 

航空機関連ビジネスの発展に係わる、官と法制度に関しては、法制度の現状を日本と欧

米について比較も交え、現状を明らかにした。我が国の場合４つの法規が３省庁によって

施行されているが、航空機開発の際、この様な体制が問題となり種々障害の発生の可能性

があるとの指摘がなされた。 

日本の航空機産業は国際共同開発に参画はするも、開発サイクルの一部しか係わってい

ない、故、製品の使われ方、不具合情報を得られないので市場ニーズ情報に疎い立場であ

るとの意見が出された。 

国際共同開発参画は技術力、国際競争力向上の点で重要ではあるが航空機・エンジンを

主管し、インテグレーションをやらないと開発サイクル全てを網羅出来ないので全機シス

テム開発が必須であると指摘された。 

一方、欧米で盛んなアフターマーケットビジネスについては、欧米の現状を調査、把握

し、ビジネスモデルとして日本に導入を想定したときの問題点の分析を行う事が検討され

た。これらは、ＰＭＡ部品の製造・供給及びＭＲＯ事業の実行意義が大である。 

それにより、信頼性、経済性の向上が図られ、更に世界市場での日本の技術の優位性が

示され、日本の航空機産業の活性化が図れることが期待される。しかしこれらのビジネス

について国内メーカー側の現実的立場は、日本の高額な人件費やアフターマーケットビジ

ネスを成功させるためには、新規エンジン開発と同等の労力が必要である上に、種々問題

点があることが指摘されている。 

 

１．７ 平成１５年度調査活動の概要 

 

１．７．１ 調査の目的 

Ｈ１５年度は当事業のまとめ年度にあたり、Ｈ１４年の調査、検討から抽出した課題に

関わる以下の各項目につい具体的な提言が出来るよう調査・検討を実施することとした。 

１）航空機産業発展に関わる、産・学・官・研、エアラインの連携、情報交換人的交流の

あり方につき既存の基盤を活用する上で、効果的方策の具体的提言の検討（新設の基盤構

築も含め検討する）。 

・全般的及び技術的な情報交流・人的交流の場の構築の検討（学会の活用も含む） 

・人事交流制度の整備、構築に関する検討。 

・航空機産業関連技術の各機関統合型技術検索システム構築の検討。 

・産学官の一貫性のある共通航空技術開発プログラムシステムの在り方の検討（特に大学

の効果的参画を考慮）及び政府助成の効果的関わり方の検討。 
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・大学側からの貢献の方策とその在り方の検討。 

・諸外国における大学参画状況調査対比の上で、日本への適用可能性の検討。 

・若手技術者の教育における産学連携の在り方。 

２）我が国航空機関連ビジネスの発展に係わる官と法制度の在り方、基準・規格のあり方。 

・３省庁４本立て法制度の現状の調査・検討。 

・欧米先進国の法制度の調査・検討 

３）日本の航空機産業の自主性、独立性を維持しながら一層のビジネス拡大のための具体

的提言の検討（含むＭ・Ｒ・Ｏビジネス） 

・航空機機体・エンジンの設計開発、設計・製造の認証、マーケテイング・セールス、プ

ロダクトサポート、アフターマーケットビジネス及び全機開発上の課題の更なる検討 

・上記に関連して、産業界のあり方と問題点の分析・調査・検討。 

４）国際共同開発推進際して、海外航空規制策・大方針の実体調査と、日本の航空機政策・

方針のあるべき姿の検証と提言。 

５）国際共同開発におけるアジア地域の重要性の再分析、アジア調査の継続・充実化、 

Info-Plaza Meeting の継続・充実化、成果の分析と今後のあり方の検討。（今後の航空

機市場としてアジア諸国、並びに著しい経済発展途上にある中国との協調・共生・共栄

を見据えて）  

６）我が国の航空機工業と機械工業全体の発展の関わり方について検討。 

７）その他、環境基盤に関して、調査過程で重要と認識される項目の検討。 

（図１．８「調査の全体像と課題の総括」参照）  

 

１．７．２ 調査の結果 

平成１５年度は、初めに当年度全体活動計画並びに委員会（含むワーキング・グループ）

の進め方を策定して、各調査を実施した。 

調査は、４回の委員会開催、４回のワーキング・グループ会議開催、海外（韓国）調査

をとおして進めた。具体的には、次のとおりである。 

［委員会］ 

○ 第１回委員会 

平成１５年６月１２日 

１．本調査事業の主旨および計画概要の紹介と意見交換 

２．委員会の活動計画について 

 

○ 第２回委員会 

平成１５年９月１６日 

１．調査の進め方について（第１回ワーキンググループ会議の結果報告と討議） 

２．海外調査計画について 

 

○ 第３回委員会 

平成１５年１２月９日 

１．調査の進め方について（第２回ワーキンググループ会議の結果報告と討議） 
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２．海外調査計画について（報告） 

 

○ 第４回委員会 

平成１６年３月２日 

１．平成１５年度調査報告書の承認 

 

［ワーキング・グループ会議］ 

○ 第１回ワーキンググループ会議 

平成１５年７月１５日 

１．本事業の調査の進め方について 

２．海外調査について 

 

○ 第２回ワーキンググループ会議 

平成１５年１０月２１日 

１．本事業で取り扱うテーマの討議 

２．海外調査について 

 

○ 第３回ワーキンググループ会議 

平成１６年１月１３日 

１．本事業で取り扱うテーマの討議 

２．平成１５年度調査報告書の作成について 

 

○ 第４回ワーキンググループ会議 

平成１６年２月４日 

１．平成１５年度調査報告書原稿の検討 

 

［海外調査］ 

１．調査目的 

航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業に係わる、アジア・オセアニア地域調査とし

て、平成 15 年は、韓国の航空機関連産業の調査を行い、同時に Info-Plaza Meeting に参

加し、更に当地にて開催中の Air-show の視察調査を実施した。 

 

２．訪問先 

１） ＩＨＩソウル事務所（ソウル） 

２） 日本貿易振興機構（ソウル） 

３） 韓国航空宇宙産業振興協会(KAIA)（ソウル） 

４） 韓国航空宇宙産業株式会社（KAI）（ソウル） 

５） 韓国ロストワックス株式会社（京幾道始興市） 

６） Korea Aerospace Research Institute（KARI）(Daejeon) 

７） Korean Air、Aerospace Business Division（Busan） 
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８） Info-Plaza Meeting 参加出席（Busan） 

９） Korea Air Show 2003 視察調査（Busan） 

 

３．期間 

平成１５年１０月２７日～１１月５日 

 

４．メンバー 

・古賀 達蔵：本委員会委員長：通信放送機構つくば情報通信研究開発支援ｾﾝﾀｰ長 
・村上  哲：同委員会ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ主査：宇宙航空研究開発機構、総合技術研本部、  

新型航空機技術開発ｾﾝﾀｰ、SST ﾕﾆｯﾄ、ｼｽﾃﾑ概念ﾘｰﾀﾞｰ 
・李家 賢一：同委員会委員：東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻 助教授 
・古屋 正宏：同委員会事務局：IADF 国際部 部長 

 

１．７．３ 調査の発表 

当委員会の活動成果を周知する目的のために日本航空宇宙学会・日本航空技術協会主催

の「第 41 回飛行機シンポジウム」において報告を行ったので、その概要をまとめた。 

第４１回飛行機シンポジウムは、日本航空宇宙学会と日本航空技術協会の主催で、平成

１５年１０月８日（水）から１０日（金）までの 3 日間、長野県長野市の若里市民文化ホ

ールにおいて開催された。当委員会の活動報告は、同シンポジウム内で企画された「特別

企画 SS6 国産航空機に向けての展望(8)」の中でなされた。この特別企画は日本航空宇宙

学会空気力学部門委員会の企画で以下に示すプログラムで大会 3 日目に開催された。なお、

当委員会からの報告は第 1 件目と第 2 件目の報告である（詳細は Appendix-Ⅰ参照）。 

 

「特別企画 SS6 国産航空機に向けての展望(8)」 

10 月 10 日(金) Ａ会場（１F ホール） 

【司会 李家賢一(東大工)】 

9:10-9:15 空気力学部門委員長挨拶 安部隆士（宇宙研） 

9:15-9:45 

3A1 航空機の次世代国際共同開発に関する基盤調査について ○渡辺紀徳（東大工） 

9:45-10:15 

3A2 航空機産業とアフターマーケットビジネス   ○杉浦重泰（全日空） 

10:15-10:55 

3A3 新機関 JAXA の航空技術研究構想について   ○泉耕二、高木正平（航技研） 

 

第 1 件目の「航空機の次世代国際共同開発に関する基盤調査について」では、航空機等

次世代国際共同開発基盤調査委員会における調査報告の１件目として、基盤調査全般につ

いてまとめたうえで、航空機開発と基盤調査、産官学研エアラインの連携強化、等につい

てとりあげた。この講演では、産学間の連携を手助けする機関は何が考えられるか、また

講演中に指摘された大学において博士課程への進学が少ない原因について質疑応答がなさ

れた。 
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第 2 件目の「航空機産業とアフターマーケットビジネス」では、従来、技術優先に考え

られてきた日本の航空機産業に対し、世界の航空機産業の最近の動向から、アフターマー

ケットビジネスの占める位置付けと、その重要性を示し、これからの航空機開発に必要な

条件の一つである事を訴えた。この講演では、アフターマーケットビジネスへ日本が進出

することの難しさ、ならびに日本国としての航空機開発に対する立場についての質疑応答

がなされた。 



 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.１ 日本の航空機産業の今後の発展シナリオ概念図 
 

 

＜日本の現状分析＞ 

① 欧米に比肩し得る総合技術は保有 

にもかかわらず 

② 他産業に比し、発展が鈍く、欧米 

   に遅れている 

＜市場動向＞ 
・グローバル化 

・事業投資規模の拡大 

・低コスト化、環境規制 

【基本姿勢】 

・国際協調 ・国際貢献 

単独の企業、国では 
主導的役割はできない。 

日本の航空機産業の発展を図るには 

 世界で主導的な役割・貢献を果たすことが必要 

Ｃ 環境基盤の構築 

人･情報･技術等の資源を有機的

に結合する環境基盤 

Ａ 先進的技術開発 
  ＝創造資源の創出､活用 

 ・ＳＳＴエンジン 

 ・材料技術（耐熱・軽量材料、 

   半導体材料） 

 ・製造技術（知能加工技術、マイ 

  クロ・ナノ技術、ＣＩＭ技術） 

 ・情報・通信技術（エレクトロ   

   ニクス、画像処理・表示） 

・ ･･････

すなわち 

国際共同開発プロジェクト 

の質的・量的拡大 

 ・機体 ・エンジン  ・機器部品 

日本の航空機産業の発展 
（＝国際共同開発プロの拡大） 

１.ネットワーク化 

 ・人的ネットワーク化 

  （産･官･学一体化） 

 ・人・情報・技術の有機的結合 

２.情報発信、情報交流 

３.国際協調、国際貢献のグロ 

  ーバル展開（特にアジア域） 

：今回の推進事業範囲 

Ｂ 開発・事業戦略施策 
 

 ・戦略施策の推進システム 

 ・創造資源の有効活用 

 ・国際協調、国際貢献 

何かが不足 
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（定義） 

 

 

 

 

                              

 

 
 

 

  

   

   

    

   

 

   

    

   

  

 
図１.２ 環 境 基 盤 の 定 義 

 

 

資 

源 
 

そ
の
他 

要
因 

環境基盤 

国際共同開発を推進する上で、人、技術、情

報等の資源乃至その他の要因そのものではな

く、資源等の要因間、要因内を有機的に結合

し、より高度な資源の創出およびより有効な

資源の活用を図り、国際共同開発をより効果

的に推進するためのベースとなる基盤のう

ち、システムインフラおよびインタフェース

インフラを環境基盤と定義する。 

産 官 学 

Ａ Ｂ Ｃ 

Ａ Ｂ Ｃ 

   人 

  技 術 

    情 報 

 政府の役割

その他 

   

 

国
際
共
同
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

 

の
推
進
に
か
か
わ
る
要
因 

例えば 

        【環境基盤】 

人  ：人的交流、コミュニケーション 

技術 ：共有化システム 

     評価・融合システム 

情報 ：情報交流、情報公開 

    ネットワーク化、データーベース 

組織 ：アイデンティティの設計 

     意志決定システム 

要因間：人的･情報交流、連携、 

    コミュニケーション、各種インフラ 

 

ハード 

インフラ 

制度 

インフラ 

システム 

インフラ 

インタフェース 

インフラ 

・設備 

・情報・通信 

 

・ココム 

・武器輸出三原則 

・諸規制 

・官庁間管掌 

・護送船団方式 

・意志決定 

  システム 

・公開システム 

・評価システム 

 

・コミュニケー 

    ション 

・人材交流 

・情報発信／ 

  情報交流 
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＜委 員 会 運 営 の 基 本＞ ＜委員会運営の手法＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１.３ 委員会およびワーキンググループ運営方針 
 

１．活動内容の具体的イメージアップ 

  環境基盤という漠然とし、かつ、これ 

 まであまり議論されなかったテーマを扱 

 うため、極力中味の明確化に努め、グル 

 ープ員の認識の共通化を図る。 

２．プロセス追求の重点指向 

  最終ターゲットを性急に追求するので 

 はなく、そこに到達するプロセスの追求 

 をより重点とする。 

３．幅広い共鳴を得る努力 

  利害衝突あるいは従来のスキーム、体 

 制の変更要求等から、委員会内で活動に 

 対する共鳴確保が困難な状況の発生が想 

 定される。 

  従って、幅広い共鳴を得られる工夫と 

 努力が重要である。 

４．委員会とワーキング・グループ の位置づけ 

（１）委員会 

   活動の基本方針の決定 

    ワーキング・グループ検討事項の承認 

（２）ワーキング・グループ  

  具体的活動の推進 

 

１．徹底した議論の展開とその輪の

  拡大 

（１）委員会とりわけワーキング・グ 

  ループでの活発な議論の展開 

（２）メディアの有効活用による議論 

  の充実と議論の輪の拡大 

２．委員会およびその周辺での早期

 試行 

  活動そのものの先導的意義および 

 解決策の進化のため、実現可能な領 

 域で試行する。 

(例) 

（１）情報発信・情報交流の試行 

（２）産・学間の技術の公開、共有活 

  動の試行展開 

３．共鳴確保の工夫と努力の推進 

（１）できる限りの議論の展開 

（２）価値概念およびアイデンティテ 

  ィーを高める工夫の推進 

（３）プレゼンテーション資料ファイ 

    ルの充実 

＜事 業 の 狙 い＞ 

 

 

    わが国の航空機産業の発展に不可欠 

  な多様な形態の国際共同開発の促進。 

 

 

 

  人、技術、情報等の資源そのもので 

 はなく、それらの資源を有機的に結合 

 し、より高度な資源の創出およびより 

 有効な資源の活用を図り、国際共同開 

 発を効果的に推進するためのベースと 

 なる基盤のうち、システムインフラお 

 よびインタフェースインフラ（環境基 

 盤と定義）を構築するための調査事業 

 を実施する。 

 

１. 本事業の目標 

２. 本事業の目的 

 ・人的ネットワーク化 

    産・官・学ネットワーク化 

      Who's Who 

 ・情報ネットワーク化 

   情報発信／情報交流 

   創造資源の公開、共有化 

 ・国際協調・貢献のグローバル展開 
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図１.４ 航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業イメージ 

 

＜目的＞ 

１．従来のシーズ発掘事業及び国際交流事業の発展統合 

２．国際共同開発を通じて、世界の航空機産業へ真に貢献し得る 

   環境基盤構築の調査 

（１）技術、人材、情報等の資源の有機的交流、調和を図る基盤づくり 

＜活動＞ 

１．国際共同開発推進のための環境基盤構築に関する調査・検討 

（１）国際共同開発の推進に関する基本調査 

（２）国際共同開発推進における環境基盤のあり方およびその取り組み 

２．海外における環境基盤の実態調査 

委

員

会

活

動

 

国際 

共 同 開 発

の促進 

Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｆ 

ホーム 

ページ 

 情報発信 

 センター 

誘蛾灯機能 

諸

外

国 

整備・拡張  

データ 

     次世代国際共同開発基盤調査  
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        図 １ .５  日 本 の 航 空 機 国 際 共 同 開 発 の 現 状 と 課 題 お よ び 今 後 の 対 応 
 

 

 

 日   本   の   現   状  課   題   お  よ  び   対   応  

 創 
造  

 国際共  
 同開発  

国際協調  
  ・ 
国際貢献  

人材：産・官・学の有能かつ 
   豊富な人材の保有 

技術：国研、大学の基礎技術 
   材料・製造技術 
   情報・通信技術 
   その他周辺技術 
   の保有 

資金：米国に次ぐＧＤＰ 

上記創造資源に基づく国際 
共同開発（研究）の推進 

①  Ｂ７６７，Ｂ７７７ 
    Ｖ２５００，ＣＦ３４ 
②  装備品  
   液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 
   空調装置、 

    降着装置 
③  民間主導の国際共同開発プロジェクト 
    ＭＨＩ／Ｂｏｍｂａｒｄｉｅｒ 
  ＫＨＩ／Ｅｍｂｒａｅｒ 
  ＦＨＩ／Ｒａｙｔｈｅｏｎ  etc  
 

①国際共同開発を通しての 
  国際貢献の実施 

②グローバルな連携を通して 
  の国際貢献の実施 
 （人的交流、情報交流） 

③アジア域国への創造資源 
  提供を通しての国際貢献 
  の実施  

日本が保有する創造資源質、 
量からみて、 

①創造資源の創出 

②創造資源の有効活用 

において、産・官・学の総力 
結集が十分とはいいきれない。 

日本が保有する創造資源の質、量

からみて、 

民間主導の国際共同開発（研究）

は質的、量的に拡大されてしかる

べき。 

同 
一 

日本が保有する創造資源の質、

量からみて、 
  国際共同開発及び人的・情報

交流、資源提供等多角的手段に

よるより幅広い国際貢献が可

能。 

創造資源の創出及びその  
有効活用のあり方  

①  産・官・学のネット 
   ワーク化 
 ａ ) 人的・情報交流の促進 
 ｂ ) 共有化の促進 

②  資源の有効活用のシス 
  テム作り 

国際共同開発を創り上げる 
ステップのあり方 

①  市場の把握 

②  共同開発に進みうる核 
   （主として技術的）の創出、 
    発見、育成、リリースの 
    あり方 

③  開発・事業戦略推進の 
    あり方 

 
 

日本の国際協調・貢献の 
あり方 

①  人材・情報交流活性化 
    のあり方 
 
②  アジア域との協調・貢献 

のあり方 

①  産 ･ 学間 ( 内 ) のネット 
    ワーク化 

ａ) 人材交流・情報交流強化 

ｂ ) 技術の公開、技術の交流 
   共同開発 
 
②  開発技術の評価・融合 
    システム化 

①  情報ネットワーク化

 ・情報交流の場の拡大 
 ・Ｄ／Ｂの公開、整備 

 
②  人的ネットワーク化

 ・人的交流の場の拡大 

①  市場の徹底分析と 
  評価 
 
② 
 
③  情報インフラを活用 
   した最適課題解決 
    手法の模索 
 
 

① 多層間人材交流 
  モデルの構築 

② 情報リリースの内容 
    および仕方の検討 

③ 資源の提供・受け 
    入れ活動の拡大 

最適課題解決手法の 
模索 

・ 情報発信／ 
  情報交流 

・ 情報発信／ 
  情報交流 

海外実態調査  
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 活動項目 活動の位置づけ 平成１２年度活動 平成１３年度活動 平成１４年度活動 平成１５年度活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．わが国の国際共同開発の推進に関する 

基本調査 

（１）現状分析 

 ① 国際共同開発推進プロセスの現状分析 

 ② 創造資源の創出、活用の現状分析 

 ③ 国際協調・国際貢献の現状分析 

（２）課題の整理と考察 

 ① 国際共同開発推進プロセス上の課題 

 ② 創造資源の創出、活用における課題 

 ③ 国際協調・国際貢献における課題 

 わが国の航空機産業を発展させるべく、国

際共同研究・開発を促進する諸基盤の中で、

人、技術、情報等の資源そのものではなく、

それらの資源を有機的に結合し、より高度な

資源の創出およびより有効な資源の活用を

図り、国際共同開発をより効果的に推進する

ためのベースとなる基盤のうち、システムイ

ンフラおよびインタフェースインフラを環境基

盤と定義し、この環境基盤を構築するための

調査事業を実施する 

  

基本的には、Ｈ13 年調査結果から抽出され

た課題を更に進化させ、より具体的な提言

を出来るようにする。 

 

 

 

基本的には、Ｈ14 年調査結果から抽出され

た課題を更に進化させ、より具体的な提言

を出来るようにする。 

２．わが国の国際共同開発推進のあり方 

およびその取り組みに関する検討・考察 

 

（１）国際共同開発推進プロセスにおける環境

基盤の中味とその役割の検討・考察 

（２）環境基盤のあり方の検討 

 ①創造資源の創出、活用における環境基盤

のあり方の検討 

 ②国際協調・国際貢献における環境基盤の

あり方の検討 

 ③国際共同開発推進のための情報ネットワ

ーク構築の検討 

  ・ 情報発信／情報交流のあり方の検討 

  ・ 情報発信内容・データの選定 

 ④国際共同開発推進のための人的ネットワ

ーク構築の検討 

 ⑤基盤調査過程で重要と認識される検討 

事項 

（１）委員会 

    委員：１４名 

     開催：４回／年 

（２）同ワーキンググループ 

    委員：６～７名 

     開催：４回／年 

 

 

 

               （1） 

                

 

                  （２）① 

 

 

         

（２）② 

 

             （２）③ 

 

 

 

 

（２）④ 

 

 

 

 

 

（２）⑤   

 

 

 

企業、大学、研究機関等の情報交換のス

キーム、協力体制の整備等の検討 

 

 

情報提供・交換・交流、人材育成の検討

等 （①～④） 

 

 

HP の立ち上げ INFO PLAZA の開設の検

討等 

 

Info-Plaza Meeting、人材育成の検討等 

 

 

 

 

 

新たに浮上した検討事項 

 

各項共通して関連する事項の継続検討・考

察 

産・学・官研連携、情報交換のあり方、及び

関係省庁の寄与のあり方、法制度の分析と

あり方の検討 

 

Equal Partnership System Integration のため

の方策、人材育成､ｱｼﾞｱ地域の重要性の再

分析及びﾒｰｶのあるべき方向の検討 

 

ｱｼﾞｱ調査と対話の継続と実施方法の充実

化､HP の発展的維持管理 

 

 

Info-Plaza Meeting の継続と充実化、人材教

育の検討 

 

 

日本の航空機産業の自主性・独立性､ﾋﾞｼﾞﾈ

ｽ拡大の改善策及び新たに浮上した検討事

項 

 

各項共通して関連する事項の継続検討・考

察 

 

産・学・官・ｴｱﾗｲﾝの連携、情報交換人的交

流のあり方等に、既存の基盤を活用する上

で、効果的方策の具体的提言の検討 

ｱｼﾞｱ地域の重要性の再分析、ｱｼﾞｱ調査の

継続、充実化、成果の分析と今後のあり方

の検討 

 

ｱｼﾞｱ調査と対話の継続と実施方法の充実

化､HP の発展的維持管理 

 

Info-Plaza Meeting の継続と充実化、人材教

育の検討 

 

 

わが国の航空機ﾋﾞｼﾞﾈｽの発展に係わる官

と法制度、海外と日本の航空機政策の実体

調査とわが国の政策・方針の検証及び日本

の航空機産業の自主性・独立性のあるﾋﾞｼﾞ

ﾈｽ拡大の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 

 

員 

 

会 

 

活 

 

動 

 

３．海外における基盤の実態および人的・情

報交流活動の調査 

 

 

 

 

（1）国際共同開発（研究を含む）推進における

基盤の実態および人的・情報交流活動の調

査（2）南北米、欧州、アジア・オセアニアを対

象とした幅広い調査を目的とし、対象域は各

年度毎計画する。  

（1）北米調査（H12. 11） （1）アジア・オセアニア域調査 

（マレーシアにて Info-Plaza Meeting 出席、エ

アショー見学及び関連機関調査） 

（1）アジア・オセアニア域調査 

（中国調査を実施） 

（2）欧米/ｱｼﾞｱ域での航空機産業の位置

け、国家の方針、各機関の意識調査・分析 

（1）アジア・オセアニア域調査 

（韓国調査を実施） 

韓国にて Info-Plaza Meeting 参加 

及び韓国ｴｱｼｮｰ視察調査実施） 

 

図１．６ 本調査事業での活動およびスケジュール概要 
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基本調査 必要に応じて基本調査の実施 必要に応じて基本調査の実施 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          図 １ . ７  本 調 査 事 業 の 調 査 プ ロ セ ス  

 

 
課題の 

抽出 

次世代国際共同開

発／国際貢献は如

何にあるべきか 
（複数選択肢？） 

何が不足して

いるか 
 

環境基盤として整

備すべきものは何

か

本委員会

で扱うア

イテムの

選別 

その環境基盤は如何にある

べきか 
・ あり方／形態／構造 
・ 内容 

航空産業が持つ意

義／目的の確認 

日本の産業構造の変化 
高付加価値・収益性 
先端技術の育成 
技術波及効果 
国防上の必要性 
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  

国際共同開発の進

め方の現状分析 
例ａ 
例ｂ 
例ｃ 
･ ･ ･ ･ ･  

日本の創造資源

活用の現状分析 

産、学、国研、官の有能豊富な人材 
産、学、国研の優秀な技術 
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  

取り巻く状況の分

市場のグローバル化 
寡占化／統合化 
技術の高度化／細分化 
環境問題 
低コスト化 
コンピュータの高度利用 
アジアの成長の可能性 
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  

日本の国際貢献の

あり方の現状分析

技術開発 
製造分担 
技術波及 
インフラ整備支援 
人材交流 
情報交流 
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  

ＩＡＤＦのホー

ム・ページ開設 情 報 発 信 

･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  
情報ネットワーク

の構築 
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  
･ ･ ･ ･ ･ ･ ･  

ＩＡＤＦ事業 

現 状 分 析 と 課 題 の 把 握  環 境 基 盤 と し て 扱 う テ ー マ の 選 別  そ れ ぞ れ の テ ー マ に つ

い て あ る べ き 姿 の 考 察  
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２．航空機産業発展に関わる航空関係機関の連携方策 

 

 我が国航空技術分野の、限られた人材・技術等創造資源を活用せしめる環境を整備して

研究開発活動を活性化することは、航空機産業の発展、さらには国際共同研究・開発の促

進に大きく寄与するものと考えられる。 

 このような観点から、当委員会では航空技術分野における我が国の創造資源たる人材と

技術、産学官の統合的情報交換・意見交換のスキーム、産学官の研究協力体制などについ

て平成１２年度より、その現状の調査・分析を行い、今後のあり方と活性化のための方策

などについて検討を進めてきた。平成１５年度はこれまでの調査・検討結果を踏まえてこ

れらを総括するとともに、人材教育を含めて産学協同に関する現状調査を加えて、エアラ

インも含めて航空関係機関の連携方策に関する提言としてとりまとめた。 

 

２．１ 情報流通・人材交流・産学連携等の我が国の現状 

 

２．１．１ 創造資源（技術・人材）に関する情報流通の現状 

我が国の航空技術分野においては量的に十分とは言えないものの、各界の機能を活用し

つつ相互に利用できる環境は、公的研究機関の法人化（国立大学は平成 16 年度より法人に

移行予定）にともなう産学官連携の促進、大学における TLO の取り組み、また政府を中心

とした産学連携強化の取り組みなど、徐々に整備されつつある。しかしながら、このよう

な環境が必ずしも活用しきれていない現状を認識する必要がある。とりわけ、大学及び研

究機関における研究開発機能を民間企業が活用する例が航空技術分野においては極めて少

ないと言わざるを得ない。これは技術情報交流システムの未整備と人材交流の不足がその

主要因である。具体的には、相互の技術交流や人材交流が研究集会など限られた範囲にと

どまっていることに加えて、情報交流の場である研究集会などは我が国においても相当数

あるものの、このような情報交流の場が情報提供者からの一方通行的な形式であることが

多いこと、また製造企業などでは防衛技術関連等の秘匿性、産学・研究機関の３者の間に

相互利益を生み出す共通した研究開発プログラムが乏しいことなどが挙げられる。 

世界有数の航空機運航国である我が国は航空機運航により判明した問題点など新技術

開発の芽となり得る貴重な技術情報を有しているものの、エアラインと技術開発を行う製

造企業、大学及び研究機関との連携がこの分野においては皆無に等しい。先に述べた通り

相当数の研究集会や各種委員会など、情報交換の場はあるものの、その研究集会の在り方

や参加者構成の偏りがあって、必ずしも効果的な情報交流の場となっているとは言い難い。

特に、製造企業とエアラインとの接点は決定的に不足している。 

 

２．１．２ 産学・研究機関の協力体制に関する現状 

（１） 産学・研究機関の研究協力の現状 

企業、大学及び公的研究機関（旧航空宇宙技術研究所）における研究協力は各２者間お

いては下記に述べるように現状においても共同研究などを通じて盛んに実施されている。

しかしながら、三者が協力して実施している研究協力や民間企業からの研究委託は極めて

少ないのが現状である。 
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（ａ）企業と大学との研究協力 

我が国の民間企業の６割以上が何らかの形で国内の大学及び公的研究機関と研究協力

を行っている。大学との研究協力では、共同研究、委託受託研究及び奨学寄付金の提供

といった形態で実施されており、委託受託研究の実施の割合も少なくない。しかしなが

ら、航空技術関連分野では、我が国の企業と大学との研究協力は個別の共同研究は盛ん

になされているものの、工学系全体における受託研究及び奨学寄付金等が土木工学等社

会基盤工学関連分野に比べて非常に少ないのが現状である。受託研究費の大小は産業規

模に依存するところが大きいと言えるが、近年の大学における受託研究費の大幅な増加

に比して航空技術関連分野における受託研究は必ずしも増加しているとは言えないのが

現状である。その一方で、海外の航空機製造企業から研究委託を受けている例も見られ

るようになっている。 

（ｂ）企業と研究機関（旧航空宇宙技術研究所）との研究協力 

我が国の科学技術全体における民間企業と研究機関との協力形態は、共同研究のほか

複数機関参加のプロジェクトや研究設備・装置の利用が多い。航空技術分野においては、

経済産業省主導の研究開発プロジェクトを中心とした民間企業との研究協力が旧航空宇

宙技術研究所においてこれまで多くなされてきているほか、平成１５年度から着手され

た小型民間航空機やエンジンに関する研究開発などにおいても企業・旧航空宇宙技術研

究所の両者が参画している。これらのほか共同研究や風洞設備等を用いた依頼試験がな

されている。依頼試験は近年少なくなっているものの、大型計算機の利用等、研究設備

や装置の利用が研究協力の中心であり、この点については他の技術分野における国立研

究機関の活用状況と特に差異は見られない。しかし、旧航空宇宙技術研究所とエアライ

ンとの研究協力は平成元年から平成１２年までの１２年間で１件しかなく、運航関連技

術分野における研究協力がほとんどなされていないのが現状である。 

（ｃ）大学と研究機関（旧航空宇宙技術研究所）との研究協力 

旧航空宇宙技術研究所と大学との研究協力はそのほとんどは共同研究の協力形態をと

っており、協力件数は企業や政府機関に比べると少なく全体の２割にすぎない。また、

民間企業を含んだ共同研究も実施されているものの、その数は極めて少ない。旧航空宇

宙技術研究所と民間企業との共同研究が多年（３年以上）にわたるものが多いのに対し

て、大学との共同研究は単発的で短期間であるものが多いのが特徴である。これは民間

企業との共同研究が旧航空宇宙技術研究所や経済産業省主導のプロジェクトに関連する

ものが多いに対して、大学との共同研究が大学と旧航空宇宙技術研究所との個別研究者

間の研究が多いためである。しかし、旧航空宇宙技術研究所が進めているプロジェクト

研究においては、契約をベースとした民間企業との共同作業と大学との共同研究が融合

した新しい形態での研究協力が少しずつではあるが進められつつある。 

 

（２） 研究協力体制の現状 

大学における産学連携推進室（TLO）の設置や宇宙航空研究開発機構等公的研究機関の

独立行政法人化・産学連携協力室等の設置、文部科学省や経済産業省等政府諸機関におけ

る産学官連携施策の展開など、産学・研究機関の研究協力体制の整備に向けた活動が徐々

に展開されつつある。しかしながら、航空機産業のように比較的研究開発規模の大きな分
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野では、未だにそのような動きに十分呼応できていないのが現状である。これには総合的

な研究開発がその核となる航空技術分野においては産学・研究機関の３者が協力して共通

のプロジェクトと推進するための企画立案また共同研究の適切なコーディネーションが未

だ不足しているためであると考えられる。２．１．１節に述べた技術や人材に関する情報

流通がその基盤となるものであり、その不足が要因であると考えられるが、コーディネー

ターの不在も大きな要因と言えよう。 

 

２．１．３ 現状分析と課題 

航空技術分野に限らず、民間企業と大学・公的研究機関との研究協力においてはそれぞ

れが有する技術情報を流通させ、双方がそれを活用できる環境を整えることが必要である。

上記にまとめた、航空技術分野における研究協力活性化のための課題を技術情報流通とそ

れを活用できる環境の観点から整理する。 

 

（１）学会等での技術情報交換の在り方の問題 

民間企業が大学や国研等の研究成果に関する情報の入手方法として学会や委託研究を

通じての入手がその大半を占めており、特に航空技術分野では技術情報の流通が研究集会

等に限られている現状がある。現在、航空宇宙学会等の学協会が開催する航空技術関連の

研究集会は数多く開催されており、技術情報を提供する場としては十分にあるが、大学や

公的研究機関からの研究成果の発表が多く、相対的に民間企業の参加者が少なく、また、

国内で開催される研究集会等では研究成果の発表という形態の一方通行的な情報提供とな

りがちである。民間企業の学協会等への参加協力や技術情報提供の促進もさることながら、

学協会等においても民間企業と大学・公的研究機関との研究協力を促す技術情報交換の場

を設定するなどの工夫をする等、学協会を活用した技術情報交換の在り方が課題である。 

（２）防衛技術関連情報の問題 

航空技術分野に固有の背景として防衛技術との関係が挙げられる。我が国における航空

機及びエンジンのほとんどは防衛用として開発されてきた。航空技術においては民間航空

機に先立って先進的技術が防衛用航空機に適用されることが多いことを考えれば、大学や

公的研究機関が行う基礎的研究や先進的研究がそのシーズとなり得るものである。しかし

ながら、後述する大学や公的研究機関における成果公開の原則等の関係から、我が国の数

少ない航空機開発において大学や公的研究機関が積極的に関与することはもちろん、長期

的で汎用性の高い技術ニーズであっても防衛技術としての秘匿性故に大学や公的研究機関

に対してその技術ニーズ等情報が流通していない。このような状況にあって、平成１３年

６月に策定された防衛庁「研究開発の実施に関わるガイドライン」では防衛庁が行う研究

開発においても国内他機関（大学、独立行政法人、特殊法人など）との交流を進めていく

こととされた。開発フェーズにおける大学や公的研究機関の積極的な関与は今後とも想定

できないものの、長期的でかつ汎用性の高い基礎技術や要素技術については大学や公的研

究機関においても研究を行うことは可能であろう。これは、これまで皆無であった防衛関

連技術に関する民間企業と大学や公的研究機関との研究協力を促す要因となる。しかしな

がら、そのためには防衛関連の技術情報（技術ニーズ）や大学・公的研究機関の技術情報

（技術シーズ）の提供や情報交流の場などの環境整備に加えて、大学や公的研究機関の成
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果公開に関するガイドラインなど技術情報の守秘に関する検討が必要である。 

 

（３）運用技術情報流通の不足 

航空技術分野における技術情報として、航空機の運航により顕在化する様々な問題点な

ど運用面での技術情報や乗員訓練等に関する技術情報は、新技術開発の芽となり得る技術

情報である。我が国は世界有数の航空機運航国であるにもかかわらず、航空行政、エアラ

イン、公的研究機関等との交流は一部で行われているに過ぎず、このような運用に関わる

技術情報についてそれを保有するエアラインと、メーカーや大学・公的研究機関との情報

交換の場が極めて少ないのが現状である。さらに先に述べた学協会等の研究集会などにお

いても航空機開発に関連する技術情報の提供が大半を占め、航空機の運用に関わる技術情

報が提供されることは少なく、産学官の意見交換の場ともなる各種委員会においてもメー

カーとエアライン（運航部門）との接点がほとんどないのが現状である。また、エアライ

ンと大学や公的研究機関との研究協力についても盛んに行われているとは言い難い。エア

ラインも含めた産学・研究機関間の統合的な情報交換場を設けていくことが課題である。 

 

（４）三者が参画する研究プログラムのコーディネーションの必要性 

我が国においては繰り返し技術交流や人材交流は限られた範囲にとどまっていること、

また大学や公的研究機関が産業技術指向に欠けている背景に、企業、大学及び公的研究機

関の三者の間に相互利益を生み出す共通した研究開発プログラムが乏しいことが挙げられ

る。旧航空宇宙技術研究所において進めているプロジェクト型研究開発においても、民間

企業との共同作業と同時に、大学との共同研究を行う三者参加型研究協力が生まれつつあ

るが、全体的にはこのような三者が参画して行う研究開発プログラムが航空技術分野にお

いては非常に少ない。３者が参画する研究プログラムを展開していくためには相互利益を

生む研究プログラムのコーディネーションが不可欠であるが、これを個別に行っている現

状から、より組織的な研究プログラムのコーディネーション体制の構築とその中心となる

コーディネーターの検討が課題である。 

 

（５）日本の社会的構造を踏まえた人材交流の必要性 

民間企業は、「高い技術力を有しながら革新的なイノベーションを生み出していない」

と言われている。これは企業で基礎研究の成果を製品に結びつけるためには、収益につな

がらない開発過程を経なければならないためになかなか革新的製品が作り出せない現状を

意味しており、このことは「死の谷」と呼ばれている。この「死の谷」の現状を打開する

ためには、製品開発のサイクルの一部を大学や研究機関等への委託や、人材交流が必要に

なると考えられる。ただし、人材交流という面に関して、日本の企業では、研究部門にず

っと留まる人材は稀で、基礎科学、応用分野、開発作業といったサイクルを一人の技術者

が循環することが多い。これがある意味で製品開発のためにうまく動いているとも考えら

れている。上述したように、このサイクルの一部例えば基礎科学分野を大学等に移すこと

を考えると、全体のサイクルが壊れてしまう可能性があり、企業の製品開発力が逆に弱ま

る危険性も指摘されている。米国は逆に機能分離が日本よりも進んでおり、基礎科学分野

では企業と大学の間で人材交流が盛んである。これが企業の製品開発力アップの為に有機
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的に機能していると考えられる。すなわち、日本と海外では、ここでの例のように、その

社会的構造ならびに技術者・研究者の位置付け等が異なっている場合があり、人材交流に

関して、安易に海外の現状を日本にあてはめることは難しいと指摘されている。 

 

（６）成果の帰属と開示の問題 

 航空技術分野では発明からそれが実施されるまでの期間が他の技術分野に比べて長い特

徴を有しているため、これまで民間企業と大学・公的研究機関との研究協力では成果の帰

属はあまり問題となってこなかった。しかし、大学等技術移転促進法の施行や研究公務員

の職務発明による報奨金上限の見直し等があり、大学や公的研究機関の研究者の特許化へ

の認識が高まりつつある。このため、航空技術分野の研究協力においても今後は成果の帰

属に関する問題も顕在化してくる可能性がある。一方、成果の開示については大学や公的

研究機関では研究成果を原則として公開しており、民間企業との共同研究においても同様

の扱いをしている場合が多い。そのため、民間企業が大学や公的研究機関と共同研究を行

う場合、企業として秘匿性のある技術については大学や公的研究機関との共同研究を避け

る傾向にあると考えられる。また、先に述べたように、防衛関連技術、但し長期的で汎用

性のある技術分野での民間企業と大学・公的研究機関との研究協力では大きな問題となる。

しかし、このことが我が国の民間企業、大学及び公的研究機関との研究協力を妨げること

がないように、研究協力における成果の帰属及び公開についてのガイドラインを検討する

ことが必要となろう。 

 

２．１．４ 今後のあり方 

航空機関連技術、特に民間航空機技術においては安全性と信頼性が強く求められること、

また我が国の航空機工業が高い品質管理に裏打ちされた製造技術が現在の国際的航空機製

造分業において評価されていることから、航空機産業における技術研究は他の産業分野に

比べて実用化のための実証的研究が主として行われている。これに対して大学等における

研究はどちらかと言えば原理原則の発見など学術的視点での基礎研究が重視され、旧航空

宇宙技術研究所等公的研究機関においては技術の適用性評価を中心とした研究開発が行わ

れている。このような研究フェーズの違い自体は本来あるべき各者の研究開発機能の違い

であって、産業ニーズと大学や公的研究機関における研究とを乖離させる要因ではない。

重要なことはこれらをリンクさせる機能をどのように構築するかにあり、そのためには、

第１に民間企業、大学及び公的研究機関の有する様々な技術情報を十分に流通させること

が人材の交流も含めて重要である。人材交流については安易に欧米の制度や考え方を導入

するのではなく、日本の社会構造等を考慮した人材交流システムを構築する必要があろう。

さらに、三者が協力して研究プログラムを実施していくためには三者が相互に利益となる

研究プログラムをコーディネートする体制が必要である。この２つの視点で今後のあり方

を整理する。 

（１） 技術情報流通・人材交流の促進 

（ａ）産学官・研究機関の統合的情報交換の促進 

今後、我が国が主導して航空機開発を行うにあたっては、現在多くの航空機を運航し

ているエアライン側が有する各種データ、ノウハウを活用することが必須であり、その
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意味で製造企業とエアラインとの関係強化のための情報交換・意見交換の場を設けてい

くことが必要である。学協会や公的研究機関等がこのような場をアレンジすることが適

切と考えられる。 

（ｂ）学協会等の技術情報交流の活性化 

大学や公的研究機関からの一方通行的技術情報提供になりがちになっている技術情報

交換の在り方やメーカーはもちろんのこと、エアライン等運航企業も含む幅広い民間企

業の学協会活動への積極的参加を促す方策の検討など、学協会等を通じた技術情報交流

の活性化を図っていくことが必要である。 

（ｃ）人材交流の促進のための環境整備 

 技術情報や人材情報の流通においては、技術者や研究者などの産業界、大学及び公的

研究機関間の人的な交流の促進、また人的資源の流動性が求められる。一方で、我が国

の民間企業においては、基礎科学、応用分野、開発作業といったサイクルを一人の技術

者が循環して経験することが多く、これがある意味で製品開発のためにうまく動いてき

たとも言われている。しかし、これは長所である一方、大学や研究機関における基礎研

究成果や研究開発機能を民間企業が十分に活用していない背景ともなっているのではな

いか。こうした現状の克服には、技術情報流通の促進のみならず、産学・研究機関間に

おける人的交流、人材流動性を促進していく必要がある。具体的には民間企業、大学や

研究機関間における人事交流の制度について検討していくことが求められるが、この検

討においては安易に欧米流のシステムや制度を導入するのではなく、日本の社会構造や

技術者・研究者の位置付け等欧米と異なる現状や状況を踏まえた上で検討することが必

要であろう。 

（ｄ）知的技術基盤（データベース等）の共有 

３者が相互に利益のある研究課題を探索するためには民間企業が大学及び公的研究機

関の有する技術シーズとなる研究成果に関する情報を容易に検索できるデータベースを

構築することは３者が相互に利益となる研究課題の探索に効果的である。広範な技術分

野からなる航空技術では膨大なデータベースを要することとなるが、少なくとも航空宇

宙技術に関係する大学や公的研究機関の研究成果をデータベース化する方策をユーザー

でもある民間企業と協力して早急に検討していく必要がある。 

 

（２） 産学・研究機関３者の連携強化 

（ａ）公的研究機関を中心とした研究協力の拡大 

大学と民間企業、また公的研究機関とでは技術開発における研究フェーズが異なり、

３者が協力して相互に利益のある研究協力を行うためには技術開発としての一貫性のあ

る研究プログラムをコーディネーションすることが技術情報の流通に加えて必要となる。

このため、３者が協力する研究プログラムを公的研究機関が中心となって組織的にコー

ディネートする体制を構築する必要がある。 

（ｂ）国が行う研究開発プログラムにおける三者参画の体制 

これまで行われてきた国による航空技術関連の大型研究開発プログラム（経済産業省

や文部科学省等主導の研究開発プログラム）においては民間企業と公的研究機関との研

究協力が主体であり、大学の参画は非常に限られてきた。しかしながら、より効果的で
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効率的な研究開発の推進にはそれが産業ニーズ指向か技術シーズ指向かに関わらず大学

の研究開発機能を有効に活用することは限られた創造資源（技術情報や人材）の有効活

用には効果的である。旧航空宇宙技術研究所等公的研究機関が進める大型研究開発プロ

グラムや経済産業省主導の研究開発プログラムで単に３者が集うだけでなく、共通の目

的をもって責任ある協力体制で実施する体制とすることが肝要であり、今後、民間企業、

大学及び公的研究機関３者が協力して組織的に取り組む研究開発体制を国が行う研究開

発プログラムに導入していかなければならない。 

 

２．２ 研究開発の産学研共同に関する欧米及び我が国の現状 
２．２．１ はじめに 
 昨今、産業技術に関する産学官の連携が叫ばれているが、我が国の航空機関連分野につ

いては、これまでのところ産学・研究機関の共同体制が必ずしも整備されておらず、交流

や協力が不足していることが、本委員会でもこれまでに指摘されてきた。しかし、近年は

文部科学省や経済産業省を始めとする関連諸機関で、日本の産業全体にわたって産学官の

連携を強化しようとする様々な施策が立案・実施され、徐々に状況が変化してきている。

例えば産学官共同の研究開発プロジェクト公募等が開始されており、また、大学において

は産学共同研究センターなどの組織の立ち上げ、ベンチャー起業、COE(Center of 
Excellence)に関連する企業との共同研究や人事交流などが実現してきた。ただ、航空機産

業のように比較的研究開発規模の大きい分野では、現在のところ未だそのような動きが活

発化していない。 
 委員会では欧米における航空機関連技術の研究開発プロジェクトのいくつかを例に取り

上げ、その中で産学官の連携がどのように行われているか、大学がどのように参画してい

るかを調査した。また、個別の事例として、米国企業の産学共同体制と、中国における連

携の状況を調べた。一方、我が国の産学研共同についても最近の動向を調査した。 
 
２．２．２ 欧米の研究開発プログラム 
（１）QSP(Quiet Supersonic Platform)プロジェクト 
 超音速航空機プラットフォームの研究開発プロジェクト。2002 年度にフェーズⅠが終了

し、今年度フェーズⅡに移行した。DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)
が主宰している。このプロジェクトには全米の約 10 校の大学が参加し、直接研究資金を

獲得して基礎的な研究を実施している。例えば超音速輸送機実現のための重要課題である

ソニックブームの低減に関して、コロラド大学では最適な機体形状を数値解析により調査

している。これに関連してスタンフォード大学では超音速機体の設計アルゴリズムを検討

中である。また、プリンストン大学ではプラズマ発生装置を機体に装着し、外部からエネ

ルギーを供給してソニックブームを低減する方法を試み、有効性を示す結果を得た。他方、

エンジン技術については、例えばマサチューセッツ工科大学で、単段で圧力比 12 という

超高負荷反転圧縮機の要素研究を行っており、翼表面で空気吸込みを行ってこの超高負荷

を実現しようとしている。 
 
（２）UEET(Ultra-Efficient Engine Technology) 
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 米国では現在、NASA の主導により民間エンジンメーカーを交えた UEET(Ultra 
Efficient Engine Technology)プログラムという次世代航空エンジン開発研究プロジェク

トが、1999 年から 6 年間の期間で進行中である。このプロジェクトでは環境対応技術と

して CO2 と NOx の低減を第一の目標に掲げており、NOx については離着陸時の排出量

を 1996 年の ICAO 規制値より 70％削減し、また、巡航時のオゾン層への影響を無視でき

るレベルに抑えるとしている。CO2 については現行より 15％削減を目標に掲げている。

これらを中心課題としつつ、技術開発の 5 要素を以下のように挙げている。即ち、(1)NOx
低減を可能とする燃焼器の開発とそのための CFD 技術の開発、(2)圧縮機・タービンの高

負荷化 全圧力比 55、TIT1700℃を想定した上で、重量を 20％軽減、(3)高性能化のため

の材料構造技術開発 CMC ライナー、耐熱ディスク、タービン翼遮熱コーティング等の

技術開発、(4)インテリジェント制御 エンジン性能最適化の制御手法、燃焼能動制御等、

(5)推進システム統合および評価。 
 このプロジェクトには 2002 年度現在で全米の 34 大学が参加している。研究費全体の中

で大学に配分された予算は 2001 年度に 9%、2002 年度には 16%に増加した。配分内訳は、 
 2001 年度 NASA56%、企業 22%(Partner)＋13%(Contractor)、大学 9％ 
 2002 年度 NASA51%、企業 26%(Partner)＋7%(Contractor)、大学 16％ 
となっている。 
 予算配分からも明らかなように、プロジェクトに対する大学の参画度合いは非常に高い。

研究内容の例としては、エンジンのインテリジェント化を主題とした制御やモニタリング、

燃焼振動の能動制御、圧縮機の定常・非定常空力特性能動制御などの基礎的研究が、大学

活躍の場の好例となっているが、その他にも材料技術など、基礎的な要素研究も取り上げ

られている。研究開発プロジェクトへの参入といっても、大学はその立場から、基礎的な

研究に特化していることが覗える。 
 
（３）IHPTET(Integrated High Performance Turbine Engine Technology) 
 米空軍、DoD(Department of Defence)が主導するプロジェクトで、ジェットエンジンの

推力、寿命、信頼性などを総合して、推進機としての性能を倍増させる、という全体目標

を掲げ、種々の要素技術の研究開発を行っている。1987 年に開始され、2005 年までの計

画で実施されている。 
 
（４）VAATE(Versatile、 Affordable、 Advanced Turbine Engines) 
 IHPTET と密接に関連して、将来のエンジン技術を開発する、という名目で進められて

いる。DoD、NASA、DARPA および民間企業が参画するプログラムである。 
 このプログラムでは Affordability の向上を全体目標として掲げている。Affordability
とは総合的な性能を低下させずにトータルコストを低減させる技術力と考えられるが、

VAATE プログラムでは、affordability の指標として、以下のように CCI(capability/cost 
index)を定義している。 

 
Index(CI)Cost 

(PC)Capability PropulsionCCI =  、  

  PC=（推力/自重）／sfc 、 CI=(開発コスト+製造コスト+メインテナンスコスト) 
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 プロジェクトでは、CCI を 2000 年のエンジンに比べ、2017 年までに 10 倍とすること

を目標に掲げ、様々な技術開発、要素研究を行っているが、特徴的なのは、versatile core
という概念の提示と、インテリジェント化の強調であると思われる。 
 Versatile core とは、先進的な空力技術、材料構造技術、燃焼技術、制御技術、設計製

造技術などを総動員して、最高性能のターボジェット・コアエンジンを実現し、これを広

範囲の様々な航空機用エンジンに共通に適用することによって、affordability を高めよう

とする技術概念である。このコアエンジンを、民間用高バイパス比ターボファンエンジン、

軍用エンジン、あるいはマッハ 3 程度までの超音速機エンジンにも適用する計画になって

いる。 
 インテリジェント化としては、運転状態やトラブルの実時間モニタリング、運転パラメ

ータの最適化自動制御、燃焼器の能動制御等のほかに、圧縮機流れと翼振動の能動制御も

うたわれている。 
 これら IHPTET および VAATE プロジェクトに対する大学の参画については、明らかに

されていない。おそらく DoD や DARPA が指導的な立場にいるためと思われる。各大学

は、contractor である企業や NASA を通じて、sub-contractor として、表面に現れない形

で関連する研究を行っているものと推察される。 
 
（５）QAT(Quiet Aircraft Technology) 
  NASA が主導する、航空機騒音を総合的に低減する研究プログラムで、2001 年から実

施されている。機体騒音およびエンジン騒音を低減する技術開発とともに、離着陸時の空

港騒音を低減するような運航方式の研究開発も行っている。プロジェクトでは 10 年後に

10dB、25 年後に 20dB の騒音低減を実現するという中・長期目標を掲げ、総合的な研究

を企画・実施している。大小メーカー、エアライン等 26 機関が参加しているが、そのう

ち大学からは MIT およびミシシッピー大学の二つが参画している。 
 
（６）EEFAE(Efficient and Environmentally Friendly Aero Engine) 
 欧州でも European Commission’s 5th Framework Programme の中で、EU 加盟 9 カ

国の企業、大学、研究機関が参画する EEFAE(Efficient and Environmentally Friendly 
Aero Engine)というプログラムが、2000 年から 2004 年の期間で実施されている。このプ

ロジェクトでも環境適合性がクローズアップされ、低 NOx 燃焼器の開発が重要課題とし

て掲げられている。また、VAATE と類似の高性能コアエンジンという概念が示されてい

る。また、特徴として熱交換器を装備し、排気の熱で圧縮機出口空気を加熱する再生サイ

クルをジェットエンジンに適用する試みが計画されている。 
 参画する全 19 機関には、Cranfield 大学と Cambridge 大学の２大学が含まれている。

Cranfield 大学には European High-Speed Research Compressor という圧縮機実験装置

がこのプログラムで設置され、活発な研究活動が実施されている模様である。因みに 2003
年に東京で開催された国際ガスタービン会議には、同大学からプロジェクトに関連する論

文が 5 件発表された。 
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（７）その他 
 大学における研究活動との連携及び人材育成を一層進める新しい戦略拠点のモデルとし

て、米国 NASA はラングレー研究センターの近くに、米国航空宇宙学会や大学等と共同で

国立航空宇宙研究所（NIA：National Institute of Aerospace）を創設する。NIA は NASA
ラングレー研究センターと大学との戦略的な共同研究テーマを創造するとともに優れた人

材の育成を行うことが目的で、現在はジョージア工科大学やバージニア工科大学、メリー

ランド大学など６校が参画することとなっている。 
 
２．２．３ 米国および中国における産学連携の事例 
 昨年 11 月に東京で開催された国際ガスタービン会議 International Gas Turbine 
Congress 2003 Tokyo では、産学共同をテーマにしたフォーラム”Industry-University 
Cooperation in Gas Turbine Research”が行われた。 
 このフォーラムでは米国の産学共同の事例として、GE Aircraft Engines 社の Dr. D. 
Wisler がメーカーと大学との価値観の相違、それを克服して共同研究を行うための意識変

更の必要性、技術発展への産学共同の重要性、GEAE 社における大学との共同の現状、な

どを解説した。また、中国における共同の事例として、北京航空宇宙大学 (Beijing 
University of Aeronautics and Astronautics)の Prof. X. Sun が、中国の航空エンジン開発

における産学共同体制の現状を紹介した。最後に日本の共同研究の事例として、東京大学

生産技術研究所の加藤教授が、現在生産技術研究所で行っている産学連携プロジェクトの

紹介を行った。 
 また、米国 GEAE 社およびいくつかの大学を訪問したおりに、産学の共同研究の実際に

ついて、インタビュー等の調査を行った。 
 本節ではこれらのフォーラム講演と実地調査をもとにして、米国 GEAE 社の産学共同の

実情と、中国の最近の状況を例示する。 
 
（１）GEAE 社の大学との共同研究方策 The University Strategic Alliance 
 同社には産学共同の窓口となる University Programs & Aero Technology Laboratories
という部署が設けられており、Dr. Wisler はこの部署の manager を務めている。 
 かつての同社の共同研究体制では、短期の小規模な研究委託を多くの大学に対して行っ

ていた。そこでは産学の文化の相違などに意識を向けることなく、いわば研究を丸投げし

て、相互の交流もほとんど行わなかった。その結果、技術移転は効果的に行われず、会社

の製品に対する共同研究のインパクトがほとんどない、という状態を呈していた。 
 そこで、現在は新しい共同体制を築き、少数の重点大学との一体感のある関係、頻繁な

交流を実行している。そして共同研究の目的を、大学の学術的な専門知識をもって同社の

ビジネスニーズに沿った技術上の重要課題を解決する、という機能に集中させた。少数の

重点大学と、正式な手続きを踏んだ長期（通常 5 年間）の共同研究契約を結び、十分な予

算を投入して研究を遂行している。大学には学術上の自由度、知的財産権、学術誌への公

表について、合理性のある許諾を与えているが、一定の制限は自ずと存在している。会社

としては、世界に散らばる高い知的能力を有した COE に、技術課題の解決をアウトソー

シングする集団を有機的に保有する事が可能になる。また、その他に優秀な学生を会社に
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雇用するチャンネルを持つことにもなる。更に、政府の研究予算を獲得する機会を広げる

ことにもつながる。一方、大学にとっては、大学院の修士・博士の研究に対して、工学的

に現実性のある挑戦的研究課題・プロジェクトを獲得することができ、これを通じて優秀

な学生を獲得する魅力を持つことができる。また、長期にわたる安定した研究資金を確保

することになる。ただし、成果の提出に時間的な制約が発生することがある。更に、人材

交流の機会が双方に増え、大学教員にはサバティカルの機会が与えられるというメリット

もある。 
 重点大学と位置付ける基準としては、教官および学生の質と量、産業界との連関を十分

持っているか、同社の課題に興味を持つか、学術的に当該分野を牽引するリーダーシップ

を持っているか、高い研究成果を挙げているか、といったことが査定される。 
 緊密な共同研究を持続的に実施するには、ネット等による連絡を頻繁にとること、定期

的に face-to-face の会合をもつこと、相互に訪問すること、学生がインターンシップなど

で会社に出入りすること、などの活動が必要となる。また、大学院の研究課題をやや実際

寄りにシフトさせる、などの双方の協議と合意の努力も、しばしば必要となる。 
 このような比較的強固な連携を行うには、制度や文化の上で様々な問題が存在する。こ

れについては別項で述べる。 
 以上述べた新たなプログラムにより、同社では現在世界中の 9 大学と共同研究契約を結

んでいる。それらは米国 6 大学(Univ. of Cincinnati、 Ohio State Univ.、Duke Univ.、 
Georgia Tech.、 Stanford Univ.、 MIT(in process))、ヨーロッパ 2 大学(Swiss Federal 
Institute of Technology、 Zurich、 Aachen RWTH、 Germany)、アジア 1 大学(Tsinghua 
Univ.)となっている。 
 
注１：MIT のガスタービン研究所は GEAE 社の共同プログラムに同意していない。成果 
   公表、知的財産権で GEAE 社からの制約がきつ過ぎる、との認識があり、共同研究 
   は当面実施しない、とのことだった。 
注２：IGTC’03 Tokyo での日本人の反応－GE が抱え込み過ぎ。学生の進路まで GE に集 
   約せしめようとしている、との批判的意見が聞かれた。 
 
（２）中国における産学研の連携 
 中国の航空機産業については、昨年度の当委員会の出張調査で産学研連携の動向等が明

らかにされているが、北京航空宇宙大学の Prof. Sun に今年度伺った話でも、それが確認

された。即ち中国では、もともと航空機の設計を公的研究機関が行い、メーカーはその製

作を担う、大学は研究所と深い関係を持ち、設計の基礎となる研究を実施する、という分

業体制が確立されていた。それが近年は状況が急激に変化しつつあり、AVIC-1 および

AVIC-2 という業界団体を中心に、諸機関が有機的に結合され、その中で各機関が競争的

に研究開発を行っている。また、大学と研究機関については、日本と同様の独立法人化が

既に相当程度進んでおり、自己努力で研究資金・運営資金を調達する必要性に迫られてい

る。大学については、重点大学、キーテクノロジーセンターに選定されると、国から大き

な資金援助が得られるため、厳しい競争が行われている。北京航空宇宙大学は、複数のキ

ーテクノロジーセンターを有する活発な研究機関で、例えばファン騒音のアクティブ制御
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に関する実験のため、非常に立派な無響室が国家予算によって建設されているが、一方で

は近年は国家予算の比率が低くなり、外部資金を精力的に調達している。大学内に中国語

学校を併設し、外国人を対象にして授業料収入を得るなどの資金調達も重要とのことであ

った。 
 このような状況の中で、大学に特に顕著なのは、国際的な交流・連携の活発さである。

国際的な協力体制が極めて活発に確立されてきており、特に欧米の大学と、教官の相互交

流も含めて連携を深めているが、これにはかなり以前から長期的な展望を持って着々と進

められたであろうプログラムが重要な鍵を握っていると思われる。連携強化の基礎は人間

関係の確立にあるので、従前から留学生を欧米の方々の大学に派遣して、人的交流基盤を

作り上げて来ている。例えば西北工業大学は工科系として歴史と伝統を誇る有名大学であ

るが、国際交流に非常に力を入れており、欧米の大学に多くの留学生を出し、また、欧米

の大学から客員教授や研究員を定常的に毎年招聘して、交流に努めている。本務の教官に

も欧米に留学していた人たちが多い。産業界との交流も盛んで、学内にユニセフが関連す

る国際共同研究体、寄附講座のような組織が存在する。そのような実績を生かして、たと

えば英国ロールスロイス社からタービン翼冷却に関する共同研究資金を調達するなど、外

国企業からのコントラクトも獲得している。 
 
２．２．４ 日本における産学研共同の動向 
（１）概況 
 我が国では周知のように、理工学分野における産学官・研究機関の連携に向けた動きは

顕著に活発化している。はじめに述べたように、共同研究プログラムを国が支援する制度

も整備されてきており、分野によっては連携プログラムが活況を呈している。 
 大学の内側で見ても、産学共同研究センターや ILO など、産学共同の支援体制が多くの

大学で急速に整備されており、最近では産学共同を意識して、産業界から教官を集めるポ

ストの設置なども積極的に行われている。大学発ベンチャー企業立ち上げの増加も著しく、

2002 年度には 530 社程度が設立されるに至っている。これらの多くは企業との共同会社

として立ち上がっている。大学によってはその地域性を生かし、地域産業との連携を目指

す動きもある。 
 最近の動きとして、大手メーカーには大学の理工系学部・研究科との間に、包括的共同

研究契約を結ぶ例が増え始めている。契約の内容は個々に異なり、今のところ産学双方と

も手探り状態にあるように見えるが、前述の GEAE 社の例などもあり、今後の産学連携に

とって重要な動きと思われる。包括契約の締結による研究促進効果や、知的財産権問題、

企業情報の守秘の問題等、利点と欠点がこれまでのところ必ずしも明らかになっていない。

大学に対しては、特定企業と包括的な契約を結んだからといって、他の企業等との共同研

究を拘束するものではない、との説明がなされており、包括的という呼称が誤解を与えや

すいという指摘もあるが、企業側の意図や、特定の大学と契約した複数企業間の関係など

を、今後はっきりさせていかなければならないであろう。 
 
（２）東京大学における状況 
(a) 産学連携推進室 
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 東京大学では昨年度「産学連携推進室」が設置され、全分野における産学の共同活動を

統括的に運用する体制が整備された。 
 研究によって得られた知見をより実効的な形で社会に還元するために、知的資源を社会

で活用する方策を準備しなければならない。大学における知的生産を直接的に生かす道と

して、産学の連携が最も有効な手段であるとの認識から、産学の共同活動を全学的に把握

し、より有効円滑に連携を活発化するため、学部横断の推進室が設置された。 
 産学連携推進室の機能は以下の７項目である。 
 ・産学連携相談窓口 学内の教官並びに産業界に向けた相談窓口 
 ・産学交流の場 大学・産業人協議会（仮称）の設置、産業界に向けた成果情報の発信 
 ・産学連携モデルの開発 共同研究、インキュベーション、兼業、起業等のモデルの開 
  発と支援 
 ・制度的・法的実務環境の整備 関連手続·規程·書式の整備、関連法との関係の明確化 
 ・知的財産権の管理 知的財産権の管理・運営体系の確立と制度設計、実際の管理 
 ・研究成果・情報の保護 各種保護対策の実施、関連契約制度の設計と管理 
 ・産学連携推進教育 関連教育プログラムの開発、アントレプレナーシップ教育推進 
 
(b)国際・産学共同研究センター 
 東京大学には当該センターが設置されており、諸分野の共同研究を実行する他に、共同

研究の実施を促進するための諸活動を行っている。その一つに、学内の教官が外部との共

同研究に供することのできる研究課題を調査し、データベース化して学外向けに発信する、

という活動がある。このデータベースを「産学連携提案テーマデータベース」と呼び、テ

クノロジー・リエゾン・フェローという客員教官が維持管理を務めている。この客員教官

自体も企業から出向している。 
 データベースは http://www-db.ccr.u-tokyo.ac.jp に公開されているが、内容の例を表 1
に示す。 

 
(c)21 世紀 COE(Center of Excellence)プロジェクトの公募・選定・実施 
 文部科学省の公募により、全国の大学で COE プロジェクトの公募が行われている。今

年度東京大学では航空宇宙工学を含む機械系工学分野で COE が走り始めた。ここでも産

学連携が重要課題と位置付けられており、大学への企業からの人材誘致や、共同研究の立

ち上げが活発に画策されている。航空関連では COE の研究テーマとして、超小型飛行機

の研究などを提案している。 
 
(d)国立大学の独立法人化 
 別項に詳細な報告があるように、国立大学が 2004 年 4 月に独立法人化される。各大学

ではこれに合わせて体制の改変や中期目標の設定などに大童である。産学研の連携も非常

に重要な活動と位置付けられる。一連の学外との協力体制の強化策は、独法化とその後を

見込んだ各国立大学の戦略を強く反映したものとなっている。 
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（３）航空関連分野の動向 
 日本における航空関連分野での産学連携は、現段階では未だ活発化されているという状

況には無い。しかし、個々の分野における共同研究などは徐々に増加してきている。航空

関連分野で、近年実施されている共同研究プロジェクトの諸制度を活用していくには、こ

れまでにも指摘しているが、多くの研究者・技術者が結集して共通のプロジェクトの企画

立案を行うことが重要と考えられる。残念ながら大学においてもこの分野でそのような活

動は活発でなく、今後の緻密な情報交換と共同作業を実施する基盤の醸成が強く望まれる

ところである。上に述べた東京大学産学連携推進室や、COE のシステムなども上手く利用

すれば、航空関連分野での産学研連携の有効な促進策も企画し得るのではないかと考えら

れる。例えば東京大学で航空分野の産学交流の場、情報交流の場を作ることも可能である。

その際、知的財産権などの法的に面倒な問題に関し、大学の組織では知識の供与や具体的

な手段の提示などの支援を行うことができる。このような産学連携を促進する体制、組織

は、全国の大学で広まりつつあるので、我が国の航空分野でもこのような機能を有効に活

用し、産学官の協同を促す施策を積極的に実行していくべきであると考えられる。 
 
（４）大学固有の機能 
 外部に向けた活動の強化は、今後の大学にとって重要な方向である。しかし一方、工学

の学術的深化・高度化、知的財産の蓄積、知的領域の拡大を志向した厳しい努力という、

本来の学問的活動を常に念頭に置く必要がある。産学間の情報交換を恒常的に活発に行い、

双方の視点から有益な共同活動を設定することが重要と思われる。 
 
２．２．５ 研究開発プロジェクトの重要性 
 産学官・研究機関の協力体制確立と有効な活動に対して、研究開発プロジェクトの実施

が重要であることは、これまで委員会で繰り返し述べられてきた。今年度は極めて重要な

要素として、小型航空機と小型エンジンの開発プロジェクトがスタートしつつある。また、

JAXA においても、機体およびエンジンに関する複数のプロジェクトが企画されている。

このような動きが活発化していることは、航空関連分野の研究開発に非常に有益であり、

これらのプロジェクトを是非精力的に進め、総合的な技術力を獲得して、製品化を実現す

べきである。 
 この中で、NEDO のプロジェクトでは、相変わらず大学からの参画がプロジェクトに直

接携わる形態になっていない。しかしそれでも共同研究の形で、大学の知的資源を活用す

ることは期待できる。今後の研究開発体制を作り上げていく上で、共同活動の行いやすい

環境を整えるべきである。上で見たような欧米の例を参考に、我が国でも大学が産学官連

携の動きの中で、プロジェクトに実質的に参加する方策は十分立てられると思われる。現

状では各プロジェクトの評価委員会などに大学側から参加している例が多いが、それだけ

では航空機産業の技術力を高める上で十分な協力活動ができない。大学側からもプロジェ

クトのコントラクター研究機関として参加を積極的に考える必要がある。 
 将来の航空機技術を見るとき、宇宙往還機に関連する航空機技術の重要性が増すものと

思われる。例えば 2 段式宇宙往還機の初段に空気吸込み式エンジンを採用した再使用型の

機体などの進展が考えられるが、このような将来型の宇宙往還システムの構築では、従来
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型の航空機に増して産学連携が重要となり、大学での研究成果を精力的に活用することが

必須となるであろう。 
 
２．２．６ 産学研共同の基盤構築にむけて－基本的な障壁とは－ 
 これまで見たように、産学研共同の活発化が我が国でも顕著であるが、これを促進しよ

うとするときに、基本的な障害が国の内外を問わず現実に存在する。ここでは前出の Dr. 
Wisler による講演等も参考にしつつ、特に大学と企業との間に横たわる連携の阻害要因に

ついて、考えてみる。 
 
（１）大学と企業の価値観の相違 
 大学は学術の進歩と学生の教育を本務とし、企業は利益を得るための製品製造を本務と

する。共同に当たっては、この基本的な相違をうまく整合させなければならない。大学と

企業の姿勢の相違をまとめてみると、以下のようになる。 
 
大学 企業 
個人志向 独自性の追及 
学術への貢献を志向 
出版物への成果公表が重要 
学術的視点から独自性と完結性を重視  

チームワーク志向 
ビジネスへの貢献を志向 
工学的・工業的見地から研究成果を製品シス

テムに組み込む事ができるかが重要 
 
 米国では大学工学部がより基礎科学への志向を強めてきており、大学の評価システムや

教育課程もそのように変化してきている、との認識が企業側にあるようである。これが、

企業側から見て産学協同へのひとつの阻害要因と写っている。大学では応用的な研究課題

について評価が低く、博士学位論文でも、基礎科学的な業績が高く評価される傾向が強い。

大学教官の多くには企業経験がほとんどなく、企業から一定の距離を置くべきという感覚

がある。また、博士課程の研究には長い時間を要するため、企業の要求に見合わないこと

も多い、とのことであった。このような要素は我が国でも指摘されることがあり、産学連

携の促進には考えるべき点であろう。大学の基礎研究志向に立脚しつつも、企業側のニー

ズと整合するような研究課題の設定や、研究手法はあり得るのであり、双方の情報流通と

詳細な検討により、良好な共同研究の遂行が可能になると考えられる。 
 大学では成果を学術誌等に公表することが最優先され、プロジェクトの完了も学位論文

の 作成または学会誌への出版と捉える。一方、企業では研究成果を製品に生かさなけれ

ば、研究の意義がない。このような相違から、企業にはともすれば大学の研究が役に立た

ないと認識する場面が発生する。また、企業の技術者は一般に多忙であり、大学の研究成

果を移転するために必要な時間をとても待つことができない。このような事情から、従来

は企業と大学との間に効果的な技術移転を行うためのつながりができていないと言えよう。 
 
（２）制度等の問題 
 このような大学と企業との、いわば文化的な相違のほかに、共同で研究を遂行する上で

制度的な問題も種々存在する。このため、コントラクトの締結交渉がしばしば難航する事



 32

がある。 
 大学との共同研究契約を難しくする要因として、次のようなものが考えられる。 
  知的財産権、出版権、著作権料やライセンス料、機密情報の扱い方、特許、 
  保証や賠償、学生の参加者の選定 
 
 大学は予算の出所や契約先に関わらず、研究成果の取り扱いを一律にし、全ての成果を

公表する方針に立っている。一方、企業は競争的な立場を堅持しなければならず、研究成

果を独占的に共同者間のみで利用する。このため、成果としての技術に排他的なライセン

スを設定する。 
 成果の公表・出版に関して、企業は出版の前に内容を査読し、競争的な情報を削除する

ことを望む。また、場合によっては特許取得に必要とされる時期まで出版を延期すること

を求める。このような専有情報の保護は、しばしば大学の自由な出版権、開かれた研究の

概念と衝突する。したがって、会社が専有情報と考えている研究成果も、大学では保護さ

れないことがしばしばある。 
 特許については、共同所有は問題ないが、排他性への考え方が大学と企業で異なる。企

業は自ら予算を供出した研究による成果の使用に対し、排他的な権限を求め、また、成果

の使用について、特許料などの支払いには応じたくない。 
 共同研究に携わる学生の選定にも問題が生じる。共同研究に参加した学生が、競争会社

に就職されたりすると、情報管理等の点から困る場合がある。したがって学生の選定にも

企業が参画したいが、これは大学の学生に対する研究テーマ選定の自由の概念と軋轢を生

じる。 
 以上のように、企業と大学の関係に限ってみても、連携の阻害要因は種々存在している

が、緊密な情報交換を基礎として、これらの阻害要因を克服し、相互の利益が高まるよう

な努力が強く望まれる。そのために、既にこれまでの節で述べているような、情報流通シ

ステムの整備等を急ぐべきである。 
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表 1「産学連携提案テーマデータベース」データ例 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
［タイトル：］流体機械内部の不安定流れ現象の解析 
［内容：］ジェットエンジン、ターボ機械等の研究を行っているこの研究室では、これら 

機器内部で起きる高速流の解析に必要な実験施設、装置を豊富に有するとともに、充実 
した計算機環境を利用した数値流体解析が可能で、多くの研究実績を有している。これ 
らをもとに、ジェットエンジン、ターボ機械等流体機械内部で起きる不安定流れ、それ 
に伴う異常振動等に関しての解析が可能であり、これらに関する未知の現象等の課題を 
有する企業等への協力や共同研究が可能である。 

［研究者氏名：］＊＊＊＊  
［研究者所属：］大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 
［カテゴリ（データベース上の分類）：］ 
  バイオテクノロジー   医学・薬学 
  農林水産（食品含む） ○環境・エネルギー 
  素材         ○機械 
  情報・通信       エレクトロニクス 
 ○航空・海洋       経済・経営・政策・法律 
  土木・建築       社会・文化・教育 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
［タイトル：］流体機械内部不安定流れ現象のアクティブコントロール 
［内容：］ジェットエンジン、ターボ機械等の研究を行っているこの研究室では、これら 

機器内部で起きる高速流の解析に必要な実験施設、装置を豊富に有するとともに、充実 
した計算機環境を利用した数値流体解析が可能で、多くの研究実績を有している。これ 
らをもとに、流体機械内部で起きる不安定流れに基づくフラッター現象の抑制に関して 
研究を進め、スマート構造（形状記憶合金、ピエゾ素子応用）を動翼（または静止翼） 
に採用したアクティブコントロールの研究をすすめ、その効果をシミュレーション及び 
実験により確認している。また、旋回失速の問題についてもアクティブに空気流を追加 
することによりコントロール可能であることを確認している。これらの研究に関心を有 
する企業等との共同研究を希望している。 

［研究者氏名：］＊＊＊＊ 
［研究者所属：］大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 
［カテゴリ（データベース上の分類）：］ 
  バイオテクノロジー   医学・薬学 
  農林水産（食品含む） ○環境・エネルギー 
  素材         ○機械 
  情報・通信       エレクトロニクス 
 ○航空・海洋       経済・経営・政策・法律 
  土木・建築       社会・文化・教育 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
［タイトル：］空力騒音の低減 
 ［内容：］この研究室では、流体機械が発生する騒音に関して解析に必要な実験施設、装 

置を豊富に有するとともに、充実した計算機環境を利用した数値流体解析が可能で、多 
くの研究実績を有している。これらをもとに、ジェット噴流騒音をはじめ車輌空力騒音、 
エアコン等家電機器に用いるファンによる騒音等の解析、低減策の提案、対策効果の評 
価等に対して協力が可能である。課題を有する企業等への協力や共同研究が可能である。 

［研究者氏名：］＊＊＊＊ 
［研究者所属：］大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 
［カテゴリ（データベース上の分類）：］ 
  バイオテクノロジー   医学・薬学 
  農林水産（食品含む） ○環境・エネルギー 
  素材         ○機械 
  情報・通信       エレクトロニクス 
 ○航空・海洋       経済・経営・政策・法律 
  土木・建築       社会・文化・教育 
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２．３ 人材教育における産学連携の必要性 

 

本節では企業において技術者として働く者を対象とした教育に関する産学連携のあり

方について議論する。そのために将来の技術者となる現在の学生向けの教育ならびに既に

若手技術者として現場に出ている人々向けの教育についてそれぞれ検討を試みる。第一に

学生関連では、企業から見た大学教育の現状および企業が大学に望むカリキュラムとは何

かについて考える。第二にメーカーの若手技術者教育関連では、大学で行われている生涯

教育について考える。また 2004 年 4 月に国立大学が法人化される予定であるので、本節の

最後では、この法人化が本節のテーマに与える影響についてもまとめる。 

 

２．３．１ 学生教育 

 

大学における学生教育という視点からまず検討する。そのために、ここでは実際の大学カ

リキュラム等について見ていくことにする。大学での教育に関する若手技術者へのアンケ

ート結果、東京大学における航空宇宙工学教育カリキュラムの実例、ならびにその他特記

すべき教育例、以上の 3 点に基づいて考察を行う。 

 

（１）大学での教育に関する若手技術者へのアンケート 

日本航空宇宙学会誌 2003 年 10 月号（Vol.51, No.597, pp.264-266）で行われた「若手技

術者へのアンケート」結果を用いて検討する。これは、航空関連学科卒業後 10 年未満で航

空関連の重工メーカー4 社と航空宇宙技術研究所および宇宙開発事業団（いずれも調査当

時）に勤務する 100 名を調査対象とした調査結果である。 

まず、大学での教育に関してであるが、若手技術者が重要と考える教育科目は発表交渉能

力、外国語、物理、構造・材料力学、数学である。大学において教育内容が充実していた

科目としては空気力学、卒業論文、構造・材料力学であり、逆に充実度が低かったものは、

計測、工作、設計、３次元 CAD である。重要度と充実度には高い相関がみられる。次に学

部専門教育のあるべき姿としては、1)もっと実用的教育に、2)もっと理論的教育に、3)現

状満足の３つの意見にほぼ等分された。不足している学部教育としては、一般工学の分野

では 3 次元 CAD ならびに電子工学であり、専門教育の分野では実機に関する知識教育と実

機による実習である。学部における設計教育の目指すべき点としては発想重視の教育と部

品設計の演習という性格の多少異なる項目が共に挙げられている。 

次に大学院での教育に関してであるが、大学院教育のあるべき姿に関しては、学部同様に 

1)もっと実用的教育に、2)もっと理論的教育に、3)現状満足の３つに等分される。不足し

ている大学院教育としては、経営工学、基礎・境界領域であるとの結果であった。 

以上をまとめると、基礎分野の充実だけではなく、応用面（航空機実機）に関する教育の

充実を卒業生が求めていることがわかる。なお、大学での教育は、技術だけでなく広範囲

な人材教育もあることを忘れてはいけないと同調査は締めくくっている。 

 

（２）大学での航空工学カリキュラムの実例について 

ここでは、東京大学工学部航空宇宙工学科航空宇宙システム学コース（大学 2 年後半から
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4 年次終了まで）および東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻修士課程の２年間

のカリキュラムを例にとりあげる。 

まず上記学科ならびに専攻の理念、教育方針等は以下のようにまとめられる。（東京大学大

学院工学系研究科・工学部 自己評価・外部評価報告書 2000 年 3 月より引用） 

 

「航空宇宙工学専攻の教育・研究理念」 

 本専攻における教育・研究理念は以下の３つにまとめられる。 

 

（その１）未開拓技術の宝庫であり産業としての発展の可能性が大きい航空宇宙工学： 技

術・利用面で未成熟であり将来の発展の可能性が極めて大きい航空宇宙という世界のもつ

顕在的・潜在的意義、可能性を追求し、人類の幸福のためにそれらを積極的に活用してい

くための研究／教育を行うこと。 

 

（その２）先端的技術を他分野へスピンオフする航空宇宙工学： 極限的な性能や先端性

が要求される航空宇宙という分野を対象にした研究／教育を行うことにより、他の多分野

にも応用できる先端的技術と知識、および新しい工学の創成を目指すこと。 

 

（その３）システム統合化技術の象徴である航空宇宙工学： 航空宇宙の世界では、多分野

の工学および理学を統合し、一つの目的を達成するシステムとして組み上げていく技術が

特に強く要求されている。その特質をいかし、航空宇宙のミッションを題材にシステムイ

ンテグレーション、マネジメントの研究／教育を行うこと。 

 理念と関連して、本専攻の教育目標をまとめると、a. 工学および航空宇宙学の基礎教育

を充実すること、b. 創造性を有した学生を育成すること、c. システム統合化能力を教育

すること、である。 

 

「ハードウエアとソフトウエアを」 

 本専攻の特色は、航空機、宇宙機、宇宙往還機、推進装置をはじめとする先端ハードウ

エアやデバイスのイメージを学部から大学院へと一貫したカリキュラムに活かすことにあ

る。学部教育の締めくくりとして、卒業論文に加え、卒業設計を課す意図もそこにある。

学生は、習得した知識を尽くして、自分のアイデアを設計図として具現する訓練を初めて

受ける。まさに、学生にとり、総合力を問われる試練であり... (中略) ...。 機体やエ

ンジンの設計図に描かれる曲線の一つ一つが力学的、熱的、構造材料的な裏付けをもつこ

とに気付くころ、学生は卒業を迎える。そうした伝統的設計に加え、最近では、宇宙シス

テム分野のミッション提案といった概念設計に創造力を発揮する例も増えている。これは

図面としての労作より、人一倍のアイデアと合理的な綿密性が求められ、ソフトウエア重

視に傾斜する。本専攻では、ハードとソフト両面が大事と考え、どちらかに強制する姿勢

はとっていない。専門に閉じ込めた教育を狙うことは学部の段階では望ましいことではな

く、航空宇宙を題材に、複雑なシステムを概念設計し、制作操作を思考するという人類普

遍の科学的な営みの部分を習得し、分析と統合能力を磨いてもらうことに教育の意味を求

めている。(ここまで上記文献より引用) 
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表２．３．１に航空宇宙システム学コース（大学 2 年後半～4 年）ならびに修士課程のカ

リキュラムを示す（東京大学工学部便覧（平成 15 年）、東京大学大学院便覧（平成 15 年）

を参考文献として作成した。なお航空宇宙工学科には学部のコースとして航空宇宙システ

ム学コース以外に航空宇宙推進学コースが設けられている）。表の上 1/3 が修士課程、下

2/3 が学部のカリキュラムを示し、一番下が 2 年後半となり、表の上に向かうにつれて学

年があがってくる構成となる。必修科目（二重の四角）と選択科目（一重の四角）につい

て講義科目名（または講義内容を説明するキーワード）を示す。科目群を囲った点線の四

角は関連する科目をひとまとめにしてある。左下の科目群は工学の基礎科目を示し、2 年

後半(冬)と 3 年前半(夏)に履修する。その上部の７つの科目群のうち、右側の４群は専門

科目（空気力学、構造力学、飛行力学、推進学）を示し、左端の２つの科目群はオムニバ

ス形式の講義ならびに製図、実験を示す。左から 3 つ目の科目群が設計関係の科目である。

学部卒業のためには、必修科目以外に約 40 科目の履修が必要である。4 年前半からは専門

科目の集大成としての卒業論文がある（理念の第一項と第二項に関連）。卒業論文終了後の

4 年 12 月からは設計科目の集大成としての卒業設計があり、理念の第三項（システム統合

化）の習得の役に立てられている(卒業設計の目的については上述の「ハードウエアとソフ

トウエアを」を参照のこと)。なお灰色部分の科目は外部からの非常勤講師による講義･演

習等である。
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表２．３．１ 航空宇宙工学専攻・学科（航空宇宙ｼｽﾃﾑ学ｺｰｽ）　カリキュラム一覧

修士集大成

実験流体
力学

宇宙構造
物

複合材料
航空機力
学(ヘリ)

燃焼現象
論

宇宙エネ
ルギ輸送

航空宇宙
特講２

高速空気
力学

非平衡気
体力学

数値流体
力学２

飛翔体構
造

材料力学
特論

自動設計
論

航空機力
学(軌道)

宇宙機姿
勢制御

反応性ガ
ス力学

空力音響
学

非定常内
部流体

大学院
航空宇宙
特講１

航空機空
力設計論

宇宙機飛
翔体工学

乱流
極超音速
熱空力

数値流体
力学１

シェル構
造

材料強度
論

制御学特
論

航空機力
学(最適)

宇宙機誘
導航法

ロケット機
関特論

ジェットエ
ンジン論

定常内部
流体力学

(その他) （設計） （流体力学系） （構造・材料系） （制御・システム系） （推進系）

学部集大成
(4夏冬）

航空宇宙
特別講義

航空機設
計3

空気力学
（極超・熱

4年夏
航空機運
航管理

宇宙科学
航空機設
計２

空気力学
（非定常）

宇宙機構
造力学

構造力学
特論

航空機力
学(制御)

学生実験
空気力学
（CFD)

宇宙軌道
力学

3年冬
宇宙工学
通論

航空機製
図

航空機設
計１

宇宙機器
システム

空気力学
（圧縮性）

航空機構
造力学２

弾性力学
２

構造振動
論

自動制御
2

航空機力
学(応答)

宇宙機制
御工学

3年夏 実地演習
機械設計
基礎

機械製図
2

宇宙（基
礎と設計)

空気力学
(粘性）

航空機構
造力学１

弾性力学
１

材料力学
演習

航空宇宙
材料

自動制御
１

航空機力
学(運動)

原動機推
進理論

ジェットエ
ンジン

2年冬
機械製図
１

航空学入
門

宇宙工学
入門

空気力学
（非粘性）

材料力学
マテリア
ル基礎

熱力学 内燃機関

(航空機関連）　　　(宇宙機関連)
(オムニバス、その他) (製図･実験) （設計） (空気力学系） (構造系) (材料系) (制御･システム系） (推進系）

工学基礎
電気工学
実験

必修科目 外部講師

3年夏 数学2
計算機工
学概論

電気工学
通論２

学部は必修科目以外に約40科目を履修する。 修士課程は修士論文以外に9科目履修する。

枠内の表記は必ずしも講義名ではなく、場合によっては内容がわかる名称に変更してある。

工学基礎
数学及び
力学演習

学部には航空宇宙システム学コース以外に航空宇宙推進学コースがある。

2年冬 数学１
計算機工
学基礎

計測通論
電気工学
通論１

（基礎学問）

機構・機械
力学

　　　　　　　修　　　　士　　　　論　　　　文

　　　　　　　卒　　　　業　　　　論　　　　文　　　卒　　　業　　　設　　　計

航空機設
計特論

宇宙機設
計特論
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修士課程においては（表の上 1/3）、学部と同様に専門科目の講義があるが、修士修了に

必要とされる科目は 9 科目と少なく、修士課程においては修士論文が重要視されているこ

とがわかる。これは大学院においては研究者養成という本来の設立の趣旨に起因する。た

だし、先般の学部卒業生の多くが大学院へ進学するという情勢のもとでは、修士課程のあ

り方についても見直されつつある。最近では修士課程は学部の延長線上との捕らえ方もあ

り、学部よりも更に高等な専門科目の習得ならびに設計実習を通じて、本専攻の３つの理

念をより強く実現するという方向に移りつつある。このため大学院においても左から 2 群

目の設計に関係する科目群の充実が過去数年間にはかられ、学部で設計を体験した学生が

再度大学院レベルでの設計に携わることになる。 

ここで示したカリキュラムに関して企業サイドから見て注意を要すると思われること

を以下に列挙する。 

 

学部の卒業設計が 3 ヶ月という短期間で本当に十分な設計ができるのかどうか。設計す

るとしたらチャレンジングな課題（例えば燃費を大幅に下げる課題）があると学生の役に

立つのではないか。ここで行われている設計とは、実用面の最初の工程のみであって、実

際にものをつくる最終段階まで達していない。可能ならば「もの」の製作までやるべきで

はないか。たとえば空気力学を習得する際に、境界層理論を学んだ後に風洞実験で境界層

の速度分布を学生に実際に計測させると、より深く理解が進むということと同じ考えであ

る。そういう意味では計算解析能力等を高めることを目的とした受身の講義である学部の

講義数を減らして、学生が自主的に活動できる「もの」の製作の時間にあてるべきではな

いか。 

ただし、通常のジェット旅客機形態（B777 等）の設計の場合には上記のことがある程度

当てはまるかもしれないが、たとえばカナード型機体、Blended Wing Body (BWB)機のよう

な新形態機の設計の場合には、学生は空力、構造、飛行力学面等のすべてにおいて仕様を

満足させるために、かなりの努力が必要である。更には水平離着陸が可能な２段式宇宙往

還機（TSTO）または極超音速旅客機（HST）の場合には、その機体成立性すら不確かであり、

学生はこれらの設計を通じて多くのことを学ぶことができる。卒業設計とは、過去の一時

期のように卒業後すぐに現役の航空機設計者となることのみを主目的とはしていない。学

生に十分な解析能力を身につけさせると同時に航空宇宙機というシステム全体を見渡せる

能力をつけさせることに重点をおいた教育を行うことが目的とされている。設計に興味の

ある学生にとっては、一人一人の学生が自身の考えにしたがって、いわば楽しみながら設

計できる最初で最後の機会といえよう。ただし、上記の意見を十分に反映できたカリキュ

ラムの改定にむけて今後も努力を行っていくべきと考えられている。現在、航空機、宇宙

機（人工衛星）ともに学生が講義の一環として自分たちで小型機体を設計、製作する機会

が与えられるようなカリキュラムの一部施行ならびに計画立案が進行中である。 

 

（３）その他の教育例 

 通常の講義、実験、演習とは別の形態での学生教育が行われた例をここでは示す。 
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東北大学大学院航空宇宙工学専攻では、旧航空宇宙技術研究所（当時）の協力を得て、同

所の有する Dornier 実験航空機を用いて学生に飛行体験させることが過去に１回行われた。

希望する学生に対して座学と飛行実験を 5 日間にわたって受講させるものであり、航空機

実機に接する機会のほとんどない学生にとっては大変に有益な機会であった。（参考文献：

航空宇宙術研究所広報誌「なる」No.476、1998 年 12 月） 

 大学院レベルでの共同研究による企業との接点の例として、海外の航空機メーカーと共

同研究を行った成果として開発された CFD コードに関して、メーカーの技術者にその使用

法を伝授させるために大学院生を夏休み期間中に派遣した例がある。これによって当該企

業は実用的な研究成果が得られるとともにその活用方法が学べ、大学側にとっても学生が

企業現場において経験を有することができる利点があった。 

 

（４）考察 

 以上の事項をベースとして、航空機メーカー等の企業から見た大学教育、ならびにメー

カーが教育に期待していることについて考える。これらに関しては以下の点があげられる。 

・大学はメーカーへの人材供給源であり、入社後の即戦力となりうる能力を大学在学中に

高めてもらいたい。 

 

・しかしながら、実際には入社後に現場で 5 年程度働かないと専門的仕事を責任を持って

果たすことはできないのが普通である。すなわち大学においては入社後約 5 年で企業内に

おけるある分野の専門家になり得るポテンシャルを学生に身につけさせて欲しい。 

 

・企業内で行われている技術者教育の目的は、実際の航空機システムを実物に対応して教

えることである。大学の教育に対してはこのようなことではなく「ものの考え方」を教え

てもらいたいと認識している。 

次に、企業が大学に望んでいる必要なカリキュラムについて考察する。これについて二

つの観点から考える。 

 

・理論か実用か： 大学においては理論的な側面からの教育に加えて、実用面からの教育

も必要である。これは就職後に現場での応用が利く利点があるのみならず、大学内におい

ても学生の専門教育に対する興味を持続させるために重要であると考えられる。過去に米

国において工学部内に応用力学科を設立し、特定のものを対象とせず理論面に重点を置い

た教育を行うことが盛んになった時期があった。しかしながら、実用面との関わりが感じ

られないために、同学科を希望する学生が集まらず学科が廃止されることが相次いだ事実

がある。かといって、極端に実用的な教育に偏る必要はなく、基礎教育（理論教育）の際

に産業界出身者による指導がある程度なされることによって実物との対応がつくような教

育が示されるだけでも効果は十分にあると考えられる。 

 

・スペシャリストとジェネラリストのどちらを育成すべきか： 専門科目の特定分野に関

するスペシャリストは、就職後もその分野で活躍することが期待される。一方ジェネラリ



 

 40

ストは、企業内においてスペシャリストとしての経験を有した者が、企業内でのプロジェ

クト活動全般について更に経験を得ることによって、プロジェクトの統括等の業務に携わ

ることになると考えられてきた。しかしながら、最近では、スペシャリストの経験を有さ

なくとも、マネジメント関連の業務に当初から携わり、その経験を通してジェネラリスト

として企業内で育成される傾向がでてきている。スペシャリストに対しても企業内全体の

ことをある程度は知っているべきとの考えになってきている。以上のことを背景として大

学カリキュラムにおいて、スペシャリストとジェネラリストの両者に関する教育が含まれ

ることが望まれる。すなわち、断片的な知識だけではなく、総合的な見方が身につくよう

な教育がなされ、また知識ではなく知恵で解決できる能力を有した学生を育成できるかが

問われている。 

以上の議論に関する懸念としては、大学と大学院修士課程の計６年間という限られた期

間では基礎学問から応用(実用面)までのすべてをマスターできる時間余裕がはたしてある

のかということがある。限られた時間ですべてをこなすのは無理であるので、大学毎に理

論重視の大学、人力機製作中心のような実用面重視の大学など多様であってもよい。 

 

ここで（２）項で示した大学カリキュラムの実例に関して、企業から見た大学教育との

関連について検討してみる。 

１）理論面を重視している一方で、設計実習を通じて学生が実用面についても習得できる

ように目指していることが理解できる。 

２）知識のみを重視せず物事を統合的に捉える能力を養うために、前述の「ハードウエア

とソフトウエアを」に記載されているとおり学生の総合力を試す場として設計科目が用意

されている。 

ただし、この（２）項で示された大学カリキュラムは前述のように完全なものではなく、

まだまだ改良の余地はあるとは考えられる。 

 

（５）まとめ 

（４）項で議論された事柄より、企業が大学に教育上期待する事項とは、 

  ・入社後に企業内で通用する「ポテンシャル」を有する学生、すなわち知識よりも知

恵で解決できる能力を有する学生を養成すること 

  ・理論面のみならず実用面も教育し、両者のバランスがとれていること 

  ・実際面との係わりを何らかの形態でもち、統合的な考えができるように教育を行い、

将来スペシャリスト／ジェネラリストの両者に対応できるような学生育てること

これら 3 点に整理される。 

 

（１）項に示されたアンケート結果によると大学では実機に直接触れる機会は不十分であ

る。これは日本の航空機に関する社会環境に起因すると考えられる。このような状況で、

（２）項のカリキュラム実例によると、大学は企業が期待するカリキュラム像を認識して

おり現状を改善する努力を続けている事実が十分認められる。ただし、更なる大学側の努

力が必要であると考えられる。なお、大学においては技術教育に偏ることなく、バランス
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の取れた人材教育を行うことが最重要である。 

これらのことを実現するためには、大学単独での改善努力だけではなく、企業サイドか

らの大学への情報提供、意見具申等の積極的な大学と産業界との連携が必要である。 

 

２．３．２ メーカー技術者教育 

次に本節では、メーカーの若手技術者に対する教育に関して考える。技術者を教育する

方法としては、各企業内で独自に教育を行う方法と企業外の大学等の教育機関を活用する

方法の２種がある。企業内からは、生涯教育という面から企業技術者に対する大学での教

育を望む声がある。企業内で独自に多数のトピックスにわたってそれぞれを個別に教育す

るためには、その制度の整備と維持にかなりのコストがかかることが考えられる。それを

避けるために外部機関で提供されている教育プログラムに参加することには十分な利点が

あると考えられる。 

 

 ここでは大学等で行われている生涯教育について実例を示し検討を行う。日本国内の大

学よりも海外の大学において、この生涯教育は盛んであるので、海外、日本の順番にその

実例を示す。 

（１）海外(欧米)大学における生涯教育（short course）について 

海外の大学では企業の技術者をはじめとする一般の人を対象にして有料で特定の科目

（トピックス）を教える short course と呼ばれる生涯教育が盛んである。希望者は誰でも

受講することができ、受講期間は通常 1 週間以内である。ここでは、航空関連での特に実

用的な内容について開講している欧米の 2 大学（英国クランフィールド大学と米国カンサ

ス大学）について、その short course の概略をまとめる。 

両大学が開講している航空関連の short course の分野ならびにコースのタイトルは以下

のとおりである。 

 

（ａ）クランフィールド大学（英国） http://www.cranfield.ac.jp/short/ 
 

空気力学 Introduction to Aircraft Aerodynamics 
Application of Computational Fluid Dynamics 

構造  Introduction to Aircraft Stress Analysis 
Aircraft Fatigue and Damage Tolerance 
Composite Material Structures 
Introduction to Finite Element Modeling 
Simulation for Impact and Crashworthiness Analysis 

航空機設計 Aircraft Conceptual Design  
ﾌﾗｲﾄｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ Introduction to Flight Simulation 
ﾌﾗｲﾄﾃｽﾄ UnderstandingAircraft Characteristics Using In-Flight Measurements 
推進  Fundamentals of Aircraft Engine Control 
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安全/信頼性 Reliability Analysis 
Safety Assessment of Aircraft Systems  

ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰ Human Factors and Cabin Safety Training  
Human Factors in Aviation  
The Management of Human Error in Aircraft Maintenance  

運航管理 Air Transport Forecasting Seminar  
/ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ Air Transport Management Seminar  
/法規  Aircraft Performance for Air Transport Managers  

Airline Crisis Management for Senior Airline Staff  
Airline Finance  
Airline Planning  
Airport Commercial Revenue Development  
Airport Economics & Finance Symposium  
Analytical Skills for Air Transport Managers  
Marketing for Profit in Air Transport 
Infrastructure & Safety Management  
International Air Law and Regulation  
Key Issues in Air Cargo  

事故調査 Aircraft Accident Investigation  
Accident Investigation for Aircrew and Operations Executives  
Interview Skills for Incident and Accident Investigation  

ミリタリー Aircraft Combat Survivability  
Aircraft Stealth Technology  

その他  Environmental Planning & Aviation  
Integration Engineering  

 
(b)カンサス大学（米国） http://www.kuce.org/aero/courses.html/ 
 
空気力学 Aerodynamic Design Improvements: High-Lift Systems & Cruise  
   Performance  
構造力学       Aircraft Structural Loads: Requirements, Analysis, Testing Certification 

Aircraft Structures Design & Analysis  
Durability & Damage Tolerance Concepts for Aging Aircraft Structure  
Introduction to Adaptive Aerostructures  
Understanding & Controlling Corrosion of Aircraft Structures 

飛行力学 Airplane Flight Dynamics: Open & Closed Loop  
Flight Control Actuator Analysis & Design  
Flight Control & Hydraulic Systems  
Principles of Aeroelasticity  
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航空機設計 Airplane Preliminary Design  
UAV  Conceptual Design of UAV Systems  
フライトテスト Advanced Flight Tests  

Flight Test Principles & Practices  
Operational Aircraft Performance & Flight Test Practices  

航法機器 Acquisition of Digital Flight Test Data from Avionics Busses  
Digital Flight Control Systems: Analysis & Design  
Fundamental Avionics  

推進 General Aviation Aircraft Propulsion Systems: Practical Concepts & 
    New Directions  
耐空性  FAA Functions & Requirements Leading to Airworthiness Approval 
整備  Maintainability in Commercial Aircraft, Engine, & Component Design  
アイシング      Aircraft Icing: Meteorology, Protective Systems, Instrumentation & 

Certification  
航空気象 Aviation Weather Hazards  
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ  Helicopter Performance, Stability & Control  

Rotorcraft Structural Dynamics & Aeroelasticity  
信頼性  Reliability & 1309 Design Analysis for Aircraft Systems  
システム工学 Aerospace Applications of Systems Engineering  
その他  Knowledge-Based Engineering for Aerospace Applications: 

Integrated Process & Product Modeling  
Project Management for Aerospace Professionals  

 
以上の一覧によると、空気力学、構造力学といった航空工学の基礎科目ではなく、より

実際的な内容（設計、法規、運航管理、他）についての講義が多いことがわかる。これら

の分野は、受講者数が多く需要の高い分野であるとも考えられる。short course は受講者

数が少ないと、直ちにその course は見直され、翌年以降のコースが廃止されることが多々

ある。 
この short course の具体的な実施形態であるが、5 日間コース（クランフィールド大学）

の場合、受講費用は宿泊費用を除いて 15 万円～20 万円程度である。スケジュールの一例

としては、朝 9:00 から夕方 5:00 までのあいだに毎日午前 3 時間、午後 3 時間程度にわた

って講義等が行われ、例えば１週間で講義 15 時間、演習 15 時間程度受講することになる。

講師は、当該大学の教授陣のみには限らず、外部の研究機関、企業から専門家も招聘して

おり、講師陣の充実を一つのセールスポイントにしている場合もある。 
 
（２）日本における例 

日本の大学では、（１）項で示したような short course はほとんど行われていない。た

だし学会が主催する講習会形式の生涯教育は実施されている。 
日本の大学で short course が盛んでない理由は、今まで学生以外の外部の人々への教育
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といったことを大学側がほとんど考えていなかったことに起因すると考えられる。大学に

おいて行われた世界水準の先端的研究で得られた成果を社会還元する目的で、 short 
course を開講し、社会人の生涯教育を行うことは重要である。この他に上記の例のような

実際的な内容に関する course も重要であると考えられる。ただし日本の大学で上記の例の

ような航空関連の実際的なテーマを講義することは大学関係者のみではほとんど不可能で

あり、（１）項で述べたように企業等からの外部講師の活用が必要不可欠である。また、航

空関連企業の会社数ならびにそこで働いている人々の数は米国等に比べると少なく、この

ためにせっかく course を開講してもその course が成立するほどの受講者が集まるかどう

か不明であるという点は問題である。 
 
日本ガスタービン学会では毎年、「ガスタービン教育シンポジウム」と銘打った講習会

を行っている。（参考文献：日本ガスタービン学会誌、 Vol.30, No.5, p.471, 2002 年 9 月、

Vol.31, No.5, p.374, 2003 年 9 月） 
この講習会は毎年 1 回開催され、2003 年度で 9 回目となる。目的は、発展途上にある

ガスタービンの研究・開発分野で活躍する若手技術者の育成を目指すことである。この点

を目的としたガスタービン初心者ならびに学生向けのセミナーであり、2 日間にわたって

開催されている。第 1 日目はガスタービン概論、研究開発の紹介、試験研究設備の見学で

あり、第 2 日目はガスタービンの流体力学、伝熱工学、燃焼工学、材料工学、制御工学に

関する講義である。出席者は毎回 70-90 名であり、内訳は、学生と社会人がほぼ半数ずつ

である。受講者にとってはガスタービン全般の知識を得ることができる良い機会となって

いる。 
 
（３）まとめ 
 以上の事柄より、大学、学会等を活用して技術者に対する生涯教育を行うことの需要は

十分あり、かつ受講者にとっても有用であることがわかる。今までの日本の大学ではこの

企業内の技術者等に対する生涯教育はあまり熱心ではなかったが、海外の大学の実情を参

考にして技術者等を対象としたコースを設立すべきと考える。大学において研究されてい

る世界水準の先端的研究で得られた成果を社会還元する目的で、社会人の生涯教育を行う

ことは当然重要である。この他、実用面の強いテーマに関しても本節で議論してきたよう

に技術者教育には重要であり、講師を大学のスタッフのみに限らず、その分野のスペシャ

リストを研究機関、企業から招くことが必要である。今後はこのようなコース運営の面で

も大学と産業界との連携を深めていくべきであると考えられる。 
 
２．３．３ 国立大学の法人化について 

2004 年 4 月に予定されている国立大学の法人化が、本節で議論してきた事柄に及ぼす

影響について、ここでまとめる。まず国立大学法人法の概要について整理した後に、大学

が法人化に対してどのように対処しようとしているかについて述べる。 
 
（１）国立大学法人法の概要 
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2003 年 2 月 28 日に報道発表された「国立大学法人法案」関係６法案の概要（出典：文

部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/15/02/030222.htm）にもとづいて、法

案の概要を整理する。 
国立大学法人法案は、国立大学を各大学ごとに法人化し、国立大学法人を設立するため

の法案である。現行の 99 ある国立大学（短大含む）が法人化後には 89 の国立大学法人に

再編成される。 
 
「国立大学法人」制度の概要を列挙すると以下のようになる。  
①「大学ごとに法人化」し、自律的な運営を確保 

各大学に独立した法人格を付与し、予算、組織等の規制を大幅に縮小する。  
②「民間的発想」のマネジメント手法を導入 
 「役員会」制と「経営協議会」を置いて経営する。 
③「学外者の参画」による運営システムを制度化 
 「学外役員制度」を導入し、「経営協議会」や「学長選考会議」にも学外者が参画する。  
④「非公務員型」による弾力的な人事システムへの移行 

能力・業績に応じた給与体系を導入し、兼職等の規制を撤廃する。学長の任命による人

事を行う。 
⑤「第三者評価」の導入による事後チェック方式に移行 

教育研究実績を第三者機関により評価・チェックし、その結果を予算配分に反映する。 
 
以上五つの項目が挙げられている。なお、独立行政法人との違いとして、学外者の運営

参画を制度化したこと、客観的な独自の評価システムを導入したこと、中期目標設定で大

学の特性・自主性を考慮したこと、以上 3 点が説明されている。  
 
（２）法人化の大学に及ぼす影響について 

国立大学の法人化が及ぼす影響を産学連携の面ならびに大学組織の面から東京大学を

例にとって検討する。 
 
まず日本経団連活動レポート「経済くりっぷ」  No.31 (2003 年 11 月 11 日 ) 

（http://www.keidanren.or.jp/japanese/journal/CLIP/2003/1111/06.html/ ）掲載の東京

大学佐々木総長とのインタビュー記事、「国立大学の法人化と産学連携」より産学連携に及

ぼす面についてまとめる。これによると法人化に伴い大学教員の非公務員化による勤務条

件の見直しが行われること、教授・助教授等の教員の勤務条件は実質的に裁量労働制にな

り、たとえば、共同研究の相手先で時間を使うこともありえること、また、大学教員の兼

業が盛んになるであろうことが指摘されている。次に財務面の変化であるが、外部からの

研究資金（科学研究費補助金、奨学寄付金、民間等との共同研究および受託研究）の受け

入れ無しに大学経営は成り立たなくなり、競争的資金の確保が重要視されること、また特

許等の知的財産権は機関（大学）が所有することになるためにそれらの維持・管理費用等

に課題があることが指摘されている。これらの仮題を克服しつつ、産業界との共同研究を
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全国レベルで益々進めていくことに法人化後は重点が置かれる。 
一方、大学組織の面から法人化についての検討が行われている。東京大学大学院工学系

研究科においてまとめられた「国立大学法人法案をめぐる状況について」 
（http://www.t.u-tokyo.ac.jp/headline/20030609/houjin.pdf/ 平成 15 年 5 月 15 日）

もその一つであり、法人化にともなって懸念される問題点がいくつか指摘されている。ま

ず法人化により文部科学大臣は各大学の中期目標を定めることになるが、「期限をきった目

標設定は、知の創造と伝承を目的とする大学の活動にはなじまない」と指摘している。ま

た各大学の評価を文部科学省に設置される評価委員会がつかさどるとしている点について、

「基礎研究のように息の長い研究から、現代の社会が抱える問題に直接切り込むような研

究まで、実にさまざまで多様な研究活動が共存する大学組織の評価方法をどのようにする

かは大きな課題である」と指摘している。 
 

次に上記の中期目標について考える。東京大学は平成 15 年 10 月 2 日に「中期目標・中期

計画(素案)」を提示した。ここでそれを引用する。 
（http://www.adm.u-tokyo.ac.jp/admin/chuuki/ichizuke.html）。 

この素案は、東京大学が平成 16 年度～21 年度に具体的に実施しようと目指し、計画し

ている事柄をまとめたものである。そのなかで、基本的な目標としては、「世界最高水準の

教育・研究を展開し、大学が時代・社会に対して果たすべき役割を強化し、発展させるた

めの不断の努力」を行うとしている。教育、研究、組織運営の面から詳細に目標と計画を

立てているが、本節のトピックスに関連する事項としては、 
 

・高度専門職業人教育や社会人再教育など社会との連携を積極的に進める。社会人の再教

育においては、時代の必要性に即した高度な専門的知識・技術の教授や最前線の研究活動

を通して、先端的分野や国際的分野で活躍するための能力の涵養を図る。 
・研究資金を有効に配分するシステムを構築する。そのための具体的方策として、総長裁

量資源を確保し、先端的・学際的研究領域の発展を図るための全学的な研究環境の整備等

に重点的に配分する。 
・社会的ニーズに呼応した産学官連携システムを構築し、知的資源の社会への還元を強化

する。そのための具体的方策として産業界との連携を推進する体制を整備すること、研究

成果の移転・活用のため教職員の企業役員兼業を認めることとしている。 
以上の事柄が挙げられている。要するに、大学運営に必要な資金を外部から獲得すること

が重要になり、そのための方策として、産学連携を益々盛んにする必要があること、また

一方で社会に対する貢献として教育研究成果の外部移転ならびに社会人教育の強化も中期

目標で謳われている。 
 
（３）まとめ 
 (2)項では本節のテーマに与える国立大学法人化の影響について整理した。法人化にとも

ない、大学教員の勤務条件の変化、ならびに外部研究資金の確保や知的財産権の確保等の

財務面での変化が考えられ、これに伴って産学連携が益々盛んになると予測されている。
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この産学連携の成果は大学内での学生に対する水準の高い教育に役立てられること、なら

びに大学で得られた世界水準の研究成果を社会還元するために社会人の再教育が積極的に

進められるようになることが考えられる。ただし、法人化に伴い大学が中期目標・中期計

画を立て、外部評価を受けるようになるが、これらの点は大学の活動になじまないのでは

ないかとの議論もなされている。 
 
２．３．４ 本節の結論 

本節では企業において技術者として働く者を対象とした教育に関する産学連携のあり

方について議論した。まず大学における学生教育に関して、企業が大学に教育上期待する

事項には、入社後に企業内で通用する「ポテンシャル」を有する学生を養成すること、理

論面のみならず実用面も教育し両者のバランスがとれていること、実際面との係わりを何

らかの形態でもち統合的な考えができるような教育を行うこと、これら 3 点に整理された。

大学の現状では航空機実機に直接触れる機会は不十分であるが、大学側は企業が期待する

カリキュラム像を認識し、現状を改善する努力を続けている事実が十分認められた。ただ

し、大学単独での改善努力だけではなく、企業サイドからの大学への情報提供、意見具申

等の積極的な大学と産業界との連携が必要である。 
次にメーカーの若手技術者に対する教育に関して考えた。大学、学会等を活用して技術

者に対する生涯教育を行うことの需要は十分あり、かつ受講者にとっても有用である。日

本の大学では技術者等に対する生涯教育はあまり熱心ではなかったが、海外の大学の実情

を参考にして技術者等を対象としたコースを積極的に設立すべきと考える。生涯教育のコ

ースのテーマとしては、大学内での先端的研究で得られた成果に関するテーマのみならず、

航空機実機に関連した実用面の強いテーマに関しても技術者教育には重要である。その場

合、講師を大学のスタッフのみに限らずに、その分野のスペシャリストを研究機関、企業

から招くことが必要であり、コース運営の面でも大学と産業界との連携を深めていくべき

であると考えられる。 
国立大学の法人化によって、産学連携は益々盛んになると考えられる。そこで得られた

成果は学生に対する水準の高い教育に役立てられるのみならず、現状では不十分な社会人

再教育が積極的に進められることになると考えられる。 
 
２．４ 産学・研究機関・エアラインの連携方策への提言 
 
 我が国における産学・研究機関・エアラインの航空関係諸機関の協力及び連携に関する

現状分析と課題を踏まえて、技術情報流通・人材交流の促進と連携強化に向けた具体的な

方策、並びに人材教育における産学連携の強化策について整理する。 
 
２．４．１ 技術情報流通・人材交流の促進 
（１） 学協会の活用 

航空関連分野の学協会等による研究集会や、種々の委員会活動等は、産学官・研究機関

間における技術情報交流や人的交流を促進する働きをもっている。しかしながら、従来の
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これらの活動では一方通行的な情報提供になりがちで、十分に機能するには限界がある。

また、これらの活動は、製造側と運航・運用側の両者を対照している活動はこれまで少な

く、特にメーカーとエアラインとの接点が不足している問題がある。このため、研究集会

等における情報交流や人的交流の在り方もさることながら、航空宇宙学会等学協会におい

て、航空に関連する諸機関が参画して情報交流を行う場を設置していくことが必要である。

効果的な具体的方策の例として以下を提案する。 
（ａ）技術情報交流委員会の設置 
 エアラインも含めて産学官・研究機関の技術情報交流を目的とした委員会の設置し、

定期的な情報交換の場を設定する。 
（ｂ）学協会等の会誌及び Web の活用 
 個別テーマを設置しての意見交換や定期的な報告を会誌やホームページ上で公開する。 

（ｃ）フォーラム・シンポジウムの企画 
 メーカーとエアラインとの技術情報交流を促進するフォーラムやシンポジウムを開催

する。 

 
（２） 大学におけるＴＬＯ等産学連携推進組織の活用 
 大学等における基礎研究成果を製品開発に繋げる観点から、ここ数年において大学に整

備が進められつつある TLO 等産学連携のための体制を航空分野においても有効に活用し

て、産学官・研究機関との協同を促す施策を積極的に実行していく必要がある。これまで

航空分野のような大規模工学技術分野については寄付研究部門が設置されることはほとん

どない現状を踏まえれば、先ず航空分野における産学交流の場を大学のなかに TLO 等産

学連携のための組織の支援を受けて設置し、そのなかで研究開発プロジェクトについての

検討を行うことが有効と考えられる。 
 
（３） 産学官の人事交流制度の整備 
 人材交流による人的ネットワークが産学官・研究機関間の共同研究の原点であり、この

ようなネットワークの構築を促進することが重要であるが、日本においては必ずしも人材

の流動性が高いとは言えない。各界間の人材の流動性は産学官・研究機関間の連携に効果

的と考えられるが、社会文化や社会構造、技術者や研究者の位置付けなど、欧米と異なる

環境にある日本において、欧米で用いられているシステムや考え方を安易に導入すること

は適切ではない。また、技術分野や学問分野によっても状況は異なるであろう。日本の社

会文化や構造等を考慮した人材交流の促進のための人事交流制度を図ることが肝要である。 
 公的研究機関には大学、企業から期限付きで人材を受け入れる制度があり、また期限付

きで外部に出向できる制度があり、人材交流の促進を図ることは現行の制度においても可

能である。先ずは、このような現行の制度を積極的に活用するところから始めていく必要

があろう。さらに、大学等においてはエアラインを含め産業界に期限付きで教官が出向で

きえる制度を整備し、また企業においてはそれを受け入れる制度、あるいは大学や研究機

関に出向させる制度を構築していくことが求められる。これらは何れも期限付きを前提と

した人事交流制度の整備を求めているものであるが、日本の航空分野における技術者・研
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究者をとりまく現状の環境を考慮すれば第１段階として検討しなければならないものであ

ると考えられる。 
 
（４） 技術情報検索システムの構築 
 産学官・研究機関が相互に利益のある研究課題を探索するには、民間企業、大学及び研

究機関が有する技術情報を共有することが効果的であり、特に民間企業が大学や研究機関

等が有する、技術シーズとなるような研究成果に関する情報を容易に検索できるデータベ

ースシステムが構築されればその価値は非常に高い。しかし、広範囲にわたる航空宇宙分

野において全てを包含するシステムを作り上げることは容易なことではなく、また現実的

であるとも言い難い。このため、航空宇宙関連各機関が個別に年報や Web 等で公開してい

る、技術シーズとなり得る情報を一元的に検索できるシステムを学協会や公的研究機関に

おいて構築することから始めることが適切であると考えられる。 
 
２．４．２ 産学官３者参画の研究プログラム促進のための方策 
 
（１） 航空技術研究グラントの創設 
 大学と民間企業、また公的研究機関とでは技術開発における研究フェーズが異なり、３

者が協力して相互に利益のある研究協力を行うためには、技術開発として一貫性のある研

究プログラムを組織的にコーディネートすることが、技術情報流通や人材交流に加えて必

要である。このようなコーディネーションには宇宙航空研究開発機構等公的研究機関がそ

の中心的役割を果たすことが求められる。 
 研究プログラムのコーディネーションの具体的な方策として、公的研究機関或いは政府

に、航空技術や航空宇宙技術分野に特化した、産学官共同研究のための研究開発グラント

を創設することも有効な手段である。政府においては、産学連携強化のために様々な制度

を整備しつつあるが、基礎的、基盤的技術に特化されており、航空技術がともすればシス

テム技術として位置付けられる結果、これらの制度では採択され難い側面もある。こうし

た現状を踏まえて、航空技術分野における産学連携協会は航空技術分野の公的研究機関が

係るグラントを創設することが適切と考えられる。 
 
（２） 大型研究開発プログラムにおける大学参画のための制度 
 これまで行われてきた、国による航空技術関連の大型研究開発プログラムは公的研究機

関と製造民間企業間の連携や人材交流に大きな効果を示してきた。しかし、このような研

究開発プログラムに関して、大学の関与は関連する委員会や評価といった面に限られ、大

学における研究開発機能を有効に活用してきたとは言い難い。大学の研究開発機能の有効

活用のみならず、産学連携強化、技術情報の流通や人材交流の促進の観点からも、国が行

う大型研究開発プログラム（航空関連省庁及び宇宙航空研究開発機構等公的研究機関によ

る大型研究開発プログラム）についてはその計画段階から研究開発内容を公開するととも

に公募などを通じて大学の参画を促し、さらに研究開発の分担に応じて資金提供を行うな

ど、大学に対しても責任をもって参画できる研究開発プログラムを構築すべきである。ま
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た、今後の国立大学の法人化を控え、これを円滑に進める上でも、このような大型研究開

発プログラムへの大学の参画が容易となる環境を制度的に整備することが求められる。 
 
（３） 産学官共同研究に係る税優遇措置 
 産学連携促進のため、政府による研究開発制度の拡充が近年なされてきているところで

ある。また、航空関連省庁及び宇宙航空研究開発機構等公的研究機関が進める研究開発に、

民間企業が積極的に参画し、連携協力することは、日本の航空技術の基盤強化に資するも

のである。このような産学官共同研究の促進のため、産学連携及び公的研究機関との共同

研究に関する民間企業の研究開発費に対して、税額を控除する制度を創設するなど、民間

企業にインセンティブを付与するための措置を国として講じていくことが望まれる。 
 
２．４．３ 人材教育における産学連携の強化 
 ２．３節「人材教育における産学連携の必要性」では、企業において技術者として働く

者を対象とした教育に関する産学連携のあり方について議論した。その議論で得られた結

果をもとにして、本節では、人材教育における産学連携の強化策について簡潔にまとめる。 
まず大学における学生教育に関しては、理論面と航空機実機に関する実用面の両面につ

いてバランスのとれた教育が必要であると考えられ、これを実現するためには、大学単独

での改善努力だけではなく、企業側からの大学への情報提供、意見具申等の積極的な大学

と産業界との連携が必要である。このための策としては人材交流という面のみならず、日

ごろの企業側の活動結果をできるだけオープンにして大学側に提供するよう努力すること

も考えられる。 
次にメーカーの若手技術者に対する教育に関しては、大学において技術者に対する生涯

教育を行うことが必要である。この生涯教育のコースのテーマとしては、大学内での先端

的研究で得られた成果に関するテーマのみならず、航空機実機に関連した実用面の強いテ

ーマも重要である。そのためには講師を大学のスタッフのみに限らずに、研究機関、企業

からその分野のスペシャリストを講師として招くことが必要である。すなわち、生涯教育

テーマに関する企業側からの情報提供のみならず講師提供の面でも、大学と産業界との連

携を深めることによって、価値のある技術者の生涯教育が可能になると考えられる。 
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３．航空機関連ビジネスの発展に関わる法制度上の検討課題について 

 
３．１ 欧米・加・伯と我が国の法制度の違い 

 昨年は航空機産業発展に関わる問題点と国際環境の観点から、日本の法制度上の問題点

を調査した。本年は昨年の調査に加え、日本と世界の航空先進国の法制度上の違いの概要

を調査し、今後、日本の航空機産業発展のためにどう取り組んでいくべきか考察する。 
 
３．１．１ 国際民間航空条約 
一国が開発した民間航空機は、世界中を飛行することが可能で、その航空機を開発する

国またはその航空機を使用する国にとって、航空機の運航、安全基準等法律上の条件が世

界共通であることが望ましい。こうして定められたのが国際民間航空条約である。 
国際民間航空条約は、国際民間商業航空が安全かつ整然に発展し、国際航空運送業務が

機会均等主義に基づき、健全で経済的に運営されるよう一定の原則の取り決めを行ったも

ので、国際航空法として 1944 年 12 月に米国シカゴにおいて 52 ヶ国の代表により（シカ

ゴ条約と呼ばれる）定められたものである。 
一方、その条約の基本綱領管理のため、国際連合の専門機関の一つとして国際民間航空

機関 (ICAO ： International Civil Aviation Organization)が設立され、本部はカナダ・

モントリオールで運用されている。その活動は国際航空の安全確保、保安対策強化、環境

保全対策のほか、事故の際の旅客や地上の第三者に対する賠償責任のような国際民間航空

の法的枠組の確立、国際航空運送にかかわる経済的側面に関するガイドライン作り、各締

結国の民間航空安全監視体制に対する監査事業、技術協力など多岐にわたっており、これ

まで世界の民間航空の発展のための屋台骨を担ってきた。日本は 1953 年に ICAO の第 61
番目の加盟国をなり、現在では 187 ヶ国が加盟している。 
 
（ａ）一般原則 

この条約は民間航空機にのみ適用され、軍、税関および警察の業務に用いる航空機に

は適用されない。各締約国は、各国がその領域上の空間に対する主権を有していること

を承認し、特別協定またはその他の許可がなければ、他国の領域における飛行または着

陸をしてはならない。 
国際航空に従事する航空機は、登録国が発給した耐空証明、技能証明および免状がこの

条約に基づいて設定される最低標準以上であれば、他の国も有効と認めなければならな

い。航空機、航空従事者、航空路および付属業務についてできるだけ統一を図るため、

国際標準ならびに勧告される方式および手続きを付属書に定めてあり、その中に航空機

の耐空性も含まれる。 
 
３．１．２ 米国における航空法 
 米国では U.S. Department of Transportation (DOT)の中の The Federal Aviation 
Administration (FAA)が民間航空機の安全性に関し管理監督を行う。FAA は民間航空機の

製造、運航、認定および整備に関する法律や基準の保証、強化を含めた航空機の運用の安

全性を最優先に活動をしている。FAA の監督範囲は多岐にわたり、航空機運航従事者の格 
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付けや認定、運航会社が使用する空港の認定、民間航空の安全性を保護するためのプログ

ラム、航空輸送での危険物の輸送行為などに対する法律の強化等もふくまれ、且つ、航空

管制、飛行ルート等の国家防衛上の要求事項に関するものも含まれる。また商業宇宙輸送

事業、発射設備等も管轄に含まれる。 
上記を含め、民間航空機のカテゴリー（固定翼機／回転翼機 他）に於ける米国の航空法

は一本の法律である FAR（Federal Aviation Regulation）のもとに航空関係法令が全てま

とめられている。各法律の項目は、FAR の Part 番号で別れており、更に細則／内規とし

て、Advisory Circular および FAA Order として細かく規定されており、必要な法律的要

件はこの体系の中で全てのカバーされている。 
FAR の条文は厳密に米国航空局（FAA：Federal Aviation Administration）の検査官によ

って解釈され審査されるが、解釈の仕方には検査官の過去の経験に基づくさまざまな条件

があり、条文だけから FAR の要求を一義的に合致させることが困難な場合がある。 
尚、軍用機の場合は軍が作った基準（MIL SPEC、MIL-HDBK、MIL STD がベースであ

り、軍用の固定翼機／回転翼機／その他空軍および海軍固有のデビエーションが規定され

ている。 
米国での運航に使われる航空機は FAR の要求を満足することが求められるため、他国

で作られ米国で使用する航空機の航空安全基準の内容は FAR の要求事項以上とすること

が必要となるため、航空機の最大のマーケットである米国の航空法は世界の航空先進国の

標準と解釈されるに至っている。 
 
（１）米国籍航空機の設計／製造上の規定 
日本のメーカーが米国籍の民間航空機または部品の設計／製造を行う場合は、FAR の規定

に従わなければならず、そのプロセスが FAR に適合していることを米国航空局（FAA）

に証明しなければならない。この適合審査を円滑に行うために、日米航空局間では耐空性

に関する二国間または多国間による互認協定を締結し、FAA の依頼により日本の航空局が

審査を行う場合と、FAA の資格を持つエンジニア、検査員（DER ：  Designated 
Engineering Representative 、 DMIR ：  Designated Manufacturing Inspection 
Representative、DAR ： Designated Airworthiness Representative）が直接審査する場

合がある。日本で製作された部品は、Program Owner が本機に組み込んだ状態で型式証

明を取得するために、個々の部品での型式証明の認定は不要となる。 
   一方、部品メーカー等の場合、部品そのものの段階で FAA の認定を取得し、広くカス

トマーに販売する方法がある。この時の条件はメーカーが例えば米国籍の企業でかつ製造

認定（PC ： Production Certificate、PMA ： Parts Manufacturer Approval）を取得

していなければならない。既に、日本の企業でも PC または PMA を取得し事業を拡大し

ているところがあり、今後の企業戦略の 1 つの方向と考えられる。 
 
３．１．３ 欧州における航空法 
欧州は各国が開発する民間航空機を共通の航空行政機関で統一的な安全基準をつくり、

民間航空機の安全基準をまもっていくために、1970年にJoint Aviation Authorities (JAA)

を設立した。当初は、ヨーロッパ航空産業の特にエアバスのような国際共同開発を行う 
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コンソーシアムでの大型機開発およびエンジンの共同開発で、共通した Certification 

Code を策定することが目的であった。1987 年以降 JAA の活動範囲は、運航、整備、ライセ

ンス、および全てのクラスの航空機の設計基準および認定まで拡大した。JAA は航空安全

基準の共同行使で、ヨーロッパ域内での高い一貫性を持たせるとともに、米国の FAA との

一貫性を持たせていくことにも重点が置かれている。 

JAA のメンバー国は今日 37 カ国で構成されている。 

1992年に JAAと FAAは FARと JARの下記要求事項を可能な限り一致させていくことに合意

されている。 

・民間航空機およびそれら部品の設計、製造、運航、整備 

・航空機の機体およびエンジンからの騒音および排気 

・運航乗務員のライセンス 

耐空審査要領のうち、小型機（JAR/FAR-23）、小型回転翼機（JAR/FAR-27）、大型回転翼機

（JAR/FAR-29）は完全に一致している。 

大型機（JAR/FAR-25）では技術上の要求事項はかなりのレベルで一致しているが、不一致

の部分は今後統一した内容に改訂されることが期待される。 

 
３．１．４ カナダにおける航空法 
現在のカナダの航空法は、カナダ交通省により新しい航空安全規定として 1996 年に完全

改訂された。この新しい規定は Canadian Aviation Regulations (CARs)として施行され、

安全性の維持と強化と同時に旧規定をより完全に、且つ理解しやすいよう作り直され、カ

ナダ航空産業の競争力を保つように法律上の要求事項として編集されている。 

CARs は航空規定と航空管制規定を整理統合し、包括的に８分野に分けて公布された。 

これらの要求事項はカナダ航空輸送、民間航空機分野（例えば免許制度、耐空性、民間航

空サービス等）の広範囲な分野を法律上での権限を有している。  

これらの規定の改定等は Canadian Aviation Regulation Advisory Council (CARAC)が

審議機関として活動している。 

 

CARs の構成は 

PartⅠ 一般条項：定義、一般管理規定、法律上の執行機関等の規定 

PartⅡ 航空機識別、登録およびリース航空機の運航 

PartⅢ 小型飛行場および空港：各空港の認定要求事項 

PartⅣ 免許および訓練：航空従事者の訓練、認定の管理規定 

PartⅤ 耐空性：航空機設計開発および型式証明、整備の耐空性基準 

PartⅥ 一般運航および飛行基準 

PartⅦ 民間航空サービス：民間航空事業の運航規定 

PartⅧ 航空管制サービス：航空管制業務の規定 

PartⅨ 規制の撤廃および追加  

 

カナダ航空機局は下記の事項に関する規定および安全基準を管理監督する組織で構成さ

れている 
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・飛行場または空港の安全性 

・航空機の証明（いわゆる耐空証明に関する規定） 

・航空機整備および製造 

・航空管制サービスおよび航空宇宙 

・航空機訓練サービス 

・民間航空医療 

・商業航空および航空事業 

・General Aviation 

・国際航空および技術プログラム 

・品質保証 

・登録 

・戦略事項および情報 

・システムの安全性 

 
３．１．５ ブラジルにおける航空法 
ブラジルでは現在Ministry of Defense (MOD) の中にCivil Aviation Department (DAC)

が所属している。しかし DAC の設立は MOD よりも古く、1931 年に設立されている。これは、

ブラジルが特に内陸への移動に早くから航空機を利用しており、航空輸送に関する管制、

整備検査の規定が必要であったことに起因する。 

現在では独自に軍用機および民間旅客機の開発を手掛け、非常に性能のいい航空機を生み

出している。民間リージョナル機に関しては、日本の航空機メーカーも参画し、世界の中

で大きな市場を確保しつつある。 

ブラジルはこうした独自国産の航空機を数多く開発してきたが、それを支えるブラジル国

内の航空法は、独自の基準をもとに当初は米国 FAR を基に体系化し整備されてきたが、基

本的には独自の航空法が主体となっているようである。民間機分野においては、航空機の

輸出国とブラジルの航空局がバイ・ラテラル・アグレーメントを締結しており、ブラジル

の航空局の審査能力が高く評価されている証でもある。 

現在使われている Brazilian Aeronautical Certification Regulation は RBHA シリー

ズの文書番号で交付されているが 2002 年 10 月より新しい Civil Aviation Instruction 

(ICA)として現在改訂中である。 

ICA には航空機の運航、整備、耐空性審査要領、許認可、空港等全てが 1 つの体系の中に

統合されたものとなる。 

 
３．２ 我が国の省庁体制・法制度上の検討課題 
 平成１４年度報告書の第４項で、日本の航空機産業に関わる法令等と、エンジンの開発

サイクルの中における適用上の現状と課題について触れた。 ここでは航空機産業に関わ

る主要な法律の中で、特に経済産業省の所管である航空機製造事業法について掘り下げ、

その設立時の歴史的背景やこれまでの改正経緯について調査したところを纏め、特に制定 
時のねらいと比較した場合、また関連する航空法や防衛庁関連制度との関わりの観点から、

今後の課題としてどのような項目があげられるか検討する。  
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３．２．１ 航空機製造事業法 
 本法の概要については平成１４年度報告書の第４．１．１（３）項に解説したので省略

する。 ここではその制定の背景とその後の改正状況について調査した結果を述べる。 
 
（１）制定とその背景 
 昭和27年に通商産業省の航空機製造法（昭和29年に航空機製造事業法に発展）と運輸省

の航空法が成立し、現在経済産業省の所轄である航空機製造事業法については、制定以来

法の名称変更を含めて9回の法改正が行われている。本法の現時点における企業面から見た

課題を考察するのが本項の最終目的であるが、その前に本法の制定と改正の経緯をもう一

度追って、制定当時及び個々の改正のねらいを整理し、以下にその結果を纏めた。 
 まず制定の頃の背景であるが、昭和２７年当時のある航空関係雑誌には「航空行政は運

用面が運輸省、生産面が通産省の所管と二元的になったが、航空界から見れば一体をなす

べきものなので、航空界の健全な発展の為に今後両面の緊密な協調が切望される。また同

法は、国際民間航空条約や米国の民間航空規則が大幅に参照されているので、昔の航空法

を知る人を戸惑わせているようだが、一面から言えば、高度に精密に発達した航空界の現

状からしてやむを得ず、今後改正したり、追加しなければならぬ点も多い」、との記述があ

り、当時から運輸省と通産省による二元的管理、及び欧米の制度導入には議論があったも

のと想像される。 
 さらに航空機製造事業法については、日本航空宇宙工業会の「日本の航空宇宙工業 50
年の歩み」には、 「昭和 28 年末までに航空機製造法に基づく製造修理の届出を出した

会社は 39 社に達していた。需要が限定されていた当時の状況では、新規参入による企業

の乱立は、ようやく立ち直りかけていた航空機工業にとってはむしろ弊害にもなっていた。

このような状況のうちに昭和 29 年 6 月、従来の航空機製造法の見直しが始まり、かなり

改正されて、同年 9 月に「航空機製造事業法」が施行されたが、同法は「過剰投資を排除

し、生産分野、生産系列に一定の秩序を与えようとする」ことをひとつのねらいとし、従

来の届出による認可制であったものを許可制にするなど大幅な手直しが行われた。」とある。

航空機製造事業法はこれまで９回改正されていると述べたが、この昭和２９年の改正は現

在に至るまで同法の根幹を決定付けるものになっている。 
 また、昭和３２年に通商産業省で編纂された「航空機製造事業法の解説」では、緒言に

おいて基本的概念の考え方に次のような記述がある。 
参考資料： 「航空機製造事業法の解説」の抜粋 
 

昭和３２年３月１日 

編 者：通商産業省重工業局航空機武器課編 
発行所：日本航空工業会  

 
緒言 
 
航空機製造事業法の前身である航空機製造法は、昭和２７年４月から航空機工業の再建

の第一歩が始まったのに対応して、航空機工業の秩序ある再建とその振興をはかる一連の

措置の一環としての役割を果たすべき目的をもって、昭和２７年７月１６に公布施行され
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た。すなわち、航空機工業は、綜合精密工業であるだけ、最高水準の設備、技術を要する

ものであって、戦後７年間の空白を埋め、速やかに世界水準に到達せしめることは実に容

易ならねことであるので、その第一段として生産技術の向上をはかるための措置がとりあ

えず航空機製造法として具現化されたのであった。 
 その後航空機工業の再建も、ようやく軌道にのりかけたのであるが、差当りの需要が極

めて限定されているので、わが国航空機工業を発展せしめるためには、航空機製造（修理

）事業の濫立を防止し、企業の安定した発展をはかる必要があり、また国民経済との合理

的調整を行うため、適正規模の生産分野を定めることが必要と考えられた。このような事

情に対処するため、昭和２９年６月３日航空機製造法の一部が改正され、事業法として法

規定を整備した現在の航空機製造事業法が昭和２９年９月１日施行されたのである。 
 この時の改正の主な点は、事業活動の調整、すなわち、航空機工業に事業の許可制を導

入することによって国民経済の健全な運行に寄与させようとしたことである。 
 将来航空機工業の発展のためには、諸般の助成措置を講ずる必要があるが、今後はこれ

らを織り込んだ方向に改正されることが期待できる。 
 なお、昭和３１年１１月６日航空機製造事業法施行令の一部が改正され、航空機用機器

としてレーダー等十六品目、うち特定機器として発電機等六品目が追加指定され、昭和３

２年２月１日から法の規制対象品目となった。 
 
 （「航空機製造事業法の解説」の抜粋は以上） 
 
以下、法律解説本文 
解説抜粋 
（国に対する適用） 
 本条は、手数料および罰則の規定を除き、国に対しても本法の適用があること、すなわ

ち、事業の許可を受け、製造または修理の方法について認可を受けるべきことを規定して

いる。 
 本法は国に適用される場合とは、主として防衛庁が、例えば戦時中の軍工廠なものを持

ってここで航空機および航空機用機器の製造修理をする場合が考えられるわけであるが、

国民経済の視野に立って航空工業の健全な発展をはかるためには、防衛庁機、民間機に関

する需要、輸出、さらには極東空軍の域外調達の面からくる需要を綜合的に勘案し、過剰

投資の抑制と、官民技術の有効活用を配慮しつつ、生産分野を合理的に確立することが必

要である。この事業調整は、一元的な視野に立って行わなければ目的を達することが困難

であり従って防衛庁自ら事業を行う場合も、通商産業大臣の承認を受けることとしたので

ある。 
 
 「許可」または「認可」を「承認」と読み替えたのは、国の行政機関が他の行政機関に

許可を与えるということは適当な措置と考えられないので、これらの場合は、承認を得れ

ばよいものとし、かつ、手数料および罰則に関する関する規定を除外したのである。 
 本条に関して、駐留軍の行う事業について一言すれば、日米行政協定に基づく接収地域

で行われる航空機および航空機用機器の製造および修理の事業については、それが駐留軍

の維持のためのものである限り、駐留軍が自ら行おうと民間企業に委託して行おうと、本
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法の適用外である。 
 （解説抜粋は以上） 
 
（２）その後の改正の経緯 
 これまでに行われた同法、施行令、施行規則の改正一覧及びその内容を表３．２．１－

１～－３に示した。上記の昭和２９年の法律第１６１号によって行われた大きな改正の以

降は、平成１１年の法律１２１号による製造・修理に関わる基準・認証制度の合理化に関

する改正と、平成９年の法律３３号、及び平成１２年の法律９１号による事業者側の再編

に関わる改正があるとはいえ、ほとんど考え方には変更が無いことが分かる。 
 次に、同法に関わる施行令の改正としては、昭和２９年の法律１６１号による改正を受

けた形で、昭和２９年の８月２８日付政令２５１号による第三次改正がある。その後昭和

３１年の第四次、同３８年の第五次改正では第一条の航空機用機器の対象品目が大幅に追

加された。その後は昭和５４年の第八次改正と平成１２年の第九次改正で若干の対象品目

の変更があった以外は、主に手数料の変更に関するもの等である。 
 さらに、施行規則については、昭和３１年の第一次改正（省令４９１号）で、施行令第

四次改正の直後に、対象品目の追加に伴う航空機及び航空機用機器の製造、修理認可申請

に関わる書類の追加、及び生産技術上の基準の規定の改正などが行われている。その後平

成１１年の法律１２１号による製造・修理の方法に関する確認行為の変更に伴って施行規

則の第十五次改正等が行われ、平成１２年に第十七次改正までおこなわれてきている。 
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表３．２．１－１ 航空機製造事業法の制定および改正の沿革 
  

交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｓ27. 7.16 237 号 「航空機製造法」制定   

Ｓ27. 7.31 276 号 通商産業省設置法の施行に伴う

関係法令の整理に関する法律 7

条による改正 

附則の一部削除（通商産業省設置法の一部改正に

関する記載） 

Ｓ29. 6. 3 161 号 「航空機製造法」を「航空機製

造事業法」に改正 

《改定事項》：「法律名称」「目的」「許可事業者の

設備（特定設備）」「製造の方法」「修理の方法」等 

《追加事項》：「事業の許可」「許可の申請」「許可

の欠格事由」「許可の基準等」「（許可事業者の地位

の）承継」「国に対する適用」等 

Ｓ37. 9.15 161 号 行政不服審査法の施行に伴う関

係法律の整理等に関する法律

160 条による改正 

・「不服の申立」の削除（19 条） 

・「異議申立の手続における聴聞」の見出しの設定

（20 条） 

Ｓ59. 5. 1  23 号 各種手数料等の額の改定及び規

定の合理化に関する法律21条に

よる改正 

各種申請に係る「手数料」に係る改定（別表の削

除、金額の件は政令に移行、項目追加等） 

Ｈ 5.11.12  89 号 行政手続法の施行に伴う関係法

律の整備に関する法律 205 条に

よる改正 

「聴聞」を「意見の聴取」に変更 

Ｈ 9. 4. 9  33 号 民間活動に係る機整の改善及び

行政事務の合理化のための通商

産業省関係法律の一部を改正す

る等の法律 5 条による改正 

「相続」の場合の他、「事業の譲渡」の場合を追加 

Ｈ11. 8. 6 121 号 通商産業省関係の基準・認証制

度等の合理化に関する法律 6 条

による改正 

「航空検査技術者」の選任に関する事項等の変更

（製造・修理の方法に関する確認行為を、通商産

業大臣から、航空検査技術者にさせることとし

た。）  

Ｈ11.12.22 160 号 中央省庁等改革関係法施行法

891 条による改正 

「通商産業省」が「経済産業省」に変更 

Ｈ12. 5.31  91 号 商法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係法律の整備に関

する法律 52 条による改正 

許可事業者の「合併」の他、「分割」の項目を追加 
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表３．２．１－２ 航空機製造事業法施行令の制定および改正の沿革 1/2 
  

年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｓ27．8.13 341 号 「航空機製造事業法施行令」制定   

Ｓ27.12.18 491 号 第一次改正 手数料に関し、別表（手数料一覧）の追

加 

Ｓ29. 4.14  78 号 第二次改正 手数料の改正 

Ｓ29. 8.28 251 号 第三次改正 ・題名の改定「航空機製造事業法」 

・第一条の一号～五号について、法で定

める「航空機の一部を構成し、又はこれ

に装備される機械器具であつて、政令で

定めるもの」についての改正 

・「法第二条第三項第二号の航空機用機

器であって、政令で定めるもの（特定機

器）の制定 

・別表（手数料関係）の改正 

Ｓ31.11. 6 329 号 第四次改正 第一条に第五号～第十四号までを追加 

Ｓ38. 6. 1 181 号 第五次改正 第一条（航空機）の条を追加 

第一条の二（特定機器）の計器類の項目

を追加し、同条を第一条の三とする。 

第一条の航空機用機器の項目を追加、同

条を第一条の二とする。 

Ｓ41. 8.31 300 号 第六次改正 手数料の改正 

Ｓ51. 7.13 196 号 第七次改正 手数料の改正 

Ｓ54. 3.30  56 号 第八次改正 第一条の二の項目を追加、削除、文言変

更 

Ｓ56. 3.25  38 号 弁理士法施行令の一部を改正する政

令二条による改正 

手数料の改正 

Ｓ59. 5.15 135 号 火薬類取締法施行令等の一部を改正

する政令四条による改正 

手数料の改正 

Ｓ62. 3.20  49 号 工業標準化法に基づく表示許可申請

手数料の額等を定める政令等の一部

を改正する政令五条による改正 

手数料の改正 
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表３．２．１－２ 航空機製造事業法施行令の制定および改正の沿革 2/2 
  

交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｈ元.03.22  59 号 工業標準化法に基づく表示許可申請

手数料の額等を定める政令等の一部

を改正する政令五条による改正 

手数料の改正 

Ｈ 3. 3.25  49 号 弁理士法施行令の一部を改正する政

令六条による改正 

手数料の改正 

Ｈ 6. 3.24  77 号 弁理士法施行令等の一部を改正する

政令六条による改正 

手数料の改正 

Ｈ 9. 3.24  67 号 弁理士法施行令等の一部を改正する

政令五条による改正 

手数料の改正 

Ｈ12. 3.24  98 号 弁理士法施行令等の一部を改正する

政令五条による改正 

手数料の改正 

Ｈ12. 5.31 237 号 航空機製造事業法施行令等の一部を

改正する政令一条による改正 

通産省関係の基準・認証制度の整理、合

理化に伴い、令の別表の項目を一部削除 

Ｈ12. 6. 7 311 号 中央省庁等改革のための経済産業省

関係政令等の整備に関する政令十一

条による改正 

「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に

改正 

Ｈ12.11.15 473 号 第九次改正 第一条の三「航空用電子機器」の内容を

限定化する表現追加 

 



 61 
 

表３．２．１－３ 航空機製造事業法施行規則の制定および改正の沿革 1/5 
 

交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｓ29．9. 1  52 号 

「航空機製造事

業法施行規則」

制定   

Ｓ31.12.25 491 号 第一次改正 ・航空機の修理の事業の区分に関し、ターボ･ジェット、ターボ･

プロップ飛各々の区分の基準を 10ｔから 15ｔに引上げた。   

・区分の項目を増やした。（発電機等） 

・法第三条第一項第二号に項目を追加 

・航空機の製造の方法の認可申請のための添付書類の種類を追加 

・航空機の製造の方法の認可のための生産技術上の基準の規定を

改正 

・航空機の修理の方法の認可申請のための添付書類を規定 

・航空機の修理の方法の認可のための生産技術上の基準の規定を

改正 

・航空機用機器の製造の方法の認可申請のための添付書類の種類

を追加 

・航空機用機器の製造の方法の認可のための生産技術上の基準の

規定を改正 

・航空機用機器の修理の方法の認可申請のための添付書類を規定 

・航空機用機器の修理の方法の認可のための生産技術上の基準の

規定を改正 

・航空工場検査員国家試験の種類の追加  

・別表第一の項目追加          

Ｓ37. 4.30  64 号 第二次改正 通商産業局長の経由を要する申請項目の追加。 

Ｓ37.10. 1 113 号 行政不服審査法

等の施行に伴う

関係通商産業省

令の整理等に関

する省令十条に

よる改正 

「不服申立」を「異議申立」に改正。 
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表３．２．１－３ 航空機製造事業法施行規則の制定および改正の沿革 2/5 
交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｓ38. 6. 4  66 号 第三次改正 ・航空機の修理の事業の区分に「無人飛行機」を追加。 

・航空機用原動機の修理の事業の区分に「ターボ･シャフト発動機」

を追加。 

・事業の区分の項目追加。（ジャイロ応用装置等） 

・（事業の許可申請）の項の「設備」「特定設備」に改正。 

・（事業の種類）の項目の改正、追加、削除等。 

・航空機の製造の方法の認可のための生産技術上の基準の改正。 

・航空機の修理の方法の認可のための生産技術上の基準の改正。 

・航空機用機器の製造の方法の認可のための生産技術上の基準の

改正。 

・航空機用機器の修理の方法の認可のための生産技術上の基準の

改正。 

・国家試験の項目追加。 

・別表第一から第三の改正。 

Ｓ41.12.24 149 号 第四次改正 別表一、事業の用に供する特定設備の区分に、「固体ロケット発動

機の製造」の項目を追加。 

Ｓ43. 7.23  81 号 第五次改正 ・様式第十七「航空工場検査員国家試験受験願書」の様式の一部

改正。「受験希望地」を追加。 

・国家試験受験申請の手数料改正。 

Ｓ44. 8. 8  73 号 第六次改正 国家試験の受験手続等の条文の改正。 

Ｓ48. 8. 3  71 号 第七次改正 ・航空機の製造、修理の各確認書様式の改正。 

・（製造方法の認可）、（使用制限）、（修理方法の認可）各々の適用

除外に関し規定。 
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表３．２．１－３ 航空機製造事業法施行規則の制定および改正の沿革 3/5 
交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｓ51. 7.13  51 号 第八次改正 ・「様式第○」を、「様式第○（第△関係）」に改正。 

・国家試験受験申請の手数料改正。 

Ｓ54. 6.25  52 号 第九次改正 ・法第三条第一項第二号に項目を追加   

・事業の区分の文言改正。「木製プロペラ」「木製回転翼」を、「非

金属製プロペラ･･･」「非金属製回転翼･･･」に改正。 

・第五条第六号以下の改正、項目追加･削除等。        

・第十四条「事業の種類」の項目追加･削除等。 

・第二十九条の二第二号「製造方法の認可の適用除外」の項目の

一部削除。 

・様式第八中、「変更の理由」欄に「工場の所在地」欄を追加。 

・別表第一、別表第二、別表第六の改正。 

Ｓ62. 4.22  29 号 第十次改正 修理事業の許可を受けようとする者が製造の許可をすでに受けて

いる場合、申請の際に同様の添付書類を省略できるように規定を

追加。 

Ｈ元. 5.26  32 号 第十一次改正 別表第一中の項目を一部削除（スピンテスタ等） 

Ｈ 6. 3.28  19 号 第十二次改正 ・様式の用紙のサイズに関する規定の改正。 

・様式第十五の改正。 

Ｈ 6. 9.30  66 号 行政手続法等の

施行に伴う関係

通商産業省令の

整備に関する省

令第七条による

改正 

第四十八条から第五十五条における「聴聞会」の文言を「意見聴

取会」に改正。 
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表３．２．１－３ 航空機製造事業法施行規則の制定および改正の沿革 4/5 
交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｈ 9. 3.27  49 号 第十三次改正 別表第一の「ガスタービン発動機制御装置の製造」の項の項目を

一部削除。 

Ｈ 9. 9. 4  69 号 第十四次改正 ・第九条の見出しを、（承継の届出）から（許可事業者の承継の届

出）に改め、同条の「相続または合併」に「事業の全部の譲渡」

を加えた。 

・届出事業者の承継の届出の条を追加。     

・様式二「事業承継届出書」の改正。 

Ｈ10. 3.30  34 号 電子申請の推進

等を図るための

通商産業省関係

省令の整備等に

関する省令第四

条による改正 

フレキシブルディスクの使用による申請方法の導入。 

Ｈ11. 8.25  78 号 第十五次改正 ・第三章「航空機」に関し、第二節「製造の確認」第二十一条に、

法第八条第一項の「通商産業省令で定める資格」に関し規定し、

その選任、届出の条項を追加。 

・通商産業大臣による確認から航空検査技術者による確認に移行

されたことを受け、申請がなくなり、（製造確認の届出）の条項が

追加された。  

・修理に関しても、上記と同様の改正がされた。 

・第四章「航空機用機器」の製造についても、上記と同様の改正

がされた。 

・様式に「航空検査技術者選任（解任）届書」が追加された。 

・「製造（修理）確認申請書」等に代わり、「製造（修理）確認書」

「製造(修理）確認届出書」等に改正された。 

Ｈ12. 3.28  45 号 民法の一部を改

正する法律の施

行に伴う通商産

業省関係省令の

整備等に関する

省令第四条によ

る改正 

第四十二条（指名の欠格事由）において「禁治産者または準禁治

産者」を「成年被後見人又は被保佐人」に改正。 
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表３．２．１－３ 航空機製造事業法施行規則の制定および改正の沿革 5/5 
交付年月日 番号 改正背景 改正項目概要 

Ｈ12.10.13 223 号 第十六次改正 「通商産業省令」「通商産業大臣」「通商産業局長」をそれぞれ「経

済産業省令」「経済産業大臣」「経済産業局長」に改正。 

Ｈ12.11.29 361 号 第十七次改正 ・第五条の事業の区分の項目を一部追加。 

・第十四条の事業の種類の項目を追加。  

・別表第一の項目を一部削除。 

・別表第二の項目を一部追加 

Ｈ13. 3.29  99 号 商法等の一部を

改正する法律の

施行に伴う関係

法律の整備に関

する法律等の施

行に伴う経済産

業省関係省令の

整備に関する省

令第七条による

改正。 

（許可事業者の承継の届出）（届出事業者の承継の届出）に関し、

事業の全部の譲渡、相続、合併の他、事業の全部を承継させた分

割があった場合を追加。 
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３．２．２ 航空法 
 一方昭和２７年の同じ時期に制定された航空法の方はどのような状況であるかも調査し

た。  
制定時の状況は３．２．１項にも触れ、また同法の概要は平成１４年度報告書の第４．１．

１（１）項に解説したが、同法の目的は航空機製造事業法とは異なっており、「航空機を運

航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることに

より、航空の発展を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。」とある。（航

空法 第一章 総則 第一条より） 
 航空法の改正に関しては、（財）航空輸送技術研究センター、（社）全日本航空事業連合

会、（財）日本航空協会などから、航空法規制緩和要望が国に提出されてきている。 ここ

で扱われている制度は耐空性証明制度、型式証明制度、予備品に関する安全規制、環境規

制、認定事業場制度等であり、平成 7 年度 9 月に（財）航空輸送技術技術研究センターが

発行した「航空機の安全確保等の制度に関する研究会報告書」などがある。 
 航空法には製造事業法と実施面で関係するところがいくつか出てくるが、設計・製造事

業者にとっては、特に航空法の第三章航空機の安全性の特に型式証明、及び事業所の認定

に係わる条項がある。 事業所の認定については第二十条の規定があり、次の５項のうち、

１または２以上の業務の能力が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについ

て、事業所ごとに認定を行うとある。  
 (a) 航空機の製造及び完成後の検査の能力 
 (b) 航空機の整備及び整備後の検査の能力 
 (c) 航空機の整備又は改造の能力 
 (d) 装備品の製造及び完成後の検査の能力 
 (e) 装備品の修理又は改造の能力 
 
３．２．３ 民間企業においての航空機製造事業法の適用状況と課題のポイント 
 これまで殆ど半世紀に渡って基本的理念が維持されてきた航空機製造事業法であるが、

社会の環境変化などから、あるいは関連法規との関係から、今後の検討すべき課題として

どのようなものが出てくる可能性があるか整理してみたい。 
 同法の事業許可に関しては、同法第二章第二条の二が事業の許可について、第二条の三

が許可の申請について、第二条の五が許可の基準等について規定されている。 詳細は施

行令等に規定されているが、以下のような点は同法の制定時の社会・事業環境と比較する

とある程度の変化があると考えられ、今後の検討課題になり得る可能性がある。 
 
（１）許認可性について 
  これまでの調査資料からは、戦後の国際関係、防衛事情などを考慮し、航空機工業の

秩序ある再建とその振興をはかる措置の一環として、限られた需要の中で効率的な産業育

成を図るために事業許可は一機種当り一社に制限されている。 我が国の航空機産業政策

の方向に合致しているかどうかという観点から、今後も検討が続けられるものと考えられ

るが、当初の趣意から考えると、今後の需要の変化、特に大きな増加が見込めるような場

合には検討課題になり得る可能性はある。 しかし、まだ世界的にはシェアの小さな日本 
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の航空機産業にとっては、これまでにも検討してきたエンジンの開発サイクルを完成させ

るまでは、国家レベルでの整理された効率的と考えられる産業政策が今暫く必要ではない

だろうか。 
 
（２）工場毎の許認可と特定設備の保有義務 
 事業所の許認可は、経済産業省令で定める航空機又は特定機器の製造又は修理の事業の

区分に従い工場毎に行われるが、同じく経済産業省令で定める特定設備の保有も義務付け

られている。 それらの変更には毎度認可が必要になっており、また設備のリストが昔の

まま更新されていないので実態に合っていない可能性もあり、これは今後の検討課題では

ないかと考えられる。 さらに、現在の同法の定義では、航空機に搭載される機器であっ

ても、部品の製造だけでは認可あるいは届出の対象ではない。 工場の効率化等のために、

製造される一部部品が独立した工場などで製造される場合、あるいは外注化等される場合、

認定事業所の枠を越えた特定設備の分散化、集中化が起こり得ることになる。 このよう

な場合には現在柔軟な対応が進められているようだが、次項の許可対象の纏まりとの関係

も考慮して検討されていくべき課題かと思われる。 
 
（３）許可の対象は部品ではなく、ある特定の纏まりとして定義 
 例えば航空機用エンジンの場合、許可対象になるのはエンジンの最終組立品と、制御装

置の２つであり、子部品の製造そのものは対象ではない。 どのような纏まりを対象機器

として整理していくかはこれまでも何度か改正されてきており、今後とも航空機ならびに

航空機用機器の開発、発展の状況に応じて適宜見直されていくものと考えられるが、前項

で述べたように、事業所（工場）の機能の分化、あるいは外注への転化等が進んだ場合、

対象となる最終製品を有していることと特定設備の存在は必ずしも整合しなくなる可能性

があるので、今後とも検討が必要と考えられる。 
 
（４）防衛庁関係の製造と経済産業省の事業許可の関係 
 防衛庁関係契約におけるライセンス生産などでは、防衛庁と民間企業との契約ができて

いることが経済産業省の事業法による事業許可の前提条件になっているが、一方で防衛庁

と民間企業の契約にも経済産業省の事業許可が求められるということになっており、両官

庁の協力体制が必要になっている。 今後そのようなニーズがどれくらい生じるかにもよ

るが、改善検討の余地があるのではないだろうかと考えられる。 
 また、海外等のライセンス先で確立された製造方法については、経済産業省に対してま

ず試験的製造の届出を行い、試作･試験を行って製造方法の確立を行った後に改めて製造方

法認可申請を行うことになっているが、これについては、ライセンス生産の場合は既にラ

イセンス先での確立された方法に準拠し製造するため試験的製造の届出は不要とできない

だろうかとの考え方がある。さらにこの製造方法認可に関しては、防衛庁による初回試験

完了確認後、製造方法認可申請書の一部として防衛庁に完了確認されたエビデンスを添付

し経済産業省に申請を行っている。 防衛庁による初回試験完了確認をもって経済産業省

の方法認可に代えることができないかという案もあるが、現状では認可前の製造着手は法

律違反になる。  
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（５）航空局の修理認可と経済産業省の事業許可の関係 
 民間で民間航空機、及びその航空機器の整備、修理を行う場合には、現状では民間企業

は航空局と経済産業省の両方の許認可が必要である。 但しエアラインなどは航空局の認

可のみでよいことになっている。 今後手続き簡略化の観点から、どちらか一方の認可を

もって代行するという方法が考慮されても良いのではないだろうか。 
 
（６）海外法規との関係 
 米国連邦航空局（FAA）の法規である FAR にも航空機部品の製造に関する認可制度が

あり、それについては昨年度の報告書の４．１．２（２）項に説明した。 日米航空局の

間では耐空性に関する互認協定を締結しているが、DER や PMA の制度などにおいて日本

の航空法だけでは準備が整っていない分野があることもこれまでの報告書で調査してきた

とおりである。 
 製造事業法との関連からは、同法の事業所認可に関わる申請、認可、運用が、航空法の

事業所認可、FAA の DER や PMA 制度とどういう関係にあるかも整理していく必要があ

るのではないだろうか。 それぞれの制定の趣意は異なっているが、民間企業の事業所で

は極めて類似した許認可取得作業が行われているようであり、今後省庁間、国家間の関係

を含めて、許認可に関わる作業の整理統合、相互活用をはかり、効率化を進めることが必

要ではないかと考えられる。 
 
３.２.４ 今後の検討課題 

（１） 欧米の航空法規と政策 

現在の世界の航空機に関する法体系は米国の FAA の規定（FAR）に従っていると言ってよ

い。FAR (Federal Aviation Regulation )によれば、航空機、エンジン、プロペラは Type 

Certificate Product に指定されており、その設計が耐空性基準を満足しているかを FAA

によって審査され、Type Certificate が発行される。 

又、その製造に当たっては、当該製品の製造能力を製造国政府によって認証された

（Production Certificate を取得した）施設で実施しなければならないと定められている。

そして完成された各製品が、定められた基準に合格していることを確認の上、FAA により、

耐空証明が発行され運航会社に引き渡されることになっている。 

航空機等が運航会社に引き渡されてから後の耐空性の維持管理は、運航会社の責任で行わ

なければならないと FAR に定められている。すなわち、当該航空機を運航する場合、運航

会社は各自で当該機材のメンテナンスプログラムを FAA から承認を得ることにより、

Operation Certificate を取得できるのである。 

又，整備作業、修理・改造においても FAA の承認を必要とする項目，届け出する項目、運

用方法などが規定されており，FAA が定期的に審査を行っている。 

米国では航空機・エンジンの開発だけでなく補修用の部品製作、修理・改修方法の開発等

のアフターマーケットビジネスが盛んである。これらについても FAA は FAR の要求事項を

満足していることを審査し、承認を行っている。 

これらの業務は限られた FAA の局員だけではまかないきれず、次のような各種の委任制度

が設けられており、航空業界全体をサポートしている。 
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DER（Designated Engineering Representative）、SFAR 36 は FAA に代わって Technical Data

の承認が出来、Major Repair を開発した場合に FAA Approval を代行できる。 

DAS( Designated Alteration Station )は Type Certificate Product の改修を承認できる。 

DAR(Designated Airworthiness Representative) は輸出耐空証明を発行できる。等々。 

ヨーロッパにも委任制度があり、DOA(Design Organization Approval )は設計，設計変更

に対して，POA(Production Organization Approval)は製造に対して航空局にかわって承認

を行うことが出来る。 

ヨーロッパでは各国で航空法規が異なり、航空局の考え方も異なっていたが、AIRBUS 社

の誕生と共に JAA (Joint Aviation Authority )を設立し、航空法規 JAR( Joint Aviation 

Requirements )を作成している。 

JAR の作成には FAA を交えて欧米の航空業界が一同に会し、何年もかけて航空法規の原点

に立ち返った議論を行い、FAR との Harmonization を行っている。この結果、FAR も JAR

に合わせて改定されており、一部の法規を除いて JAR と FAR は統一化されつつある。更に

各国は FAA との間で BASA( Bilateral Aviation Safety Agreement )を締結し，設計・製

造・整備の検査、資格認定に関して相互承認できる体制を作り始めている。FAR/JAR の

Harmonization 及び BASA の締結により、欧米の航空機産業の壁を取り払い自由に貿易が出

来る為、欧米の航空機産業は益々活性化していくことになるだろう。 

 

（２） 日本の航空法規と政策上の問題分析 

日本では国土交通省・航空局（JCAB）が航空機の安全性を管理監督しており，日本国籍

の航空機は JCAB の傘下で運航している。 

日本の航空法は FAR の耐空性基準をそのまま採用しており、欧米の新造機を導入する場合

は、互認協定（Bilateral Airworthiness Agreement ） により製造国政府の発行した輸出

耐空証明をもとに JCAB が耐空証明を発行している。 

その後航空会社は航空機の耐空性維持管理の為に整備を行うが、航空法規には航空局の承

認を必要とする項目，届け出項目等が定められている。 

航空機等の整備は、基本的には航空機/エンジンメーカーの発行したマニュアルに従って行

われる。しかしながら、航空機・エンジン等の不具合の発生はその使用条件によって異な

るものであり、又、整備に対する方針も航空会社によって異なる。 

例えば、世界の航空会社は OEM 以外が製造しているの PMA 部品や、メーカーマニュアルに

載っていない修理方法を採用し、作業手順や、部品の再使用基準（Limit）等も自らの使用

実績に基づいてマニュアルを改定し、適正化を図っている。これらのマニュアルの改定、

変更については、当該国政府の承認を必要とするが，これらの多くは DER 等による委任制

度で運用されスムーズな対応が取られている。 

JCAB は長い間、航空会社に対してメーカーの指示に従った整備作業を指導してきた。メー

カーの資料に準拠した方法であれば JCAB の承認は不要であるとし、局の検査を省略出来る

体制を方針としてきたのである。 

この結果、航空会社は自らの考えをメーカーに問い合わせ，合意を得た証拠に基づきマニ

ュアルの改訂を行ってきている。そして航空会社には問題があればメーカーに問い合わせ

ると言う風潮が出来、益々欧米の航空機・エンジンメーカーとの結びつきが強くなってい 
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った。そして日本の航空機産業界と技術的な論証を行い JCAB 承認を取得して独自の技術を

開発するアプローチが行なわれないような風土が出来てしまったと言える。 

この様にメーカーの資料に準拠して整備作業が行われている以上，JCAB の体制は自らのリ

スクで審査・承認を行う必要はなく、この分野において技術力を蓄積する機会を失ってき

た。 

日本の航空会社は世界の中でもトップレベルの安全性・信頼性を維持している。これら

の背景には航空機材に対して充実した信頼性管理体制、整備体制を行っていることが挙げ

られる。これから得られる貴重な実績データの基づき、欧米の航空機・エンジンメーカー

と協力して不具合原因の探求や改修の効果等を見極め、航空機・エンジンの信頼性向上に

貢献してきている。 

一方、日本の航空機産業は B767, B777,V2500 等の国際共同開発プロジェクトへの参画や、

部品生産の下請け契約により航空機・エンジンの設計・開発・製造技術の蓄積を行ってき

ている。しかしながら、日本で製造した航空機･エンジンの部品、コンポーネントは、全て

欧米のメーカーに納入されてから再輸入されて航空機に使用されており、航空会社が直接

日本のメーカーから購入する事は出来ない仕組みになっている。 

航空会社にとって国内メーカーから直接予備部品の購入が出来ればリードタイムも短く、

ハンドリングの手間も省ける為、不必要な在庫を減少できるなどのメリットもある。しか

しながら、部品価格は下請け契約価格の何倍にもなって再輸入されており、日本で製造し

た部品でも日本の航空会社がそのメリットを享受出来る事は全く無い。  

しかもこれらの製品に対して日本の航空機産業は航空会社とその使用実績について直接

情報を得ることはない。上述したように、航空機等の信頼性向上の貴重なデータは全て欧

米の航空機・エンジンメーカーに伝えられるだけで日本のメーカーには直接情報が流れる

体制にはなっていない。これではいつまで経っても日本の航空技術は欧米の後追いで終わ

ってしまうだろう。独自で開発した製品の使用実績を充分に見極めていく体制を作らなけ

れば技術の改善は行われず、世界をリードする技術は生まれない。 

現在日本においては国土交通省・航空局が航空会社を管理監督し、航空機開発に関する

航空機産業界は経済産業省が担当しており、航空機業界の育成に対する方針や、将来の日

本の航空機業界をどのようにすべきかと言う長期的な政策が見えにくい。 

日本の航空機産業が欧米との航空機・エンジン等の国際共同開発を通して蓄積した技術

力を生かして、主体的に航空機部品等の設計/製造，修理・改修の開発を行い、日本の航空

会社と協力して技術評価し、それらの製品の信頼性・品質の高さが実証されれば、世界市

場に向けた航空機部品のビジネスも可能である。 

その為には JCAB が独自で技術審査出来る体制作りが必要である。そして、これらの航空

機産業が活性化すれば現状の JCAB の人数では対応が難しくなることが予想され，欧米のよ

うに設計・製造、修理改造に対する委任制度、又は JCAB に代わって技術的な審査を行う第

三者機関の設置等の検討も必要になるであろう。 

JCAB 承認を取得しても FAA の承認が無ければ世界の市場では認められないのが現状で

ある。JCAB 承認を得たものを世界の市場に出す為には欧米との間で航空法規・諸制度の互

認協定 BASA（Bilateral Aviation Safety Agreement）を締結することが必要最低条件で

あり、日本の航空業界の発展にとっての緊急課題である。 
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４．我が国航空機産業のビジネス拡大のための方策 
 
４．１ 国際的な企業活動と我が国の位置付け 
４．１．１ 航空機産業の世界的な規模 
世界規模での航空宇宙工業の売上は、約２８兆円相当である。 
その生産地域別内訳をみると、2002 年世界（除くロシア･中国） 

米国
49%

欧州
35%

カナダ
7%

日本
5%

その他
4%

 
世界の生産高の８４％を米･欧で占められている。日本・カナダを含めたその他で１６％ 
となっており、明確な二極化が見てとれる。 
なお、その中の航空機産業の分野別の売上規模を見ると、1996 年で少し古いﾃﾞｰﾀであるが、 

航空機・民

19%

航空機・軍

15%

エンジン・部品

13%

装備品ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

14%

ｱﾋﾞｵﾆｸｽ「

20%

民間MRO

19%

 
 
民間航空機（１９％）、軍用機（１５％）、エンジン関係（１３％）装備品ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ（１４％）、

ｱﾋﾞｵﾆｸｽ（２０％）、民間航空機修理整備関係（１９％）とほぼ均等な分野別を構成してい

るのがわかる。 
 
４．１．２ 航空機産業の構造 
 
航空機産業は、典型的な国際商品「航空機」を生み出している産業である。そのことで、

世界に広がる素材･材料･部品等を供給する裾野産業に支えられた国際的な巨大インテグレ

ーション産業となっている。 

出典:ＡＥＣＭＡ2002 年統計

 

出典：MRI
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（１）航空機産業の世界的な階層 

 
機体インテグレータとして、上記以外に、軍用航空機およびヘリコプタの分野では次の

ような企業が該当するであろう。Lockheed Martin, Northrop Grumman, EADS, BAE 
Systems, Bell-Textron, Agusta-Westland 等。 

 
（２）日本の航空機裾野産業の構成 

 
日本航空宇宙工業会（SJAC）が平成 13 年度に実施した、日本の航空宇宙産業の裾野実態

調査報告書によると、日本の CATIA に関連した企業としては、全体で約 900 社があると

いわれている。そのうち、SJAC の会員企業としては 110 社で残りの約 800 社は中小企業

に属する。 

機体のインテグレータ 
三菱重工業、川崎重工業、

富士重工業、新明和工業、

日本飛行機、昭和飛行機 

エンジンのインテグレータ 
石川島播磨重工業、三菱重工

業、川崎重工業 

裾 野 産 業； 

資本金 3 億円以下、従業員 300 人以下 

一次サブコントラクタ； 
住友精密、TS ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、島津製作、ｶﾔﾊﾞ、神鋼電機、ジャムコ 

二次サブコントラクタ； 
横河電機、東京航空計器、日本航空電子、日本無線、ミネベア、三菱ﾏﾃﾘｱﾙ、大同特殊鋼 

出所：MRI 

機体のインテグレータ 
（２＋２） 
Boeing, Airbus 
Bombardier, Embraer 
 

エンジンのインテグレータ 
（３＋２） 
G．E., P&W,  R-R 
SNECMA, IAE 

裾 野 産 業 

主供給メーカ(構造部材、主要部品・

ｼｽﾃﾑ等) 200 社以上 

部品供給メーカ 
（構造部品、航空電子機器等）3000 社以上 

出所：MRI 
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（３）米・欧・日の産業全体の階層別企業数 
 

米国 欧州 日本 
プライム 12～15 社 ７社 6～7 社 

第一・二 100 +30,000 社 ７４３社 １１０社 
裾野層 １００，０００社 ８０，０００社 ９００社 
 
欧州だけでも航空宇宙関係（EAI：European Aerospace Industry）に登録されている

会社数は７５０社うち１万人以上の従業員のプライム・コントラクタと言われる会社は７

社。残りの７４３社のうちほぼ７０％の５２６社が従業員２５０人以下の中小企業（SME）

といわれる会社グループである。加えて、必ずしも航空宇宙会社とされないいわゆるサプ

ライチェーンでの裾野産業は欧州域内だけでも８０，０００社に及ぶといわれている。 
米国では、いわゆるプライム・コントラクタは、12 から 15 社あるという。しかしなが

らこのプライム自体が他のプライムのセカンドあるいはサード・ティアとなっていくケー

スもある。さらには共通の商品については、チームを組むこともありうる。したがってプ

ライム間で、サプライヤ関係も、競争関係もあるいはチームを組む関係も在りうるという

ことである。又エンジンの会社は、GE, P&W, ハネウェル、ロールスロイスがあるが彼ら

もシステム・インテグレータであると同時に、機体プライムへのサプライヤでもある。 
第一層（ファースト・ティア）サプライヤの中にも巨大な企業が多い（Parker ,Vought, 
Crane, DRS, EDO, Esterline, Goodrich, Harris, Honeywell, ITT, L-3, MOOG, 
Martin-Baker, Rockwell Collins 等）がその数は約 100 社となる。第二層(セカンド・ティ

ア)サプライヤは約 30,000 社を数える。第三層以下裾野産業に属する数は 100,000 とも言

われる。米国のサプライチェーンの構造では、各層の中の選りすぐりの少数のサプライヤ

と長期間付き合ってかつ統合される傾向にあると言われている。 
 
４．１．３ 日本の航空機産業の位置付けと検討要因 
 
プライム・コントラクタや第一階層の動向は表面に出てくるが、数の上では圧倒的多数

を占める第二・三階層さらにはいわゆるその他の間接的「裾野産業分野」の実体像の把握

が欠かせない。また、この裾野産業の実力が、その国の産業基盤･総合力を支えていると認

識される時代にますますなってきているといえる。ここで、平成 13 年度に(社)日本航空宇

宙工業界が MRI に委託調査した報告書から、日本の航空宇宙産業(裾野産業)の強みと国際

比較を纏めてみる。 
（１）日本の裾野産業の「強み」 

• 国内でのシェアが高い（多くが６０％以上；国内頂上企業との関係が強い）。 
• 世界的市場においてもシェア１００％というような技術もある。しかも相手

は海外の大手・中堅メーカでもある（例：Ni-MH 電池セパレータ）。 
• 国内的に高い「強み」を有した製品・技術であるにもかかわらず、世界市場

に十分進出できっていない。 
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（２）国内裾野産業と競合する欧米メーカとの比較 
• 日本の裾野産業企業は、海外の中小企業だけでなく、大手・中堅メーカとも

競合してかつ高いシェアを獲得している。 
• 日本では頂点の重工メーカとの関係で、中小企業も多様な産業領域に展開し

ている傾向がある。 
• 欧米では、比較的小さな企業でも航空宇宙に特化した専業企業が多い。この

業績が成功して、世界のマーケットシェアが確保できると、結果としてその

業種一本でも大きな企業に発展しているケースもある。 
（３）日本の裾野産業に求められること。 
   今、日本の裾野産業は次の 2 面で新たな挑戦に直面しているといえよう。 

第一は、専業性の問題である。技術・品質・価格三位一体の競争力を持っていても、

問題は「それだけで食べていけるか？」である。所詮（国内市場だけという）限定

的なパイの中では 産業として生き延びて行けなくて、他の業種にも手を出さざる

を得なくなっている。しかしながら、海外からの競争に直面する時、最終的には、

専業的な技術・品質・価格がモノをいうことになるであろう。 
   第二は、自立性のことである。日本のマーケットの域を超えて独自の販売活動を展

開できるかである。そこには「規模の競争力」にむかって大きなリスクに挑戦する

ことになる。すなわち、サプライヤもまさにグローバル化して生き残りを図からざ

るを得ない。 
（４）世界のサプライ・チェーンにおいて求められる最近の対応能力 
   プライム・コントラクタといえども単独でプロジェクトを遂行できない時代である。

そこでは、プロジェクトの関係者（ﾊﾟｰﾄﾅｰもサプライヤも）、水平・垂直そして時間

系の方向の三次元で、開発・製造・アフターマーケットサポートを管理する方向が

世界的な傾向である。CATIA やそれからさらに進んだプロダクト・ライフサイク

ル・マネジメント（PLM）というコンピュータ・ソリューションにも対応できる能

力が求められる。それは、プライム側からだけでなく、サプライヤ側にも求められ

る能力であろう。 
   サプライ・チェーンにおいて重要な役割を担おうとする企業は、すでに三次元コン

ピューター情報システム（３D CATIA）に対応可能な企業である。今後、航空機の

生産・開発の国際分業に巻き込まれていくサプライ・チェーンの一次サプライヤか

ら二次サプライヤ、さらに三次サプライヤまでへも浸透して始めて、垂直統合が可

能になる。グローバル・コラボレーションの環境下では、サプライ・チェーンに巻

き込まれるパートナ全員が、製品の統合的ライフサイクル・コンフィグレーション

に直接的に巻き込まれていく。これに対応できる能力が求められることになろう。 
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４．２ 我が国航空機産業の事業プロセスにおける課題 
４．２．１ 成熟産業の実体と我が国をとりまく環境 
世界的には航空機産業はもはや成熟産業といわれるが、世界をリードする側(米・欧を代表とす

る)の見方であろう。実際は「Half Full/Half Empty」的階層がある。すなわち、リードする側と

それ以外の諸国との間に存在する、大きな発展レベル較差の上に成り立っている世界的産業とも

見られるのである。 
翻って、我が国航空機産業の事業実態は、一方で欧米の先進企業に追いつく関係と、同時に、

今後も更なる市場の伸長と産業の展開の可能性を秘めたアジア諸国との関係構築を進めていく状

況にある。 
そこで、我が国を取り巻く世界環境を把握するために、これまでの IADF での基盤調査活動を

通じて知りえた事実から、主な相関関係を分析抽出して下表を作成した。 
凡例：○ 欧・米：先進国 ☆ 日 本：欧米と Developing 諸国の中間 

□ アジア：後発群ではあるが、基幹産業全体として国家的アプローチが見られる 
 ○相手をどう見ているか ☆日本をどう見ているか □アジアをどう見ているか 
○欧州 
 

• 世界最大の市場を米

国製だけで独占すべ

きでない 
• 欧州の市場を米国製

に席巻許さない。 
• 軍事技術開発は政府

支援そのもの 

• 米国への追従姿勢を

非難 
• 日本の市場開放が一

方的であることへの

批判 
• ﾊﾞｰｹﾞﾆﾝｸﾞ力と協調

メリットのバランス 

• 市場制覇の戦場 
• 工業会レベルで中国・イ

ンドとのMOU 
• EADS／中国へ投資（Av

iChina国営企業の株式

５％買取り参入） 
 

○米国 
 

• 公平な市場開放と競

争原理が部分的にし

か実施されていな

い。 
• 政府支援は国益重視 

• 警戒・脅威感はミニ

マム 
• ７E7での日本の参

加質量高次化 
 

• 軍事的意図に対する警

戒観（例.有人宇宙開発） 
• 市場開放（要求）と技術

輸出〔警戒〕のバランス 
 

 ○米国をどう見ているか ○欧州をどう見ているか □アジアをどう見ているか 
☆日本 
 

• いつまでオンリーと

仰ぎ見るか 
• 世界のリーダーシッ

プのかげり 

• 新分野開拓のメリッ

トと困難さ 
• 交流のチャンネル･

場作り 

• 欧米の先行投資に遅れ

るとアジアの孤児化の

恐れ 

 ○米国をどう見ているか ○欧州をどう見ているか ☆日本をどう見ているか 

□アジア • 最大の市場はアジア

に移る。 
• 米国のカウンターと

して力をつけている 
• 日中その他アジア諸国

と航空工業分野の交流

は、潜在力レベル。 
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４．２．２ 我が国の航空機産業の発展経緯 
日本の航空機産業と外国企業との関連・あり方の整理しておく。 

  メリット デメリット 
下請け生産 初期投資額微少 技術･販売ノウハウ蓄積ゼロ 
ライセンス方式 
 

授業料相応レベルまで

学習向上できる 
範囲（技術･販売）限定的 
対価が将来展開できない 

非

主

体

的 
RSP 方式 応分負担・応分責任  

 
収益配分において、マイナー

ﾊﾟｰﾄﾅｰの憂き目 
高次 RSP 方式 
（ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾀ・パートナ） 

オペレーション（開発･

製造･技術）上の責任レ

ベルの高度化 

経営･事業参加には必ずしも

直結しない 

共同事業 
（Joint Venture） 

即断即決･変化対応迅

速･調整関係者ミニマム 
事業責任も負わされ、未経験

では高リスク 

主

体

的 

自主事業 
 

即断即決･変化対応迅

速･調整関係者ミニマム 
プロジェクトを超えて、事業

運営能力が問われる 
日本の航空機産業も、その始まりは下請け時代･ライセンス時代を経て、今日ある状況に達して

いる。世界に定着した日本の生産技術の高い評価という裏付けとあわせて、上記のそれぞれの段

階･方式のデメリットを改善する努力とが、航空機産業の分野でも、確実に一歩ずつビジネス方式

の格上げを可能にしてきた。 
一方、2000 年以降の趨勢は、ますますプライム・メーカ間の受注競争が激しくなる中で、巨額

な開発額が余儀なくされ、いまや最先端をいく米・欧といえども単独で大きなプロジェクトを推

進することには耐えられなくなってきているのが現実である。 
 
４．２．３ 日本と米・欧とのビジネス関係 
 例として、ボーイング社との７E7 プログラムにおいての日米関係を見てみる。従来の、ボーイ

ングがすべての System についてトータルの責任権限を有するという姿勢からの変化が見られ

る。具体的には、Boeing による個別調達のあり方から、 SI （System Integrator) に丸投げす

る方向に変化しつつある。SI も Tier-1 と呼び、日本の機器メーカは SI としてどこかと組みコン

ペに勝つか、或いは強い SI メーカの下に入り心中するか、どこにころんでも仕事をもらう戦術を

とるかの選択となっている。たとえば下記するようなレベルで Tier-1（SI)を選んでいくような状

況にあるいわれる。 
 APU 
 Avionics 
 Cabin System 
 CCS (Cabin pressure Control System) 
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 ECS (Environmental Control System) 
 Electrical 
 Flight Control Actuation 
 Flight Control Electronics 
 Fuels 
 Flight Deck 
 High Lift 
 Hydraulics 
 Thrust Reverser 
 
エアバスの国際共同開発は 1970 年の発足時から運命付けられたものであった。従来、エアバス

(仏)、エアバス（独）、エアバス（英）といった国別のサブ・システムの体制を脱して、国境を越

えて共通サプライヤが横断的に競争・淘汰されている。まさに、一人のサプライヤは（エアバス）

全体のために、そしてエアバスはその効率の高いサプライヤを国境･地域を越えて世界中から求め

ているといわれている。 
 
４．２．４ 多様化、複雑化するサプライチェーンにおける競争 
大手エンジン・メーカ、大手システム・メーカはそれぞれにサプライチェーンを構築し、その

傘下のサプライヤから購入する事によって購買の効率化（手間、費用、質）を図っている。サプ

ライチェーンに入れるサプライヤの数が絞り込まれることによってそれに入る為にサプライヤ間

の競争が激しくなる傾向にある。 
サプライチェーンの中ではインターネットを使った情報ベースの共有、オンライン取引などが行

なわれる。CATIA といったコンピュータベースの情報共有と変化へ迅速対応能力が傾向である。

さらには、製品開発製造にとどまらず、最上流の商品・製品のコンセプト作りから、アフターサ

ービスにいたるまでのトータル・ライフ・サイクルの管理手法が採択されている。プロダクト・

ライフサイクル・マメジメント（PLM）がそれである。プライムあるいは OEM とサプライヤの

関係は、プロダクトの全寿命を通じて環境・要求事項の変化に即対応できる能力が求められる時

代となっている。プライムとサプライヤとは、限りなく均等な情報共有と各部位での変化のフィ

ードバックは最適対応（オプティマム・ソリューション）を可能にするといわれる。サプライヤ

側もこの透明性を基本とした情報フローにアクセスできるだけでなく、自分側の情報を迅速にフ

ィードバックしていく姿勢・体制が期待される事になる。このような透明性から更なる競争状況

もより厳しいものとなることにも備えなければならない。 
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４．３ 我が国の航空機産業の活性化に向けた提言 

 

４．３．１ 日本の航空機産業の課題 

 
日本の航空機産業は欧米の航空機・エンジンの開発に参画することにより技術力の蓄積

を行ってきた。そして現在日本製の民間航空機の開発を行う技術力は充分に備わったと考

えられる。しかしながら、日本で航空機・エンジンの開発を行っても世界市場に向けて欧

米の航空機・エンジンメーカーと競争し対等にビジネスを行うには、次のような課題を克

服しなければならないと考える。 
 

A. 世界市場から日本製の航空機・エンジンに対する信頼感の獲得 

現在日本の航空機産業は航空機・エンジンのマーケッテイングや、プロダクトサポート等

を通じて、直接世界市場とのコミュニケーションを行っておらず、航空会社からその実績

や、能力を認められるに至っていない。従って現段階では独自で航空機・エンジンの開発・

製造を行っても欧米の航空機・エンジンメーカーと対等に評価をされることは無いと考え

られる。 

特に、プロダクトサポート体制は、当該機が退役する最後まで維持することが求められる

が、連続的な航空機の開発・製造を行っていない日本の製品に不安を持たれる事は当然で

あり、導入当初の条件が多少優れていても競争に勝つことは難しい。 

  

B．未経験領域に対する使用実績の蓄積 

国際共同開発に参画し経験を蓄積してはいるものの、最も重要な部位に関しては欧米の主

管メーカーが担当している為、日本では未経験の部位が未だ多く、これらに関する使用実

績が無い。航空機／エンジンの中枢部位に対しては欧米のメーカーが他国に開発を依存す

ることは考えられない。今後ともこれらの未経験領域の実績を蓄積できる道を如何に開拓

するか考えていく必要がある。 

 

C．認証体制 

長い間、国産航空機の開発を行っていない日本は、型式証明を発行する為の認証体制が充

分ではない。又、JCAB の承認を取得しても世界市場で販売する為には FAA, JAA の Type 

Certificate を取得することが必須であり、認証体制の整備を充分に行う必要がある。 

 

D．開発資金と回収期間 

航空機/エンジンの開発には莫大な費用が必要である。近年欧米の航空機/エンジンメーカ

ーでも開発費の回収には長期間を要するようになってきており、それらをカバーする為ア

フターマーケット・ビジネスに参入してきた。 

実績の無い日本の航空機/エンジンを販売する為には競合他社よりも安い価格を提示しな

ければならないと予想される為、開発費の回収には、より長期間を必要とすると考えられ

る。 
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国家予算にのみ依存することなく利益を出す為には利益率の高い生産体制、及びアフター

マーケット・ビジネスの体制を作ることが必要である。 

 

E．革新的技術の開発 

欧米の航空産業と対等に競争する為には、革新的な技術の導入が不可欠になる。 

一般的に新しい技術を民間航空機／エンジンに適用する場合、軍用機での使用実績を充分

に積んで改良を加えてから導入している。軍需が少ない日本において、新しい技術を開発

してもそれらを適用する対象がなく、充分な使用実績を蓄積できない状況にある。航空会

社は実績を重んじる為、革新的技術に関しては実績を示さなければ受け入れてもらえない

可能性があり、せっかく開発した技術も実用化できないうちに追い抜かれてしまうことに

なる。 

 

４．３．２ アフターマーケット・ビジネスへの参画 

 

昨年度まで米国の航空産業に焦点を当てて、アフターマーケット・ビジネスについて調

査を行ってきた。 

この結果、日本の航空産業が、現在各航空会社で運航している欧米製の航空機/エンジンに

対するアフターマーケット・ビジネスに進出し、PMA 部品や、DER Approved  Repair のよ

うに、部品開発、修理開発等を積極的に取り組むことによって、上記の多くの課題を克服

できると考えられる。 

即ち、アフターマーケット・ビジネスに進出することは、新しい技術の導入、システム

開発、未経験領域に対する拡大を行いながら、認証体制の構築を行い、航空会社、オーバ

ーホール会社等の世界市場と接点を持ち、実績を積むことによって日本の航空産業として

信頼を得る事が出来る戦略であると考えられる。 

そしてこれらを通して日本の航空産業が活性化し、ビジネスとして成立することが出来れ

ば、これらの財源によって、より確実な国産航空機／エンジン開発に繋げていくことが可

能になる。 

 

（1）アフターマーケットのビジネス規模 

アフターマーケット・ビジネスとは、MRO(Maintenance, Repair, Overhaul)に於いて航

空会社に対して提案するビジネスであり、部品の販売、修理方法の開発等が一般的にコス

ト効果が高いと言われている。 

世界市場で民間航空機の Heavy Maintenance に関わる費用は約＄25 Billion といわれて

おり、その内、Engine $9.5 Billion(38%)、Airframe $8.0 Billion (32%)、 Component $7.5 

Billion(30%)である。Large Engine Overhaul Business において Spare Parts Cost が 57％

を占めている。（＄5.4 Billion） 

この内、日本に於ける Large Engine Overhaul Business では、＄860 Million と言われ

ており、Spare Parts Cost が 58% ($500 Million )を占めている。 
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航空会社の部品購入はその大半が OEM からである。現在 PMA 部品の占める割合は 1-3％程

度であるが、最近 PMA 部品の中でも HP Compressor Blade, HP Turbine Blade などの高額

部品が出てきており、更に市場を拡大する方向で戦略が立てられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ベンダーに対する OEM の立場 

OEM は開発費の回収が思うように伸びない為、これらの整備用部品の価格を上げている

が、多くの PMA 部品は OEM 部品の約 70％のコストで販売される為、OEM はこれらに対抗し

て価格を下げざるを得なくなり、価格競争が発生する。航空会社は市場価格の抑制に PMA

部品の参入には好意的であり、ルフトハンザ航空、ユナイテッド航空、アメリカン航空な

どの大手航空会社は率先して PMA 部品の導入を図っている。 

特に、ルフトハンザ航空の整備部門として設立されたルフトハンザ・テクニックは、部

品製造会社の HEACO 社と HP Compressor Blade の PMA 部品開発を行った。 

更にエンジン部品修理会社の Chromalloy 社と合弁会社 BELAC 社を設立し、大手の航空会社

に資本参加を呼びかけ、HP Turbine Blade の PMA 部品開発を開始した。こうして、欧米の

大手航空会社はエンジンの最も高額な消耗品である、Compressor, Turbine Airfoil の PMA

部品を優先的に採用し、世界の航空会社に対してもその採用を呼びかけ、OEM の高騰する

価格にストップをかけようとしている。 

これに対して、GE 社、PWA 社は連盟で FAA に向けて手紙を出し、Compressor や Turbine 

Airfoil に対し、PMA 部品が市場に出てきているがエンジンメーカーとしてエンジン全体の

耐空性を保障できないことを訴え、Critical Parts に対する PMA 制度の改定を要請した。 

更に、GE は All Operators Wire を発行し、世界の GE 社製エンジンを使用している航空会 

 

 

                    Figure -1   

        Commercial Aviation Heavy Maintenance  

             $25 Billion Business in 2000        

     

$7.5 Billion
Component

$8.0 Billion
Airframe

$9.5 Billion
Engine
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社に対して、Non-OEM 部品は GE 社が責任を負えない部品であることを訴え、OEM 以外が設

計製作を行った部品は如何にリスクが高く、重大故障の要因になるかを述べ、航空会社に

対して Non-OEM 部品の使用を止めるように呼びかけている。 

これらに対して BELAC 社、HEACO 社も All Operators Wire を発行し、彼らの開発した部

品は充分に耐空性基準を満足しており、FAA もこれらの点を充分に審査しており、問題の

無いこと、さらに、OEM 部品の問題点を改善している為品質上がより優れている事をアピ

ールして PMA 部品の販売を行っている。 

FAA も現在 PMA の審査基準は問題ないとしており、GE 社、PWA 社の主張している FAR の見

直しを行う予定は無い模様である。 

OEM とこれらのべンダーとの競争はこらからも益々激しくなると考えられる。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）Non-OEM 部品に対する航空会社の立場 

OEM のアフターマーケット戦略に対抗してルフトハンザ・テクニックを始めとする欧米

の大手の航空会社は市場価格の均衡を保つ為にベンダーの開発する PMA 部品や DER 

Approved Repair の採用に積極的であるが、他の航空会社はどのように反応しているので

あろうか？ 

PMA 制度、DER 制度は米国の制度であり、米国の航空会社は積極的に採用しているようであ

るが、東南アジアの航空会社には未だそれほど浸透しているとは言えない。 

前項で述べたように PMA 部品や、DER Approved Repair 等に起因して故障が発生した場合、

OEM は原因調査を行わないし、Warranty/Guarantee 等の補償も得られない。 

航空会社として技術的な判断力があれば不具合発生時の対応は可能であろうが、問題があ

った場合に OEM に全て依存している航空会社はその様なリスクを負うことはしないのであ

る。 

 

Cost 

OEM New 

Part Price PMA 

Part Price 

Advanced 

Repair  

Price 

Parts 

Manufacturing 

Cost 

PMA Parts 

Manufacturing 

Cost 

              CCoosstt比比較較  

・・OOEEMM  PPaarrttss  CCoosstt    110000%%  

・・PPMMAA  PPaarrttss              6600--7700%%  

・・DDEERR  RReeppaaiirr            2255--4400%% 

Figure 2 部品コストの比較 
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その様な観点で、東南アジア諸国では、航空局が PMA 制度、DER Approved Repair を認め

ていないケースがある。 

日本の航空局も例外ではなかった。当時は OEM の部品以外は正規部品として扱われなかっ

たし、OEM マニュアルに従わない修理方法は認められなかった。 

1993 年以降、航空会社の規制緩和の要望に基づき PMA 部品は正規部品として認知され、DER 

Approved Repair も簡単な審査で採用が可能になった。 

2003 年 9 月、中国で PMA 部品が中国航空局（CAA）の認可を得た。 

ベンダーの売込みが成功したようで中国の航空会社は正規部品として PMA 部品を導入可能

になった。今後もベンダーのアフターマーケット・ビジネス戦略により PMA 部品市場は東

南アジアにも拡大されていくと思われる。 

しかしながら、OEM は PMA 部品をリスクの高い製品として警告し、採用をしないように呼

びかけている為、航空会社によってはそれらのリスクを負うことを避け OEM 部品しか採用

しないケース、OEM との価格競争により、OEM 部品の価格を下げる為の参考にしているケー

スも多い様である。 

 

（４）アフターマーケット参画に対する日本の重工業の立場 

日本の重工業は昔からエンジンや、装備品のオーバーホール作業を始めとする MRO ビジ

ネスには参入してきたが、基本的には OEM のマニュアルに従った作業であり、独自で修理

開発や、部品製作を行っていない。 

航空機/エンジンの開発を主管していない日本の重工業にとって、欧米の航空産業との国際

共同開発や、RSP,下請けの部品製造等は民間航空部門を維持することが出来る主要な領域

であり、客先の承認の基で PMA 部品、DER Approved Repair の採用を行うことはあっても

自ら部品製作を行うことによって OEM と競合することは、将来の国際共同開発にひびが入

ることになるかもしれないからである。 

日本が既存の航空機/エンジンの部品開発/修理開発に参入することは当然欧米の OEM から

クレームがくることになるであろうし、場合によっては経済産業省に対しても政治的圧力

がかかる可能性も否定できない。 

日本の航空産業にとって欧米の航空産業との友好関係を崩したくないと言うのが部品開発

／修理開発によるアフターマーケット・ビジネス参入に否定的になる大きな理由である。 

但し、エンジン部品の修理会社の最大手である Chromalloy 社は GE 社、PWA 社などのエ

ンジンメーカーからタービン・セクションの部品製作を受託しており、同時にアフターマ

ーケット・ビジネスでエンジンメーカーと競合している。 

日本の重工業各社は、その品質の高さや、技術的能力において国際共同開発に充分な実績

を果たしており、一方で競合しても独自の技術力を向上することによって国際共同開発の

道を断たれることは無いと考える。 

むしろこれから日本製の航空機/エンジン開発により、欧米の航空機/エンジンメーカーと

競合する覚悟であれば、部品開発や、修理開発による競合は大きな問題ではないのではな

いだろうか。 
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４．３．３ 航空会社の整備の動向 

 

（１）エアラインの構造改革 

1980 年代に米国に始まった規制緩和の波は航空会社の価格競争を世界中に広め航空会

社は合理化を図ることを余儀なくされ構造改革が始まった。 

４.３.２項で述べたように航空機・エンジンメーカーがアフターマーケット・ビジネスに

進出し、安い整備コストを提供する一方、従来から自社整備体制を基本に行ってきた大手

の航空会社も整備コスト削減のためにアウトソーシングを検討せざるを得なくなり、安い

整備コストを巡って整備部門の別会社化が考えられるようになった。即ち、整備部門を航

空運送業から切り離し、別会社として独立採算できるように構造改革を迫ったのである。 

この結果、ルフトハンザ 航空から分かれた整備部門はLufthansa Technikとして独立し、

世界の航空会社から整備受託をすることによって事業を拡大し、アフターマーケット・ビ

ジネスによって利益を得る会社へと発展していった。即ち、メーカーマニュアルに従った

整備だけではなく、独自で修理開発や、信頼性、経済性を追求した機体･エンジンの改修開

発を手がけ、他社への売込みを行なったり、PMA 部品製造会社への出資を行うことにより、

OEM との部品価格競争を自ら仕掛けて、アフターマーケット･ビジネスの活性化にリーダー

シップを取るようになっていったのである。ドイツには DOA (Design Organization 

Approval)、POA (Production Organization Approval)と言う航空局に代わって組織的に設

計や、製造の法的承認行為が出来る委任制度があり、Lufthansa Technik はこれらの資格

を取得し、航空機/エンジンの MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) に関する事業を

全て実施し、世界最大の MRO プロバイダーとなることを目指している。 

英国航空も整備部門に対して構造改革を迫った。彼らは、B777/GE90 の選定においてウ

エールズにあるエンジンのオーバーホール工場を GE に引き取らせ、エンジンのオーバーホ

ール等の整備から手を引いた。その代わり、機体改修を行う為の事業を拡大した。 

英国航空は、整備部門にとって必要と判断するものを取捨選択し、利益率の高いものにの

み集約し、後は外注化する道を選んだと言われている。 

この様に、Lufthansa Technik は、MRO ビジネスとして独立採算を狙い、OEM に対抗して

何処までアフターマーケット･ビジネスが可能かをチャレンジしており、英国航空は航空会

社のコアとして MRO を何処まで残すかという点に着目した構造改革であったといえる。 

この考え方は他の航空会社にも波及し、スイス航空、ヴァージン･アトランテイック航空、

ブリテイッシュ･ミッドランド航空、シンガポール航空などが整備部門を別会社化している。 

米国の大手の航空会社は FAR 121 Air Carrier Certificate を取得する為に MRO の実施

能力（Subpart L）を有することが条件となっている為、航空会社として切り離すことは出

来ない。しかしながら、構造改革に波に逆らうことは出来ず、整備部門は自社整備のコス

トメリットを突きつけられ、一部のエンジン整備を OEM の提案する整備の包括契約

（Powered By the Hour, MCPH 等）や、他の MRO プロバイダーへ外注化せざるを得なくな

っている。 

日本の航空会社も例外ではない。従来自社整備を基本としていた日本航空、外注整備か

ら自社整備体制を進めてきた全日空も自社整備の優位性とは何かを問われ、人件費の安い 
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外注整備委託や、関連会社の設立を行って人件費の削減に努め、一部の装備品などには OEM

の提案する MCPH 等の整備方法を採用し始めている。 

B777 の導入では国内３社（ANA、JAL、JAS）が PW4000 を導入したのをきっかけとして、以

下の様に航空３社で整備協力を行うことにより、各社の投資額を大幅に削減し、スケール

メリットによる生産性の向上を目指している。  

 ・予備エンジンを含む予備部品については、貸借、及び交換を前提として計画的に分担

して保有する。（在庫部品の削減によるコスト削減） 

 ・エンジン･モジュール及び装備品については設備を分担して保有し、その設備を使用す

るユニットにつき整備作業を分担する。（作業分担による設備投資額削減、スタッフ、

作業員の効率化） 

 ･エンジン･テスト･セルや、ドック作業スタンド等の大型設備の貸借を行う。（設備の共

有化による投資額削減） 

 

（２）航空会社の整備部門の課題 

世界的な規模で進められてきた構造改革の柱は、「コア･コンピタンス経営」である。航

空会社にとって何がコア業務であるのか、航空運送事業にとって整備は不要と言えるので

あろうか？ 

前項に述べたように、ルフトハンザ航空は整備部門を切り離したが、あくまでもグループ

経営として Lufthansa Technik は傘下にあり、ルフトハンザ航空の技術部門と一体となっ

て運用されており、別会社とは言え従来の組織活動は変わらない関係を維持しているよう

に見える。但し、独立採算制をとる為に従来以上に受託整備に力を入れて世界的規模の MRO

プロバイダーとして体質強化が図られている。 MRO プロバイダーとしては、OEM のアフタ

ーマーケット・ビジネス戦略とも真っ向から対立する形となるが、「OEM にとってルフトハ

ンザ･グループはカストマーである。」ことを掲げ、Lufthansa Technik に対する OEM の態

度に牽制を賭けている。 

この様な観点から、航空会社の一部として整備部門を維持している場合には OEM に対して

コスト競争力のある提案が出来るのであって、整備部門を完全に放棄し外注整備に依存し

た場合はコストに対する競争力を無くしてしまうことになるのである。 

FAA の航空会社に対する考え方は明確であり、航空会社は全ての整備作業を外注化出来

るが、耐空性に関する責任はオペレータが持つことと定めている。 

１９９６年、マイアミのエバーグレーズに墜落事故を起こしたヴァリュー･ジェット航空は

整備作業を無秩序に外注化しており、事故の責任は外注会社の作業にあり、ヴァリュージ

ェット航空の責任では無いと述べたが、FAA の上記の規定に基づき全ての責任を負わされ

ることとなった。外注管理能力は何も経験の無い者に備わるのか？自ら問題を把握してい

なければ管理は出来ないのではないだろうか。 

エンジン整備は航空機の整備コスト全体の３８％を占めており、そのうちの大半が部品

費である。従って、安い人件費で作業を行う以上に部品費を如何に安く運用出来るかが整

備コスト削減の鍵となる。 
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部品の寿命、不具合状況は運航条件によって異なり、部品費に大きく影響する。 

これらの部品に対する整備要目、修理基準、再使用の許容基準はこれらの運航条件によっ

て航空会社の技術部門が定めることが出来る。 

更に、マニュアルに掲載されていない修理方法の採用、PMA 部品の採否など航空会社は自

らの経験と実績に基づきライフタイム・コストを考え整備プログラムを決定できる。 

OEM は本来プロダクトの信頼性を維持する為にコンサバテイブな基準で整備マニュアル

を作成しており、基本的には部品を売ることで利益を得ている。 

修理会社は修理を行う為、部品廃却をしないように修理開発を行い、修理コストで利益を

得ている。部品のライフタイム・コストを考えて修理を行うかどうかは別の問題である。 

OEM の提案している Power by the Hour, MCPH などは、OEM として航空会社と同等のチャレ

ンジを行う整備契約であるが、OEM が利益を得る為には従来航空会社が自ら行っていたシ

ョップ整備と運航状況の両方を見極めながら整備プログラムを確立していくことが必要で

あり、運航を行っていない OEM にとって、航空会社がリスクを負って出来るレベルに到達

することは中々困難であり、限界がある。 

 

この様に考えると、エンジン整備において、航空会社が自らの運航条件に見合った整備プ

ログラムを確立する技術力がある限り、自社整備体制、又はグループ企業として効果的な

整備体制を敷くことが最もコスト効果のある整備体制と言えるのである。更に航空会社は

OEM だけに依存することなく、自らの技術力で修理方法、PMA 部品の採用可否を決定し、OEM

との間でコスト競争を維持する事がアフターマーケット・ビジネスの均衡を保つ方法であ

ると言えるのではないだろうか。 

しかしながら、世界の航空会社は 2001-9-11 の集団多発テロに始まった更なる不況の波に

飲まれ次々と大手の航空会社が経営の危機に直面している。長期的視野にたったコスト削

減よりも短期的にコストを抑えない限り生き残れないという現実もあり、これからの整備

体制は果たして本来の姿を維持できるかが判らなくなってきている。 

 

これからも OEM のアフターマーケット･ビジネスは新たな戦略を持って修理ベンダーや、

PMA 部品メーカー潰しに拍車をかけるであろうし、各ベンダーは従来以上に高額部品への

開発を行い新たな選択枝を提案するようになると考えられる。航空会社の整備部門はこれ

らのアフターマーケット･ビジネス戦略の中で自らの技術力を高めていかない限り、生き残

る道は無い。 

 

４．３．４ 日本の航空機産業への提言 

 

日本の航空産業界は航空機／エンジンの国際共同開発を通して欧米の航空機／エンジンメ

ーカーとの連携が深いが、航空機／エンジンのユーザーである航空会社との接点を持って

おらず、航空会社のニーズや、現状の使用実績に於ける問題点を把握していない。 

４.３.２項で述べたようにアフターマーケット・ビジネスに参画することは日本の航空産

業において不足している課題を達成できる要素が沢山含まれている。 
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又、現在日本の航空会社は、使用実績を把握し、分析するに当たって充分なデータを保有/

管理している為、航空産業界、大学、研究所の保有する技術とを統合することで将来の航

空機／エンジン開発に役立つ重要な鍵を知ることが出来る。 

例えば、現在航空会社で再使用不可となった重要コンポーネント、部品を調査すること

によって、不具合の内容と発生部位、その進行状況を把握し、不具合原因の調査から、予

期しない（未知の）不具合内容、設計上の不備、改善するべきポイント、等を把握するこ

とが出来る。そしてそれらの不具合に対する改修や、経済的な修理方法の開発を行い、そ

の使用実績をモニターすることによって改良を重ね、世界の航空会社にその製品の優位性

をアピールし、製品の販売を行っていく。 

この様な活動を行うことが出来れば、その結果を将来の航空機／エンジン開発に生かすと

いうサイクルが可能になってくると思われる。 

このプロセスを具体化する為には、耐空性審査要領に基づく設計・開発、及びその証明を

日常茶飯事行うことになり、耐空性基準に満足していることの承認を得る為に JCAB との連

携が必要になってくる。 

耐空性を証明する為の試験、解析に必要な設備/装置も実用的なものが充実されることにな

るであろう。 

 

現在の航空法に基づくその運用に関しても、きめ細かいルールを定めることが必要になる

と考えられ、航空法の解釈などについても活発な議論が行われることになるであろう。 

こうして、日本の航空産業は欧米の航空産業の下請け体制から脱却し、独立した航空産

業として活性化することが出来るのではないだろうか。 

そして、これらの製品が、現在の OEM 部品よりも信頼性／経済性に優れていることが証明

されれば、世界の航空会社は日本の製品を採用するようになるであろうし、将来的に日本

の航空産業に対する信頼感を築くことが出来ると思われる。 

 
４．３．５ 国際共同開発の高次化のために 
 
 冷戦の終結と共に経済はさらにグローバル化し、それに加えて情報、交通手段の著しい

技術発展で、あらゆるビジネスが世界経済の変動、出来事に敏感に影響を受けるようにな

った。 これは市場が世界規模で広がったと同時に、為替の変動ばかりでなく、これまで

一部の問題で済んでいたローカルなリスクが、瞬時のうちに世界規模に拡大するというよ

うな結果も生むようになってきた。 このような変化が航空機産業においても国際共同開

発というリスク分散型事業の発展に関与してきたであろうということは、昨年度の報告書

の４．３．４項において主にMROの側面から考察してみた。 今後このような形態による

開発は益々常套化していくと考えられ、最近のボーイングやエアバスの新規プロジェクト

においても、プログラムは益々多くの部分を海外に依存するようになっている。但しこれ

らは、現在航空機開発の主導権を持っている欧米の企業から見た鳥瞰図である。一方これ

まで我が国の航空機／エンジン産業は、戦後の部品製造下請からライセンス生産を経て国

際共同開発による共同事業、あるいはRSP（Risk and Revenue Sharing Partnership）へ

と発展してきた。欧米のメーカーがプライムの立場としてその一部をリスクマネージメン

トしているのとは異なり、日本はボトム的立場からその機会を活用して力をつけようとし
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てきたと考えられる。そのような関係においては日本の立場は未だ必ずしも欧米の企業と

イクオールなものではないことは明らかであり、今後のさらなる発展のためにはどうすべ

きか考えるべきポイントに来ているのではないだろうか。 
 平成１５年８月２５日に経済産業省にて産業構造審議会の航空機宇宙産業分科会の航空

機委員会が開催され、環境適応型高性能小型航空機研究開発及び環境適応型小型エンジン

研究開発を含む来年度以降の研究開発予算の考え方が示された。両プログラム共平成１５

年度から調査が始まっているが、環境適応型高性能小型航空機研究開発では、運航コスト

（DOC）の大幅削減と乗客快適性・利便性向上を、また同じく環境適応型小型航空機用エ

ンジン研究開発では、顧客要求としてのDOCの削減と、社会要求としての対環境性の確保

を上げ、両案件ともこれまでにあまり表面に出てこなかった運航・整備面でのユーザーメ

リットを研究開発の具体的な目的として上げている。整備性改善のための部品点数削減、

DOCの革新的な改善のための性能向上技術は、技術オリエンテッドなこれまでの取り組み

からだけでは出てこない発想も多く含まれており、商品として売れるように競争力を持た

せるにはどうしたらよいか、という発想をベースとした技術研究開発であることを際立た

せている。 但し広い意味でのビジネスとしての成立性をどう捉えるかはまだ未知であり、

両案件とも本年度から開始した市場（エアライン）調査でどのような情報が得られるか関 
 
心が持たれる。 
 これらの新しいプログラムが将来的にどういうフォーメーションで展開されていくかを

論じるには早すぎるが、可能性として日本を主導とした国際共同開発体制が生まれる事が

考えられる。これまでにも国際共同開発の今後のあり方として、現在のＪＶやＲＳＰ、あ

るいは下請けの形態の中で技術力とシェアを高め、機会あらば日本がビジネスの主導権を

取った形態を考察してきたが、これらはそういう方向性を現実化させる可能性を高く秘め

ていると考えられる。 但し、一足飛びにシェアを拡大できるかどうか、その実力が身に

ついたと言える状態になっているのか、さらには世界中に散らばる顧客のサポート等を考

えた場合、日本というブランド名を確保しつつ実質的にそれをどう達成するか等は今後の

検討課題である。 また、現在の国際共同開発はまだその投資回収期に入ったばかりであ

り、軸足をしっかりと据えておくべきものであることは間違いないであろう。方向性を見

失わず、かつ実力を蓄え、来るべきチャンスに迅速に対応できるような準備を怠らないと

いうのが基本線として維持されるべきではないだろうか。 
 
４．３．６ 我が国航空機ビジネス拡大のためのシナリオ 
 
 これまで述べてきた我が国航空機産業をとりまく諸情勢や現状を踏まえ、我が国が今後

航空機ビジネスを拡大していくシナリオを検討する上で、留意点を以下に簡潔にまとめる。 
・ アフターマーケットを利用してエアラインニーズを把握するとともに開発財源を

確保し、新技術の適用評価おこない実績を蓄積していくこと。 
・ ただし、新規開発プロジェクトにおいて着実に参画シェアを伸ばしつつ、修理事

業を含むアフターマーケット事業も展開していくという両面作戦がより効果的で

あること。 
・ 「環境適応型高性能小型航空機研究開発」や「環境適応型小型航空機用エンジン
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研究開発」において、日本が主管メーカとしてエアラインのニーズを的確に把握

しつつ主導的に航空機・エンジンを開発することを目指し、これらのビジネスの

全体構造を考えていく中で、当然アフターマーケット事業も視野において、今後

具体的なビジネス・モデルに展開することが必要であること。 
・ 上に述べた活動の状況に応じて産学間が連携をとれる体制を構築し、日本国内の

審査体制の強化を図ることが必要であること。 
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５．我が国の国際共同開発推進の戦略と政策 
 
５．１ 諸外国と我が国の航空機産業戦略と政策 
５．１．１ 欧米の航空機産業に対する長期ビジョンのまとめ 
昨年の本基盤調査報告書で詳述した。要素項目を相関関係を持たせた形に整理してみる。 
 

（１）米国の 9 提言 
（2002 年 11 月「米国航空宇宙産業の将来像コミッション」報告書から） 

 公 共 性  
１. 
新フロンティア開拓 
 

２. 
ＡＴＭ 近代化 
航空輸送の健全発展 

３. 
「宇宙」 
一体的な創生活動 

４． 
産業基盤の一貫性 

５． 
国家政策の一体化 
 

６． 
世界市場の公平・自由化 
 

 
ビ 
 
ジ 
 
ネ 
 
ス 
 

７． 
新ビジネスモデル創出 
 

８． 
人的資源の質向上維持 
 

９． 
基礎研究の国家予算補強 
 

 
 
生 
 
産 
 
性 
 

 産 業 基 盤  
 
（２）欧州の主要提言 

（2002 年 7 月 EU 代表委員会あて欧州航空宇宙産業長期展望報告書から） 
 欧州共通の目標  

１. 
世界市場での競争力強化 

３. 
民間航空の欧州リーダ

ー性 

４． 
欧州の防衛能力一体的

強化 

５． 
「宇宙」における欧州の役

割 

 
最

先

端

技

術 
２. 

欧州全体として企業環境整備 

 
競 
 
争 
 
力 

 産 業 基 盤  
このように、米国も欧州も共通して、航空宇宙産業を基幹産業・国土防衛のための戦略

産業として明確に位置付け、21 世紀にもその世界的主導性をいかに維持するかに眼目が向

けられている。
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５．１．２ 我が国の航空機産業に関す政策 
経済産業省は我が国産業の国際競争力を強化する一環として、平成 15 年度研究開発プロ

グラム全 19 本のうちの一つとして「民間航空機基盤技術」の策定を行った。施策パッケー

ジは下記のとおりである。 
１．研究開発内容 
＜Ⅰ＞ 中核的要素技術 
1. 革新的軽量構造設計製造基盤技術開発（99～03 年度） 
2. 次世代構造部材創製・加工技術開発（03～0７年度） 
3. 航空機用先進システム基盤技術開発（99～03 年度） 
4. 将来型航空機運行自立制御支援システム技術研究調査（02～03 年度） 
5. 環境適合型次世代超音速推進システム技術研究開発（99～03 年度） 
 
＜Ⅱ＞ 機体・エンジン完成機開発技術 
1. 環境適応型高性能小型航空機研究開発（03～0７年度頃） 
2. 環境適応型小型航空機用エンジン研究開発（03～0９年度） 
3. 小型民間輸送機等開発調査（89 年度～） 
4. 超高速輸送機実用化開発調査（02～0４年度） 
２．関連施策 
【航空機国際共同開発促進事業】 
研究開発成果の実用化を促進すべく、国際共同による実機開発に対し、航空機工業振興法

に基づき助成（補助金、低利融資、利子補給）を行う。 
３．施策上の活用 

【政策実現のための環境整備】 
• 航空機開発に関連する大型試験研究設備の利用等に係る各種機関との連携。 
• 関係省庁および関係企業・団体をメンバーとする航空機開発推進連絡・調整協議会に

おける検討（防衛機の民間転用・活用等）。 
我が国の政策目標が、「航空機産業の国際競争力の強化」である点は、米国も欧州も同趣

旨といえるが、欧米の長期目標とは違って、より近未来への具体的な対処方法的施策とな

っている。競争力のベースに中核的要素技術力の保持を挙げていることも欧州米国と同様

である。この技術ベースに基づいて、完成機開発能力の獲得とあわせて 国際共同開発へ

の参画を目標としている。 

中核的要素技術力の保持 ⇒＞＞ 完成機開発能力の獲得 ⇔ 国際共同開発への参画 

↓      ↓       ↓ 
我 が 国 航 空 機 産 業 の 国 際 競 争 力 の 強 化  
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そこでは「自主性」と「国際協調」という二つの要因が併せて追及されている。 
先ず、自主性についてみてみる。戦後の航空機開発において、いつかは「日の丸」飛行機

の実現を追い求めるという息の長い取組みがあった。このための国としての育成方向であ

ったし、昭和 27 年に制定された航空機産業育成基本法もその方向を姪下記にしていた。そ

の結果として、昭和 38 年には戦後初めての日本国産旅客機「YS-11」が実現した。しかし

ながらその成功も、技術的な成功としては当時の世界をして「さすがに日本」はと言わし

めたが、その事業化においては、１８２機を量産したのを最後に撤退してしまった。さま

ざまな教訓が言い伝えられているが、一言でいうなら、時代が変わったということのほか

に、航空機の事業化には、技術だけではないアフターサービス網の確立とこのようなカス

タマーサービスにかかる膨大な費用をいかに捻出していくかという課題が残された。 
しかも、新規の航空機開発にますます膨大な費用が要求される傾向はとどまるところが無

かった。米国においても欧州各国においても、一国あるいは一社だけで新規の民間航空機

開発を遂行できるところはなくなっていった。 
このようにして、時代の趨勢は、純粋な自立追及から国際関係重視の方向に移行する過

程に入っていった。すなわち、 
単独自主開発の目標は現実的でない⇒1980 年代後半から方針が国際共同開発に力点を移し

た。具体的には、機体では７７７や７E７ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄへの日本国としての支援、エンジンでは、

V2500 、CF34 エンジン等の国際開発事業への参加支援といった具合であった。 
先述したように、航空機開発の全体を単独で推進することは近年ますます困難な状況に

なっている。一方、従来型国際共同開発への参加だけでは、どうしても部分的な参加に終

わり、航空機プロジェクト全体への参画の道が見えてこない結果となることが危惧されて

いる。これを補うのは、従来は、防衛機に関するプログラムだけであった。しかし民間航

空機における全体計画のインテグレーション能力は将来的に必ず確保する必要があると考

えられている。この目標を持って、日本中心としたインテグレーション・プロジェクトの

萌芽が見られる事になった。それは、平成 14 年度経済産業省が立ち上げた「環境適用型小

型航空機およびエンジンならびに関連分野の開発」プロジェクトであろう。 
ただし、このプロジェクトの狙いは、日本の自主性を中心にしているが、これまでの YS-11
の貴重な教訓から、売れる「航空機」とするためには、市場ニーズの把握マーケット・オ

リエンテッドの方針が貫かれなくてはならない。そのためにも、主要市場の一つとして更

なる成長が期待されるアジア市場に向けて、国際的共同歩調も不可欠になってくるものと

予想される。 
 
５．２ これからの国際共同開発のあり方 

現在日本では、国産航空機･エンジン開発の気運が高まってきている。 

航空機に関しては、30 人クラスを基本仕様とし、エンジンに関しては 50 人クラスの機体を

想定して推力 9000Lbs.を目標としている。経済産業省は、これらの機体/エンジンの開発に
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よって従来蓄積できなかった領域について開発を手がけ、世界市場に売り込みをかけたい

と考えている。 

YS11 では技術的には充分な力量を示すことが出来た。但し、マーケテイング、ビジネスに

おいて力が及ばず、赤字となり、継続を断念せざるを得なかった。 

今回はこれらの経験を生かした新たな戦略で立ち向かわなければならない。 

日本の航空機産業を今後発展維持するためには、膨大な開発費を如何にして削減し、短

期間で回収するか、その仕組みを作らなければ YS11 の二の舞となり、再び国産航空機/エ

ンジンの開発を行うことは困難になると思われる。 

昨年の調査研究報告書「４-３ 航空機産業とアフターマーケット・ビジネス」で述べたよ

うに欧米の航空機産業は、開発費の削減のために国際共同開発、RSP、下請け等、アウトソ

ーシングを行い、開発費の回収の為にアフターマーケット・ビジネスに参入している。 

日本も独自で航空機開発を行うにあたり、アウトソーシング、アフターマーケット・ビジ

ネスへの参入を考えることは必須条件となるであろう。 

アフターマーケット・ビジネス戦略については４-３項で述べた。 

ここでは国際共同開発、RSP、下請け等、アウトソーシングについて日本の航空産業が考え

るべき点について考察する。 

 

５．２．１ これまでの日本の国際共同事業のタイプ分析 
 
（１）日本主体でない場合 
① 共同（Joint Venture） 
・定義： プライムは存在せず、各メンバーの議決権を有する代表者から成る取り纏

め会社の下で、シェアに応じて開発費負担と利益還元を受ける方式。 
・現状：  
機体の分野では、欧州のエアバスがもともとこのような国際コンソーシアム体制が発

展的に Joint Venture と、なったものである。米国においては、企業買収（ボーイン

グ社による競合会社であったマクダネル・ダグラス社の買収）などの経営判断の選択

肢もありえた。エンジン分野では、日本の参画しているものは IAE の V2500 エンジン

プロジェクト、海外では CFM International などがある。但し最近はあまり設立され

ていない。P&W と GE のアライアンス（共同プロジェクト）的な連携方式もある。  
・今後： プライムの下で活動する RSP 方式の方が増えており、新たな JV の可能性

は否定はできないが、最近はやや下火になっている。 
 
② RSP（Risk and Revenue Sharing Partnership） 
・定義： 取り纏め（プライム）の機体あるいはエンジン・メーカの下で、参画シェ

アに応じた開発費負担と利益還元を受ける方式。単なる下請けに比べると利益・損失
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の影響を付加的に受ける。但し参加メンバーは、プライムからシェアに応じた参加料

を要求されることが多い。メーカの場合、シェアの範囲での開発費負担には、設計、

開発試験、製造等に関わる作業も含まれることが多いが、商社など製造能力を有しな

い会社が費用負担だけで参画するケースもある。 
・現状： 機体では、ボーイング社と、767 の一部からはじまり、777 のプロジェクト

では、機体開発段階からの共同参画する方式にステップアップされた。さらに、最近

の７E7 共同開発事業パートナシップにおいては、機体の概念設計・マーケット調査の

段階といったさらに上流の段階からプロジェクトに参画することになった。これに従

い 担当部位のシェアの増大にあわせ、重要部位のシステム・インテグレータとなる

までに実力をつけてきた。エンジン分野でも、世界の三大プライム・メーカといわれ

る GE, P&W, R-R  社のいずれかとこのような RSP 形式で国際共同開発に参画するケ

ースが多くなってきた。 プライムにとっては資金調達、リスク分散の観点から、パ

ートナにとっては会社の財政体力、技術力に合わせた参画が可能で、共にそれなりの

メリットがあると受け取られている。 
・今後： 今後とも主流を占め、状況に応じたいろいろな形で続くものと考えられる。 
 
③下請け 
・定義： 与えられた仕様書、図面等に従って部品の製造、技術解析、労務の提供を

行う。  
・現状： 戦後航空機関連事業は、日米安全保障条約の取り決めに従った軍用機ライ

センス生産から始まった。民間機においては YS-11 以外に日本･世界の空をとぶ日の丸

飛行機は出現し得なかった。しかしながら、防衛機だけでは、工場負荷にも波が生じ、

かつ防衛機で培われた技術･生産力をより広い応用分野に適用することが望まれた。 
ここに、1970 年代から米国の航空機メーカとの接触が始まり、最初は単純な下請け作

業から始まった。この生産体制･生産技術を習得する期間をへて、ボーイング社と共同

で設計･開発する作業環境･経験が徐々に蓄積された。７６７まではすでに製品が開発

された後に特定部位を相手の図面に従って製作するというものであった。 
ジェットエンジンでは1950年代に在日米軍のJ47エンジンの補用部品の製造下請けを

始めてから、現在では民間機用エンジンの幅広い部品製造を海外のメーカから受注し

ている。大型機用エンジンのファン駆動シャフト、タービンの翼などは世界的にも高

い供給能力とシェアを持っている。 
・今後： 国際価格競争力と確かな品質、日程管理能力（QCD）があれば、今後とも

引き続き日本が受注できる案件は多いと考えられるが、最近は安価な労働コストを売

り物にした中国が台頭してきており、油断はできない 
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（2）日本主体の場合 
・迅速な判断をもって最大の利益還元を享受できるのは日本が主体となって優秀な下請け

から安くて良いハードウエア、ソフトウエアの供給を受けることであろうが、開発費の負

担を考えると、RSP 方式の方が現実的かと思われる。  
 

５．２．２ 国際共同開発への参画 

 

日本は戦後の航空機産業の空白期間による遅れを取り戻す為に国際共同開発に参画し、

技術力の回復に努めてきた。この為、欧米の航空機産業から参画を求められれば可能な限

り参画し、担当部位を徐々に広げて技術の経験を蓄積してきたといえる。 

日本が現在開発を検討しているエンジンは、ＧＥ社製の CF34-3 と同等の推力のエンジンで

ある。CF34-3 は既に開発から 15 年以上が経ち、対環境性、性能に優れた新しいエンジンは

市場から求められると考えられる。 

しかし、エンジンの開発は単発で終わっては開発費の採算が取れないため、派生型のエン

ジンを開発することが一般的である。 

例えば、B777 用に開発された PW4000-112 （112inch Fan Dia.）のエンジンは PW4000-94( 94 

inch Fan Dia.)、PW4000-100 (100 inch Fan Dia.)の派生型として開発され、PW4074/4077、

PW4090、PW4098 と発展し推力を増加してきている。 

GE90 も GE90-76B/85B、GE90-92B、GE90-94B, GE90-115B と推力を増加させ、Rolls Royce

は Trent Family としてその Module 構成を駆使して Trent700、Trent800、Trent500、Trent900

等を開発している。 

機体も同様であり、B777 は装着エンジンの定格推力を変更して航続距離にバリエーション

を与え（B777－200 から B777－200ER、B777-300 から B777-300ER）、胴体をストレッチして

（B777-200 から B777-300、Ｂ777-200ER からＢ777-300ER）へと座席数にバリエーションを

設けている。 

エアバス社も A318、A319、A320、A321 は胴体をストレッチしただけで、全て共通のコック

ピット、共通の胴体径で開発している。(エンジンの定格推力は異なる。) 

このように派生型の設計を行うことにより、開発費を削減できると共に、航空会社にと

って運航条件のあらゆるニーズに応えながら、共通の部品を使えることによる部品在庫の

低減、乗員の訓練費用の削減、整備体制の簡素化と航空会社の費用削減にも寄与している

のである。 

こうした観点から、GE社はCF34-3の派生型としてCF34-8(定格推力13700－14500Lbs．)、

CF34-10（定格推力 18500Lbs．）を開発している。 

CF34-8、CF34-10 は現在日本が GE 社と国際共同開発に参画しているエンジンでもある。現

在日本のエンジン・メーカーが開発予定のエンジンから派生型を開発した場合、CF34-8、

CF34-10 と競合しないような考慮が必要である。 
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機体の場合も同じ事が起きる可能性がある。 

小型機市場では、BOMBARDIER、EMBRAER との共同開発を行っている。現在開発中の 30 人乗

りの機体からの派生型は BOMBARDIER、EMBRAER と共同開発中の機体と競合する可能性があ

る。 

国際共同開発として投資した以上それらと競合しないようにすることが重要であろう。 

IAE は当初５カ国で V2500 Engine を国際共同開発した。しかしながら、エンジンの定格

推力は 25000Lbs.から 33000Lbs.までの領域と制限され派生型のエンジンは更に Thrust 

Growth 出来ない仕組みになっている。何故ならば共同出資会社である、PWA 社、Rolls Royce

社の保有する、又は将来開発予定のエンジンと競合する推力領域には入らないように制限

された為である。 

航空機／エンジンは最後の一機が退役するまでプロダクト・サポートを行っていかなけれ

ばならないが、機数が減少すれば部品在庫は減少し、充分なサポート体制が得られなくな

る可能性がある。従って、IAE 社を存続させる為にも次のエンジン開発が必要になってくる。 

GE 社と SNECMA 社で共同開発を行っている CFM56 Series Engine は V2500 よりも幅広い推

力をカバーしており（18500Lbs.から 34000Lbs.）、CFM56-2、CFM56-3、CFM56-5A、CFM56-5B、

CFM56-5C、CFM56-7B と多くの派生型エンジンを開発している。GE 社はこれらの推力領域の

エンジンは開発していないし、SNECMA は独自で競合するエンジン開発は行っていない。 

このように航空会社は将来のプロダクトサポート体制を含めて機種選定を行う為、派生

型への発展性、更に次のプロダクトの開発を行うメーカーとしての連続性を重要視するの

である。 

今まで日本の航空機産業の戦略は技術力の蓄積を目標に置いており、実績を作る為機種

を問わずに国際共同開発に参画してきたと思われる。しかし、これからは日本の航空機産

業が自ら開発する領域を見据えて国際共同開発には競合しない範囲を見極めていくことが

重要である。 

 

５．２．３ 日本が主管する国際共同開発 

日本が航空機/エンジンの開発を行う場合、全てを日本国内でやるべきであるのか、又は、

その一部を国際共同開発、RSP、下請けに出すべきなのかを検討する必要がある。またその

形態はどのようにするべきなのであろうか？ 

ここでは日本が主管して国際共同開発を行う場合の問題点について検討する。 

ここで言う国際共同開発とは以下のようなものを含む広義の共同事業体として検討する。 

 

（１）合弁会社（Joint Venture）形式 

現在行われている Joint Venture の形態には次のようなものがあり、それぞれの特色が

ある。 
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（a）IAE (International Aero Engines ) 

V2500 の開発を行う為、米国 PWA 社、英国 Rolls Royce 社、独国 MTU 社、伊国 Fiatt 社、

日本 JAEC(日本航空エンジン協会：IHI,MHI,KHI)の 5 カ国が参画した。 

形態は、各社からそれぞれ人を出し、IAE 社という共同出資会社を設立した。IAE 社への出

向社員が各社の担当部門を代表してまとめて行くやり方を取っている。 

エンジン開発では PWA 社がリーダーシップを取ることによって全体をまとめた。その後、

組織や担当、責任について議論を行い、現在はエンジンの技術に関しては Rolls Royce 社

が全てを総括し、財政分野は PWA 社、プロダクトサポート、マーケッテイングは IAE 社が

担当する等、責任分担を行っている。 

 

(b) CFMI (CFM International) 

CFM56 の開発で、米国 GE 社と仏国 SNECMA 社が 50％づつ出資して CFMI 社を設立した。し

かし、CFMI には殆ど人は出向しておらず、母体の会社で CFMI の担当として業務を行ってい

る。GE は HP Compressor、Combustor、HP Turbine 等のコア部分、その他は SNECMA が担当

して設計・製造し、両社で最終組み立てを行っている。設計・製造以外は、担当航空会社

を、米国、南米、カナダ、東南アジアは GE 社、ヨーロッパ、中近東、アフリカは SNECMA

社と地域毎に分配し、両社がマーケテイング、セールス、プロダクトサポート、等全てを

担当している。 

 

（c）Alliance 

A380用のエンジンの開発に開発費削減の為GE社とPWA社が共同出資して設立した会社で

ある。GP7000 と言うエンジンで、現在他機種への適用予定は無い。 

HP Compressor、Combustor、HP Turbine 等のコア部は GE 社、その他、Fan、LP System、Gearbox

等は PWA 社が担当し、設計・製造を行っている。 

マーケッテイング、プロダクトサポートは Alliance に出向した人が担当する。 

以上、エンジンメーカーが共同開発を行う為に合弁会社を作り、各社からの出向者で運

営するというものであり、航空会社から見ると母体の会社との関係が気になる。 

即ち、共同開発エンジンには母体となる各社の思惑が絡んでおり、技術情報の開示は行わ

れず、お互いを牽制した形で進めざるを得ない所がある。 

更に派生型のエンジンの開発、将来のエンジン開発は何処まで連続性があるのか、将来の

形が見えにくい。 

航空会社にとってプロダクトサポート体制はエンジン選定の重要な柱であり、連続的なエ

ンジンの開発が見込まれない会社はいずれ無くなり、サポートを受けられなくなるという

不安を持つことになる。 

 

（２）RSP(Risk and Revenue Sharing Partner) 
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主管となるエンジンメーカーの下で、参画シェアに応じた開発費負担と利益還元を受け

る方式である。単なる下請けに比べると参加社は利益･損失の影響を付加的に受ける。参加

社はシェアに応じた参加料を要求されることが多い。最近増加している方式であり、主管

となる会社にとっては資金調達、リスク分散の観点から、参加社にとっては会社の財政体

力、技術力に合わせた参加が可能で、共にそれなりのメリットがあると考えられている。 

上記の合弁会社と異なり、RSP (Risk and Revenue Sharing Partner)は、開発の主管は

明らかに一つであり、航空会社から見て責任体制が明確であり、合弁会社の様な問題は発

生しないと考えられ、今後状況に応じた色々な形態が考えられる。 

 

（３）下請け 

与えられた仕様書、図面等に従って部品の製造、技術解析、労務の提供などを行なう。 

主管となる会社が全ての責任を持つことになり、付加価値の低いものを安く生産する為に

下請けに出すことが一般的である。 

但し、品質に関して充分な管理能力を持っていることが重要である。 

 日本が航空機・エンジン開発を主管する場合、国際共同開発は必要なのか、必要である

ならば上記の（１）から（３）項の内、どのような形態の国際共同開発が考えられ、又、

望ましいのであろうか？ 

日本の航空産業界はマーケテイング、プロダクトサポート体制が弱いと言われている。

そこで、これらの不足部分を補う為に経験の豊富な会社と共同開発を行う事は一つの方策

である。その場合、競合する機種／エンジンを相手の会社は保有していないことが条件と

なるであろう。そして共同開発の相手会社とは将来の派生型開発計画に至るまでの協力体

制を考慮しておく必要がある。 

冒頭に述べたように欧米の航空産業が行っている国際共同開発の目的は、自らの不足部

分を補おうとするものではなく、開発コストを削減することを主要な目的としている。 

日本も同様に開発コスト削減を目的にするのであれば、相手の会社（国）の安い労働力を

活用するか、相手の会社（国）との利害関係をバランスする条件を提示することが必要に

なってくるであろう。 

このように日本が航空機／エンジン開発を主管とし、国際共同開発を行う場合、その目的

は何なのかを明確にすることが必要である。それによってその形態、共同開発の相手は異

なってくるのではないだろうか。 

① 共同開発の形態 

IAE、CFMI、Alliance の様な同格の関係。 RSP 契約、下請け契約 

② 相手国 

アメリカ、ヨーロッパ、カナダ、ブラジル、東南アジア 
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６．国際共同開発におけるアジア域の重要性について 

 

６．１ これまでのアジア域における活動 

 現在我が国の航空機産業係るアジア地域に特化した活動は、次の４つの項目がある。各

項目においての調査内容として、主旨と経緯、目的、構成員、調査期間、調査実績概要、

現状活動、取得成果、成果の分析、課題の抽出、及び今後の方策についての調査を行った。 

（表６．１「アジア域における活動」参照） 

・国際共同開発基盤調査事業におけるアジア調査（ＩＡＤＦ基盤調査委員会） 

・国際共同開発基盤調査事業における Info-Plaza Meeting（ＩＡＤＦ基盤調査委員会） 

・ＡＣＡＰ（Asian Community Airplane）委員会（ＳＪＡＣ主催） 

・アジア旅客機フオーラム（東京都主催） 

ACAP 委員会は「アジア地域対応型航空機の開発」を提案し調査事業を開始したもので、

既に平成１３年度をもって終了している。アジア旅客機フオーラムは、「アジア大都市ネ

ットワーク２１」のなかの共同事業の一環としてアジアの航空需要に対応するためアジア

独自の「中小型ジェット旅客機の開発」を実現する方策について建言を得ると共に、旅客

機の開発を促進する気運を醸成することを目的として機能しており、現在も検討・調査が

進行中のものである。 

航空機等次世代国際共同開発基盤調査委員会により、実施されている、アジア調査は、

アジア域内の航空機産業関連機関の調査・視察に特化して行われてきている。また

Info-Plaza Meeting もアジア域内の人的交流・情報交流を主要目的として、非公式の

Meeting 場として、Ｈ１３年度から当名称会議に基盤調査委員会として参加しているもの。

従って我が国において、アジア域の航空機産業に特化した調査活動としては唯一のもので

あろう。表 6.1 に示されるとおり、有効な人的交流・情報交流が行われており、今後も継

続的実施が必要である。 

 

６．２ アジア域における航空機産業の展望 

 

６．２．１ これまでの活動からみられた現況 

（１）市場性と産業性の乖離： 

健全な市場性が期待される。すなわち経済的・人口的・社会インフラ上等の諸ニーズ

に裏付けられ、継続的かつ発展的に、社会的（国家的あるいは超国家的）要求として存

在する。世界の民間需要２０年間予想でも、全世界の年率５％に比べてアジア域は常に

成長率トップの７％以上の伸長を予想する。２０２０年には世界の民間航空機の稼動シ

ェアは、米国：欧州：アジアはほぼ均等に３分割される。 

一方で、産業性では米欧に半世紀すくなくとも２５年以上の格差を持っているといわざ

るを得ない。むしろ、実績ベースでは比較さえできないゼロ･サムゲームである。 

問題の所在の第一は、このように、市場性の高さと産業基盤の低さの乖離である。 

（２）なぜ航空機産業が各国に必要か？ 

 航空機は単なる道具以上の意義を国家的にも地域的にも持っている。航空機は、先進

的技術を象徴する工学系（ハードならびにソフトそして全体統括的システム、計測・コ

ントロール等のあらゆる分野でのエンジニアリングを包含する）の知的財産が詰まって
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いる。また、産業としても、きわめて関係裾野産業の広く、一国の産業レベルのベンチ

マークともされる。しかもこの先端性こそがその国･地域の他産業への波及効果が大変大

きいという要因にもなっている。（自動車産業に比べても産業波及効果は３倍あるとの

報告もある）よって、各国とも航空機産業への思い入れは、単に、自国の市場をみすみ

す外国製品に占有されるのを看過できないという理由だけではない。航空機分野への参

入を通して、世界レベルの技術水準を達成しようということである。 

（３）どのようにしてこの目標を達成しようとしているか？ 

 各国なりの方針が見られる。 

インドネシア：１９９０年代はアジアで数少ない航空機製造と外国への輸出の実績   

を持っていた（国営企業ＩＰＴＮ）が、スハルト大統領退陣後のいくつかの政変と経済

危機を経て、航空機産業をリーディング産業に据えた国策はほぼ消滅した。民間企業ベ

ースで、過去の実績を蘇らせる事が出来るかどうかは、同国の政情・経済力の展望如何

である。 

シンガポール：欧米の殆どの航空機関連企業が世界戦略の一環として低賃金をベースとし

た（進出当初の８０年代９０年代と現状は違っているが）米欧にある本社工場へ部品供給

する分工場としてではあるが、世界レベルの製品製作には実績がある。 

現在、シンガポール工場からの部品供給がストップすれば米欧の親会社に与える影響は

計り知れないと言われる。しかし一方、彼らもいつまでも欧米の指示通りのものを作って

いればいい時代でない事を誰よりも一番よく認識している。一例として、同国の産業指針

に大きな影響を与える経済開発公社（ＥＤＢ： Economic Development Board）の航空産

業部局では、２００１年の白書の中で、こんご自前の設計・製造ができる能力育成に焦点

の一つを当てている。 

マレーシア：２０２０年をターゲットとした国家産業長期計画にのっとり、比較的堅実（と

言うのは、世界マーケットを勘案しながら必要な軌道修正を厭わず）かつ着実に産業育成

計画を推進している。とくに頭脳労働者を世界のプロジェクトの中へ送り込むと言う方向

は、斬新な方向性を目指していると言える。（一例:英国の二ムロッド対潜哨戒機の改造

計画では設計部門の下請けを積極的に取り込んでいる） 

また、CRTM 社のプロジェクトのように全コンポジット材による小型練習機開発のよう

に、世界的にもあまり多くの人が手がけていない（あえてニッチとも言える）分野にも継

続的に努力を傾注してきている。すでに、世界の学会等にも発言・論文を見ることができ

る。ここは、政府主導（トップダウン）と産業界のビジネスセンスがかみ合って進行して

いるように見える。 

韓 国：１９９９年それまであった財閥系の航空機関連会社３社（三星・大宇・現代）を

韓国航空宇宙産業株式会社（KAI: Korean Aerospace Industry）一社に統合したのを緒と

して、２０１０年には世界のトップ１０にＫＡＩがなるのだと言う長期展望にむかって国

を挙げて邁進している。トップダウンのいい面が出ている好例ある。現在日本の約半分の

売上規模であるが、防衛関係の輸出もすでに実績もあり、今後とも可能な態勢で、民間用

航空機のみに留まらず、品質と価格さへ競争力をつければ売上を急速に伸ばす可能性は大

いにあると思われる。最近は、ロッキードマーティン社との提携で、高等戦闘練習機 T50

が成功裏に開発段階をクリアーした(2002 年 8 月に初飛行)以降、2003 年 8 月からは量産

開始、攻撃型 A-50 と併せて 94 機の生産計画が決定している。民間分野でも、ヘリコプタ
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ー（米国ベル･テキストロン社と合弁）やリージョナル機への開発も熱心で、民間機の鉄

則であるニーズの調査から開始している。 

中国：まさにアジアの市場の高成長の牽引力は中国の民間航空に対する需要の高さ 

にあると言える。この市場の成長度はついに眠れる獅子といわれる中国の航空宇宙産業の

再編に始まり、（航空会社の再編成と併せて、産業も AVIC Ⅰ&Ⅱを頂上機関として各地域

に育っていた伝統的地場産業としての意味合いも考慮しながら、かつ地域ごとの統合と競

争を醸成するやり方は、１９９７年以降成功裏に推移していると見られる。このやり方は、

一見屋上屋のように見えるが、運営次第では、一党独裁の政府機関との連絡もしやすくし、

かつ海外（特に米欧）の先行企業との交渉時には必ず政府機関を通す事でレバレッジとな

っている。１９８０年代に典型的に見られた、初歩的なオフセット契約の形態（航空機を

導入する見返りに、中国物産を購入するというような）はすでに過去のものとなっている。

WTO 加入２００１年後急速に、そのオフセット形態は高次元化していると言われる。特に、

２００２年当初に発表された民間リージョナル航空機 ARJ21 は、中国自主開発という表看

板ではあるが、欧・米企業がいろいろな形態でその開発に支援参画を申し出ていると言わ

れている。企業間の契約ベースもあろうが、中国政府が交渉に必ず参画することで、契約

には書かれない支援内容もうまく活用されているようで、そこにこそ、大市場を背景とし

た、したたかな交渉術を感じさせる。 

他諸国･地域：上記各国以外にもインド、タイ国、フィリピン、ベトナム、台湾などの諸国

についても論じるべきであるかと思われるが、現状では調査不足である。 

特に、インドは、伝統的に航空機産業は規模的にも見るべきものを持っており、軍需航

空機については、旧ソ連あるいは英国からの支援の下、国家的にも産業として影響力を持

っているといわれる。国際的エアショウなどの舞台にもヒンダスタン航空宇宙工業会社

（HAI）は著名である。 

また、台湾においても、規模は大きくはないが、研究開発機関（中山航空宇宙研究所）

や民族系財閥企業が練習機等の小型機を自己開発してパリのエアショウ（２００１年）に

てデモフライトを展開している。ニーズに合えばそれなりの能力は有するものと思われる。

カナダボンバルデイア社のプロジェクトにも設計・部品供給で参加している（政治的にこ

れがボンバルデイァ社の中国進出にマイナスになったと噂された）。 

（４）まとめ：いくつかの特徴： 

・国家的長期展望･政策の存在：殆どの国が航空機産業を将来の基幹産業の一つとして位

置づけている。 

・政府･行政体制がわかり易く見えやすい：航空機運用部門（エアライン監督官庁）と航

空機産業部門（技術･雇用面からの工業監督育成）とが有機的に関連しあっている。 

・国際的交渉に当っては多くの国では、政府・行政が主導的役割を果たしている。 

・航空機産業に対して無関心な国･地域は少数派である。 

 

６．２．２ 今後の予想される展開 

（１）国内産業としての育成 

・殆どの国が航空機産業をハイテク産業のリード的産業として位置づけている。 

・大きな設備投資等の先行投資リスクも厭わないという国は少数派。 

・自分たちの入り込めるニッチを探しての参入が多数派。 
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・産業としてのリターンに関心が強い。 

（２）国際共同の方向性 

・国際プロジェクトへの参画を、国家的交渉として推進する。 

・教育投資的参加（ノレン代）より具体的役務提供による参加（オフセット態様） 

・この点で、米欧とはすでに共同作業の話をした経験を持つが、日本とはこのような経

験が少ない。 

・OJT しながら同盟参加（「育てながら囲い込んでいく」）が期待されている。 

 

６．２．３ 日本との関わりをどのように 

（１）現状認識 

・航空機に関しては、米･欧があって、その次はカナダ、ブラジル。日本はブランドが無

い（YS-11 以降）から不明。 

・現在、ブランドは無くても、ドイツ（ドルニエ等）、オランダ（フォッカー等）など

は力あると思われている。 

・日本は、世界の航空宇宙関連の売上でも、４,５位と聞いて、サプライヤとしてなら自

分たちと本質的に同じ。教わるもの少ないのではないか。 

・今回の小型機の開発プログラムは商業プログラムかどうか？科学プログラムだったら

日本の壁は欧米以上に高いから、参画は無理だと思われている。 

（２）日本に期待すること 

・日本にはリーダーシップの潜在力はあるはずだが、アジアに対してもこれまで一緒に

やろうと言ったものはない。 

・製品の品質的の点では日本は世界レベルで学ぶべき点まだ多いが、それだけでは不十

分。世界市場に向けての製品コンセプト作りの発信が出来るようになったら、日本と

一緒にやらせてもらいたい。 

・リスクシェアをはじめからアジアに求めてもらっても出来ないものは出来ない。リス

クをとるのは日本、リスクを回避･極小化するために、パートナのアジアを教育する

こともリスクをとることの一部である。 

 

６．３ 国際共同開発におけるアジア域の重要性 

   これまでアジアの航空機産業に対する現況と声を調査してきた。まとめとして、今 

後の国際共同開発におけるアジア域の重要性を整理しておく。 

（１）市場の成長に合わせて、その市場における該産業レベルが低い現状とは別に、早晩

国内・域内調達の声が出てくる。何時までも市場への片道交通ではありえない。既に、

シンガポールに特徴的に見られるように、欧米の企業の分工場として、アジア域は 10 年

余に及ぶ実績を持っている。 

（２）アジア市場は量･質共に世界市場をリードするのが２１世紀である。アジアの市場を

二次的（セカンダリー）に考えることは非現実的である。その際に、高次化された多様

なオフセット要求が出てくることが考えられる。共通の狙いは自国産業へのリターンで

ある。さらに、自国の航空機産業レベルがある程度に達するや、自主的な構想が誘発さ

れることも容易に想像される。 

（３）アジア地域の市場マーケットのニーズに合致した、アジア地域独自のブランドが、(現
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時点ではハッキリと打ち出される様子は見えないが)、出て来てもおかしくない。そのこ

とが可能だという環境を醸成させることから始める。最近の、インドネシア・マレーシ

ア両国を中心に、タイ国およびブルネイの四カ国による、19 席ターボプロップ機の開発

プロジェクトはまさに南アジア域内の固有のニーズに合わせた航空機を自前で開発しよ

うという物である。ここには、欧米の先進諸国航空機会社からは見落されていたニッチ

の要求に対応していこうという萌芽が見られる。 

（４）一方、アジア地域の航空機産業と欧米企業との協力関係がすでに長年の実績がある。

メンテナンス修理オーバーホール（MRO）整備関係はアジア域各国に存在する。また、欧

米の分工場としても、シンガポールやタイなどに多くの現地部品製造会社が稼動してい

る。さらに、インドネシアやマレーシア等では欧米企業と小型機の共同開発などに取組

んだ実績がある。このように、アジアの航空機産業においては、も欧米企業は現地企業

との関係で、日本より先行しているといえる。 

（５）日本は、近年 ASEAN 諸国と ACAP(アジア地域コミューター機の検討プログラム)や、

東京都のアジア主要都市との小型機についての検討会や、IADF のアジア域の人事・情報

交流の場作りなどを通じて、遅蒔きながら、交流の試みが繰り返されてきた。そのよう

な活動を通じて、アジア各国・地域との交流をはかり、航空機産業についても独自のブ

ランドを産出す舵取りを日本が起すことにつながることが期待される。 

（６）アジア域への対応姿勢の根底には、人的交流と信頼関係の構築を基として、マーケ

ット・リスクと同時にパートナーシップ・リスクの評価があるべきであろう。その上で、

アジア航空機産業の地域活性化に向けて、国際協力をしていく際の採るべきリスクはと

る方向性が示されなければならない。 

 

６．４ 今後の活動への提言 

 今後見込まれる大幅な航空輸送需要の拡大、航空機市場としてのポテンシャルやアジア

域諸国における航空機工業発展のための取り組み強化など、世界においてもアジア域にお

ける航空機工業の重要性は近年益々高くなっている。このような背景の下で、航空機工業

に関して欧米はアジア諸国とのパートナーシップ構築に向けた動きをすでに始めている。 

 日本においても、ACAP における活動（平成 13 年をもって休止）、IADF の基盤調査委員

会におけるアジア諸国における航空機工業及び研究開発動向の調査活動や情報交換等を目

的とした Info-Plaza Meeting の定期的開催、東京都がおこなっているアジア旅客機フォー

ラムなど、アジア諸国とのパートナーシップ構築のための基盤的活動はなされてきた。 

 しかしながら、具体的な航空機開発プログラムなどにおいては欧米に先行されているの

が現状である。これは我が国に残念ながらアジア諸国とアライアンスを組むだけの航空機

開発プロジェクトがこれまでほとんどなかったためでもあるが、昨今の国産航空機開発に

向けた動きを踏まえれば積極的にアジア諸国とのアライアンスを組むための検討を早期に

開始する必要があろう。特に、アジア諸国間の相互利益を明確化してアジア域における航

空機開発のアライアンスに関する検討に着手する必要があると考えられる。 

 また、IADF がこれまで実施してきたアジア域での調査活動や Info-Plaza Meeting は、具

体的なプロジェクトに特化せずともアジア域における人的ネットワーク拡大や情報交流の

促進に効果的であった。これらの活動は何らかの形で継続されていくべきであり、また日

本が主導的にこのような活動をおこなっていくことが望まれる。また、日本航空宇宙学会
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や日本ガスタービン学会では、従来から関連分野の国際学会講演会を主催あるいは共催し

て来ているが、最近では中国や韓国の関連学協会、大学、研究所などと講演会の共同開催

を企画するなど、より緊密な連携に着手しつつある。韓国や中国のみならず、学協会にお

けるアジア諸国間のアライアンスや Web 等を活用した研究情報ネットワーク構築は、航空

分野におけるアジア域での研究、教育及び人材交流の促進のみならず、今後の産業レベル

でのアライアンスの基礎にもなる。 

 航空機産業としてのアライアンスと環境基盤（研究・教育・人的交流）におけるアライ

アンスを両輪に、アジア域との連携・協力を推進することが期待される。 

 



表 6.1 アジアにおける活動 
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 項  目 ｱｼﾞｱ調査 Info-Plaza Meeting ACAP (Asian Community Airplane) 委員会 ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム 

  （IADF 基盤調査委員会） （IADF 基盤調査委員会） （SJAC 主催） [H13 年度調査報告要旨より抜粋] （東京都主催） 

1 主旨と経緯 航空機産業は高度技術集約型の高付加価値産業とし

て、機械産業等への波及効果は大きい、更に技術及び

市場リスクの分散、市場確保等お観点から、航空機産

業の国際共同・協力は必須である。長期的にみればｱ

ｼﾞｱ地域における潜在的経済成長は疑いないものであ

り、我が国にとりこれら近隣諸国との人的交流・情報交

流・情報収集に対して継続的に地道な努力が必要であ

り、日本のｱｼﾞｱ地域での航空機産業の育成・発展への

貢献は、裏返せば我が国の航空機産業並びに関連機

械工業の発展に繋がるものである。主旨に従い IADF

は平成５年度から今日に至るまで、国際交流促進調査

事業、並びに国際共同開発基盤調査事業において国

際交流活動の一環としてｱｼﾞｱ調査を継続的に実施して

いる。 

Info-Plaza Meeting は、顔を突き合わせての情報交換

を主体にして行うことから名付けられたものであり、そ

の目的は各国の適切な参加メンバーにより実施される

定期的な会合のなかで航空機産業及び関連産業発展

のための意見交換、並びに参加メンバーの相互理解

の深化をとおして参加各国の産業活動の情報交換を行

うことにより将来の国際共同開発活動に資することで

ある。但し具体的な国際開発プロジェクトそのものにつ

いての内容とは一線を画し、航空機関連事項の情報・

意見交換及び相互理解を深め人材交流の基盤を形成

することを主眼としており、その中から将来的な協力体

制の醸成を図る物である。開催頻度は年に１回程度と

し、エアーショー開催などの機会を最大限に活用し、各

国のメンバーが参加し易いようにしている。会議中の

議論は常に平等且つ双方向とし、情報は共有し、会議

自体はインフォーマルなものである。 

「ｱｼﾞｱ地域対応型航空機等の研究開発」事業を策定す

るための調査事業を平成９年度（1997 年）より開始され

平成１３年度末（2001 年）で５年間に渡り調査が行われ

た。調査開始当ｱｼﾞｱ地域は経済的に高度成長を続け、

これに伴い航空需要も高い成長を維持し、この地域が

欧米と並ぶ第３極の航空機市場に成長すると予則され

ていた。また、航空機利用者層の拡大やｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、フィ

リピン等の多数の島々を有する独特の地形など

ASEAN 諸国の国土・国情に適したｱｼﾞｱ地域対応型の

航空機（Asian Community Airplane)の潜在的な需要が

存在し得るものとの考えられた。一方、航空機産業は

裾野の広い高度技術の集約でありその国全体の産業

レベルの向上に役立つことから、ｱｼﾞｱ各国は航空機製

造関連産業を技術波及効果の大きい先端技術産業と

位置付けて、積極的な振興策を講じていた。斯様な状

況の中、ASEAN 諸国に対して「ｱｼﾞｱ地域対応型航空機

の開発」を提案し調査事業を開始したもの。 

２００２年（H１４）４月石原東京都知事より「ｱｼﾞｱ大都市ネットワー

ク」の立ち上げの意見交換を行うためデリー、クアラルンプールと

ソウルに関係者を派遣した。今後これからｱｼﾞｱ地域が共同して取

り組む事業を行おうとするためのものである。更に、他のｱｼﾞｱ地

域にも呼びかけていく事としていた。ｱｼﾞｱの大都市は、地理的にｱ

ｼﾞｱに属しているだけでなく、文化的な多様性とともに共通性を持

ち、歴史的にも経済的にも相互に深い関わりを持って発展してき

た。２１世紀においてｱｼﾞｱが更に発展し、国際社会でより重要な役

割を担うために、ｱｼﾞｱ大都市間の提携・協力強化により、国際社

会におけるｱｼﾞｱ地域の重要性を高めｱｼﾞｱの大都市同士が共通

の課題について話し合い、共同事業の参画を通してその成果を地

域・市民・企業等へ還元し、ｱｼﾞｱ社会・経済の発展を図ろうとする

もの。参加都市：バンコク都、北京市、デリー準州、ﾊﾉｲ市、ジャカ

ルタ特別市クアラルンプール市、マニラ首都圏、ソウル特別市、シ

ンガポール共和国、台北市、東京都、ヤンゴン市 の１２都市 

2 目的 ｱｼﾞｱの航空機産業に於ける市場は、将来的に見れば

欧米先進国に比して大きいことが予想される。我が国

の近隣ｱｼﾞｱ諸国との情報交流人的交流・情報収集の

継続的に行うことにより、我が国航空機工業を振興す

るとともに産業技術の向上及び国際交流の進展を図

り、もって我が国産業の発展に寄与することを目的とす

る。 

Info-Plaza Meeting は、IADF 基盤調査研究事業の主要

活動の一つに位置付け、定期的な会合を行うと同時

に、主催国における航空機産業及び関連機械産業の

状況をも調査することにより、日本のｱｼﾞｱ地域での航

空機産業の育成・発展への貢献に資することを目的と

する。 

ASEAN 諸国の経済的、地理的事情に合った「ｱｼﾞｱ地域

対応型航空機」研究開発事業の策定の為の調査事業

を行うことにより、その国の産業レベルの向上並びに

航空機製造関連産業を振興させることを目的とする 

石原都知事は旅客機の開発は昔からずっと国がやるべき事と考

えていた。しかしながらいまだなされていない、まして東南ｱｼﾞｱで

はまだＹＳが飛んでいるそれに変わる航空機がないままである。

とにかく需要がありながらＹＳの代替えがいまだにない、この様な

状況を考えると、今後はｱｼﾞｱ大都市ネットワーク２１の中の共同事

業の一環として、ｱｼﾞｱの航空需要に対応するため、ｱｼﾞｱ独自の

「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発」を実現する方策について建言を得る

と共に、旅客機の開発を促進する気運を醸成する事を目的とす

る。 

3 構成員 基盤調査委員会委員の中から事務局員を含め３～４名

が年１回アジア調査を行っている。 

基盤調査委員会委員の中から事務局員を含め３～４名

が年１回アジア調査実施と同時期に会議に参加してい

る。 

機体、エンジン、補機器、アビオニクスなどの各ﾒｰｶ、

商社並びに航空機関連協会、団体など２３機関から１

名ずつの委員から構成され SJAC が事務局として参

画、尚METI がオブザーバーとして参画している。 

「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進検討委員会」メンバー座長及び副

座長（各１名）及び学識経験者（３名）、国（経済産業省１名）公的機

関（NAL・SJAC ２名）、重工ﾒｰｶ（４社４名）、運行者（２社２名）総合

商社（５社５名）、並びに東京都（４名）が事務局になり構成されて

いる。   合計２３名 

4 調査期間 ｱｼﾞｱ諸国で開催されるエアーショーなどの時期に合わ

せ 10～14 日間調査を行っている。 

ｱｼﾞｱ調査実施と同時期に会議に参加、開催期間は１日

である。 

平成９年度～平成１３年度までの５年間、各年毎に

ASEAN 諸国を歴訪して、必要事項の調査を実施 

「ｱｼﾞｱ大都市ネットワークの構築」の開始平成１２年度～継続中 

5 調査実績 

概要 

1993 年（H5）：ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、シンガポール、台湾 

1995 年（H7）：東京にて意向調査会議（中国,韓国,豪州,

参加、日本主催）1995 年 10 月（H7）：北京にて第２回意

向調査会議実施（豪州,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,韓国,シンガポール,日

本,中国主催） 

 

左欄のｱｼﾞｱ調査の過程で、１９９３年より、IADF 基盤調

査委員会により Info-Plaza Meeting の定期継続化に向

けて準備が成されて来た結果、2001 年に第一回目の

Info-Plaza meeting が、ﾏﾚｰｼｱの MiGHT 主催により、

開催された。出席者はオブザーバーとして出席した 

1997 年（Ｈ9）：ASEAN６ヶ国の交通システム全般的調

査、航空機産業の現状並びに地域特有な機体要求事

項の調査実施 

1998 年（H10）：候補機体の選定（５種）、各国に於ける

機体市場調査、各国開発能力の調査を実施 

 

・２００１年１０月（H１３）：「ｱｼﾞｱ大都市ネットワーク２１」第１回総会

開催 中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進を共同事業として決定 都主

催（於：東京） 

・２００２年６月（H１４）：「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」第１回検

討会旅客機開発の意義、想定する旅客機像、開発に向けての検

討課題 都主催（於：東京） 
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ｱｼﾞｱ調査 Info-Plaza Meeting ACAP (Asian Community Airplane) 委員会 ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム  

 

 

項 目 

 

（IADF 基盤調査委員会） （IADF 基盤調査委員会） （SJAC 主催） [H13 年度調査報告要旨より抜粋] （東京都主催） 

5 調査実績 

概要 

1996 年７月・10 月・11 月（H8）： 

＊意向調査会議（豪州,日本,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ主催） 

＊意向調査会議（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ,日本,韓国主催） 

＊ﾏﾚｰｼｱ、タイ 調査 

1997 年 12 月（H9)：意向調査会議（豪州,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,韓国,

日本,マレー主催） インド調査 

1999 年 2 月（H11)：試行フォｰラム（タイ,日本,豪州主

催）、豪州調査 

2000 年 3 月（H12)：試行フォｰラム（豪州,韓国,ﾏﾚｰｼｱ,

タイ,日本主催） 

2001 年（H13)：第１回Info-Plaza 会議（日本,シンガポー

ル,ﾏﾚｰｼｱ主催）及びﾏﾚｰｼｱ調査 

2002 年（H14）：中国調査 

2003 年（H15）：第2 回Info-Plaza 会議実施（韓国主催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英国、米国の３名を加え総勢２３名で、ﾏﾚｰｼｱの航空機

関連機関や企業など６社から１１名の出席。メンバー参

加国は、ﾏﾚｰｼｱ、シンガポール、日本の３ヶ国であった。

ﾏﾚｰｼｱの関係者と深く議論する機会を得て、五感をとお

した情報交換・人的交流・相互理解並びに当国の航空機

産業及び関連機械産業の現状・実態を把握することがで

きた。 

 

続く 2002 年には、中国の AVICー1 に、会議の主催を要

請したが、ARJ-21（中国初の小型リージョナルジェット

機）の報道発表に多忙を極めている 

との理由にて開催されなかった 

1999 年（H11）：機体要求再調査、機体部品・装備品を含

む航空機産業全体の再評価に実施 

 

1997 年（Ｈ9）夏、タイ国に端を発した通貨危機は ASEAN

全土に波及、各国は、深刻な政治・経済危機に見舞わ

れ、事業化が遠のく見通しとなったが中長期的視点か

ら、更に調査機関を２年延長し、更なる調査を実施した 

 

2000～2001 年（H12-H13）：候補機体に ACAP 貨物機を

追加、更に将来航空機産業への発展の可能性のある自

動車・電子機器・精密機械各産業の実態調査並びに国

際航空宇宙品質規格導入促進事業を行った 

 

 

 

・２００２年７月（H１４）：「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」第２回

検討会マーケテイング、開発に向けての課題 都主催（於：東

京） 

・２００２年１０月（H１４）：「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」 

ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム開催  

共同開発する意義、マーケッティング等 都主催（於：東京） 

・２００２年１１月（H１４）：「ｱｼﾞｱ大都市ネットワーク２１」第２回総

会開催 都より中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進の活動概要の報

告デリー主催（於：デリー） 

・２００３年１月（H１５）：「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」第３回

検討会これまでのマーケッティング経過と今後の方向（案）、開

発促進の課題 都主催（於：東京） 

・２００３年9 月（H１５）：「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」 

第4 回検討会 

販路開拓に向けた、空港整備などの側面支援及びｱｼﾞｱ共通の 

認証制度の在り方 都主催（於：東京）。現状等、電話で都の国

際開発担当部長に計画線表は、何時までを目標か、どの様な状

態を ok とするか、中間報告等」は質問をしたところ、線表、何時

までか等は特に決めていない、あくまでも都は「旅客機の開発

を促進する気運を醸成する」ことが目的である。また、知事の国

との事（顔がある）もありますからとのことであった。 

・２００３年10 月（H１５）：「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」 

実務者会議 

この会議は、昨年 10 月にｱｼﾞｱの 6 都市の参加により開催した

「ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム」で確認された 100 席前後の旅客機像の

具体化をはかる事を目的としている。台北市政府主催によるｴｱ

ﾗｲﾝ各社との情報交換を行うと共に、台湾最大手の航空機ﾒｰｶ

であるﾊﾝｼｬﾝ航空工業社の製造工場を視察。（於：台北） 

・２００３年１１月（H１５）：「ｱｼﾞｱ大都市ネットワーク２１」第３回総

会開催「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発促進」については、本年 10

月、台北市で開催された共同事業別会議に於いて、次の 3 点が

座長コメントとしてまとめられたことが報告された。①理想的なｱ

ｼﾞｱ製の 100 席前後の旅客機像を確認した。旅客機像の具体化

の着眼点は、安全性、経済性、環境適合性などである。 ②今後

ｱｼﾞｱにおける100席前後の旅客機の需要は、大幅に増加するこ

とが見込まれる。③ｱｼﾞｱには、100 席前後の旅客機開発に必要

な技術力、生産力のﾎﾟﾃﾝｼｬﾙが十分にある。今後も、販路開拓

に向けたﾏｰｹﾁﾝｸﾞの在り方や、既存のｼﾞｪｯﾄ旅客機との差別化

のための戦略等について引き続き検討していくことが報告され

た。ﾊﾉｲ市主催（於：ﾊﾉｲ） 
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 項  目 ｱｼﾞｱ調査 Info-Plaza Meeting ACAP (Asian Community Airplane) 委員会 ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム 

  （IADF 基盤調査委員会） （IADF 基盤調査委員会） （SJAC 主催） [H13 年度調査報告要旨より抜粋] （東京都主催） 

6 現状活動 １９９３年から継続的にｱｼﾞｱ、豪州諸国の調査を実施し

てきている。特に、昨年（２００２年、Ｈ１４）は経済発展

著しい中国について調査を行った。北京ー西安ー上海

ー珠海の国営企業、研究所、大学など７機関訪問調査

実施並びに珠海エアーショー視察、中国の航空機産業

の実態の把握、情報交流、人的交流ができた。今年は

（2003年）、韓国調査並びに韓国主催のInfo-Plaza会議

に参加 

した。詳細は別紙報告書による。 

2003 年は、韓国エアーショーの開催時にあわせ、開催

日前日に会議を行った。主催者は KAIA ( Korean 

Aerospace Industries Assc.)詳細は別紙報告書による. 

Ｈ１３年度（2001 年）で終了 ・月に２～３回程度東京都のホームページに掲載されているｱｼﾞｱ

大都市ネットワーク２１の事業の中の「中小型ｼﾞｪｯﾄ旅客機の開発

促進」について、最新の情報をウオッチしている。また、都の担当

者からも情報を入手している。 

7 取得成果 １）過去１０年間に渡り基盤調査委員会はアジア・オセ

アニア各国の航空機関連産業・関連研究機関・大学等

を訪問、面談を行い更に、情報交流・人的交流の場の

あり方につき、関係各国と協議を行ってきた。それらの

国は、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、シンガポール、豪州 

２）それらの国は、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、シンガポール、豪州、中

国、台湾、ﾏﾚｰｼｱ、インド、韓国、タイ等の９ヶ国にのぼ

っている 

３）２０００年までに、ｱｼﾞｱ各国が一同に会して自由で公

平な議論の場づくりの協議をしてきた結果、会合の名

称が INFO-Plaza 会議と命名されるに至り。前項に記載

の如く、第一回目の Info-Plaza 会議がﾏﾚｰｼｱ（主催国）

にて開催され、第２回目は韓国主催で行われた。 

４）特に、２０００年～２００３年に実施した直近の調査に

より、各国航空機関連産業の現状・実体・課題、及び各

国政府の政策、将来の方針などについて直に見聞・確

認ができた。 

５）最も重要なことは、調査・視察時の面談により、航空

機関連機関に従事しているキーパーソンと直に接する

ことにより、人的繋がりが構築されたことである。 

 

 

１）過去１０年間に渡り基盤調査委員会はアジア・オセ

アニア各国の航空機関連産業・関連研究機関・大学等

を訪問、面談を行い更に、情報交流・人的交流の場の

あり方につき、関係各国と協議を行ってきた。それらの

国は、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、シンガポール、豪州 

２）それらの国は、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、シンガポール、豪州、中

国、台湾、 ﾏﾚｰｼｱ、インド、韓国、タイ等の９ヶ国にの

ぼっている。 

３）２０００年までに、ｱｼﾞｱ各国が一同に会して自由で公

平な議論の場づくりの協議をしてきた結果、会合の名

称が INFO-Plaza 会議と命名されるに至り。前項に記載

の如く、第一回目の Info-Plaza 会議がﾏﾚｰｼｱ（主催国）

にて開催され、第２回目は韓国主催で行われた。韓国

での会議には、日本から基盤調査委員会、 

ﾏﾚｰｼｱから MiGHT が、中国から AVICⅡ、主催国の韓

国から KAIA（韓国航空宇宙産業振興協会）、KARI

（Korea Aerospace Research Institute）、ソウル大学、 

Hanyang 大学等、４ヶ国総勢１３名の出席があり、非常

に活発、且つ前向きな議論がかわされた。 

４）斯くの如く、漸く、ｱｼﾞｱ主要諸国間において、

Info-Plaza 会議が定着しつつあることを強く実感するに

至っている。 

 ・過去の旅客機の開発促進検討会に於いて、開発の意義、産業面

から見た必要性、日本の需要見込み、型式認証の重要性、そし

て、最近に於いては販路開拓に向けたマーケッティング、空港整

備などの側面支援及びｱｼﾞｱ地域における共通の認証制度のあり

方等についての討議、検討がなされた結果、成果が得ていると見

受けられる。 

・すでに我が国に於いても「環境適応型高性能小型航空機」研究

開発プロジェクトも経済産業省の平成16年度で予算が確保されて

おり、国産開発ではあるが、開発の機運が出てきたと感じられる。 

8 成果の分析 １）ｱｼﾞｱ調査時期は、Air-show 開催に合わせているの

で、当国の技術水準、経済的状況、官・民の取り組み姿

勢・方針などが各機関との直接面談とは別の角度か

ら、客観的に見て取れる。 

２）過去実施した直近の３例について航空機産業関連

実状を示す 

 

１）基盤調査委員会は将来の航空機産業におけるｱｼﾞｱ 

諸国との連携を念頭に置き、人的交流・情報交流をより 

一層深めるべく毎年、面談・視察を継続的に実施し、同 

時に、当会議開催を当事国に促してきたが、前述の如

く 

少なくとも主要国間に於いては、定着が見られる。 

 

 

 

 ・4 ～５年先に求められる環境にあった機体・エンジンを作り出す

事による技術波及効果は大きい。 

・東京にある中小企業にとって、多品種、少量生産の代表である

航空宇宙産業が伸びる事は意義深い。 

・運航面において、国内では羽田空港に乗りいれたいとの要望

は、 

規模の小さいｴｱﾗｲﾝおいて特に強い。また、地方空港に需要の伸 



表 6.1 アジアにおける活動 

 107

 

 項  目 ｱｼﾞｱ調査 Info-Plaza Meeting ACAP (Asian Community Airplane) 委員会 ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム 

  （IADF 基盤調査委員会） （IADF 基盤調査委員会） （SJAC 主催） [H13 年度調査報告要旨より抜粋] （東京都主催） 

  ①ﾏﾚｰｼｱ：政府の経済企画庁、並びに首相府直属の機

関などにより政策・方針が決められ、そのとおりに実行

されている。こと航空機に関しては純然たる民間企業

は存在しない、また顧客、資金提供者は国家である。

技術水準は、純国産ではなく海外主要ﾒｰｶとの提携に

より事業を行っている。特に複合材料の分野に対して

は積極的に実施している。 

②中国：年率８％以上の GDP 成長率を達成しており、

航空機関連事業も、国の確固とした政策方針の下に、

小型ｼﾞｪｯﾄ機の開発をも含め、海外主要ﾒｰｶとの硬軟取

り混ぜた提携技術を用い積極的に推進させている。国

内の大市場存在が大きい。 

③韓国：技術的にはかなり高水準であるが、軍需関連

の割合が多いようである。規模は小さいが、こつこつと

実績を確実に築き上げつつある。 

 

２）更に、会議の結果を出席出来なかったｱｼﾞｱのメンバ

ーにその会議の概要を知らせることにより、当事者意

識の高揚が図られてきている。 

３）要するに、これら情報交流・人的交流の情報を各国

メンバーが共有することにより、仲間意識、団結力、課

題解決協力意識、が芽生えて来つつある。いわゆる

「お初にお目に掛かります」ではなく、「My Friend」の

意識で交流が可能になりつつある。 

４）これらにより、実際の計画遂行事業等がある場合に

は、互いに抵抗無く参入出来るような方向になりつつ

あるものと考える。 

 が出てきており、海外のリージョナルジェット機ﾒｰｶが日本での販

売に成功している。 

・欧州では早朝には７０人乗り、ピーク時には中型、大型旅客機を

投入しているｴｱﾗｲﾝもある。 

9 課題の抽出 １）最重要事項はｱｼﾞｱ調査の継続を保持することであ

る。 

１）メンバー国、１０ヶ国のうち、日本、中国、韓国、ﾏﾚｰ

ｼｱには、かなり当会議の意義、内容が定着してきてい

るが、他の国 特にインド、タイ、台湾、シンガポール

はまだ意識定着が不十分 

２）各国の窓口的機関の人間の転籍、移動、退職など

により、 連絡が途絶えるケースが多い。 

３）Air-show などの時期を選んで、当会議を開催するよ

うにしているが、会議主催機関が同時に、Air-show 展

示に深く関わっている場合には、多忙理由にて会議不

成立の場合がある。（２００２年の中国がそのケース） 

４）ｱｼﾞｱ各国の窓口は、航空工業界を代表する機関が

担当して居るが（日本の SJAC に相当）、日本の場合果

たして IADF にある基盤調査委員会でよいのであろう

か。 

 ・ヨーロッパでは、騒音規制が厳しくなってきており、低騒音の機

体が出来れば魅力的である。 

・採算性の見極めも大事である。例えば、国が１００％出して開発

しても、実際に販売するとなると何倍ものコストがかかる。 

・機種の数と競合相手の数を見ると、採算ラインに載るのが難し

い。一方前向きに考えると日本の技術力で、旅客の利便性、安全

性を確保しながらユニーな飛行機・より良い輸送サービスが出来

る機体が出来れば、違った展開があるかもしれない。 

・ｱｼﾞｱの共通の認証制度のあり方については、ｱｼﾞｱ独自のあり方

を議論する事が重要である。 
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 項  目 ｱｼﾞｱ調査 Info-Plaza Meeting ACAP (Asian Community Airplane) 委員会 ｱｼﾞｱ旅客機フォｰラム 

  （IADF 基盤調査委員会） （IADF 基盤調査委員会） （SJAC 主催） [H13 年度調査報告要旨より抜粋] （東京都主催） 

10 今後の 

方策 

毎年、少なくとも１回は調査を行う。特に、なじみが薄

く、遠ざかりつつある、インドの調査、並びに、経済復

興なった、タイ、更に政情不安が癒えたあとのｲﾝﾄﾞﾈｼ

ｱなどの調査が必要であろう。 

経済成長が著しく、刻々と月単位で変化する中国に就

いては、上記国々とは別に毎年調査する必要がある

であろう。 

① メンバー各国の窓口機関の最適化と、その固定化の促

進並びに、窓口担当者の移動、退職、転籍時の確実な引継

徹底促進。 

② Info-Plaza 会議コンセンサスの周知の徹底をはかる、

要すれば見直し改正についての柔軟姿勢の保持。 

③ 各国航空機関連の大学の教授・助教授らをメンバーに

含めるようにする。（移動が少ないから） 

④ 最重要なことは継続することであり、少なくとも年／１

回の実施を保持させる。 

⑤ 上述項目については、次回会議開催時の議題とし検討

する。 

 

 

 

 

 ・今後も引き続き東京都が中心になりシンポジューム、検討会等を

イニシアチブをとって推進する事が必要と考える。 

（気運を醸成させる） 

 

・都及び業界をあげて腰の重い国を巻き込み、同じテーブルにの

せ、例えば共同開発に関する市場調査等の予算の獲得を目指す 

ことも肝要である。 

 

 

 

 



 109

７．我が国航空機工業と機械工業全体の発展の関わり 
 
７．１ 航空機工業と機械工業全体との関係および我が国における航空機工業の役割 
 航空機産業はその製品が過酷な条件下で運用かつ、高い安全性と信頼性が求められる技

術の集積から成り立っており付加価値が高く、他産業への技術波及効果が大きい典型的な

知識集約産業であり、一定の産業規模と技術レベルを背景としなければ成立しない総合産

業であることから我が国が技術立国を目指す上で、欠くことが出来ない産業と位置づけら

れてきている。安全性を最優先に考慮するということは、システム的なものの考え方、人

間と機械の関係、そのあるべき姿を追求し、信頼性の向上、設計・製造品質の向上を目指

していることから、機械工業に必須な要素を全て持っている。 
即ち、航空機の機体、エンジン、周辺補機類に関する設計、製造、材料、情報・通信等の

先端技術分野は、複合材料、耐熱合金、軽量・小型補機器、精密加工技術、精密鋳・鍛造

技術、ＣＦＤ（数値流体力学）、板金・成型、ＦＡＤＥＣ（全デジタル制御）、油圧、空

調システム、タイヤ・着陸システム、コーテイング、環境負荷低減、燃料電池、内装等と

多岐に亘っており、これらを構成する技術は「技術要素分類」で 990 項目（①）を越え、

自動車の３倍強となってきていた。この事は、航空機産業の生産誘発係数が自動車の３倍

強であることに等しいと言い得るものと考えられる。これらの技術は先進的で高度なもの

であり、機械工業技術の質的向上推進となってきた。 
しかるに、現在の航空機産業の生産誘発係数は自動車のそれと比較して逆転の傾向にあ

り、（航空機産業 1.07、自動車産業 2.07）（②）その生産額の規模は航空機産業の１兆円

に対して自動車産業は４０兆円、一般機械は３０兆円とその乖離は大きい。自動車産業は

マーケットの対象が一般大衆であること、及び、航空機産業は Boeing、Airbus の寡占化

が確立していること等に起因するところもあるが、現状を改善する必要がある。即ち、航

空機産業関連分野の技術を含めた各種施策の２１世紀初頭における現代社会情勢に対する

整合性について調査・検討が必要な段階に至っている。 
我が国産業の「ものづくり」の空洞化が進んでいる現在、他国が追随できない先端技術を

もって現状を改善することが我が国航空機工業並びに機械工業全体の発展につながること

は言うに待たない。 
 
２１世紀初頭の社会とは、下記の如く定義づけられるであろう。 

 
①大量の情報が一瞬のうちに世界中に伝播される高度 IT 社会である。 
（世界の政治・経済・社会・科学技術等の情報のボーダレス、グローバル化が亢進し、

世界的に様々な秩序が複雑に絡み合う多面的、複合的な環境社会） 
 

②IT 技術と高度先端技術が単独叉は複合化された高度技術社会である。 
（IT 技術をはじめ、ナノ、バイオ、複合材料、燃料電池、再生医療、ゲノム等の先進・

先端技術が単独或いは複合化され、今までの各種技術の壁を飛び越えて相乗的に新たな

技術発展が見込める） 
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③環境負荷低減の社会 
（地球温暖化亢進するなかで、各国が地球環境サイクル上に危機意識を共有し始め、具

体的条約批准により実行化に向け進められている） 
 

④地域経済体制構築機運が高まる社会 
（欧州においては、アメリカに対抗して地域経済・外交・安全保障・通貨等の統合化が

なされ、アジアを含めた各国間の FTA 協議が、世界的に盛んに行われている。今後ア

ジア域内においても同様な地域経済体制を築く機運が盛りあがってきている） 
 

⑤世界各国間で公平、公正、自由な競争が世界的基準・規格・倫理のもとで行われる 
社会。 

（我が国においては確固とした自主方針・自主政策を確立し自らの行き進むべき将来像

を策定し、それに向かって全国民が邁進できるものであること） 
 

⑥安全管理・危機管理が確立されるべき社会 
（プロジェクト及びその技術の複合化、巨大化、高度化に伴い大災害、大事故、IT セ

キュリティーに対処すべく、具体的な危機管理体制の事前構築、訓練等の重要性が益々

大きくなってくる） 
 

⑦事業活動がそのライフサイクル（企画－計画－設計－製造－輸送－納入－運用－リサ

イクル－廃棄等の一連の流れ）において地球環境と密接に関わるものとして推進される

社会。 
 

今後の航空機産業並びに一般機械工業は上記状況に対応した方向・方針の下に推進される

べきである。一般各産業分野ではそれぞれ、バイオ、ナノ、IT、燃料電池、省エネルギー、

再生エネルギー、精密加工、太陽電池、環境負荷低減技術など特有な技術が開発されてい

る。一方、航空機産業においても、引き続き CFD、複合材料、安全性向上技術、信頼性向

上技術、環境負荷低減技術等が開発されている。航空機産業の市場規模は必ずしも他産業

に比して大きくはないが、技術分野以外のマーケティング力、全機取り纏め力、効率的生

産力を技術力に加えて高めることにより、更なる航空機産業の発展が期待される。即ち２

１世紀の時代においては、航空機産業から機械工業への波及並びに機械工業から航空機産

業への波及を同時に見極め、その有効性が吟味され、波及方向が決まってくる。その為に

は、双方向波及の一層の進展を図ることに傾注すべきである。常時各種産業間で継続的な

新技術、マーケティング、アフターマーケティングを含めた事業ライフサイクル（事業企

画－フィージビリティースタディ－事業計画－開発・設計－材料調達－製造－組み立て－

検査－運転試験－輸送－納入－顧客運用－保守・整備－アフターサービス－リサイクル－

廃棄）にわたる全ての項目について相互の情報の共有とその適用が必要であり、同時に青

少年並びに若い技術者に夢を継続的に与えられるようなシステムも求められる。 
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８．韓国調査 
（詳細については APPENDIX-Ⅱ、海外調査（韓国）報告書を参照） 
 
８．１ 目的 

航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業に係わる、アジア・オセアニア地域調査とし

て、平成１５年は、韓国の航空機関連産業の調査を行い、同時に Info-Plaza Meeting に

参加すると共に、当地にて開催中の Air-show の視察調査を実施した。 
 
８．２ 調査団 
 平成１５年度 航空機等次世代国際共同開発基盤調査委員会 

 
・古賀 達蔵 同委員会委員長 
       通信放送機構 つくば情報通信研究開発支援センタ－長 
       元 筑波大学 構造工学系教授 
・村上  哲 同委員会委員、ワーキンググループ主査 
       宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部 新型航空機技術開発センター 

SST ユニットシステム概念チームリ－ダ－ 
・李家 賢一 同委員会委員 
       東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻 助教授 
・古屋 正宏 同委員会事務局員 
      （財）航空機国際共同開発促進基金 国際部 部長 

 
８．３ 調査期間 
 平成１５年１０月２７日～１１月５日 

 
８．４ 調査結果の概要 

航空機国際共同開発基盤調査事業に係わる、アジア・オセアニア地域調査として、 
Ｈ１5 年は、韓国の航空機関連産業の調査を行い、同時に釜山にて開催中の Airshow の視

察調査を行った。尚、今年は Info-Plaza Meeting が韓国主催で開催され IADF 委員会も

それに出席した。会議は中国 AVIC２から２名、マレーシア MiGHT から２名、主催国韓

国各機関から４名の出席 があり、我々基盤調査委員会から古賀委員長をはじめとして４

名が参加し、実りある会議だった。今回出張は標記の如く、基盤調査委員会の村上主査、

李家委員及び事務局／古屋の３名にて各機関訪問面談・視察などを行い、古賀委員長は、

Info-Plaza Meeting から出席頂いた。 
今回のアジア調査については、韓国 KAIA の Info-Plaza 会議開催への積極的な姿勢、並

びに韓国の訪問先アレンジ要請に対しての KAIA（韓国航空宇宙工業会）の積極的な対応、

準備により、誠にスムースに実施することができた。特に、Info-Plaza 会議に対しては、

KAIA内部にKorean Committeeを組織し、アジアメンバー各国への招待状送付を含め、

事前準備を実施してきており、いわゆるアジア各国間での協調についての関心の深さが窺

えた。 
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当初計画では、ソウル大学との訪問を予定していたが、突然のキャンセルがあり、実現

しなかった。結論的には、KAIA、KAI、Korea Lost-Wax 社、KARI、及び Korean Airline、
の５機関を訪問し、（工業会、航空関連企業３社、研究所）工場、実験・研究施設などにつ

いても視察することができた。更に、IHI ソウル事務所の清水所長、田中副所長と面談、

また IHI ソウル事務所長のアレンジにより JETRO ソウルの中村所長とも面談することが

できた。 
古賀委員長を除いて、他３名は韓国訪問が初めてであり、今回訪問地はソウル、Daejeon

（デジョン）釜山の３ヶ所にて、合計１０日間の滞在であったが、行き交う韓国の人々の

背格好、顔かたちは我々日本人と区別つけがたく、都市の喧騒、小高い山に囲まれた地方

都市の景色などを見ると日本のそれと殆ど変わらない。交通システムは、日本と反対で右

側通行であるが、面白いことに鉄道は日本と同じ左側走行であった。空港と都市を結ぶ高

速道路、都市間を結ぶ高速道路は、車線が日本より多く、車線巾はかなり広い、また鉄道

も広軌であり従って客車も広々としている。軍事的環境によるものかどうかは解らないが。

人口が 5000 万人弱（日本の半分弱）、ＧＤＰは世界 13 位（約５４兆円、日本の約 1/9）と

日本に比較して規模は小さいが、それなりに街路は清掃が行き届きタバコのポイ捨ての痕

跡は日本よりはるかに少ない。客人応対を含め国民の公共道徳心が窺える。一方約束した

時間、約束したスケジュールなどの遵守に関しては、少し弱いかなとの感触を持ったが、

余りにも短期間滞在なので、当たっていないかも知れない。 
今回限られた訪問先の企業、研究機関を見る限り各自が韓国のおかれた政治的、経済的

現状を直視しながら、粛々とより高い目標に向かって仕事をしている感じがする。1997
年のアジア経済危機において IMF に救済されたものの、僅か２年間程度で立ち直った韓

国の実績がその背景にありそうだ。引き替え、我が国の現状を振り返ると、失われた１０

年を過ぎて以来未だに不良債権未処理、財政赤字、税金の無駄使い、危機意識欠如など、

惨憺たる状態が続いている。また、最近の製造企業の工場火災・爆発事故などについては、

その危機管理の欠如（意識並びに、危機防止、危機勃発後の 対応処理）等による事件が

続発している。斯様な我が国の状況並びに競争力が落ちてきている現状をも認識しつつ改

めて我々一人一人が地道に地に足をしっかりとつけた行動をとる必要があるという感を深

くした。 
今回は、一昨年のマレーシア開催に引き続いて、韓国主催の Info-Plaza Meeting に出

席した。会議に対する韓国の取り組み姿勢は当初より非常に積極的であり、４ヶ月前に韓

国 Info-Plaza Meeting Committee を組織した。本 Committee はソウル大学/Lee 教授

を座長とし、Hanyang 大学/Cho 教授、KARI/Sung 博士、KAIA/Kim 常務理事らで構成

され、メンバー１０ヶ国に早々と招待状を出すなど準備体制は十分であったが、結論的に

は、日本（IADF 基盤調査委員会メンバー４名）、中国（AVICⅡから２名）、マレーシア

（MiGHT から２名）が出席し、４ヶ国、１３名の会議となった。この中で各国の航空機

産業・航空機技術の現状について紹介があり、更に今後の会議の継続の重要性が全会一致

で確認され、具体的に継続維持の方法についても議論がなされた。また参加各国それぞれ

がリーダーシップをとり継続運営することも確認した。昨年及び一昨年我々基盤調査委員

会がアジア調査で訪問した中国（AVICⅡ）をはじめ マレーシア（MiGHT）からの出席

をえて韓国が主催という、いわゆるアジアを代表する４ヶ国が一同に会すことができたこ
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とに対して出席者一同それなりの満足感が感じ取られると同時に基盤調査委員会によるア

ジア調査の継続必要性が改めて実感された。 
 韓国 Airshow は、その規模において、昨年視察の中国/珠海で開催の展示会に比して 1/3 
程度であり、多分に軍事色の強いものであった。英国、フランス、ロシアなどからは軍需

販売促進を目的にした政府機関の Booth もあり、堂々とサポートしていた。これは武器輸

出を禁じている我が国にとっては、誠に馴染めなく、また簡単に承伏でき得ない光景であ

る。今回、韓国にとっての目玉は、ロッキードマーチンとの共同で完成させた T-50 先進

ジェット練習機の実物展示であったと思う。韓国要人或いは軍関係者らが、Cockpit に座

す姿がしばらく続いていた。 
 今回、古賀委員長、村上主査、李家委員の皆様方には、各訪問先での Presentation、Speech、 
交流等に大いに務められ、活動頂いたことにたいして感謝致します。 
 叉この度の JETRO/ソウル、中村所長との面談をアレンジ頂いた IHI／ソウル事務所、

清水所長並びに同事務所の田中副所長からのご協力に対して本紙を借りて感謝する次第で

あります。 
以下、訪問先毎の調査概要を記す。 

 
８．４．１ IHI ソウル連絡事務所 

清水所長、田中副所長らと面談し、韓国における一般社会情勢、重工業ビジネスの動向

等についての現状につき聴取した。 
韓国経済は一時の IMF 管理下状況を、日本では真似できないトップダウンで大胆且つ

迅速に解決してしまう活力がある反面、技術力の蓄積とその応用実績の積み上げがまだ十

分ではないようだが、すぐ隣の中国の経済力並びに技術力をひしひしと感じながら、着実

に自己技術の進展を図っているものと窺える。サムソン電子の大型液晶技術は、世界の先

端に位置し、その生産量は NO．1 であることからしても、今後、経済力・技術力ともに

高まって行くであろう。韓国国民の外国関心度は、日本ではなく、アメリカ、中国に向い

ているようであり、日本にとって最も近い隣国から、魅力を感じさせることができるよう、

政治・経済・技術・文化交流を今後ますます盛んに行う必要があるものと考える。 
 
８．４．２ 日本貿易振興機構（JETRO）ソウル事務所 
 JETRO ソウル事務所、中村所長と面談し、韓国社会、政治、経済等事項に関して総括

的な現状につき聴取することができた。 
 韓国データから判るように、人口は日本の４０％、面積は２６％、国民総生産は１１％

の規模と決して大きくないものであり、周辺を中国、ロシア、北朝鮮に、更に海を隔てて

日本に囲まれ、歴史的にも決して容易でない状況に晒されてきているが、科学技術のある

分野での（液晶など）生産高は世界 NO.１の地位を占めているものもあり、韓国国民一人

一人が、先進国到達への目標に向かい、粛々と、成すべきことを確実に実施しているよう

にみてとれる。経済改革、構造改革の迅速性、大胆なる断行等については、日本も学ぶと

ころが多いのではないか。 
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８．４．３ 韓国航空宇宙産業振興協会（KAIA） 
KAIA は、今回 IADF Study Committee による韓国調査の訪問先アレンジメントを

全て準備してくれ、さらに Info-Plaza Meeting を主催した機関である。Korean 
Air-show の開催主担当の部署でもあり、かくも多忙の状況下でもあり、全体日程の相互確

認、並びに、KAIA の概要につき資料を用いて説明を受けた。当方からも、OHP にて、IADF
基盤調査委員会の概要につき説明した。当機関は 1992 年 9 月 5 日設立 （韓国商工エネ

ルギー省の交付金で設立）され、会員企業数は３９社と名誉会員の１０社から構成される。 
KAIA 組織は、頭に理事会、評議委員会があり、会長をトップに、企画・総務部、国際

部からなっている。総勢２０数名の陣容で、機体・エンジン・補機器・アビオニクス・宇

宙機器等の企画、ポリシーづくりを企画・総務部で担当、貿易・国際共同・技術共同・情

報収集などを国際部で担当している。日本の SJAC に相当するような機関である。 
２００２年に於ける韓国航空宇宙工業の総生産売上げは、輸入をも含め 2,743Mil＄であ

り、同年の従業員数は 10,736 人となっている。 
 
８．４．４ 韓国航空宇宙産業株式会社（KAI） 
 1999 年 10 月 1 日設立され、比較的新しい企業で、韓国で航空機全機を製造する唯一の

会社である。大宇重工（28%）、三星工業（28%）、現代自動車（28%）の出資構成で、韓

国政府がコントロールするのではなく、あくまでも民間会社との説明であった。 
製品としては T-50、KT-1 初等練習機、KF-16、韓国陸軍用 UAV、民間機部品、衛星

KOMPSAT2 開発などで主要顧客は韓国軍関係で売上げの 80%を占める。事業所はソウル

(本社)、Sachon に 2 工場、Changwon に１工場、Daejon（大田）に衛星関係の１工場、

計 4 工場で 
年間売上げは約 9500 億ウォン（約 950 億円）、利益 160 億ウォン（2002 年）。従業員は

約 3200 人、内技術者は 1000 人とのこと。 
KAIA と KAI の違いについて、KAIA は non-profit-organization、KAI は利益をあげる

ことが目的の企業、ただし KAIA の chairman は KAI の社長（陸軍を引退した）が兼任し

ているとのことであった。 
韓国は戦闘機を輸出できないとのこと。このために T-50 は練習機となったが、将来的

には戦闘機を自主開発することに興味を持っているように感じられた。民間機について、

韓国単独では民間機開発は無理であることを認識しており（国内需要が日本同様に少ない

ことを理由としてあげていた）、地域性からみて日本、中国との共同開発に興味を持ってい

る。今まで軍事が主体であったが、これからは民需へ shift していきたいという会社の方

向性があるようだ。 
 
８．４．５ 韓国ロストワックス株式会社 

1979 年 3 月 10 日設立、長岡市にある林ロストワックスとの合弁会社として設立、現在

は合弁が解消され、張社長が 100%share を有する。製品は精密鋳造一般部品、航空機

/IGT(産業用ガスタービン)部品等で、製造技術的には大気鋳造技術、真空鋳造技術（多結

晶、Ceramic Core）等を有する。 
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主たる顧客は国内では KAI、空軍、現在、三星等、航空以外は発電機、ガスタービン用

品などであり、海外としては P&W、GE、Goodrich System（Airbus 用）、日本のヤマハ、

大同特殊鋼等、他数社等がある。ソウル事務所以外に３工場を事業所と共に有する。 
年間売上げは＄１１．８M (2002)で、精密鋳造では韓国 No.1 の企業。従業員は 207 名

（116 人製造、技術者 45 名）とのこと。会社の出席者全員日本語を理解、面談はすべて日

本語で行われた。社長は今後は日韓中が航空分野で連携しないといけないと力説されてい

た。 
 
８．４．６ Korea Aerospace Research Institute（KARI） 

1989年 10月に”Korea Institute of Machinery & Materials”の一部として設立後、

1996 年 11 月独立して現在の KARI が設立された。予算規模は約 130 百万＄（約 160 億円）

で、このうち約 20 百万＄（約 24 億円）が航空関係の予算。全予算の８％が政府（総理府）

からで、残りの 92%は政府（科学技術省 MOST、商業貿易産業省 MCTI、運輸省 MOT）
の競争的資金から獲得している。公的研究機関ではあるが国家行政機関ではなく日本の

JAXA と同様に独立した法人である。約 500 人の職員と約 120 人の契約職員。このうち、

約 450 人が研究者。航空技術関係の研究者は約 120 人で研究者の平均年齢は 37 才とのこ

と。 
事業内容は JAXA とほぼ同様で、航空宇宙技術の研究開発から宇宙開発まで実施。韓国

における JAXA である。航空関係では航空機の耐空性検査などの認証のための検査も行っ

ているところが JAXA との大きな違いである（Authorization は運輸省にあり）。航空関係

での防衛技術との関連では基本的に JAXA と同様に民間技術であって、専ら軍事技術に関

する研究は行えない。軍事に関わる研究は日本と同様にそれ専門の組織（ADD）が行って

いる。 
国際共同に関しては、人工衛星関係ではイスラエルやフランスなどと、また航空関係で

はフランス、英国など（日本 NAL ともあり）と共同研究がなされているとのこと。日本

との共同研究開発の推進や日本主導での民間航空機開発に関する発言もあった。要素技術

やシステム技術など高いレベルにあり、日本の航空技術や航空機開発において韓国との共

同を大いに視野に入れて行うべきではないかと思料する。 
特にＵＡＶにはかなり力を入れている模様で、ＵＡＶをキーワードに先進技術（MEMS

や Nano-tech.等を使った Smart Tech.）の研究を展開しつつあり、日本においてもこの分

野における航空先進技術への取り組みをこれまで以上に展開していく必要性を感じる。 
 
８．４．７ Korean Air Aerospace Business Division 

Korea Air Line(KAL)の Aerospace Division は 1976 年に設立。1970 年代の朴大統

領の自律的な防衛能力の確保の方針から、当時唯一の航空機に関する事業（運航・整備）

を行っていた KAL が他のカスタマー（含：米軍）の MRO と製造の事業にも乗り出した

もの。 
KAL は運航部門、整備部門及び当該製造部門で構成。整備部門は自社機体の整備を行い、

当該製造部門では自社以外のカスタマーの機体整備と製造を実施、プサンのキムハエ空港

に隣接し、デジョンの技術開発部門も含めて約 2,000 人の従業員である。人員規模では
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KAI(Korea Aerospace Industry)の約 2/3 であるが、経営基盤では KAI を凌ぎ、韓国航空

宇宙産業の中核（Vice President 談）。KAI が財政問題から政府からの投資を受けている

のに対して、KAL は政府からの投資は全くなく極めて健全な状態とのことであった。KAL
全体の売上げのうち当部門は約 10％で、約 190 百万 US＄（2002 年）である。 

軍関係では米軍の航空機整備（アジアで最大規模）とともに、自国軍向けのヘリや機体

の製造・整備も行っている。民間部門ではボーイング、エアバス及びエンブラエルの機体

部分構造製造をオフセットプログラムで実施している。 
軍用機の製造工場は視察出来ないので不明であるが、民間機の製造工場を見る限り、整

備ハンガーを除けば生産ラインは日本の企業に比べてやや窮屈な感じを受けた。胴体パネ

ルなどが一般通路を塞ぐ状態であったり、工場の出口付近で部品チェックをしていたりと

いう状況。しかし、工場は全体的に活気があった。 
KAL も含めて韓国の航空機産業は軍事中心で、民間部門の拡大はこれからというところ。

また、日本と異なり武器輸出制限がなく、KT-1 練習機はインドネシア空軍に輸出されて

いるおり、日本に比べて航空機産業としては有利な面がある。 
 
８．４．８ Info-Plaza Meeting 

一昨年のマレーシアに引き続き、韓国主催（KAIA）で Info-Plaza Meeting が開催さ

れ KAIA は、開催４ヶ月前から早々と韓国航空機関連機関から構成される韓国４人委員会

なるものを組織し、（上記項目（３）記載の面々）当会議の準備を進めていた。結果、韓国、

中国、マレーシア、日本の４ヶ国、１３名の参加を得て、充実した会議となった。Air-show
の最中、その中心的役割を担っていた韓国 KAIA が、超多忙にも関わらず、基盤調査委員

会メンバーの韓国航空機関連機関訪問のアレンジメントをも含め、Info-Plaza 会議を主

催・実行頂いたことに対して、心から敬意を表し、感謝申しあげたい。 
会議は、冒頭に KAIA の Kim 副理事長の挨拶にはじまり、当会議の座長であるソウル

国立大学の機械航空工学部長の Dong-Ho Lee 教授の挨拶に引き続き、参加各位の自己紹

介、参加人の属する、航空機関連機関の概要説明並びに、航空機産業の概観について説明

がなされ、更に自由討議が行われた。昼食を挟んで合計約６時間程の会議であったが、参

加メンバーも自由に発言し、Info-Plaza Meeting の今後のあり方、進め方、継続維持の

手法などについても話し合われ今後とも Info-Plaza Meeting を継続させる意義・必要性

を十分に納得・確認することができた。惜しむらくは、各国航空機産業、参加各機関の説

明にかなり時間が費やされ（勿論これが無くても良いわけではないが）、自由討議の時間を

十分取ることができたかどうか心もとない感がするが、次回からは、あと３時間程度延長

することで全体を計画することが望ましいと考える。 
 
８．４．９ Korea Air Show 2003、視察・調査 

略称はコリア航空ショーであるが、正式には「韓国航空宇宙及び防衛産業展示会」と称

され、２年に１回開催されている。初回が１９９６年で今回は４回目の開催である。前回

まではソウルで行われていたが今年は釜山に最近建設された、釜山展示コンベンションセ 
ンター（BEXCO）にて実施された。共同大会名誉会長の国務総理のもとに産業資源部長

官並びに国防部長官らが共同大会長となっており、主催は韓国航空宇宙産業振興協会
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（KAIA）、韓国防衛産業振興会（KDIA）、及び大韓貿易投資振興公社（KOTRA）からな

る。開催期間は１１月４日（火）～１１月９日（日）の６日間である。プログラムは展示

会、セミナー、デモンストレーション・アクロバット飛行等から構成されていた。 
大小取り混ぜ全世界２５ヶ国３００社の参加し、航空宇宙及び防衛産業の最先端の技術

と装備等の展示があるとの前評判であった。T-50 Supersonic advanced trainer 実物

展示をはじめとして、通信装備、ミサイル、レーダ、シミュレーター、エンジン、空港設

備さらに武器等の展示があった。デモンストレーション飛行も、軍関連、民間など多彩で

あった。韓国国内の大小航空機、武器関連企業の展示のなかでは、特に Rotem の戦車・装

甲車などの実物が我々にとっては目新しく、滅多に間近で見ることのできないようなもの

ばかりであったのが印象的だ。  
アメリカ関連では、Boeing が B-7E7 の模型展示、GE のエンジンパネル展示ブース、

武器関連では Raytheon が大きな展示をしていた。イスラエルから１０社以上の武器関連

ブースが見られた。その他 Bombardier、Turbomeca、Pratt & Whitney、Northrop 
Grumman、Rockwell Collins、などの常連展示があったが、Airbus の展示は無かった。

CATIC が中国を代表してブースをだしていた。（China National Aero-Technology Import 
& Export Corporation, AVICⅠと AVICⅡが５０％ずつ Own） 

展示はその規模において、昨年視察の中国/珠海で開催の展示会に比して 1/3程度であり、

多分に軍事色の強いものであった。英国、フランス、ロシアなどからは軍需品販売促進を

目的にした政府関連機関のブースもあり、堂々とサポートしていた。武器輸出を禁じてい

る我が国にとっては誠に馴染めなく、また簡単に承伏でき得ない光景である。今回の韓国

の目玉はロッキードマーチンとの共同で完成させた T-50 先進ジェット練習機の実物展示

であった。韓国要人或いは軍関係者らがコクピットに座る姿が目に付いた。 
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９．まとめと考察、今後の展望 
 
 以上、各章で、航空機国際共同開発に関連する環境基盤の整備について、国内外の現状

の調査及び分析を行い、検討すべき課題や今後のあり方について述べてきた。ここでは、

調査・分析を総括し、それを踏まえた今後の展望をまとめた。 
 
９．１ 調査活動のまとめ 
９．１．１ 概要 
 本調査活動は第１章で述べた通り、平成 12 年度から本年度（平成 15 年度）の４ヶ年に

わたり、航空機国際共同開発の促進を支援する環境基盤の構築のための調査・検討を行っ

てきた。その環境基盤として、技術や人材といった創造資源の有効活用の環境基盤、法制

度等の航空機産業のビジネス拡大を支援する環境基盤及び国家的戦略や政策など国際共同

開発の推進に関連する環境基盤の３つの視点から、それら国内外の現状調査と分析を行い、

係る環境基盤の構築のための方策や今後のあり方について考察した。 
 
９．１．２ 創造資源の有効活用のための環境基盤の調査 
 第２章において、我が国の人材・技術等創造資源を有効に活用して研究開発活動を活性

化することが、我が国航空機工業の発展、さらには国際共同研究・開発の促進に繋がると

いう視点から、我が国の航空関係機関の連携について、その現状分析を行った。その現状

分析から、 
① 技術情報流通・人材交流の促進 
② 産学官３者参画の研究プログラム促進 
③ 人材教育における産学連携の強化 

の３点が創造資源を有効活用するための環境基盤に求められることが抽出された。 
 技術情報流通では、特に航空機・エンジン製造に関連する機関とこれを運用する機関（エ

アライン）との間に十分な情報交流の場がないことが指摘され、そのために学協会等の活

用した情報流通促進が有効と考えられた。また、産学官・研究機関間の連携においては各

界における研究開発に対する価値観の相違や成果の帰属問題等の課題を克服し、大学や公

的研究機関における技術成果や研究開発機能を産業界が有効に活用するために、大学等に

おける TLO 等産学連携組織の積極的活用や技術情報検索システムの構築が求められ事が

指摘された。人材交流や人的ネットワーク構築は産学官連携に不可欠であるが、我が国の

社会文化等の影響もあって特に航空分野においては人材の流動性が少ない現状が認識され

た。人材の流動性を高めることが産学官・研究機関間の連携に効果的である一方、社会文

化や社会構造、技術者や研究者の位置付けなど、欧米と異なる環境にある我が国において

はこれらを踏まえた人材交流促進のための人事交流制度が求められ、期限付きを前提とし

た産学官・研究機関間の人事交流制度が第１段階として適切と考えられた。 
 技術情報流通や人材交流で効果的と考えられる産学官３者参画の研究プログラムについ

ては欧米における現状調査結果から、我が国の航空分野においては国が推進する研究開発

プログラムへの大学の参画が少ないことが明らかになった。これには制度上の問題もさる

ことながら、航空分野における研究開発プログラムのコーディネータの不在が要因として
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抽出され、公的研究機関がその役割を果たすことが適切であると考えられた。 
 人材教育のうち、学生教育については理論面と航空機実機に関する実用面の両面につい

てバランスのとれた教育が必要であることが指摘され、大学だけでなく企業側からの大学

への情報提供や意見具申、また人材交流が有効であると考えられた。一方、企業における

若手技術者教育については欧米では大学が生涯教育として実施している例もみられ、我が

国においてもすでに一部実施されている学会等の講習会等に加えて大学における生涯教育

について検討する必要性が指摘された。 
 
９．１．３ 航空機産業のビジネス発展のための環境基盤の調査 
（１）航空機産業に関連する法制度 
 航空機産業ビジネス発展のための環境基盤のひとつとして、第３章において航空機関連

ビジネスに関係する法制度等を取り上げ、その調査及び分析を実施した。この調査・分析

を踏まえて、我が国における法制度（航空機製造事業法と航空法）について、今後の検討

を要する点を抽出した。 
 航空機製造事業法についてはその制定から半世紀にわたって「航空機の製造事業の濫立

を防止し、企業の安定した発展をはかる」という基本理念が維持されてきたが、以下のよ

うな点は同法の制定時の社会・事業環境と比較するとかなりの変化があると考えられ、今

後の検討課題となり得るとされた。 
・ 許認可性 
・ 工場毎の許認可と特定設備の保有義務 
・ 許可対象は部品ではなく、ある特定の纏まりとして定義 
・ 防衛庁関係の製造と経済産業省の事業許可の関係 
・ 航空局の修理認可と経済産業省の事業許可の関係 
・ 海外法規との関係 

 一方、航空機製造産業界と国土交通省航空局との間で技術的論証を行って航空局の承認

を得て独自技術を開発する機会がほとんどなかったこと、世界でトップレベルの安全性・

信頼性を維持している我が国航空会社が使用機材の製造元である欧米の企業との間での技

術情報交換で十分な環境におかれていること、我が国が国際市場に独自の航空機を投入す

る場合には航空局のみならず米国連邦航空局の承認が必要であること、などが現状分析さ

れた。この分析結果から、航空法及びこれに関連する政策上の検討すべき課題として、以

下の点が指摘された。 
・ 航空局が独自に技術審査できる体制つくり 
・ 欧米との間での航空法規・諸制度の互認協定の締結 

（２）航空機産業をとりまくビジネス環境 
 我が国の航空機産業のビジネス拡大のための方策を検討するために、第４章において航

空機産業に関連する国際的な企業活動、圧倒的多数を占める第２階層・第３階層並びに裾

野産業分野の実体、及び我が国航空機産業の事業プロセスの課題について調査し、その分

析を行った。この調査・分析から、我が国航空機産業の世界における位置付けを欧・米・

アジア諸国・日本の４者の相関関係を整理するとともに、いわゆるサプライヤーチェーン

で求められる姿、現在国際共同開発の主要な相手先である欧州と米国とのビジネス関係に
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ついて整理した。これら調査・分析から、以下の点があきらかとなった。 
・ 世界的には成熟産業と呼ばれる航空機産業も、実体は「Half Full/Half Empty」的

階層（すなわち、リードする側とそうでない側との発展レベル格差） 
・ 我が国の立場は欧米に追いつく関係とアジア諸国との関係構築に進む状況 
・ 欧米主要企業と言えど単独でのプロジェクトは困難（巨額の開発費） 
・ 欧米主要企業の姿勢の変化（個別調達から第１階層相手のみへ） 
・ 多様化、複雑化するサプライチェーン競争 

 これらの調査・分析を踏まえ、我が国航空機産業が欧米と対等な立場でビジネスを展開

するために克服していくべき課題として、以下の点が挙げられた。 
・ 世界市場から日本製の航空機・エンジンに対する信頼感の獲得 
・ 未経験領域に対する使用実績の蓄積 
・ 認証体制の整備充実 
・ 開発資金と回収期間の克服 
・ 革新的技術の開発 

（３）航空機産業のビジネス発展のための考察 
 第４章では上記のビジネス環境の調査・分析に加えて、我が国の航空機産業がそのビジ

ネスを拡大していく方向性として、アフターマーケットビジネスへの参画と国際共同開発

への高次参入について調査・分析を行い、我が国の航空機ビジネスを拡大していくシナリ

オ上での留意点を整理した。 
 欧米製の航空機・エンジンに対してアフターマーケットビジネスに進出することで、我

が国航空機産業が抱える課題の多くを克服できる可能性を秘めている一方、これを実現す

るために必要な認証体制の構築等環境基盤については本項（１）で述べた通り必ずしも満

足していない状況である。また、現在、欧米企業との共同開発や部品生産を行っている我

が国航空機製造企業にとって、それらとの友好関係を維持・発展させるという点から、そ

のようなアフターマーケットビジネスに参入することに否定的にならざるを得ないことも

指摘された。しかしながら、航空機・エンジン市場が欧米２極化で寡占状態にあるなかで、

このようなビジネスへの新たな展開は認証制度や政策等そのための環境基盤構築が不可欠

であるものの、我が国航空機ビジネスへの発展の方策のひとつとして考えるべきであると

考察された。 
 平成１３年から開始された「環境適応型小型航空機研究開発」や「環境適応型小型エン

ジン研究開発」においてこれまでとは異なるユーザーオリエンテッドな視点を前面におく

など、商品として売れることを念頭においた取り組みがなされつつある。こうした動き、

また我が国の航空機産業の国際共同開発におけるさらなる発展ということから、我が国が

主導する国際共同開発ということも考える時期に来ていると分析された。しかし、日本と

いうブランドを維持しての顧客サポート等、今後に残された課題は多くある。また、現在

の国際共同開発は未だその投資回収期にあり、そこに軸足を据えておくことも必要である

ことが指摘された。 
 以上の調査・分析を踏まえて、我が国が航空機ビジネス拡大のシナリオの検討において

留意すべき点として以下が挙げられた。 
・ アフターマーケットを利用してエアラインニーズを把握するとともに開発財源を
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確保し、新技術の適用評価おこない実績を蓄積していくこと。 
・ ただし、新規開発プロジェクトにおいて着実に参画シェアを伸ばしつつ、修理事

業を含むアフターマーケット事業も展開していくという両面作戦がより効果的で

あること。 
・ 「環境適応型小型航空機研究開発」や「環境適応型小型エンジン研究開発」にお

いて、日本が主管メーカとしてエアラインのニーズを的確に把握しつつ主導的に

エンジンを開発することを目指し、これらのビジネスの全体構造を考えていく中

で、当然アフターマーケット事業も視野において、今後具体的なビジネスモデル

に展開することが必要であること。 
・ 上に述べた活動の状況に応じて産官が連携をとれる体制を構築し、日本国内の審

査体制の強化を図ることが必要であること。 
 
９．１．４ 国際共同開発の推進のための環境基盤の調査 
 我が国が国際共同開発において航空機産業をさらに発展させていくための環境基盤とな

るものとして、航空機産業に係る戦略・政策及びアジア諸国との関係を取り上げ、第５章

において国際共同開発推進の戦略と政策について欧米における航空機産業の戦略・政策を

我が国における政策を調査するとともに、これからの国際共同開発の在り方について考察

を行った。さらに第６章において我が国のアジア域における活動やアジア諸国の航空機産

業の動向等を調査し、今後のアジア諸国との連携について考察した。 
（１）航空機産業に関連する戦略・政策 
 欧米とも 2002 年に相次いで航空機産業に対する長期ビジョンを策定し、そのなかで何

れも航空宇宙産業を基幹産業・国土防衛のための戦略産業と明確に位置付け、２１世紀に

もその世界的主導性を如何に確保するかに眼目とおいている。一方、我が国においては欧

米と同様「航空機産業の国際競争力の強化」を掲げつつも、より近未来への具体的対処方

法的施策を展開している。基本的に中核的要素技術力保持から、完成機開発能力獲得と国

際共同開発参画を狙いとしており、「自主性」と「国際協調」の２つの要素が追求されてい

る。アジア諸国においても航空機産業を将来の基幹産業のひとつとして位置付け、国際的

な交渉においても多くが政府・行政が主導的役割を果たしている。 
（２）国際共同開発推進についての考察 
 このような国家レベルでの航空機産業に関する環境を踏まえ、我が国がこれまで経験の

ない「日本が主管する国際共同開発」についてその在り方を以下の通り考察した。 
・ 国際共同開発の目的として、我が国が弱いとされるプロダクトサポート体制の支

援を目的とする場合と開発コスト削減を目的とする場合の２つが想定される。 
・ プロダクトサポート体制支援を目的とする場合には、競合する機種・エンジンを

相手先が保有していないことが条件となる。 
・ 開発コスト削減を目的とする場合には、安い労働力の活用と相手先のとの利害関

係とバランスする条件の提示が必要となる。 
・ 我が国が主管する国際共同開発を考える場合には第１にその目的を明確化するこ

とが必要である。 
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（３）アジア域の重要性についての考察 
 航空機市場としてのアジア域のポテンシャルやアジア諸国の航空機産業のための取り組

み強化などから、アジア域の航空機産業の重要性は近年ますます高くなっている。さらに

我が国航空機産業をとりまく環境・ビジネス拡大などを考慮すれば、我が国にとってアジ

ア域の重要性はさらに高いものと考察された。欧米企業はアジア諸国の航空機産業との長

年の協力関係をもっており、我が国もこれまでアジア域における様々な活動を実施してき

た。しかしながら、具体的な航空機開発プログラムがこれまでほとんどない我が国におい

てはアジア諸国との協力関係を産業レベルで構築されているとは言えない。このようなこ

とから、今後の国際共同開発なども視野に入れつつ、産業レベルでの連携を組むための検

討を行う必要があると指摘された。また、同時に、これまでも行われてきた研究・教育・

人的交流といった環境基盤レベルでの連携をより拡大し、これと産業レベルでの連携とを

両輪にして、今後ともアジア域との連携・協力を推進していくことが必要であると考察さ

れた。 
 
９．２ 今後の展開に向けて 
 以上の調査・分析及び考察を踏まえて、国際共同開発の促進・発展に向けて環境基盤と

いった視点から今後展開していくべき点をまとめる。 
 
９．２．１ 創造資源の有効活用のために 
 我が国の創造資源（技術と人材）を有効に活用するためには、産学官・公的研究機関間

の連携強化は不可欠であるとの結論を得た。その上で、具体的方策を検討し、以下に示す

方策を本委員会は提案する。これらを実施するには産業界、大学や学協会、公的研究機関、

関連する省庁等行政府の取り組みが不可欠である。これら全てを実施することは困難であ

るにしても、着手し得るところからでも着実に実行に移すことが重要であると考える。特

に、産学官３者が参画する研究プログラムの促進は技術情報流通・人材交流さらには人材

教育といった点でも特に意義深いと考える。 
（１） 技術情報流通・人材交流の促進 

・ 学協会の活用：技術情報交流委員会の設置、会誌等の活用、フォーラム等の企画 
・ TLO 等産学連携組織の積極的活用 
・ 産学官の人事交流制度の整備 
・ 技術情報検索システムの構築 

（２） 産学官３者参画の研究プログラム促進 
・ 航空技術研究グラントの創設 
・ 大型研究開発プログラムにおける大学参画のための制度 
・ 産学官共同研究に係る税優遇制度 

（３） 人材教育における産学連携強化 
・ 学生教育における企業との連携 
・ 技術者生涯教育プログラムの拡充 
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９．２．２ 航空機産業ビジネス拡大と国際共同開発の発展のために 
 航空機産業ビジネスの拡大のため、欧米との国際共同開発における新規開発プロジェク

トで着実に参画シェアを伸ばしつつ、修理事業を含むアフターマーケット事業も展開して

いくことがひとつのビジネスシナリオとして考えられることを本委員会では示した。特に

アフターマーケットビジネスへの展開が我が国の航空機産業が抱える課題の多くを克服で

きる可能性を示した。このビジネスシナリオは、「欧米企業との国際共同開発へのイコール

パートナーとしての参画を目指すことと、国産機・エンジンの開発を目指すことの双方を

見据えて技術を発展させ、最終的には日本主導の国際共同開発プログラムを実現していく」

といった考え方を基本としている。一方で、こうしたビジネスシナリオに沿って航空機産

業のビジネス拡大を行うためには現在ある様々な法制度等航空機産業をとりまく環境基盤

において、今後検討を要する可能性がある課題や克服しなければならない課題があること

も示した。こうした課題には、上記のビジネスシナリオのみならず、航空機産業の発展に

とっても、検討・克服することが望ましいものも少なくない。変革を要するならば躊躇無

く改める努力を航空関係諸機関は行うべきである。ビジネスシナリオは世界の動向等に応

じて見直すことも必要である一方、長期的な視野にたった視点も必要である。幅広い視点・

長期的な視点に立ったビジネスシナリオやビジネスモデルを構築する作業を諸機関が連携

して構築していくことが求められよう。 
 今後の国際共同開発の在り方として本調査委員会では「日本が主管する国際共同開発」

の場合には、国際共同開発を行う目的を明確化してその目的に応じて国際共同開発の形態

や相手先が変わることを示した。これまでの国際共同開発の相手先は専ら欧米企業であっ

たが、今後は国際共同開発の面でもアジア域の航空機産業の重要性が高まると考えられる。

このため、これまで人的ネットワークの構築や研究・教育面での連携等、IADF や学協会

が進めてきた基盤的活動に加えて、アジア諸国間の相互利益を明確にしてアジア域におけ

る航空機開発の連携の検討に着手する時期に来ていると思われる。今後とも環境基盤（人

的交流、研究・教育）における連携を拡大していく活動を積極的に進めるとともに、航空

機産業レベルでの連携が展開されていくことを期待する。 
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１０．おわりに 
 
 我が国の航空機産業を発展させるべく、国際共同研究・開発を促進する諸基盤の中で、

人、技術、情報等の資源をより有機的に結合し、より高度な資源の創出、及び有効な活用

を図り、国際共同開発開発をより効果的に推進するためのあるべき基盤構築に向けて平成

１２年度より調査事業を実施してきた。本年度は当事業４年目の最終年度にあたる。 
 
＊ 初年度は、国際共同開発推進に関わる基本調査として現状分析、課題の整理と分析、

あるべき姿・取り組み姿勢の調査・検討並びに海外における基盤の実体、人的交流・

情報交流活動の調査等について実施した。 
 
＊ ２年目においては産・学・研・運航会社等において、航空機技術関連分野が統合的

に情報交換を行うスキームのあり方について調査・検討を行い、国際貢献の一環と

してアジア域に注目し、アジア諸国への貢献、国際的人材交流のあり方及び国際共

同研究のあり方につき調査・検討を実施した。 
 
＊ ３年目において前年度の調査検討を深化させた。その結果、具体的な課題が浮き彫

りにされた。 
 
＊ ４年目には、航空機産業の発展に係る産・学・研・官・エアラインの連携、情報交

換、人的交流を既存の基盤を効果的に活用のための方策提言、我が国の航空機関連

ビジネスの発展に関わる官と法制度のあり方、我が国の航空機産業の自主性、独立

性を維持しながら一層のビジネス拡大のための検討、海外の航空機政策・大方針の

実態調査に照らして、我が国の政策・方針のあるべき姿の検証、アジア地域の重要

性再分析、アジア調査並びに Info-Plaza Meeting の継続と充実化、及び両者の成

果の分析と今後のあり方、我が国の航空機工業と機械工業全体の発展とその関わり

方等の項目について調査・検討を行った。 
 
特に最終年度は極力具体的に提言出来る方向で調査・検討を行った結果、広範で詳細、

且つ具体的な改善すべき項目の方策、新たな課題の解決すべき項目の指摘などについて、

提言を含め、纏めることが出来た。これはまさにワーキンググループ委員並びに本委員会

委員各位の真摯で且つ飽くなき追究心を持った調査・議論・検討の賜であり、その尽力に

心から感謝を表します。 
 
 航空機産業は、事業企画－ﾌｨｰｼﾞﾋﾞﾘﾃｨｽﾀﾃﾞｨ－事業計画－開発・設計－材料調達－製造－

組み立て・試験検査－型式承認－輸送・納入－顧客運用・保守整備－使用後処理（含む、

リサイクル、リユース）等の一連の事業サイクルを経て、アフターマーケット、並びに新

規マーケットにフィードバックされ、更に、国内外の複雑に入り組んだ各機関、各産業間

の協力・連携、各国の方針・政策を経て後、新たな事業展開のスタート地点に至る広範な

サイクルで形成されている。今日までの調査事業は大略このサイクルのうち国内連携・国
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[略語説明] 
 
AA : American Airline 
ACAP ：ASEAN (ASIA) Commuter Airplane（Program） 
ADD  : Agency Defense Development 
AECMA ：European Aerospace Manufacturers Association、欧州航空宇宙工業会連合 
ANPC ：Asia Network of Major Cities、アジア大都市ネットワーク 
AS ：Aerospace Standard 
ASEAN ：Association of Southeast Asian Nations、東南アジア諸国連合 
ATM ：Air Traffic Management、航行管制方式 
AVICⅡ ：China Aviation Industry Corporation Ⅱ、中国航空工業第２集団公司 
BEXCO ：Busan Exhibition ＆ Convention Center 
CARAC  : Canadian Aviation Regulation Advisory Council 
CARs  : Canadian Aviation Regulations 
CATIA ：Computer-Aided Three-Dimensional Interactive Application三次元ﾜｰｸステーション 
CFD ：Computational Fluid Dynamics、（数値）計算流体力学 
CFM International ：米国GE 社と仏国SNECMA社による航空機エンジンの合弁会社 
COE  : Center of Excellence 
DAC  : Civil Aviation Department 
DAL : Delta Airline 
DAR : Designated Airworthiness Representative 
DARPA  : Defense Advanced Research Projects Agency 
DER : Designated Engineering Representative 
DMIR : Designated Manufacturing Inspection Representative 
DOA  : Design Organization Approval 
DOC  : Direct Operating Cost 
DOD  : Department of Defense 
DOT  : U.S. Department of Transportation 
EEFAE  : Efficient and Environmentally Friendly Aero Engine 
FAA : Federal Aviation Administration 
FADEC ：Full-Authority Digital Engine Control、全権能デジタルエンジン制御 
FAR : Federal Aviation Regulation 
FDR  : Flight Data Recorder 
GDP ：Gross Domestic Product、国内総生産 
GEAE  : General Electric Aircraft Engines 
HP  : High Pressure 
IADF ：International Aircraft Development Fund、（財）航空機国際共同開発促進基 
IAE ：International Aero Engine エンジン会社名1984年設立の5カ国7社からなる国際合弁企業 
ICA  : Civil Aviation Instruction 
ICAO : International Civil Aviation Organization 
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IGT ：Industrial Gas Turbine、産業用ガスタービン 
IGTC’03 Tokyo  : International Gas Turbine Congress 2003 Tokyo  
IHI ：Ishikawajima Harima Heavy Industries Co., Ltd. 石川島播磨重工業（株） 
IHPTET  : Integrated High Performance Turbine Engine Technology 
IMF ：International Monetary Fund、国際通貨基金  
IT ：Information Technology、情報技術 
JAA : Joint Aviation Authority 
JAR : Joint Aviation Requirement 
JAXA ：Japan Aerospace Exploration Agency、宇宙航空研究開発機構 
JCAB : Japan Civil Aviation Bureau 
JETRO ：Japan External Trade Organization、日本貿易振興機構 
KAI ：Korea Aerospace Industries、LTD. 韓国航空宇宙産業株式会社 
KAIA ：Korea Aerospace Industries Association、韓国航空宇宙産業振興協会 
KAL ：Korean Airline、大韓航空 
KMH ：Korea Multi-Purpose Helicopter 
KSAS ：The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 
LNG ：Liquefied Natural Gas、液化天然ガス 
LP  : Low Pressure 
MCPH : Maintenance Cost Per Hour 
MiGHT ：Malaysian Industry－Government Group for High Technology 
MIL-HDBK : Military Handbook 
MIL SPEC : Military Specification 
MIL STD : Military Standard 
MIT  : Massachusetts Institute of Technology 
MOD  : Ministry of Defense 
MOST  : Ministry of Science and Technology 
MR : Maintenance Requirement 
MRI ：Mitsubishi Research Institute､三菱総合研究所 
MRO ：Maintenance Repair Overhaul､ 整備修理ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ事業 
OECD ：Organization for Economic Cooperation and Development、経済協力開発機構 
OEM ：Original Equipment Manufacturer､最終製品メーカー､相手先商標製品 
OHP ：Overhead Projector 
PBTH : Powered By The Hour 
PC : Production Certification 
PMA : Parts Manufacturer Approval 
POA  : Production Organization Approval 
POSCO ：韓国、浦項製鉄株式会社 
QAT  : Quiet Aircraft Technology 
QSP  : Quiet Supersonic Platform 
R&D ：Research and Development 
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RSP ：Risk (& Revenue) Sharing Partnershipリスク(及び収入)分担パートナー 
SI ：System Integrator､システムとして纏め上げる能力〔のある者〕 
SJAC ：The Society of Japanese Aerospace Companies ､〔社〕日本航空宇宙工業会 
TLO  : Technology Licensing Organization 
UAL : United Airline 
UAV  : Unmanned Aerial Vehicle 
UEET  : Ultra-Efficient Engine Technology 
VAATE  : Versatile, Affordable, Advanced Turbine Engines 
WTT ：Working Together Team 
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際連携に関わる事項、アフターマーケットビジネスに関わる事項、航空機産業と機械工業

など他産業との連携に関わる事項の一部について調査・検討がなされてきた。今後２１世

紀初頭の世界は、その社会、経済、科学技術、巨大化且つ瞬時化された情報、等において

複雑化、グローバル化が亢進し、IT 技術をはじめとした各種技術の発展進歩の速度は目を

見張るものがあり航空機産業も斯様な状況下で当然更なる発展・進化を遂げなければなら

ない。一方機械工業分野においては、トヨタ自動車が自動車生産高で世界第２位となり、

ホンダ自動車は、自前の技術で小型ジェット機の全機取り纏め開発を成し遂げ、更に小型

航空機用ジェットエンジン並びにレシプロエンジンの事業化推進中であり、また我が国の

２００３年における実質ＧＤＰ年率７％増と報道されている。斯様な経済状況下で今後、

航空機産業に於いても我が国経済のより大きな発展に寄与するための方策を、事業サイク

ル内の各種分野の視点、観点から統合的に調査・検討を継続させる必要があろう。 
 
 最後にあらためて、本調査を進めるに当たりご協力を頂いた、ワーキンググループ委員、

各委員の労を惜しまぬ努力、並びに関連省庁、機関の皆様方のご協力に対して、本紙面を

借りて謝意を表します。 
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Abstract 

The International Aircraft Development Fund (IADF) has established a committee to study infrastructural issues for 
promoting international collaboration in the field of aircraft development. The present paper reports the activity and 
current results of the study committee, though the mission is still ongoing. The study focuses on the effective 
information exchange, university-industry collaboration, desirable business model, human resources, and so on, for 
promoting future aircraft development. 
 
１．はじめに 
 財団法人 航空機国際共同開発促進基金（International Aircraft Development Fund, IADF）では平成 12 年

度より航空機等次世代国際共同開発基盤調査委員会を設置し，我が国の航空機産業が今後の国際共同開

発に積極的に参画するための環境基盤を構築するため，現状の問題点を分析し，開発を促進する施策を

考察する事業を実施している。委員会は大学関係，公的研究機関，メーカー各社，エアライン，商社等

からの委員で構成されている。調査事業では航空機産業に関する国内外の情報把握と分析を行い，国際

共同開発の促進と，そのために必要な国内における航空機技術の発展について，主としてその環境基盤

の整備に注視しつつ，問題点の抽出と今後の展開への指針・方策を提示する作業を行ってきた。環境基

盤とは，人，技術，情報等の資源そのものではなく，それらの資源を有機的に結合し，より高度な資源

の創出および有効な資源の活用を図るためのインフラ的要素の謂いである。調査は今年度が最終年度で

あり，まだ最終報告をまとめる段階にまでは至っていないが，ここではこれまでの調査検討の経過を紹

介し，得られた知見の概要を示す(1)。 
 
２．航空機次世代国際共同開発基盤調査の概要 
 本調査研究に先立ち，平成 3 年度から 11 年度まで，IADF では航空機技術者等国際交流促進調査事業

および航空機等国際共同開発シーズ発掘等事業が実施された。筆者は前者の調査事業に参加したが，こ

こでは国際共同開発を促進するために，航空機産業分野における技術者・研究者等の相互理解，人材・

情報の交流を従来より一層図ることが必須との観点から，その基盤整備のための調査と検討を行った。

また，調査事業の一環として，アジア・オセアニア域の航空機産業における国際協力体制の強化を目指

して，国際フォーラムを開催し，域内の研究者・技術者の人的交流を深めるとともに，インターネット

を利用して相互の情報交流を促進するためのインフォ・プラザ構想を打ち出し，参加各国の理解を得た。

更に航空機産業国際交流センター構想を示して，この地域を中心とする将来的な航空機産業における国

際交流のシステムを提案するに至っている。一方，シーズ発掘事業では，航空機開発に必要な個別技術

の抽出，他産業から取り込める技術の抽出を行い，また，航空機産業への技術移転ならびに技術のシス

テム化の態様が把握された。 
 これらの調査研究が平成 11 年度に終了した後，その結果を踏まえて新たに本調査委員会が設けられた。 
 この委員会では，世界の航空機産業の現状に鑑みて，市場のグローバル化とそれに沿った多様な形態

の国際共同開発プロジェクトによって，産業の発展が担われているとの認識を基礎とし，これに我が国

の航空機産業がどのように参画しているか，今後どのように参画すべきか，といった見方から検討を開

始した。我が国の航空機産業については，欧米に比肩し得る総合技術力を有しているにもかかわらず，

他産業に比べて発展が鈍く，欧米に遅れをとっている，何かが不足している，という認識を基本に置い
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ている。 
 当初は航空機・エンジンの国際共同開発プロジェクトに主体的に参画するための方策を考察する，と

いうことを中心に据えて検討を行い，現状では実現していないイコールパートナーシップを目指した技

術力の蓄積と発展への道程を策定しようと議論を進めた。しかしながら，もとより国産機開発すなわち

全機インテグレーションと国際共同開発は並行して進めるべきものである。インテグレーション技術と

能力がなければ，国際共同開発でのイコールパートナーシップも実現できない。そして，究極的には我

が国が主導する国際共同開発を実施することを目標として，技術の展開策を模索し，発展させて行かな

ければならない。委員会では技術展開の基本方針をこのような議論に集約させ，調査検討を行った。 
以上のような基本方針をとったとき，委員会の目的に照らして，調査研究活動が航空機の開発や製造

プロセスの，どの部分に関連が深く，また調査研究の結果がどのように今後の我が国の航空機産業およ

び国際共同開発に生かされるのかを考察する必要があると思われた。 
航空機の開発手順，ステップ，サイクルを民間航空機について図示すると，図１のようになる(2)。委員

会が規定する「環境基盤」の観点から見ると，図１に示されているプロセスの中で，「５．型式証明取得」，

「６．プロダクト・サポート」から「１．市場調査・分析」という連鎖が，従来の我が国航空機産業に

おいて脆弱な部分と考えられる。そこで委員会調査活動の中心的な検討課題はこの部分にあり，これへ

の献策を活動の主眼とすることとした。 
 以下ではこのような観点から取捨選択した委員会での調査項目のそれぞれについて，検討内容を述べ

る。 
 

１．市場調査・分析   
（１）市場規模予測（マクロ予測・ミクロ予測） 
（２）機体価格設定 

２．要求仕様の設定   
 

３．設計   
（１）概念設計 
（２）基本設計 
（３）詳細設計 

４．製造   
 

５．型式証明取得   
 

６．プロダクト・サポート   
 

図１ 民間航空機製造事業プロセス 
 
３．調査検討事項 
３．１ 創造資源の活用－産学官の連携 
（１）連携体制の未整備 
我が国における航空機産業分野の創造資源がどのように活用されているか，活用にどのような問題点

があるかを調査検討した。その結果，創造資源を擁する企業，大学，研究機関三者が協力して創造資源

を統合的に有効に活用する体制は，不十分であるという認識を得た。連携が円滑に行われていない要因

は，主に情報と人材の相互交流が不足しているためではないかと考えられ，この交流システムの未整備

がより緊急の課題と思われる。三者が同等に参加する国家的な研究開発計画があれば，自然に情報の疎

通や協力の体制が形成されるものと思われるが，そのような研究開発計画や，個別分野の研究開発プロ

ジェクトなどで，三者間で共通した研究課題・技術課題に取り組むようなものは極めて少ない。 

顧客情報 



 
（２）意見交換の場 
産学官の意見交換の場として，どのようなものが設置されているか，現状を調査した。その結果，情

報交換・意見交換が行われる可能性のある委員会等が相当数設置されていることが明らかになった。国

土交通省関係では，財団法人航空輸送技術研究センターが毎年 10 以上の委員会を開催している。また，

経済産業省関係では，日本航空宇宙工業会の委員会が同様に開催されている。これらの委員会における

委員構成の顕著な特徴として，日本航空宇宙工業会の委員会がメーカーおよび経済産業省の関係者を主

体として構成されているのに対し，航空輸送技術研究センターの委員会はエアラインと国土交通省の関

係者が主体となっていることが挙げられる。従って，メーカーとユーザー（エアライン運航部門）との

接点が全くないと言って良いことがわかった。 
  この他の意見交換の場として，日本航空宇宙学会等の学協会で開催されるシンポジウムや講演会が，

重要な役割を担っていることが指摘された。ただ，現在のところ産学官をすべて取り込んで情報交流や

意見交換が行われる体制にまでは到っていない。 
  以上のように，産学官の情報交流を図る機会として様々なものが準備されているが，官，企業，大学，

研究機関およびエアラインの全てが統合的に情報交換，意見交換を行い，技術開発を検討する場は存在

しないことが明らかになった。 
この点について委員会では，日本航空宇宙学会などの学協会に意見交換，情報交流の場，委員会等を

設置することを提言した。このような活動はまた，公的研究機関や IADF 等の関連機関で実施することも

考えられる。 
 
（３）人材交流 
企業と研究機関との間や，企業と大学との間の人事交流があまり盛んでないことも指摘されており，

三者間の有効な協力のために考えるべき一要素であると思われる。 
人材交流については，大学，研究機関，産業界相互に期限付き出向のような形で教育・人材育成を目

的に人事交流を行うことなどが考えられる。このような活動によって形成される人的ネットワークは，

将来の協同研究開発の基盤として，極めて貴重である。 
 
（４）産学共同 
  企業と大学との関係については，企業から大学への研究費の流れが少ないことが一つの問題として挙

げられる。他の技術分野に比較しても，航空技術分野はこの流れが大変少ない方である。その原因は様々

に考えられるが，大学の側に研究費獲得努力が不足していること，企業側が大学に基礎研究の成果を求

める努力が不足していること，双方の情報があまり流通していないことなど，大学と企業の両者に改善

すべき点がある。 
  大学について見てみると，「航空学」の航空機産業技術における位置づけや意義，日本での社会的なニ

ーズなどをこれまでよりも更に深く検討し，明瞭にして行く必要がある。また，大学研究者が組織的に

戦略を立てて航空学関連の研究課題を追求することは，従来あまり盛んでなく，これは研究費の獲得努

力についても当てはまる。大型の科学研究費などを，重点を置くべき課題について組織的に申請し，良

好な競争的関係の中でその分野の研究を集中して進展させ，互いに共通性を持って議論をするというよ

うな研究の遂行方法を，もっと盛んにして行くべきであろう。 
 近年は大学においても産学連携の重要性に対する認識が高まり，共同研究などの連携がスムーズに実

行できるよう，制度の整備が積極的に行われている。ただ，航空機関連分野ではそのような連携が必ず

しも進んでいないのが現状である。産学双方がより緊密に情報交換や人材交流を行って，そのような大

学側の制度を活用し，連携を進めていくことが求められる。 
 
（５）研究開発プロジェクトの重要性 

更に，産学官の共同体制を実際に確立していくためには，共同の研究開発プログラムを立ち上げるこ

とが是非必要である。このようなプログラムのコーディネートをどこが行うか，どのように行うか，な

どを具体的に検討する必要があるが，現状では公的研究機関が最適と言える。ただ，従来は大学からの

アプローチに不足が見られることは注意すべきである。公的資金の研究公募などが近年盛んになりつつ

あるので，このような機会を捉えて共同提案のアクションを積極的にとっていくことが重要であろう。



その中で，欧米の例に見られるように，大学も主体的にプロジェクトに参画していくことが，独立法人

化をも鑑みた上で大切と思われる。また，航空分野に特化したグラントの創設などにより，研究資金の

有効な配分を考えることも重要である。 
 
（６）人材育成 
  人材育成については，創造的研究活動の重要な担い手である大学院博士課程への進学者の少ないこと

が，問題点として指摘される。若い人々にとって魅力ある研究の遂行，環境の整備，経済的支援態勢の

強化，などが是非とも必要である。他方，日本では航空機関連メーカーからの博士課程修了者への求人

が多くなく，就職が比較的困難であることも，博士課程進学の動機づけを鈍らせる一因となっている。 
 一方，大学における技術教育や人材育成においても，産学官の連携は必要と考えられる。大学では体

制やカリキュラムの見直し，改変が非常に盛んに行われつつあるが，産業界や公的研究機関などから見

て必ずしもそのニーズに合致しない改変も散見されるようである。したがって，我が国の大学教育，あ

るいはより広く理科教育を充実させていくために，産学官の間での討議が重要ではないかと思える。そ

のためにも連携大学院制度や人事交流の活性化が役立つであろう。 
 
３．２ 国際共同開発に関わる情勢の調査分析と日本の立場 
 昨年度の調査では，9.11 以後の欧米における航空関連活動の変化を中心に，欧州の STAR21 および米国

の航空宇宙コミッショナー最終報告書をもとに，最近の情勢を分析した。それらの中に現れている姿勢

では，欧米ともに 21 世紀における世界市場の構成変化，産業構造の変化を見越しているが，過去 10 年

間における航空産業の欧米への二極化を踏まえて，21 世紀においても世界のリーダーの立場をいかに保

持するかが戦略として想定されている。 
 欧州は国際協力が促進されるであろうこと，また，欧米以外の地域で需要が生じるであろうことを

STAR21 で述べている。このような動きの中で効果的な市場開発を行いつつ，競争力のある製品を提供し，

かつ各国と政治的な結びつきを強化することで，指導的地位を確保して行こうとしている。 
 米国は国際協力に関して，開放された公平な世界市場で，世界的なパートナーシップを育てる，とい

うテーマを掲げている。技術面で先端を維持するとともに，世界中の顧客，供給者，パートナーにアク

セスできるような体制を確立しようとしている。 
 他方，航空関連産業で近年顕在化してきたサプライヤーチェーンの形成，およびその活動の現状につ

いて調査結果をまとめた。特に欧州ではサプライヤーが８万社にも達すると言われており，これらほと

んどが中小企業であるサプライヤーが国籍を超えて協力し合っている。このようなサプライヤーチェー

ン全体の重要性を認識すべきであると思われる。 
 このような国際的現状から，日本の航空機産業がとるべき立場，策定すべき政策について考えてみる

と，航空機産業に関連する国内の関係者が広範に参画して，航空機産業の発展に対し，国家的なコンセ

ンサスを確立する努力をすること，長期的な展望を持つことが，国際的なプログラムを遂行する上で不

可欠な基本要素であると指摘できる。 
 
３．３ 航空産業に関連する法制度 
 委員会ではまた，法制度の現状を日本と欧米について調査し，比較も交えて現状を明らかにし，問題

点を指摘した。 
 我が国の場合，航空法，自衛隊法，航空機製造事業法，航空機工業振興法の四つの法規が三省庁によ

って施行されているが，航空機を開発する際に，このような体制が問題となり，種々の障害を発生する

可能性がある。ただ，具体的にどんな問題が発生し得るかについては，継続調査中である。また，国際

共同開発を日本主導で実施し，世界市場に投入する場合，日本で取得する型式証明と諸外国の型式証明

との相互関係をどのように円滑に結びつけるか，といった問題が発生すると考えられる。 
 
３．４ 我が国航空機産業の現状における課題 
（１）全機開発プロジェクトの重要性 
 日本における航空機・エンジンの開発について現状を把握し，開発サイクルの視点，国際的な日本の

位置付けの視点などから，国際共同開発も含めて課題と問題点を摘出した。 
我が国の航空機産業は国際共同開発に参加しているものの，開発サイクルの一部にしか関わっておら



ず，製品の使われ方や不具合等について情報を得られない立場にある。このため市場ニーズなどの決定

的な情報を充分に把握・分析できる位置にいないことになる。将来的にこのような弱点領域をどのよう

にカバーし，戦略的な方策を進めるかを考えていくことは，産業の展開にとって非常に重要であり，緊

急の課題である。 
国際共同開発への参画は技術力を高め，国際競争力をつけるためにも重要であるが，自ら航空機・エ

ンジンの開発を主管し，日本製の航空機・エンジンとして市場に送り出す活動を同時に行っていないと，

システムインテグレーションの経験や，市場の把握，アフターマーケットサービス等も含めた航空機等

の開発サイクルの総てを経験することは出来ない。国際共同開発は確かに重要なプロジェクトであり，

今後我が国が独自に航空機・エンジンの開発を行う為の必要条件であるが，それだけでは不十分であり，

全機開発を日本が主導するプロジェクト等の活動を同時に推し進めていくことが，是非とも必要である。 
 
（２）アフターマーケットビジネス 
 一方，航空機・エンジンの開発とは別に，欧米で盛んになっているアフターマーケットビジネスにつ

いて，その現状を調査して明らかにすると共に，ビジネスモデルとして日本に導入することを想定した

ときの問題点について，分析を行った。 
 航空機の国際共同開発および国内での全機開発が航空機産業発展の基本であるが，ビジネスとして航

空機産業を育てていくためには，莫大な開発費の回収など，財政的な問題を克服しなければならない。

そのための一手段として，PMA 部品の製造・供給事業，補修部品の供給事業，MRO 事業も実行の意義あ

るビジネスであると考えられる。また，国際市場に流通している既存の航空機・エンジンの信頼性や経

済性を，日本の技術で向上させることが可能と考えられ，世界市場で日本の技術の優位性を示す機会を

得て，日本の航空機産業を活性化させることにもつながる。 
 しかしながらこのような産業分野に日本のメーカーが参入していくことを，メーカーの側から現実的

に分析してみると，様々な問題点が浮かび上がる。例えば日本における高額の人件費の問題，国際共同

開発におけるパートナーシップの問題などである。アフターマーケットビジネスで成功を収めることは，

航空機・エンジン開発で世界市場に参入することと別のカテゴリーで，ほとんど同等の努力を有するこ

とのようにも考えられる。ただし，独自の修理技術の開発などによって，このような分野で発展する可

能性はあり，産学官の連携による技術開発のこの方面への拡大なども視野に入れて，検討をしていくべ

きであると考えられる。 
 
４．まとめ 
 以上，IADF に設置された航空機等次世代国際共同開発基盤調査委員会の調査研究について紹介した。

委員会では国際共同開発へのイコールパートナーとしての参画を目指すことと，国産機・エンジンの開

発を目指すことの双方を見据えて技術を発展させ，最終的には日本主導の国際共同開発プログラムを実

現して行く，というビジョンに基づいて様々な観点から問題点を抽出し，今後の方策を検討しているが，

将来に向けた主要な展望をまとめると以下の通りである。 
産学官の，エアラインを含めた連携を図る基礎として，情報の相互交流促進と人的ネットワーク形成

の重要性を指摘したが，その具体的な方策として，例えば学協会の活動の中に，従来の講演会形式のよ

うな一方通行の情報流通システムだけではなく，委員会形式のような情報交流の場を，広範な分野の人

員構成で設けること，研究機関が主体となってそのような場を設置すること，などが考えられる。また，

近年は大学においても学外との連携が叫ばれ，具体化する体制が種々整いつつある。そこで大学を利用

してこのような情報流通システムを形成することも可能であり，意義があると思われる。このような観

点から，近未来の活動として，例えば日本航空宇宙学会のしかるべき組織で情報交流機会を設定するよ

うな行動が，すぐに着手可能で重要なアクションである。また，情報流通の手段としてインターネット

の活用が極めて有効であることは，委員会で繰り返し指摘された。航空産業分野のネットワークを IADF
のホームページなどを中心に，より拡充していくべきと考えられる。 
 人材の育成に関して，昨今の大学における教育改革が，産業界のニーズと必ずしも合致しないケース

があることや，理科系教育の問題点などが，調査から見出だされた。教育システムの構築と運用にあた

っても，産学官の相互情報交流や連携が重要であると考えられる。具体策として，連携大学院の航空分

野での拡充や，大学に関連委員会を設置することなどが考えられる。 
 世界の航空機産業の構造には，大きな変化が見られる。ヨーロッパを中心とするサプライヤーチェー



ンの発達，MRO 産業や PMA 部品供給など，アフターマーケットビジネスの重要度の増加，中国などの

国々の振興など，急速に変化する世界の状況を常に注視していなければならない。産業の情勢と市場の

状況を十分把握した上で，日本の航空機産業のビジネスモデルを，グローバルな視点から，社会的コン

センサスを得つつ確定していくことが緊要である。そのためには日本の法制度や産業構造と世界の状況

との関連なども考慮し，変革が必要な部分は躊躇せず改めるべきである。こうした広く深い視野をもっ

たビジネスモデルと，数十年規模の長期的展望に立脚した航空機産業発展のモデルを，産学官諸機関が

連携して構築していく作業が，実質的な発展を実現して行くために極めて重要な活動である。 
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1． はじめに 

我が国の航空機産業は、欧米の航空機・エンジンメーカーとの国際共同開発への参画や、部品生産の

下請け契約により、戦後の空白期間の遅れを取り戻すと共に航空機・エンジンの設計・開発・製造技術

の蓄積を行ってきている。そしてこれらの技術の蓄積の延長線上には日本製の民間航空機開発を念頭に

置いて、色々なセクションについて設計・製造を担当する方針を採ることにより、経験領域の拡大を図

るよう努めてきた。しかしながら、日本製の民間航空機・エンジンの開発を行い航空機産業として独立

し、発展させていく為にはまだまだ多くのハードルを越えていく必要がある。これらのハードルは果た

して現状の施策を遂行していく事によって越える事が出来るのであろうか？  

航空機・エンジンを開発し世界市場に売り込んでいく為に必要な条件を、航空機・エンジンの開発サイ

クルから見直すと共に、世界の航空機産業のアフターマーケットビジネスに対する最近の動向に焦点を

当てて、日本の航空機産業の課題と今後の戦略について提言する。 

 

2．日本の航空機産業発展に向けての課題 

 

2.1 航空機開発サイクルと日本の航空機産業の現状 

民間航空機・エンジンは Type Certificate Product として設計基準、製造基準が法規定により定めら

れており、これらを満足している事を証明しなければならない。又、就航後も継続的に耐空性を維持し、

信頼性を向上させる為に航空機・エンジンメーカーは、航空会社をサポートする事が義務づけられてい

る。従って、航空機産業はプロダクトの設計・製造・販売だけでなくプロダクトサポート体制が充分で

なければ成り立たない産業であり、航空会社との密接な連携を持たなければならない。 

このような観点から、日本の航空機産業の発展に向けての課題を検討する場合これらの全体的なサイク

ルを視野に入れて現状分析を行う必要がある。 

 

図-1 は航空機・エンジン開発のサイクルにおいて現在日本の航空業界の経験している領域と未経験領域

を示す。 

 

A. 航空機・エンジンの設計・開発 

国際共同開発において、航空機・エンジン全体のデザインコンセプト、設計仕様、システムインテ

グレーション等は開発の主管（Type Certificate Holder）である欧米のメーカーが握っており、日

本は彼らの要求仕様に基づいて担当セクションの詳細設計、開発を行っている。 

これらの担当セクションの設計製造に関してはコスト削減を図り、高い製造品質を達成しているが、

日本で不足している、システム全体にわたる設計・開発の分野は日本が主導権を持って航空機・エン

ジンの開発を行わない限り、体得できない領域であり、日本製の航空機・エンジンを開発しなければ

難しいと考えられる。 

又、現在の日本の航空産業界は、航空会社との密接なコミュニケーションが不足している為、航空機・

エンジン全体のデザインコンセプトを検討する場合、航空会社のニーズを充分に把握出来ている状況

とはいえず、もっと活発な議論の場を作っていく必要がある。 

 

B. 設計・製造に関する認証 

欧米製の航空機・エンジンは FAA（又は、JAA）の Type Certificate, Product Certificate を取得

し設計・製造され、最終的に Airworthiness Certificate が発行されて市場に出る。 

日本製の航空機・エンジンを開発した場合には、航空機製造事業法に基づき製造し、JCAB の型式証明、

耐空証明を取得する必要がある。そして世界の市場で売り込む為には、FAA、JAA の承認を得ることが
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必要になる。しかしながら、YS11 以来、民間航空機・エンジンの開発を行っていない日本では、これ

らの認証に関する充分な経験を持っておらず、米国と互認協定を締結していても直ちに世界市場で有

効なプロダクトと認知されることは難しい。即ち、耐空性審査要領に基づいた設計であることを証明

する為のテスト等についても FAA, JAA の立ち会いのもとで再度やり直すことが求められる可能性が

あり、JCAB の承認を得ていても FAA, JAA の承認を得るまでには相当な時間を必要とすることになる

であろう。この間は世界市場には売り込むことも出来ず、タイムリーに世界の市場競争に入り込むこ

とは困難である。 

 

C. Marketing & Sales 

新しい機体・エンジンの売り込みに関しては、世界の航空会社のニーズを充分に理解していなけれ

ばならない。最近では市場競争が激しいため製品の性能、信頼性、経済性、整備性、価格だけではな

く、在来機の下取り条件、プロダクトサポート、Warranty/Guarantee 契約条件、等全ての領域で条件

競争が行われる。特に後発の日本にとっては使用実績がなく、各航空会社との信頼関係が出来ていな

い為、画期的な性能、技術力を持ち、且つ特別な購買条件を揃えない限り、見向きもされないと考え

られる。この為には現状の世界市場のスタンダードは何かを充分に把握し、的確な契約条件を提示出

来なければならない。そしてこれらの購買条件に対してバランスを得られるような資金支援体制が必

要になってくる。 

 

D. WTT ( Working Together Team)活動 

新規に開発する機体や、エンジンに対し、開発段階から航空会社と議論をしながら進めていく WTT

活動が B777 の開発を契機に開始された。これは過去の実績や、航空会社の視点を出来るだけ取り入

れ、より顧客満足を得られる航空機･エンジンの開発を目指すことを目的としている。 

日本の航空会社は新機種開発においてこれらの活動には当初より参画しているが、メーカー側は主管

となるメーカーだけが担当しているため、日本のメーカーはこれらの WTT 活動に参画することは出来

ず、直接航空会社のニーズを知るチャンスはない。 

 

E. プロダクトサポート 

  航空機・エンジンが市場に出て運航を始める為には、航空会社に対して各種のプロダクトサポート

を行わなければならない。航空会社への駐在員派遣、導入前の各種訓練の実施、運航・整備のサポー

ト（MR の設定、各種マニュアルの発行、技術サポート、施設・設備･予備部品のサポート、等 ）、不

具合発生時の対応、信頼性向上プログラムの提示、修理開発、Warranty / Guarantee の履行、All 

Operators Conference 開催 等。 

世界の各航空会社はその規模、能力は千差万別であり、それぞれのレベルの応じた対応を必要とする。

これらの業務は Type Certificate Holder である欧米の航空機･エンジンメーカーが対応してきてお

り、日本は担当していない。プロダクトサポートは航空会社との深いつながりを持つ為、航空会社の

ニーズ、プロダクトの設計上･製造品質上の不具合、改修の効果などの情報を知ることが出来、将来

の航空機･エンジンのニーズを分析することが可能である。これらの業務は長い経験を必要とする為、

航空機・エンジン開発を行って売り込みを開始してからでは遅すぎる。 

 

F. アフターマーケット・ビジネス 

欧米には航空機･エンジンの整備、改修、修理等を行っている多くの会社があり航空会社をサポー

トしている。これらの多くは FAA Repair Station の資格を保有し、メーカーマニュアルにしたがっ

た整備作業を請け負っているが、中には独自の技術で修理開発を行い FAA-DER (Designate 

Engineering Representative)の承認を得て、世界の航空会社の部品修理を行っているベンダーもあ

る。又、米国には整備用の部品を製造し、PMA（Parts Manufacturer Approval）を取得して商売を行

っている会社も多い。彼らはアフターマーケット・ビジネスを通じて航空会社のニーズや、現状の問

題点等を分析し、更に新しいビジネスの戦略を検討している。 

日本においても一部の会社で受託整備を行なっているが、メーカーのマニュアルに従った整備を行な

っているだけであり、独自の技術力で修理方法の開発、部品製造などは行なっていない。 

  

     Note; 

    ・PMA(Parts Manufacturer Approval)： 

      FAA が認可した航空機用部品で PMA を取得した部品であれば航空機等に装着する為に直接製造・



  

販売する事が出来る。米国では航空機・エンジンメーカー以外が航空機用部品を製造し、PMA を取

得し、商売を行なっている。 

    ・DER(Designated Engineering Representative )： 

    FAA にかわって Major Repair, Technical Data の承認を行なう事が出来る資格で個人に与えられ

る。米国ではベンダーが修理開発を行ない DER Approval を取得し商売を行なっている。 

 

以上述べた様に、日本の航空機産業は国際共同開発で設計・製造を手がけてきてはいるが、航空機･エ

ンジンの開発サイクルの一部しか携わっておらず、特に自ら設計・製造したものを欧米の航空機・エン

ジンメーカーに納めるだけで、自らの製品がどの様に使われ、どの様な不具合が出ているのかを直接航

空会社とコミュニケーションすることはしていない。従って世界の航空市場が何を求めているのかを充

分に分析できる状況にあるとは言えないのである。 

今後、如何にしてこれらの未経験領域を埋めていくかを検討し、戦略的な方策を進めていかなければ何

時まで経っても欧米の航空機・エンジン開発の下請けで終わってしまうのではないだろうか？ 

 

2.2 日本における国際共同開発の問題点 

日本の航空機産業は欧米の航空機・エンジンの国際共同開発に参画しているが、自ら航空機・エンジ

ンの開発を主管し、日本製の航空機・エンジンとして市場に送り出していない。この様な状況からでは

航空機等の開発サイクルの総てを経験することは出来ない。 

現在の国際共同開発の体制は日本の航空業界にとって次の様な問題を含んでいる。 

 

A. 日本は国際共同開発に参画することよって航空機・エンジンの技術基盤を蓄積してきた。そして、

将来独自で開発するためにも色々なセクションを経験するように努めてきている。 

 しかしながら、欧米の航空機・エンジンメーカーにとって、日本が経験と実績を積み独自に航空機

開発を行う能力を得ることは競争相手を作ることに他ならず、航空機・エンジンの中枢部分の開発

を譲るとか、彼らのノウハウを公開することはない。彼らにとって国際共同開発の目的は莫大な開

発費を分担し、共同開発の国々との間で、自らの市場を拡大することにある。  

日本は国際共同開発によって最新鋭の航空機・エンジンの開発に携わることは出来るが、航空機・

エンジンの全ての領域にわたり技術力を蓄積することは不可能であることを認識する必要がある。 

 

B. 日本で開発・製造した部品は、限界まで値下げを要求され欧米の航空機・エンジンメーカーに納め

られ、日本の航空会社はそれらの部品を納入価格の数倍で再輸入している。航空会社が日本のメー

カーから直接購入できれば輸送費、通関手数料、メーカー のハンドリングコスト等を節約できるだ

けでなく、リードタイムが短くなる為、在庫量を削減できるメリットがある。 

 しかしながら、現在の国際共同開発の契約では、部品の販売は Type Certificate Holder（欧米の航 

 空機・エンジンメーカー）が行なうように定められており、日本製の部品でも日本の航空会社は日 

 本のメーカーから部品を直接購入（物流を含めて）することは出来ない仕組みになっている。 

 この様な状況下では日本の航空業界として充分なメリットを享受しているとは言えないのではない  

 だろうか。 

 

C. 航空機・エンジンのプロダクトサポートは主管部門（Type Certificate Holder）である欧米のメー

カーが取り仕切っており、日本のメーカーは直接航空会社とは接点が無い。この結果、日本の航空

機・エンジンメーカーは開発サイクルにおけるマーケット・ニーズや、プロダクトの使用実績、改

善すべき問題点を充分把握できない状況で今日まできている。このような状況では、常に欧米の航

空機・エンジンメーカーの後追いとなり、世界をリードすることが出来ない。 

 

航空機等の国際共同開発は現在の日本の航空機産業にとって航空機開発の重要なプロジェクトであり、

今後我が国が独自に航空機・エンジンの開発を行なう為の必要条件である。しかしながら、航空機・エ

ンジン開発を日本が主管し、日本製の航空機・エンジンとして市場に売り出す為には現状から脱皮した

新しい戦略を検討する必要がある。 

 

3．航空機産業とアフターマーケットビジネス 

日本の航空機産業は国際共同開発によって発展してきた。しかしながら、２項で述べたように日本が

民間航空機・エンジンを開発し、市場に送り出す為にはまだまだ、多くのハードルを越える必要がある。



  

そして日本の航空機産業が日本の航空業界に貢献する為には、現状の国際共同開発では不均衡な条件が

多い。日本が民間航空機・エンジンを開発し、市場に出す為にはどの様な方法で課題を達成していけば

良いのであろうか？ 

最近の世界の動向からアフターマーケットビジネスに焦点を当てて検討してみる。 

 

3.1 OEM のアフターマーケット戦略 

  航空機・エンジンは莫大な開発費を必要とするだけでなく，熾烈な価格競争に勝たなければ販売する

ことは出来ない。更に近年では、航空機･エンジンの信頼性の向上に伴い、整備用の部品の販売が低迷し、

利益が従来ほど見込まれない為、採算を得るにはより多くの期間を必要とするようになってきた。 

この為、機体メーカー、エンジンメーカーは従来のようにプロダクトを開発・製造・販売するだけでは

経営を維持できなくなってきており、これを打開する為の方策として自らの能力を最大限に活用できる

アフターマーケット・ビジネスに進出することを決めたのである。 

即ち、従来機体・エンジンの整備や、部品修理を行っていた会社を買収するだけでなく、これらの会社

を市場から排除し、アフターマーケット・ビジネスを独占するような戦略に出てきているのである。 

 

米国には昔から、部品の修理、PMA 部品の製造販売を行っている多くのベンダーが存在している。 

彼らは、独自に部品の修理方法を開発したり、より安い整備用の部品を製造することによりオペレータ

の整備コスト削減に寄与してきた。 

OEM もこれらのベンダーを自らの製品をサポートする会社として認知し、彼らの開発した修理方法等をマ

ニュアルに掲載し共存共栄の関係にあった。しかしながら、1990 年代に入り航空機・エンジンの熾烈な

価格競争が始まり、信頼性の向上により部品の寿命が延びたため従来のように整備用の部品が売れなく

なった事などから、メーカーが開発費の回収に苦慮するようになり、事態は大きく変わってきた。 

航空会社がベンダーの開発した修理方法を採用し、マニュアル上廃棄となっていた部品を救済したり、

より安価な PMA 部品を採用することにより OEM の部品が売れなくなることから、OEM はこれらのベンダー

の開発したものを認めることはせず、次の様な提案を航空会社に示すことによってこれらのベンダーを

市場から排除しようと言う戦略に出てきたのである。 

 

A. 整備の包括契約 

Powered By Hour, MCPH(Maintenance Cost Per Hour), Fleet Management Plan 等、メーカーによって

呼び名は異なるが、整備コストを使用時間当たり一定額に固定し、航空会社と整備契約を１0～15 年単位

で締結しようと言うものである。 

これによって航空会社はどの様な不具合が生じても年間の整備コストを定額に押さえることが出来、予

算を立て易いと言うメリットがある。 

OEM にとっては整備ビジネスによって利益を得られると同時に、契約航空会社から、修理ベンダーや、PMA

部品の購入を排除することが出来、OEM 部品の販売を維持確保出来ることになる。 

当初は整備を外注していた中小の航空会社が対象であったが、自社整備を行っている大手の航空会社も

経営不振により、一部のプロダクトを契約するところが出てきている。 

 

B.  On Site Support/On Site Warehouse 

航空会社にとって整備用の予備部品在庫額は大きな負担である。 

しかしながら、運航やショップ整備の為に必要最小限を自社の部品倉庫に確保しておく必要がある。 

On Site Support, On Site Warehouse と言う考えは OEM が OEM の部品を使用することを前提に航空会社

の部品倉庫に必要な部品を置き、使用した段階で清算を行うと言うものである。 

航空会社は自ら部品在庫を持つ必要はなく、部品を必要とするときには直ちに入手できることから、大

きなコスト削減になる。 

OEM は自らの部品を航空会社に置くことにより、自社の倉庫スペースを確保出来ると同時に PMA 部品の排

除が可能になる。 

 

C.  部品の KIT 化販売 

整備処置によってコンポーネントを交換する場合、付随した部品や、シール等の消耗品を同時に交換

する必要がある。これらの部品はパーツカタログで調べ、それぞれ必要なものを倉庫から取り出さなけ

ればならない。この手間を省くように予め必要な部品を Kit 化し、セットで販売すれば航空会社は発注

の手間と、整備時の手間を省く事が出来る為 Kit 購入をする方が便利であるのは言うまでもない。 



  

PMA 部品には消耗品が多くあり、Kit 化販売を行なうことは PMA 部品の排除にも繋がる。 

 

D.  OEM 部品の値引き 

PMA 部品や、DER Approved Repair が開発されると、OEM はそれらの部品に対して値引きを提示し、対

抗している。 

オペレータにとっては OEM 部品を安く購入できることから値引き合戦は大きなメリットになるが、これ

は OEM の Vender 潰しの戦略でもあり、Vender が潰れていった場合、いずれ OEM の独占化により、部品価

格の高騰は目に見えている。 

 

E. ハイテク化による部品修理の独占化 

最近の航空エンジンはハイテク化が進み、材料、コーテイング、等、特殊なものを採用している為従

来の方法では修理が出来ない。特に Turbine Blade, NGV 等の部品に対する修理方法について各メーカー

は Proprietary Repair として修理方法を開示せず、自ら指定した修理工場でのみ修理を受託している。 

この結果、航空会社、オーバーホール会社は、これらの部品を全て OEM に送付しなければならず、部品

修理ビジネスも OEM に独占化されていく状況である。この先には A 項で述べた整備の包括契約が控えて

いる。 

 

F. 図面・テクニカルデータの有料化 

航空機・エンジンに関する図面、テクニカルデータは整備作業に必要であり、従来は自由に入手が可

能であった。しかしながら、OEM のアフターマーケットビジネスへの参入に伴い、これらの入手が困難に

なったばかりでなく、受託整備を行なっている会社は、これらのデータと引き換えにその作業に関わる

利益の一部を OEM に支払わなければならないケースまで出てきている。 

OEM はテクニカルデータの流出によって部品の製造や、修理開発が行なわれる事を阻む為に厳しく管理を

始めたと同時に、アフターマーケットビジネスによって利益を得ている整備会社から、Royalty Fee を取

る事によって利益を得ようとしている。 

 

3.2 主要航空会社・ベンダーの戦略 

この様な OEM 戦略に真っ向から立ち向かったのは Lufthansa Technick である。 

彼らは Vender と合弁会社を設立し、PMA 部品の開発を自ら行い、UAL, DAL, AA 等、大手のオペレータに

も資本参加を呼びかけている。 

こうして、従来からアフターマーケットを支えてきた Vender は、OEM の下請けとして生き残るか、新た

な修理方法や、PMA 部品の開発を行うことによって OEM と競合していくかに分かれてきている。 

PMA 部品も従来の様なコピー商品（OEM の図面を入手して作成したもの）から更に改善の為に工夫を凝ら

したもの、最新の技術力を取り入れ、より信頼性を向上させたもの（Test & Computation による部品開

発）が出てきている。値段は安く、信頼性の向上したものであればオペレータにとって魅力的であり、

これらのアフターマーケットビジネスはこれから更に活発になっていくと思われる。 

 

従来 PMA 部品は整備用の部品市場の１％から 3％程度（価格比）しか市場に出ておらず、その殆どが消

耗品であった。しかしながら、最近では、Compressor Blade や、HP Turbine Blade 等の PMA 部品が開発

されてきており、今後 PMA Vender はより高額な部品の開発を手がけ、20％程度の市場を確保しようと目

論んでいる。 

 

3.3 アフターマーケットビジネスによる航空産業の活性化 

航空機・エンジン開発を行なった場合最も問題となるのは莫大な開発費の回収である。 

欧米の大手の航空機・エンジンメーカーにおいても従来に比べ開発費の回収に時間が掛かる為、リスク

を避ける為に次の様な施策を打ち出してきている。 

 

① 国際共同開発によるリスクの分散 

② アフターマーケットビジネスへの進出 

 

特に後者は 1990 年代に入ってから盛んになり、前項で述べたように整備用の部品販売を独占しようとす

るメーカーの戦略には目覚しいものがある。後発の日本が航空機・エンジンを開発しても世界の航空会

社から受注するには赤字を覚悟で販売し、実績を作ることから始めなければならない。ただでさえ開発



  

費の回収には数十年という年月が掛かる状況を考えると、リスクが大きすぎて途中で断念するような事

態が十分考えられる。欧米の航空機・エンジンメーカーのように上記の施策を行うことは必須であるが

これでも充分とはいえないと思われる。 

ここで提案するのは自ら開発した航空機・エンジンのアフターマーケットビジネスだけではなく、既存

の欧米の開発した航空機・エンジンに対してアフターマーケットビジネスに進出することである。 

 

日本においてもエンジン整備に関しては従来から受託整備を大手重工会社では実施してきている。し

かしながら、これらの受託整備は OEM のマニュアルにしたがって実施しており、部品は OEM から購入、

修理もマニュアルにしたがって行っており、独自の技術力を駆使してやってきてはいない。この為、Labor 

Rate の高い日本においては、東南アジアにある FAA Repair Station と比べて技術力の差を示すことが出

来ず、受託整備は価格競争となり、受託しても利益率は少なくビジネスとしては不十分な状況にあると

言える。これからは、OEM Parts よりも信頼性・経済性に優れた部品の開発や、マニュアルでは廃棄とな

るような不具合に対して独自の修理開発を行なう等、日本独自の技術力を駆使した整備を提供すること

によってアフターマーケットビジネスを行なっていくことが必要である。 

 

この様なアフターマーケットビジネスを実現することによって、２．１項で述べた現在日本の航空産業

で欠けている多くの課題を達成することに繋がる。即ち、 

 

A. 未経験領域の設計開発 

既に経験している部位に対しては勿論のこと、未経験領域に対しても、既存の航空機・エンジンに画

期的な技術を採用し、性能向上、信頼性の向上、環境対策、等を目指す。Retrofit は採算性が必要で

はあるが、将来の適用に対する実績を蓄積するのであれば当分の間は Service Evaluation を行なう

為に投資も必要であると考える。開発した製品を日本の航空会社で実績を積み、更に改善を図ってい

くサイクルを生む事が重要なのである。航空会社との接点ができれば、更に問題点の把握、改修の効

果を見極める事が出来る。こうして OEM 部品よりも性能、信頼性、経済性、環境性等の観点で優れた

ものが出来れば、その価値を世界にアピールし、世界市場に売り込む事が出来る。日本の航空会社は

日本製部品を使い、日本の航空業界としてそのメリットを享受でき産業の活性化につながる。 

 

B. 設計・製造に関する認証 

現在殆ど行われていない設計、製造に関する認証は具体的に部品製造、修理開発等が盛んになる事に

よって、航空局の受入れ体制を改善する必要が出てくる。 

これらの認証の経験を蓄積することによって運用上の問題点、具体的な法規制のあり方など細則を含

めて議論することが出来、設計・製造に関する認証を効果的に進めることが出来るようになるだろう。

これらの実績は、将来航空機・エンジンの型式証明、耐空証明発行に必要である。 

 

C. Marketing & Sales 

日本の航空機産業が自ら世界の市場を調査し、どの様な物が求められているのか、何を開発すべきな

のかを把握することから始める必要がある。開発した製品を自らの手でセールスすることにより、製

品の価格交渉、補償交渉など契約に対しても充分な検討が必要である。市場のニーズや契約交渉など

を通じて世界のスタンダードを知る機会が得られ航空機・エンジンビジネスを確立できる。 

 

D. WTT（Working Together Team）活動 

航空会社との接点を得ることが重要である。具体的な製品を通して、航空会社の意見を知ることが出

来、製品開発に当たって運航・整備上の問題点を事前に見極める事が出来る。 

E. プロダクトサポート 

開発した製品のプロダクトサポートは全て責任を持って行う必要がある。使用状況をモニターし、設

計・製造上の問題点を把握する為のサイクルが確立できる。 

自らの製品に対して実際の運航・整備には何が求められるのかを知ることになり、航空機・エンジン

開発の暁にはより充実した体制を作る基盤になる。 

 

こうして既存の航空機・エンジンの信頼性・経済性の向上が実現できれば、その実績が世界市場で評価

され、日本は世界のアフターマーケット市場に優位に立つことが出来、日本の航空機産業を活性化する

事が出来ると考えられる。そしてこのことは将来日本が独自に開発する航空機・エンジンに対して次の



  

ような効果を生むことになる。 

 

① 日本製の航空機・エンジンの市場競争力が出来る。 

後発の日本が開発した航空機・エンジンは実績がないため航空会社からの信頼は無いが、アフターマー

ケットで得た実績は日本の製品として評価される為、市場競争力に有利である。 

 

② 航空会社からプロダクトサポート体制の信頼を得ることが出来る。 

航空会社は最後の機体が退役するまでプロダクトサポートを必要とする。しかし航空会社は日本の航空

産業に対し、連続的な航空機・エンジンの開発を行っていない為充分なプロダクトサポート体制を続け

ることが出来るのか懐疑的にならざるを得ない。このような観点からも日本製の航空機・エンジンの採

用には消極的になる。しかし、日本がアフターマーケットビジネスで実績を上げ、部品の提供、修理開

発などのサポート体制について充実することが出来れば、航空会社からプロダクトサポート体制の信頼

を得ることが出来る。 

 

③ 航空機・エンジンの開発資金の基盤を作ることが出来る。 

日本の航空機産業がアフターマーケットビジネスにより利益を上げられれば、国の資金に全て依存する

ことなくこれらの赤字を補填出来、更に次世代の航空機・エンジンの開発資金に当てることが出来る等、

航空機・エンジンの開発資金の基盤を作ることが出来る。 

 

以上述べた様に、航空機産業にとってアフターマーケットビジネスは、これから日本が国産の航空機・

エンジンを開発するに当たって並行して進めていくべき戦略であり、日本が世界の航空機産業に名前を

連ねるためには必要な条件であると考える。 
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１．韓国調査の全体日程 
 

訪問国及び地名 調査団氏名 

韓  国（Seoul、Daejeon、Busan） 

調査期間： 

2003年(H15)10月27日～11月5日 

古賀委員長:つくば情報通信研究開発支援ｾﾝﾀｰ長 

村上主査:宇宙航空研究開発機構(JAXA) 

李家委員:東京大学工学系研究科 助教授 

古屋:事務局(IADF) 

表題： 

航空機等国際共同開発基盤調査事業に係わるアジア・オセアニア域調査としての韓国訪問 

 

年 月 日 曜日 会議出席者 ・ スケジュール ・ 内容 

2003年 

10月27日 

 

 

 

10月28日 

 

 

10月29日 

 

10月30日 

 

 

 

 

10月31日 

 

11月 1日 

11月 2日 

 

11月 3日 

 

11月 4日 

 

 

 

11月 5日 

 

 

月 

 

 

 

火 

 

 

水 

 

木 

 

 

 

 

金 

 

土 

日 

 

月 

 

火 

 

 

 

水 

 

成田（9:50）------Seoul（12:10） by JAL-951 

＊16:30～17:30：IHI／ソウル 清水所長、田中副所長 面談 

＊18:00～20:00：JETRO／ソウル 中村所長 面談 

 

＊10:00～11:30：Korea Aerospace Industries Association (KAIA)面談 

＊14:00～16:30：Korea Aerospace Industries, LTD. (KAI)面談 

 

＊12:00～17:00：Korea Lost-Wax Co. 面談並びに工場視察 

 

Seoul（7:00）------Daejepn（8:40） 鉄路にて移動 

＊10:00～14:30：Korea Aerospace Research Institute（KARI）面談並びに

研究施設視察 

Daejeon（15:11）---Busan（17:55） 鉄路にて移動 

 

＊13:00～16:30：Korean Airline面談、並びに工場視察 

 

Spare Day、古賀委員長が合流 

Spare Day 

 

＊11:00～17:30：Info-Plaza Meeting（韓国、中国、マレーシア、日本） 

 

＊10:30～16:30： 

Korea Airshow 2003（Korea Aerospace & Defense Exhibition） 

視察並びに航空機関連産業調査 

 

＊Busan（16:50）--------成田(18:40)  by JAL-958 
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航空機国際共同開発基盤調査事業に係わる、アジア・オセアニア地域調査として、 

Ｈ１5 年は、韓国の航空機関連産業の調査を行い、同時に釜山にて開催中の Airshow の視察調査を行

った。尚、今年はInfo-Plaza Meetingが韓国主催で開催されIADF委員会もそれに出席した。会議は

中国AVIC２から２名、マレーシアMiGHTから２名、主催国韓国各機関から４名の出席 があり、我々

基盤調査委員会から古賀委員長をはじめとして４名が参加し、実りある会議だった。今回出張は標記

の如く、基盤調査委員会の村上主査、李家委員及び事務局／古屋の３名にて各機関訪問面談・視察な

どを行い、古賀委員長は、Info-Plaza Meetingから出席頂いた。 

 

今回のアジア調査については、本年５月のIADFからのInfo-Plaza 会議開催要請、並びに韓国の訪

問先アレンジ要請に対してのKAIA（韓国航空宇宙工業会）の積極的な対応、準備により、誠にスムー

スに実施することができた。特に、Info-Plaza会議に対しては、KAIA内部にKorean Committeeを組

織し、アジアメンバー各国への招待状送付を含め、事前準備を実施してきており、いわゆるアジア各

国間での協調についての関心の深さが窺えた。（会議の進め方、議事内容、招待状配布先等については、

事前にIADFに助言を求めてきたので当方も積極的に協力した） 

 

当初計画では、ソウル大学との訪問を予定していたが、突然のキャンセルがあり、実現しなかった。

結論的には、KAIA、KAI、Korea Lost-Wax社、KARI、及びKorean Airline、の５機関を訪問し、（工

業会、航空関連企業３社、研究所）工場、実験・研究施設などについても視察することができた。更

に、IHソウル事務所の清水所長、田中副所長と面談、またIHIソウル事務所長のアレンジによりJETRO

ソウルの中村所長とも面談することができた。 

 

古賀委員長を除いて、他３名は韓国訪問が初めてであり、今回訪問地はソウル、Daejeon（デジョン）

釜山の３ヶ所にて、合計１０日間の滞在であったが、行き交う韓国の人々の背格好、顔かたちは我々

日本人と区別つけがたく、都市の喧騒、小高い山に囲まれた地方都市の景色などを見ると日本のそれ

と殆ど変わらない。交通システムは、日本と反対で右側通行であるが、面白いことに鉄道は日本と同

じ左側走行であった。空港と都市を結ぶ高速道路、都市間を結ぶ高速道路は、車線が日本より多く、

車線巾はかなり広い、また鉄道も広軌であり従って客車も広々としている。軍事的環境によるものか

どうかは解らないが。人口が5000万人弱（日本の半分弱）、ＧＤＰは世界13位（約５４兆円、日本の

約 1/9）と日本に比較して規模は小さいが、それなりに街路は清掃が行き届きタバコのポイ捨ての痕

跡は日本よりはるかに少ない。客人応対を含め国民の公共道徳心が窺える。一方約束した時間、約束

したスケジュールなどの遵守に関しては、少し弱いかなとの感触を持ったが、余りにも短期間滞在な

ので、当たっていないかも知れない。 

今回限られた訪問先の企業、研究機関を見る限り各自が韓国のおかれた政治的、経済的現状を直視

しながら、粛々とより高い目標に向かって仕事をしている感じがする。1997年のアジア経済危機にお

いてIMF に救済されたものの、僅か２年間程度で立ち直った韓国の実績がその背景にありそうだ。引

き替え、我が国の現状を振り返ると、失われた１０年を過ぎて以来未だに不良債権未処理、財政赤字、

税金の無駄使い、危機意識欠如など、惨憺たる状態が続いている。特に最近の製造企業の工場火災・

爆発事故などについては、その危機管理の欠如（意識並びに、危機防止、危機勃発後の 対応処理）

にはあきれて思わず目を覆いたくなるような事件が続発している。斯様な我が国の状況並びに競争力

が落ちてきている現状をも認識しつつ改めて我々一人一人が地道に地に足をしっかりとつけた 

行動をとる必要があるという感を深くした。 
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今回は、一昨年のマレーシア開催に引き続いて、韓国主催のInfo-Plaza Meeting に出席した。会

議に対する韓国の取り組み姿勢は当初より非常に積極的であり、再三にわたり、IADFにも相談の申し

入れがあり、４ヶ月前に、韓国Info-Plaza Meeting Committeeを組織した。本Committeeはソウル

大学/Lee教授を座長とし、Hanyang大学/Cho教授、KARI/Sung博士、KAIA/Kim常務理事らで構成され、

メンバー１０ヶ国に早々と招待状を出すなど準備体制は十分であったが、結論的には、日本（IADF基

盤調査委員会メンバー４名）、中国（AVICⅡから２名）、マレーシア（MiGHT から２名）が出席し、４

ヶ国、１３名の会議となった。この中で各国の航空機産業・航空機技術の現状について紹介があり、

更に今後の会議の継続の重要性が全会一致で確認され、具体的に継続維持の方法についても議論がな

された。また参加各国それぞれがリーダーシップをとり継続運営することも確認した。ただ、各国航

空機産業の現状紹介にかなり時間が費やされ、自由討論の時間が不足していた感は否めない。今後は

自由討議の時間を最低でも半日とるような時間割を考慮すべきであろう。それにしても、昨年及び一

昨年我々基盤調査委員会がアジア調査で訪問した中国（AVICⅡ）をはじめ マレーシア（MiGHT）から

の出席をえて韓国が主催という、いわゆるアジアを代表する４ヶ国が一同に会すことができたことに

対して出席者一同それなりの満足感が感じ取られると同時に基盤調査委員会によるアジア調査の継続

必要性が改めて実感された。 

 

 韓国Airshowは、その規模において、昨年視察の中国/珠海で開催の展示会に比して1/3 

程度であり、多分に軍事色の強いものであった。英国、フランス、ロシアなどからは軍需販売促進を

目的にした政府機関のBooth もあり、堂々とサポートしていた。これは武器輸出を禁じている我が国

にとっては、誠に馴染めなく、また簡単に承伏でき得ない光景である。今回、韓国にとっての目玉は、

ロッキードマーチンとの共同で完成させたT-50先進ジェット練習機の実物展示であったと思う。韓国

要人或いは軍関係者らが、Cockpitに座す姿がしばらく続いていた。 

 

Info-plaza会議に於いて、日本人は東南アジア民族、中国民族、韓国民族並びに日本原住民の混血

人種であろうと思うが、日本は海に囲まれた環境のなかに育ち、非常に箱庭的感覚を持った人が多い。

従ってそれをうち破って、世界に飛び出そうとする意識が低く、急激且つ強烈な変化への対応が苦手

である旨の筆者の持論を披瀝したところ、韓国のCho 教授が、にやりと笑いながら、そうでもないの

じゃあないの？と切り返されたが（過去に時としてそういうこともあったがとことわった上で）いず

れにしても、我々皆同胞である、出所は同じ仲間である、中国、韓国、日本の言語を比較すると中国

の漢字は日本の言語の基礎そのものであり三ヶ国の発音は非常に類似している、このことからも我々

はもっともっと親密且つ頻繁に交流しつつ、国際共同を盛んにする必要あり。と話したところ、参加

された人々もうなずいていたように見て取れた。結論的には継続必須ということであった。 

 

 今回、古賀委員長、村上主査、李家委員の皆様方には、各訪問先でのPresentation、Speech、 

交流等に大いに務められ、活動頂いたことにたいして感謝致します。 

 叉この度のJETRO/ソウル、中村所長との面談をアレンジ頂いたIHI／ソウル事務所、清水所長並び

に同事務所の田中副所長からのご協力に対して本紙を借りて感謝する次第であります。 
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２．IHIソウル連絡事務所 
 

訪問先：IHIソウル事務所 

 23F、Seoul Finance Center Building,   

 84, 1-KA、Taepyung-Rd、Chung-Ku、Seoul、100-768、Korea 

 

日時： 10月27日(月)午後4:30-5:30 

 

面会者：(1) 清水孝郎 所長 （IHIソウル連絡事務所） 

 (2) 田中泰史 副所長 （IHIソウル連絡事務所） 

   

訪問者：村上主査、李家委員、古屋(事務局)  

 

(１) 概要 

・清水所長は永年ブラジル向け圧延設備関連ビジネス等に参画した技術屋さんであり、韓国ビジネス

に関しても、いわゆる技術を知った上での営業を展開されているかたである。 

 

・韓国に於ける最近の航空機関連ビジネスとしては、エアラインとのメンテナンス事業等がある。 

 

・IMF 監督下時代から５年経過し、今や韓国は完全に回復したといえる、この迅速な回復はなんと言

っても、韓国特有のトップダウン手法に依るところ大である。ASEANプラス３（日本、中国、韓国）

における交流が盛んにおこなわれており、北朝鮮の状況に関わらず、この先２年間で大きな変化が

見込まれる。 

 

・技術の先進化には務めているが、まだまだ技術の積み重ねが十分ではない、そのよい例が、最近起

こった地下鉄炎上事故である、即ち、つり革、座席シートなどは見かけは綺麗に仕上がっているが

すぐ燃えてしまう材料であること。 

 

・中国の共産主義下での統一・号令の管理システムがしっかりしているのに対して、韓国は財閥が主

体となっている。特に韓国自動車業界は、現代・起亜、大宇・GM、三星・ルノーなどのグループが

アメリカに進出している。但し、生産設備については、日本製が多いようである。またプレス機械

などに関しては基本設計が日本、現場レベルが韓国担当という分担とのこと。一方中国の技術力を

含めたビジネス展開力の足音を聞いている最近である。 

 

・最近の企業活動の特筆案件として、韓国POSCOが、本業である製鉄事業以外の仕事に着手しだした。

それは、LNG 備蓄基地建設事業であり、電力事業への投資参画、鉄鉱石原料などの物流事業などの

展開である（釜山近郊湾岸に新たな２０万トン物流岸壁を建造し、釜山を世界物流のハブと位置付

けている） 

 

・韓国失業率は約３％、新卒者に仕事のえり好みあり３Ｋは人気ない。また韓国国民には軍隊アレル

ギーはなく、従い産・学・官・軍の協力関係は強い。 韓国のある年代以上の人は殆どが日本語を
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しゃべる。但し、ある年代以下の人間の第２外国語は英語であり、アメリカ留学の次に中国留学に

人気が出ている。 

 

(２) 所感 

 

・韓国経済は一時のIMF 管理下状況を、日本では真似できないトップダウンで大胆且つ迅速に解決し

てしまう活力がある反面、技術力の蓄積とその応用実績の積み上げがまだ十分ではないようだが、す

ぐ隣の中国の経済力並びに技術力をひしひしと感じながら、着実に自己技術の進展を図っているもの

と窺える。サムソン電子の大型液晶技術は、世界の先端に位置し、その生産量はNO．1 であることか

らしても、今後、経済力・技術力ともに高まって行くであろう。韓国国民の外国関心度は、日本では

なく、アメリカ、中国に向いているようであり、日本にとって最も近い隣国から、魅力を感じさせる

ことができるよう、政治・経済・技術・文化交流を今後ますます盛んに行う必要があるものと考える。 
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３．日本貿易振興機構（JETRO）ソウル事務所 
 

面談先：JETRO 日本貿易振興機構 

    ３RD Floor、Young Poong Bldg,. 

    ３３、Sorin-Dong、Chongro-Ku、Seoul、110-752、Korea 

 

日時：10月2７日(火)午後6:00-8:00 

 

面会者：中村富安 所長 （JETRO、ソウル） 

 

訪問者：田中泰史副所長（IHIソウル連絡事務所）、 

村上主査、李家委員、古屋(事務局)  

 

(１) 概要 

 

・韓国国家主要データ 

 国名：大韓民国、政体：民主共和制、首都：ソウル特別市、人口：4764万人（2002年推計） 

 面積：9.93万平方km（日本の約２６％の広さ）、国民総生産：４,９６５憶ドル（世界１３位） 

 一人当たり国民所得：10,013ドル（日本の約1/3） 

 

・最近の韓国経済現況： 

サッカーワールドカップ以後の反動、IMF 勧告以後の思い切った改革によりＶ字回復したが、経済

的に弱い立場の者を切り捨てた等の付けが回ってきており、経済的には停滞気味である。現在信用

不良者の数は３５０万人に昇っている。OECD基準による失業率は跳ね上がり、１４～２９歳におけ

る失業率は、３Ｋ仕事回避傾向もあるだろうが、７～８％に昇る。因みに一般就業者の総合的平均

的年収は1100万Wonで、三星電子の重役の年収は、３０億Wonである。年収の格差が増大しつつあ

る。 

銀行の個人向け不良債権処理方法として、元本返済を半分に減らし、金利は無しという政策をだし

たが、優良債務者もそれに倣おうとした。いずれにしても改革断行については、かなり思い切った

政策を打ち出してきている。 最近のソウルにおける家屋の値段はバブル状態であり特に漢江（ソ

ウル市内を流れている川）南部地域の値段は昨年１年で３０％上昇。 

 

・ノムヒョン政権（労働党）になってからは、韓国企業はその先行きに対して信用度を低めており、

投資を控えめにする傾向が見られる。 

 

・経済計画はあまりにも短期的であり、中長期的なものはないようだ、しかしながら経済活動そのも

のはダイナミックである。対外輸出は今までは、アメリカ－中国－日本の順であったが、最近中国

がアメリカに取って代わっている。 

 

・朝鮮半島南北問題に関しては、今すぐ統一すれば、ベルリンの統一後の状況に照らし合わせてみる

と、双方潰れてしまうであろう。今後の行方については若い人達の行動は無視できない。そもそも
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国民全般的な感情は激しやすく、他人に頭を押さえられることを嫌う。最近の黄海での北との間の

武力のいざこざにおいて、無くなった兵士の名前は一切報道されなかったが、駐留アメリカ軍の装

甲車にひかれた子供の名前は報道されている。この様な状況から、反米感情は大きくなっているが、

対北関係となるとかなり気を遣っている様子。韓国統一相並びに国防省によれば、南北統一は５０

年先を目処に考えているようだ。因みに大学進学率は８割に至るとのこと。 

 

・前述の如く、韓国経済の基盤はかつて政府（朴大統領の時代）が育てあげた財閥により成り立って

おり繊維、家電、石油化学、製鉄などの製造業が中心だが、主要部品は殆どが日本からの輸入でま

かなっており、韓国内の産業空洞化も問題である。特に労働者のなり手がいない、更に身分社会故

に中小企業は大切にされない。科挙制度はいまだに根を下ろしている。 

 

(3) 所感 

 

・韓国データから判るように、人口は日本の４０％、面積は２６％、国民総生産は１１％の規模と決

して大きくないものであり、周辺を中国、ロシア、北朝鮮に、更に海を隔てて日本に囲まれ、歴史

的にも決して容易でない状況に晒されてきているが、科学技術のある分野での（液晶など）生産高

は世界NO.１の地位を占めているものもあり、韓国国民一人一人が、先進国到達への目標に向かい、

粛々と、成すべきことを確実に実施しているようにみてとれる。経済改革、構造改革の迅速性、大

胆なる断行等については、日本は学ぶ必要があると思う。 
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４．韓国航空宇宙産業振興協会（KAIA） 
 

訪問先：KAIA Korea Aerospace Industries Association 韓国航空宇宙産業振興協会 

 6th Floor, The Federation of Korean Industries Bldg.(ソウル中心部にあり) 

 28-1, Youido-Dong, Youngdeungpo-Gu, Seoul, 150-756、 Korea 

 

日時： 10月28日(火)午前10:00-11:30 

 

面会者：(1) Lee、Keun Hong (Vice Chairman) 

 (2) Young-Kap Kim (Managing Director) 

 (3) Sung-woo Lee （Deputy General Manager、Planning Division） 

 (4) Sun-hye Ryu (Staff、Planning Dept.) 

 

訪問者：村上主査、李家委員、古屋(事務局)  

 

(1) Presentation 

KAIA並びにIADF Study Committeeにより実施された。 

 

(2) 概要 

・KAIA は、今回IADF Study Committee による韓国調査の訪問先アレンジメントを全て準備してく

れさらにInfo-Plaza Meetingを主催した機関である。Korean Air-showの開催主担当の部署でも

あり、かくも多忙の状況下でもあり、全体日程の相互確認、並びに、KAIAの概要につき資料を用い

て説明を受けた。当方からも、OHPにて、IADF基盤調査委員会の概要につき説明した。 

 

・1992年9月5日設立 （韓国商工エネルギー省の交付金で設立） 

 

・会員企業数は３９社と名誉会員の１０社から構成される。 

 

・KAIA組織は、頭に理事会、評議委員会があり、会長をトップに、企画・総務部、国際部からなって

いる。総勢２０数名の陣容で、機体・エンジン・補機器・アビオニクス・宇宙機器等の企画、ポリ

シーづくりを企画・総務部で担当、貿易・国際共同・技術共同・情報収集などを国際部で担当して

いる。 

（日本のSJACに相当するような機関） 

 

・２００２年に於ける韓国航空宇宙工業の総生産売り上げは、輸入をも含め2,743Mil＄であり、同年

の従業員数は10,736人となっている。 

 

・会員企業の主なところは、 

Korea Aerospace Industries、Ｌｔｄ.、Samsung Techwin、Korea Lost-Wax Co. Ltd. 

Korean Airlines、Samsung Thales、MTEQ Systems Inc等。 
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５．韓国航空宇宙産業株式会社 (KAI) 
 

訪問先：KAI Korea Aerospace Industries Ltd. 韓国航空宇宙産業株式会社 

 16th Floor, Myong-Ji Building, (ソウル中心部にあり) 

 135, Seosomun-Dong, Jung-Gu, Seoul, 100-737 Korea 

 

日時： 10月28日(火)午後2:00-4:00 

 

面会者： (1) Tae Shik, Oh (Director Head, Business Development Department) 

 (2) Yeun Seuk, Jeung (Senior Manager & Chief, Commercial Business Development 

 Section1) 

 (3) Ki Arm, Park (Senior Manager & Chief, Corporate Planning Section) 

 (4) Sung Hyeg, Kang (Manager, Corporate Planning Section) 

 

訪問者：村上主査、李家委員、古屋(事務局) & KAIA Sun-hye, Ryu 

 

(1) Presentation 

KAIビデオ及び、IADF(古屋)、JAXA航空宇宙技術研究センター(村上)、東大（李家） 

 

(2) 概要 

・1999年10月1日設立 

 

・韓国で航空機全機を製造する唯一の会社 

 

・大宇重工（28%）、三星工業（28%）、現代自動車（28%）の出資で設立された（韓国政府がコントロー

ルする訳ではなくあくまでも民間会社との説明だった） 

 

・外国企業との関係：Lockeed MartinとT-50（超音速ジェット練習機）開発におけるパートナーシッ

プ、ならびにKF-16戦闘機のライセンス生産。この他にBoeing、Bellなどと機体一部分のライセン

ス生産や機体改修を行う。 

 

・製品：T-50、KT-1初等練習機、KF-16、韓国陸軍用UAV、民間機部品、衛星KOMPSAT2開発 

・顧客：軍（韓国空軍、陸軍、海軍）が売り上げの80%を占める 

 

・事業所：ソウル(本社)、Sachonに2工場、Changwonに１工場、Daejon（大田）に衛星関係の１工場、

計4工場（Sachon, Changwonともに韓国南部の慶尚南道（釜山も含まれる州）にあり） 

 

・年間売り上げ：約9500億ウォン（約950億円）、利益160億ウォン（2002年） 

 

・雇用者：約3200人、内技術者は1000人 

・開発中の機体：KMH（韓国多目的ヘリコプター、ただし政府の最終的なGOは未だ出ていない） 
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・目標：2010年代に世界で10位以内の航空宇宙関係企業になること 

 

・産官学の連携：confidential 

 

・韓国政府からの援助：軍関係が主体、他にR&Dへの援助 

 

・研究開発関連：自前の風洞はない、米国、英国の風洞を借用している。T-50用のFlight Simulator

は開発している 

 

・KAIAとKAIの違い：KAIAはnon-profit-organization、KAIは利益をあげることが目的の企業。た

だしKAIAのchairmanはKAIの社長（陸軍を引退した）が兼任している。 

 

(3) 所感 

 

・軍事：韓国は戦闘機を輸出できないとのこと。このためにT-50は練習機となったが、将来的には戦

闘機を自主開発することに興味を持っているように感じられた。ただし詳細は口をつぐんだ。 

 

・民間機：韓国単独では民間機開発は無理であることを認識しており（国内需要が日本同様に少ない

ことを理由としてあげていた）、地域性からみて日本、中国との共同開発に興味を持っている。 

 

・IADFとの関連：上記に関連して、国際共同開発を行うことによって日本政府からの資金援助を受け

る可能性について大変興味を持っているようであった。 

 

・今まで軍事が主体であったが、これからは民需へshift していきたいというのが会社の希望のよう

である。 

 

・会社の将来目標ははっきりしているが、韓国政府に頼っているだけでは無理なので、海外に目を向

けているようである。 
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６．韓国ロストワックス株式会社 
 

訪問先：KOREA Lost-Wax Co. 韓国ロストワックス(株) 

 京畿道始興市正往洞2123-1 (ソウルより西へ車で1時間15分程度) 

   

日時： 10月29日(水)午後2:00-4:30 

 

面会者： (1) 張 世豊 Sea-Foong, Chang 社長 

 (2) 張 炳文 Byung-Moon, Chang 航空/産業ガスタービン事業本部 理事 

 (3) 鄭 義錫 Eui-Seok, Chung 貿易部部長 

 (4) 李 昌鎬 Chabg-Ho, Lee 貿易部主任（日本担当） 

 

訪問者：村上主査、李家委員、古屋(事務局) & KAIA Sun-hye, Ryu 

 

(1) 概要 

 

・1979年3月10日設立 

 

・長岡市にある林ロストワックスとの合弁会社として設立、現在は合弁が解消され、張社長が100%share

を有する 

 

・製品：精密鋳造一般部品、航空機/IGT(産業用ガスタービン)部品 

 

・製造技術：大気鋳造技術、真空鋳造技術（多結晶、Ceramic Core） 

 

・研究開発：今後は一方向凝固、単結晶精密鋳造へ向かいたい 

 

・品質改善：ISO9000等取得、AS(Aerospace Standard)9000等取得、トヨタにならって「KAIZEN運動」

実施 

 

・主たる顧客：国内（KAI,空軍、現在、三星…）航空以外は発電機、ガスタービン用品 

       海外（P&W、GE、Goodrich System（Airbus用）） 

    日本（ヤマハ、大同特殊鋼等、他数社） 

 

・事業所：三工場（安山（一般部品）、始華（研究所あり、航空）、第2安山（金型））、ソウル事務所 

 

・年間売り上げ：＄１１．８M (2002)、精密鋳造では韓国No.1の企業 

    （売り上げの40%が海外向け、航空分野に限ると90%が海外向け） 

    （なお、韓国ではジェットエンジンは開発されていない。OEMのみ） 

 

・雇用者数：207名（116人製造、技術者45名） 
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・産学協同（ソウル大学等の大学と、国からの補助金を得て協同している） 

 

・国からの援助：KARI管理のFundあり（国が70%、中小企業が30%費用負担） 

 

・軍との関係：あまりない（製品納入のみ） 

 

(2) 工場見学 

 

始華工場（航空用精密鋳造の過程）及び第2安山工場（金型、鋳物加工）始華工場から車で5分 

 

(3) 所感 

 

・出席者：全員日本語を理解、面談はすべて日本語で行われた 

 

・社長は今後は日韓中が航空分野で連携しないといけないと力説。世界各国の精密鋳造関係の会社を

訪問して工場を見学させてもらったが、日本の１社だけはいつも見学を断られた。今後の協力のた

めにも是非工場見学をさせていただきたいと伝言を頼まれた。 

 

・品質管理面でも日本の企業に興味を抱いている。ASを日本で何社取得したか知りたい。 

 （これも社長からの伝言であった） 

 

・精密鋳造分野では、日本の同業者と同程度の技術レベルなのでは? 

 

・韓国国内での航空関連の需要が少ないので、海外取引が多い。これをさらに工場させるためにも日

韓連携を社長は力説したのではないかと思われる(会社設立のときから日本と縁が強かったので)。 
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７．Korea Aerospace Research Institute 
 

訪問先：Korea Aerospace Research Institute 

     P.O.Box 113, Yuseong, Daejeon, 205-600 Korea 

   

日時：2003年10月30日（木）9:30～12:30 

 

訪問先対応者：(1)Bong-Zoo Sung(Director, Office of Aeronautics Program) 

(2)Cheol-Ho Lim(Director, Smart UAV Development Center) 

(3)Dea-Sung Lee(Director, Aeronautics Technology Division) 

 

訪問者：(1)李家賢一（東京大学大学院工学系研究科） 

(2)村上 哲（宇宙航空研究開発機構） 

(3)古屋正宏（航空機国際共同開発促進基金） 

 

（１）概要 

 

・ 1989年10月に”Korea Institute of Machinery&Materials”の一部として設立、1996年11月独立

して現在のKARIが設立。 

 

・ 予算規模は約130百万＄（約160億円）で、このうち約20百万＄（約24億円）が航空関係の予算。

全予算の８％が政府（総理府）からで、残りの92%は政府（科学技術省MOST、商業貿易産業省MCTI、

運輸省MOT）の競争的資金から獲得している。公的研究機関ではあるが国家行政機関ではなくJAXA

と同様に独立した法人である。 

 

・ 約500人の職員と約120人の契約職員。このうち、約450人が研究者。航空技術関係の研究者は約

120人。研究者の平均年齢は37才。 

 

・ 事業内容はJAXAとほぼ同様で、航空宇宙技術の研究開発から宇宙開発まで実施。韓国におけるJAXA

である。航空関係では航空機の耐空性検査などの認証のための検査も行っているところがJAXAとの

大きな違い（Authorizationは運輸省にあり）。 

 

・ 航空関係での防衛技術との関連では基本的にJAXAと同様に民間技術であって、専ら軍事技術に関す

る研究は行えない。軍事に関わる研究は日本と同様にそれ専門の組織（ADD）が行っている。但し、

Dual-Use の技術については実施、現在ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄとして立ち上がりつつある多目的ヘリ（KMH）の開

発には（防衛省MODからではなく）MCTI分の資金から提供を受けて研究開発に参画予定。 

 

 

 

 

・KARIの組織構造は以下の通り。 
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・ 航空関係の主要な研究開発は以 

－成層圏飛行船の研究開発（2000年12月～2007年9月） 

1month以上 のstation-keeping/L=200m(実機目標) 

飛行試験実施（L=50m/H=3000m程度、飛行制御と推進系技術） 

            韓国南部海岸に飛行試験場を整備 

    －Smart UAV（2002年7月～2012年） 

      産学連携ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（MOSTの21世紀ﾌﾛﾝﾃｨｱ R&D ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）、 

総予算規模120百万US＄ 

W=500kg(50kgPayload), 5hr Endurance 

      現在基本設計フェーズ 

第１フェーズ（～2005年）で小型の実証機開発と飛行試験 

第３フェーズ（2009年～2012年）でSmart UAV開発と飛行試験 

UAVの開発と並行して、Smart Tech.開発とUAV適用。 

    －複合材構造カナード航空機（1997年1月～2006年12月） 

      複合材構造のカナード機（小型機）の開発 

      第１回飛行は2001年9月に実施 

    －前進翼４シート航空機（1999年12月～2004年6月） 

      全複合材構造の小型軽飛行機の開発 

      2004年に初飛行予定（KARIの内部で組立中の機体有り） 

      搭載するFDRはKARIが独自に開発したもの 

    －UAVコア技術研究（2002年～2006年） 

      安価なセンサー開発、複合航法装置開発等 

    －回転翼機（KMH）開発（2004年～2015年） 

      KMH（Korea Multi-Purpose Heli/ W=10ton）は国家ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

            KMHのコア要素の開発、試験設備整備、試験と評価の実施 

      ヘリシステム設計技術の開発 

・ 航空関係の試験設備としては大型低速風洞（試験部４m×３m×１０ｍ／１～120m/s）とエンジン高

空性能試験設備（H<30kft /Mn<1）、全機強度試験設備（KT-50 の全機強度試験中）など。高速風洞

President 

Office of 
UAV 

Office of 
Aeronautics 
Program 

Office of 
KOMSAT 

Office of 
Comm. 

Office of 
KSLV 

Sattellite 
Opr.&App. 
Center 

Space 
Center 

Quality 
Certificati

on 
Center 

註）太線枠が航空関連組織 
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はない。また、韓国南端部に飛行試験場を整備中。宇宙関係ではスペースチャンバや電波暗室など

あり。また、飛行試験場と同様、韓国南端部に打上場を整備する予定。 

 

・ 宇宙関係は韓国の人工衛星開発を実施しているほか、固体ロケットの開発を実施。また現在液体ロ

ケットエンジンの開発を実施中（燃焼試験段階）。 

 

（２）．所感 

 

・ ＫＡＲＩでは航空関係予算は２割程度。Dr.Sung 氏は厳しい状況と述べていた。飛行実証までの研

究開発計画がほとんどで、羨ましく思うところ多々あり。ただし、キャンセルされたプロジェクト

（双発輸送機など）も複数あり。 

 

・ 韓国においては、航空宇宙関係の政府予算はMCTI、MOST及びMODがそれぞれ１／３。大統領の諮問

機関National Aerospace Council が国家ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをAuthorization。航空宇宙で約50のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが

進行。これらのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ毎にRFPが出され、それに対してKARIも提案。しかし、航空関係のﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑは少なく、競争的資金獲得では国内航空宇宙企業はKARIのコンペティターとなっている。韓国に

おいても航空関係はなかなか厳しい状況にある模様。 

 

・ 国際共同に関しては、人工衛星関係ではイスラエルやフランスなどと、また航空関係ではフランス、

英国など（日本NALともあり）と共同研究がなされているとのこと。日本との共同研究開発の推進

や日本主導での民間航空機開発に関する発言もあり（リップサービスかも知れないが）。要素技術や

システム技術など高いレベルにあり、日本の航空技術や航空機開発において韓国との共同を大いに

視野に入れて行うべきではないかと思料する。 

 

・ 特にＵＡＶにはかなり力を入れている模様で、ＵＡＶをキーワードに先進技術（MEMSやNano-tech.

等を使った Smart Tech.）の研究を展開しつつあり、日本においてもこの分野における航空先進技

術への取り組みをこれまで以上に展開していく必要性を感じる。 

なお、KARIも含めて、韓国では機体側の技術開発が中心でジェットエンジンに関する研究開発はあ

まり目立たなかった。産業ではSamsun-Techwinがエンジン生産（ライセンス）を行っている。部品

供給では韓国LOST-WAXなども含めて色々あるようである。 
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８．Korean Air Aerospace Business Division 
 

訪問先：Korean Air  Aerospace Business Division 

   103, Daejeo 2-Dong, Gangseo-gu, Busan, Korea 

 

日時：2003年10月31日（金）13:30～16:00 

 

訪問者：(1)李家賢一（東京大学大学院工学系研究科） 

(2)村上 哲（宇宙航空研究開発機構） 

(4)古屋正宏（航空機国際共同開発促進基金） 

 

訪問先対応者：(1)Kyung Hwan Kwon(Vice President, Int’l Marketing&Contracts) 

(2)Jung Woo Park(General Manager, Int’l Marketing&Contracts) 

(3)Hyun Jun Doo(General Manager, Eng. Team, Commercial Aircraft Plant) 

(4)Wan-goo Kang(Principal Researcher, Strategic Projects Planning Team, Korea 

Institute of Aerospace Technology) 

 

（１）．概要 

 

・ KALのAerospace Division は1976年に設立。1970年代の朴大統領の自律的な防衛能力の確保の方

針から、当時唯一の航空機に関する事業（運航・整備）を行っていたKALが他のカスタマー（含：

米軍）のMROと製造の事業にも乗り出したもの。 

 

・ KAL は運航部門、整備部門及び当該製造部門で構成。整備部門は自社機体の整備。当該製造部門で

は自社以外のカスタマーの機体整備と製造を実施、プサンのキムハエ空港に隣接し、デジョンの技

術開発部門も含めて約2,000人の従業員。 

 

・ 人員規模ではKAI(Korea Aerospace Industry)の約2/3であるが、経営基盤ではKAI を凌ぎ、韓国

航空宇宙産業の中核（Vice President談）。KAIが財政問題から政府からの投資を受けているのに対

して、KALは政府からの投資は全くなく極めて健全な状態。 

 

・ 当該部門はソウル近郊にエンジン整備拠点、プサンにMROと製造の拠点、デジョンに研究開発の拠

点（Korea Institute of Aerospace Technology）あり。開発エンジニア数はプサンに約250人、デ

ジョンに約100人。 

 

・ KAL全体の売上げのうち当部門は約10％で、約190百万US＄（2002年）。 

 

・ 軍関係では米軍の航空機整備（アジアで最大規模）とともに、自国軍向けのヘリや機体の製造・整

備。500MDヘリのライセンス生産を皮切りにF-5E/F戦闘機の製造、520MKヘリの開発などを手がけ、

現在ＵＨ60ヘリの製造、F-16戦闘機やKT-1練習機やKT-50超音速練習機の部分生産を実施。この

ほか、各軍用機のアビオニクスのアップグレードなど。 
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・ 民間部門ではボーイング、エアバス及びエンブラエルの機体部分構造製造をオフセットプログラム

で実施。ボーイング関係ではB777（flap extension, Wing-tip）、B717（Nose fuselage Assy.）等。

エアバスではA340(mid-fuselage)等、最近ではA380 にも関与。エンブラエルではERJ175 の胴体。

また、5-seater の軽飛行機 BlueSky-91 を自社開発、韓国で初めて自国開発機の型式を取得、現在

市場への展開を検討中。 

 

・ KAL の主要事業である運航部門の使用機材の部品も製造してるものの、当然のことながら自社のた

めに製造した部品を直接供給することは契約上認められていない。 

 

・ 民間機の製造工場には６基のオートクレーブ、１基のオートリベッタ（少々小さい）もあり、生産

設備は一通りある。オートリベッタはKALと韓国内の機械工業会社との共同開発。 

 

・ 研究開発はデジョンの技術開発センターで行っているが、風洞等の大型設備はなく、同地にある

KARI（Korean Aerospace Research Institute）の設備を活用。アビオニクスやサブシステム等の研

究開発が中心。宇宙関係では韓国の人工衛星やロケットの開発にも参画。 

 

（２）．所感 

 

・ 自社のために部品を直接供給することは契約上認められていないが、ボーイングやエアバスに出荷

する価格とこれらから購入する価格の両者を知る立場にある。KAL はこのような立場にあっても仕

方ないと思っているようである。 

 

・ 軍用機の製造工場は見学していないので不明であるが、民間機の製造工場を見る限り、整備ハンガ

ーを除けば生産ラインは日本の企業に比べてやや窮屈な感じを受けた。胴体パネルなどが一般通路

を塞ぐ状態であったり、工場の出口付近で部品チェックをしていたりという状況。移動の際に通路

を塞いで吊られていた胴体パネルを歪ませて通したりとやや品質管理の面でいかがなものかという

光景もあり。しかし、工場は全体的に活気があった。 

 

・ KAL も含めて韓国の航空機産業は軍事中心で、民間部門の拡大はこれからというところ。また、日

本と異なり武器輸出制限がなく、KT-1練習機はインドネシア空軍に輸出されているおり、日本に比

べて航空機産業としては有利な面がある。 
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９．Info-Plaza Meeting 
 

（１） 開催場所 

釜山Lotte Hotel ４２階 会議室 

503-15, Bujeon-Dong, Busanjin-Gu, Busan, Korea 

 

（２） 日時 

      2003年11月3日（月）11:00～17:00 

 

（３） 主催者（韓国）並びに参加者（マレーシア、中国、日本） 

(1) Dong-Ho Lee: Chairman of the Meeting, Professor, Dean of School of Mechanical & 

Aerospace Engineering, Seoul National University. (Korea) 

(2) Bong-Zoo Sung: Director, Office of Aeronautics Program, Korea Aerospace Research 

Institution. (Korea) 

(3) Jin-Soo Cho: Professor, School of Mechanical Engineering, Hanyang University. (Korea) 

(4) Young-Kap Kim: Vice President, Korea Aerospace Industries Association ,KAIA. (Korea) 

(5) Sun-Hye Ryu: Staff, KAIA. (Korea) 

(6) Xunwen Zhou: Director, Planning and Development Department, Planning Division, 

 China Aviation Industry Corporation 2. (China) 

     (7) Chen Lubo: Project Manager, Aero Production Division, Department of International 

Cooperation & Trade, China Aviation Industry Corporation 2. (China) 

     (8) Lt Kol Ir Hj Kamarulzaman Hj Zainal: Vice President Aerospace, Malaysian 

Industry-Government Group for High Technology. (Malaysia) 

     (9) Mohd Nurul Azammi Mohd Nudri: Researcher Aerospace, Technology Division, Malaysian 

Industry-Government Group for High Technology. (Malaysia) 

(10) 古賀 委員長 （IADF基盤調査委員会） 

(11) 村上 主査 （IADF基盤調査委員会） 

(12) 李家 委員 （IADF基盤調査委員会） 

(13) 古屋 （事務局） 

 

（４）概要 

   一昨年のマレーシアに引き続き、韓国主催（KAIA）でInfo-Plaza Meetingが開催された。KAIA

は、開催４ヶ月前から早々と韓国航空機関連機関から構成される韓国４人委員会なるものを組織し、

（上記項目（３）記載の面々）当会議の準備を進めていた。結果、韓国、中国、マレーシア、日本

の４ヶ国、１３名の参加を得て、充実した会議となった。Air-showの最中、その中心的役割を担っ

ていた韓国KAIAが、超多忙にも関わらず、基盤調査委員会メンバーの韓国航空機関連機関訪問のア

レンジメントをも含め、Info-Plaza会議を主催・実行頂いたことに対して、心から敬意を表し、感

謝申しあげたい。 

 

   会議は、冒頭にKAIAのKim副理事長の挨拶にはじまり、当会議の座長であるソウル国立大学の

機械航空工学部長のDong-Ho Lee 教授の挨拶に引き続き、参加各位の自己紹介、参加人の属する、
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航空機関連機関の概要説明並びに、航空機産業の概観について説明がなされ、更に自由討議が行わ

れた。昼食を挟んで合計約６時間程の会議であったが、参加メンバーも自由に発言し、Info-Plaza 

Meeting の今後のあり方、進め方、継続維持の手法などについても話し合われ今後ともInfo-Plaza 

Meetingを継続させる意義・必要性を十分に納得・確認することができた。 

 

  惜しむらくは、各国航空機産業、参加各機関の説明にかなり時間が費やされ（勿論これが無くて

も良いわけではないが）、自由討議の時間を十分取ることができたかどうか心もとない感がするが、

次回からは、あと３時間程度延長することで全体を計画することが望ましいと考える。 

 

（５） 参加メンバーによる発表概要及び議論 

 

（５-1） Korea Aerospace Industry （発表者：Sun-Hye Ryu、Staff KAIA） 

 

・ KAIAは韓国商工・エネルギー省管轄のもとで、韓国航空宇宙産業の発展の為の政策、技術・研究

協力、貿易促進、展示会などに関する企画、調整事業を行っている非営利団体であり、メンバー企

業数は３９社である。 

 

・ 韓国航空宇宙産業の概観： 

－現在生産が行われている航空機は、KT-1（練習機）、F-16（戦闘機）、SB-427（ヘリコプター）等

があり、開発プロジェクトとして、KMH（Multi Purpose ヘリコプター）、UAV、T-50（先進練習

機）等である。更に宇宙関連開発も同時に進行中である。 

－2002年におけるAerospace関連Turnoverは2,743Mil＄、就業者数は11,000人弱、総投資額は、

約6,600万ドルである。 

－KAIAは共同主催のAir-show、並びにRobot Aircraft Competition等のEventについても計画・

実施をしている。 

－その他軍用機のメンテナンス、補修ビジネスを展開中、エンジンに関しては、各種エンジンの部

品生産、組み立てをしている。 

 

（5-2） Korea Aerospace Research Institute （発表者：Bong-Zoo Sung） 

 

・ 韓国科学技術省傘下の最も規模の大きい研究機関の一つであり、総員 611 名、総予算 128Ｍ＄の

規模である。 

 

・ 現在進めているプロジェクトとしては 

 －Stratospheric airship 

 －Smart UAV 

 －Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｖｉａｔｉｏｎ（Composite Canard Aircraft、Sweep Forward ４ Seat 

Aircraft） 

 －UAV Core Technology Research 

 －Rotorcraft technology research 
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・ その他これらプロジェクトの性能等の確認の為の設備を有する。 

 －Full scale structural test facility for T-50 

 －風洞 

 －エンジンテストセル（高度１０Ｋｍ、Ｍ＝１の条件下） 

 －Simulator Drive 

 －Rotor Stand wind tunnel 

 

・Ｑ&A 

 －１２８Ｍ＄の内訳は、８％がGovernment、９２％がCompetition Basis 

 －Canard Aircraft は、今後の飛行機を、自家用車として使う時代を想定したもので、Canard の目

的はストールセンサーの役割を担う。 

 －KMHのTake-off時の最大Powerは１８０００lb 

 －Stratospheric Airshipの現状は、３Km高度で、動力は小型ガスタービン駆動によるモーターで

あり、通信使用が目的である。 

 －韓国の若い人は、宇宙・バイオ等に興味あるが、飛行機の人気は低い。 

 

 

(5-3) Korean society for aeronautical and space science, KSAS（発表者：Jin-Soo Cho） 

 

・ KSASは航空宇宙科学の進展の促進を図り、もって韓国産業の発展に寄与することを目的とする公

益団体であり１９６７年に設立された。主要活動項目は以下の通りである。 

 －科学技術情報収集、調査・研究 

 －科学技術関連講演会・討論会の主催 

 －科学技術雑誌・論文の発行 

 －航空宇宙科学分野における各種提案・提言の実施 

 －国際規格に合致した韓国Standardの策定 

 

・ KAIAが航空宇宙関連企業の取り纏め役であるように、KSASは大学における科学技術関連事項 

の連携と取り纏め役を担っている。因みに研究機関連携については KARI、ADD（国防省傘下）等が

中心になって連携している。国家的研究開発プロジェクトは商工省、科学技術省、国防省などに関

連する審議会で決められる。 

 

・ KSAS 理事会は、ソウル大学教授の Dong-Ho Lee を会長として、国防省及び先端科学技術研究所

から各１名の副会長であり、その他大学、研究所から１２名から構成されている。全体のメンバー

会員は１７００名である、この中には３２企業の特別会員及び６６グループの賛助会員が含まれて

いる。 

 

 

(5-3) China Aviation Industry Corporation Ⅱ, AVICⅡ（発表者：Xunwen Zhou） 

 

・ 中国国営航空宇宙企業組織の変遷： 
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- 1951 Bureau Aviation Industry 

- 1963 Ministry of Aviation Industry 

- 1988 Ministry of Aviation and Space 

- 1993 Aviation Industries in China 

- 1999 AVICⅠ and AVICⅡ 

（AVICⅠは大型航空機関連事業、AVICⅡは主に小型航空機並びにヘリコプター事業） 

 

・ AVICⅡの概要： 

 - 国営の主として航空機関連企業であり、傘下に５４の製造企業、３研究所並びに２２の子会社か

ら構成される。このうち６社中国株式市場に上場している。傘下の総従業員数は１７万人。今日

までに航空機は６３８７機、エンジンは２４５２６台、１００２６台の戦略ミサイルを納入して

いる。 

 

・ 主要航空機生産状況： 

- Z11 Series Helicopter、４０機 

- Z-9 Series Helicopter、１１７機 

- Z-8 Series Helicopter、１5機 

- Y-12 Light Multi Purpose小型機（双発プロップ）、１２０機 

- Y-8 Medium  Multi Purpose中型機（双発プロップ）、83機 

- K8、CJ6、A5 Trainer and Attackerなど、３４１３機 

- その他General Aircraft、１１８７機 

- 国際共同事業（Embraer） ERJ145Series、2003年１２月にRolling-Out 

 

・ その他L15、Advanced Jet Trainer の国際共同開発事業を計画中、さらに今後一層国際共同開

発事業を推進させたい。 

 

(5-4) Malaysia Industry-Government Group for High Technology, MiGHT（発表者：Zainal） 

 

・ マレーシア国の航空宇宙産業並びに各種産業に関わる科学技術振興発展を目的として、 

マレーシア首相直轄下の科学評議員会のもとにMiGHTが設置されている。具体的な目標として、マ

レーシア科学技術基本戦略の策定と、政府に対しての提言、公的・私的研究開発事業の優先順位の

判断、産学官連携の推進、国の科学技術関連人的資源の開発等を積極的に推進させる非営利機関で

ある。MiGHT内部の組織は技術部門、総務部門があり、航空宇宙部門は会長直属のSpecial Function

にある。この部門にてマレーシア航空宇宙に関わる全ての司令塔になっている。具体的には国の航

空宇宙政策青写真の実現に向け、企業をはじめとした諸機関間の調整を行い効率的に作業を推進さ

せる役割を担っている。 

 

・ 航空機関連企業はマレーシア国内で約４２社ある、内訳は、MRO ビジネス関連が３０社、製造関

連が８社、エアライン４社である。 

 

・ MROビジネス関連では、民間向け、軍用、一般Aviation向けに展開しており、扱い機種としては、
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B747、B777、B737、C-130、S-61などの機体、及びエンジンではCFM56、PW4000、T56等について実

施している。 

 

・ 製造関連においては、航空機Eagle150B、Lancair Columbia300、等てがけている。一方、部品・

要素についてはBoeing、Airbus、BAe Systemsの製造分担を実施している。 

 

・ Aerospaceの2002年における総生産高は、12.7 billion RMであり、GDP比3.6％に相当する。

航空宇宙関連就業人数は５万人である。 

 

・ 今後の重点目標は、M.R.O、部品・要素機器製造、ｱﾋﾞｵﾆｸｽｼｽﾃﾑ、教育・訓練、Vender間の密接的

連携。 

 

(5-5) IADF Study Committeeからは下記３種類のプレゼンテーションを実施 

   

①． Research Activities for Aeronautics at Japan Aerospace Exploration Agency （村上主

査） 

②． Activity of Aeronautical Department in Japan （李家委員） 

③． Overview Japanese Aerospace Industry （事務局） 

 

(5-6) Info-Plaza Meeting 参加者意見交換 

 

 各国プレゼンテーション終了後、参加者間で下記内容の意見の交換があった。 

 

・ 今回４ヶ国から、計１３名が出席され、盛会であり、大変嬉しく思うと同時に、主催者である韓

国KAIAのご努力に感謝申しあげる。いくらITが発達し、いつでも何処でも誰とでも話が瞬時にで

きる時代にあるにも拘わらず、この様に面と向かって話し合い、お互いを認識しあうのは大変重要

であり、今後とも是非続けていくべきである。 

 

・ 当会議の直前に Asia Network of Major Cities（ANMC）の会合が台湾であった、（東京都知

事提唱のアジア大都市ネットワークのこと）。そのメンバーにベトナムが入っているが、当

Info-Plaza会議には、何故入っていないのか。 

そもそも当会議のメンバー加入に制限はない、一応アジア在の国であり、航空機関連機関であれ

ば、Welcome である。元来、当会議の趣旨は、アジア・オセアニア域の航空機産業の発展のための

国際情報・人的交流の場であり、EvenでFreeに意見交換を行うInformalな場である。 

 

・ 今後この会議を継続させることが大切であるが、今回、主催国の韓国から招待状を出したところ、

結論的に、応答があったのは、いま参加している４ヶ国のみであった。メンバーリスト（IADF作成）

の名前、住所宛に出したが、無回答のものは、はたして無視したのか、本当に届いているのか判ら

ないとのことだった。従って、少なくとも今後のメンバー各国の窓口はキチンと決めておく必要が

ある。今回良い機会なので４ヶ国の窓口はそれぞれ固定しよう、即ち韓国は KAIA の Mr. Kim、マ

レーシアはMiGHT の Aerospace 部門、中国は AVICⅡの国際部、日本は従来通りStudy Committee
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の事務局であるIADFの国際部とする。但し転任等がある場合には各自必ず後任者に伝達するように

しよう。 

 

・ 連絡窓口の人間が簡単に転任することが無い立場の人間、例えば大学の教授、をメンバーとして

増やせば途切れる機会がすくなくなる。 

 

・ 来年の会議の主催国は決まっているか、日本でやるのか。 今のところ確定はしていない。 

  今後、IADF がいわゆる Info-Plaza 会議の事務局としてやってゆくのか。本件みんなが主役であ

ると考えることが大事である。何処がLeadershipをとるのかではなく、各国メンバーが、それぞれ

リーダーであるという考え方が大事である。 

 

・ 日本民族はアジア各国の混血人種と言う考え方がある、ある人は中国人的な顔、ある人は韓国人

的、ある人はインドネシア的或いはマレー系のように、更に言語については、マレーシアは良く解

らないが、少なくとも韓国、中国、日本の各言語の発音を聞く限り、共通点が多々ある。ただ、日

本人の場合は、箱庭的感覚の人が多く、積極的に外に飛び出して行こうと言う人が少ない。いずれ

にしても皆同胞故、交流を盛んにして、国際共同・協調をおおいにすべきである。 

 

所感：今回の会議は、韓国KAIAの準備が良く整っていたので、非常にスムースに会議が進行した。 

惜しむらくは、自由討議の時間が少なくともあと２～３時間ぐらい欲しかったが、今後の参考にする。 
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＊[Info-Plaza Meeting 座席配置図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村上主査 

JAXA 

李家委員 

東大 

古屋 

IADF 

マレーシア 中   国 

Mr. Sung 

KARI 

Mr. Cho 

Hanyang Univ. 

Mr. Lee 

Seoul Univ. 

Mr. Kim 

KAIA 

Ms. Ryu 

KAIA 

Mr. Azammi 

MiGHT 

Mr. Zainal 

MiGHT 

Mr. 周 

AVIC2 

Ms .陳 

AVIC2 

韓 
 
 
 
 
 

国 

日本：IADF 基盤調査委員会 

OHP 

P.P 

古賀委員長 

TAO 



 

 25 

１０．Korea Air Show 2003、視察・調査 
 

（１）開催場所：釜山・BEXCO、Busan Exhibition & Convention Center 

 

（２）日時 

      2003年11月4日（火）10:00～16:00 

 

（３）視察調査メンバー 

(1)古賀 委員長 （TAO） 

(2)村上 主査 （JAXA） 

(3)李家 委員 （東大） 

(4)古屋／事務局 （IADF） 

 

（４）概要と所感 

  略称はコリア航空ショーであるが、正式には「韓国航空宇宙及び防衛産業展示会」と称され、２

年に１回開催されている。初回が１９９６年で今回は４回目の開催である。前回まではソウルで行

われていたが今年は釜山に最近建設された、釜山展示コンベンションセンター（BEXCO）にて実施さ

れた。共同大会名誉会長の国務総理のもとに産業資源部長官並びに国防部長官らが共同大会長とな

っており、主催は韓国航空宇宙産業振興協会（KAIA）、韓国防衛産業振興会（KDIA）、及び大韓貿易

投資振興公社（KOTRA）からなる。開催期間は１１月４日（火）～１１月９日（日）の６日間である。

プログラムは展示会、セミナー、デモンストレーション・アクロバット飛行等から構成されていた。 

  大小取り混ぜ全世界２５ヶ国３００社の参加し、航空宇宙及び防衛産業の最先端の技術と装備等

が展示があるとの前評判であった。T-50 Supersonic advanced trainer 実物展示をはじめとし

て、通信装備、ミサイル、レーダ、シミュレーター、エンジン、空港設備さらに武器等の展示があ

った。デモンストレーション飛行も、軍関連、民間など多彩であった。 

  韓国国内の大小航空機、武器関連企業の展示のなかでは、特にRotem の戦車・装甲車などの実物

が我々にとっては目新しく、滅多に間近で見ることのできないようなものばかりであったのが印象

的だ。ただ、エアラインからは、ASIANA航空のブースはあったが大韓航空は無かった。 

  アメリカ関連では、BoeingがB-7E7の模型展示、GEのエンジンパネル展示ブース、武器関連では

Raytheonが大きな展示をしていた。イスラエルから１０社以上の武器関連ブースが見られた。 

その他Bombardier、Turbomeca、Pratt & Whitney、Northrop Grumman、Rockwell Collins、な

どの常連展示があったが、Airbusの展示が無かったのがふしぎである。CATICが中国を代表してブ

ースをだしていた。（China National Aero-Technology Import & Export Corporation, AVICⅠと

AVICⅡが５０％ずつOwn） 

  展示はその規模において、昨年視察の中国/珠海で開催の展示会に比して1/3程度であり、多分に

軍事色の強いものであった。英国、フランス、ロシアなどからは軍需品販売促進を目的にした政府

関連機関のブースもあり、堂々とサポートしていた。武器輸出を禁じている我が国にとっては誠に

馴染めなく、また簡単に承伏でき得ない光景である。今回の韓国の目玉はロッキードマーチンとの

共同で完成させたT-50先進ジェット練習機の実物展示であった。韓国要人或いは軍関係者らがコク

ピット座す姿が目に付いた。 
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１．日本の航空機産業関連説明書（持参資料） 

     

＊ Overview Japanese Aerospace Industry 

 

＊ Activity of Aeronautical Department in Japan 

(The University of Tokyo) 

 

＊  Research and Collaboration Activities at National Aerospace 

Laboratory of Japan  

 

＊ Introduction of IADF/IADF Study Committee 

 

 

２． 韓国諸機関面談者との写真 

 

＊ 韓国航空宇宙産業振興協会（KAIA） 

＊ 韓国航空宇宙産業株式会社（KAI） 

＊ 韓国ロストワックス株式会社 

＊ Korea Aerospace Research Institute (KARI) 

＊ Korean Air Aerospace Business Division 

＊ Info-Plaza Meeting 

＊ Korea Air Show 2003 
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International Aircraft Development Fund
IADF

1) Nonprofit Organization to supply the Financial Support

2) To the Projectors Who execute the International Collaboration

3) For the Civil Aircraft/Engine, Related Technologies in Japan

4) To promote the Enhancement of the Industrial Technology 

5) Evolution of the International Personal Exchange

6) Established May/22/1986

7) Major Activities: Loan to authorized programs, collection and supply  

information, advice on joint development arrangements

and financial assistance for researchers exchange program

IADF Study Committee



IADF Study Committee

Research and investigation of the foundation on the next 
generation international aircraft development collaboration

1) The original committee had started 10 years ago

2) Current committee, 14 members, from various aircraft related

area, industry, university, laboratory and airline

3) IADF doing coordination as a bureau in a committee

4) Major purpose of Committee is to investigate how to:

a) Establishment the infrastructure of the system and interface

between industries, laboratories, universities and government

to promote international development cooperation effectively

b) Not for seeking the practical project



Major Consensus, Info-Plaza Meeting
IADF Study Committee

a) Appropriate member in the aircraft area in Asia/Oceania

b) Exchange information, knowing each other and discuss for

the future international development collaboration instead of

the practical project

c) Member’s countries are now, Australia, India, Indonesia, Korea,

Malaysia, China, Singapore, Taiwan, Thailand and Japan

d) Free, Even, Bilateral and Informal Discussion                

e) Be held at the same period of Air-show annually basis

f) Host to do: All the necessary arrangement and chairman of the

meeting and draw up the memorandum of meeting



History of the meeting

:Host                  :Participation                     :By phone 

England

U.S.A

(Observer)

Japan

Australia

India

Singapore

Malaysia

Thailand

Indonesia

Taiwan

China

Korea

(Member’s)

Info-Plaza 
Meeting

Trial Forum 
2nd

Trial Forum 
1st

-----Name of 
Meeting

2001/Oct2000/Mar1999/Feb1997/Dec1996/Oct1996/Jun1995/Oct1995/FebYear/Month

8th7th6th5th4th3rd2nd1st

IADF Study Committee



Japanese　Aircraft　Industry
121 Companies, Airframe, Engine, MRO and Others

(Major leading companies as listed ）

• MHI　（Ａｉｒｆｒａｍｅ、Ｅｎｇｉｎｅ、Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）　　　　　　　　　　

• KHI　 （Ａｉｒｆｒａｍｅ、Ｅｎｇｉｎｅ、Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

• FHI　　（Ａｉｒｆｒａｍｅ）

• Nippi　（Ａｉｒｆｒａｍｅ）

• ShinMaywa　（Ａｉｒｆｒａｍｅ）

• IHI　（Ｅｎｇｉｎｅ、Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

• Shimadzu　（Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

• Teijin　（Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）

• Sumitomo Precision　（Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

• Jamco　（Ａｉｒｆｒａｍｅ、Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、Ｍａｔｅｒｉａｌｓ）

• JAL　（Ａｉｒｌｉｎｅ）

• ANA 　（Ａｉｒｌｉｎｅ）

 　　　　　　　　　　

IADF Study Committee



Japanese　Aerospace　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

SJAC Member Companies
(Major leading companies as of May,2002)

• 111 Regular members
( Manufacturers, Operators)

• MHI                       ・ ＪＡＬ

• KHI                       ・　ＡＮＡ

• FHI                        ・ MELCO
• Nippi                      ・ NT Space
• ShinMaywa 　　　　 ・ FUJITSU
• IHI                         ・　 HITACHI
• Shimadzu               ・ IAC
• Teijin                      ・ RSC 
• Sumitomo Preci.    ・ MSS
• kayaba ・ AMS Japan
• JADC                  ・　APC Aerospe
• ＪＡＥＣ　　　　　　 ・ Fujikin, Inc. 
• ＣＡＣ ・ others 

• 39 Associated members
(Trading firms and others)    

• Mitsubishi Corp.
• Mitsui & Co.
• Sumitomo  Corp.
• Nissho-Iwai
• C.Ito & Co.
• Shin TOA Koueki
• Jupiter Corporation
• Tokyo Marine Insurance Co.
• Mitsubishi Research
• International Aircraft Development Fund
• Space Technology Development Co.
• others

IADF Study Committee
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Aircraft Turnover
2001
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History of Major Commercial Aircraft Program in Japan
IADF Study Committee

GE&JAEC 
Collaboration

Ordered: 500 MoreTwo Spool Fan Jet 
Engine

2000-Under  TestingCF34-10

CRJ-700,-900, Embraer-
170, -175, GE&JAEC 
Collaboration

Ordered: 900 More
Delivered: 285Two Spool Fan Jet 

Engine
1986-Under ProductionCF34-8

Mounted on A-319, 320, 
321 & MD-90. 
Collaborated with
JAEC/PW/RR/MTU

Ordered: 5000 More
Delivered: 2136

Two Spool Fan Jet 
Engine

1988- Under ProductionV-2500

Japanese Involvement
Under NegotiationService Entry in 2008200-250Planning & DesignB-7E7

Approx. 15 Japanese 
makers involved

129 ordered by 11 
Airlines to now555Planning & DesignA-380

Boeing: 79%
JADC: 21%619 as of Feb. 03

Twin Turbo Fan Jet
305-4511990- Under ProductionB-777

Boeing: 70%
JADC: 15%931 as of Feb.03

Twin Turbo Fan Jet
224-3031978- Under  ProductionB-767

Japanese 
Products182

Twin Turbo-prop
60-641958-1974YS-11

NOTESTotal number of  
Product

Type and SeatsYear, Start / End
Aircraft

Item
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Aircraft  Industry
Import, Export and Trade Balance

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

87 89 91 93 95 97 99 2001

Export

Import

Balance

IADF Study Committee（Ｓ４）



Major Aerospace Industries
2001                ( in  Billion US $ )
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Aircraft & Space Turnover
(SJAC    2002)
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Aircraft Turnover
（SJAC　 2002)
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Aerospace Industry Japan (ＳＪＡＣ)
（ＦＹ２０００）

• Ｔｕｒｎｏｖｅｒ：　　　　￥１,４３０ ｂｉｌｌｉｏｎ

• Ratio to GDP：　　　　0.3％

• ＭｅｍｂｅｒＣｏ．:    　 150

• Ｅｍｐｌｏｙｅｅ：　　　３５,０００

• ＯｐｅｒａｔｉｎｇＰｒｏｆｉｔ：　　　　３.６ ％
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Activity of Aeronautical 
Departments in Japan

October, November, 2003

Kenichi RINOIE
Department of Aeronautics and Astronautics

University of Tokyo

2003-10



Department of Aeronautics and Astronautics
University of Tokyo

■ Aerospace Systems 
Course

Aerodynamics
Aircraft Design
Flight Dynamics & Control
Structural Mechanics
Information Engineering & AI
Space Mission Studies
Space Systems

● 6 Laboratories

■ Aerospace Propulsion 
Course

Internal Thermo-fluid Mechanics
Combustion
Propulsion System

− Jet, Rocket, SCRAM Jet
Gas Turbine
Electric Propulsion
Materials

● 5 Laboratories



Department of Aeronautics and Astronautics, University of Tokyo
Undergraduate Course

- Junior, Senior ;  52 students/year
- Selection at the middle of Sophomore

Graduate School
- Master (two-year) course ; 52 students/year
- Doctor (three-year) course; about 15 students/year

Staffs
Professors; 8,   Associate Professors　＆Lecturers; 7,
Research Associates; 12

Cooperative Professors from Other Institutions
University of Tokyo

　 - Graduate School of Frontier Sciences ; 4 professors
- College of Art and Sciences ; 1 professor
- Research Center for Advanced Science and Technology ; 2 professors
Institute of Space and Astronautical Science (ISAS) ; 8 professors



Department of Aeronautics and Astronautics, University of Tokyo
 Research Activities
• Aerodynamics (including High Speed, High Enthalpy, etc.)
• Aircraft Design
• Structures
• Materials for Aerospace Application
• Aeroelasticity
• Flight Dynamics and Control
• Information Engineering and AI
• Aerospace Propulsion System (Jet, Rocket, and SCRAM Jet Engines)
• Gas Turbine
• Electric Propulsion
• Internal Thermo-fluid Mechanics
• Combustion
• Space Mission Studies and Space Systems



Department of Aeronautics and Astronautics, University of Tokyo

International Exchange
1. Students from Abroad
・Master Course:  2 (Brazil(1), Malta(1))
・Doctor Course:  2 (USA(1), Thailand(1))
・Funds: Japanese Government (Ministry of Education.….)

or Private
2. Students in Abroad
・Three students are studying in USA.

3. Visiting Professors / Researchers
・Average: 7 / year
・Duration: 2 weeks ～ 10 months
・Countries: China (special exchange program), U.K., France, Belgium,

Russia, Turkey, etc.
・Funds: Ministry of Education.., IADF,

JSPS (Japan Society for the Promotion of Science), etc.



Department of Aeronautics and Astronautics, University of Tokyo
International Collaboration
✸ International Cooperative Research with Russian Research Institute

"Thermo-Fluid Engineering Problems in Advanced Propulsion System"
Japan: University of Tokyo, Kyushu University, NAL
Russia: CIAM (Central Institute of Aviation Motors, Moscow)

- Three-years project supported by Ministry of Education, Japan
- Cooperative work esp. in numerical analysis
- Biannual Meeting in each country

✸ Exchange Program for Professors, Researchers, and Students with
Chinese Collaborating Universities
Japan: University of Tokyo, Dept. of Aeronautics & Astronautics, etc.         
China: Tsinghua University, Univ. of Science & Technology of China, etc.

✸ Cube-Sat Project
- Micro-scale satellite, First launch scheduled in 2002
- Collaboration among Univ. of Tokyo, Tokyo Institute of Tech., Arizona 

State Univ., Red Wood City High School, Kennedy Middle School,  
Korea, etc., Supported by private companies.
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Research Activities for AeronauticsResearch Activities for Aeronautics
atat

Japan Aerospace Exploration AgencyJapan Aerospace Exploration Agency

October, 2003

MURAKAMI, Akira
Institute of Space Technology and Aeronautics

Japan Aerospace Exploration Agency
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ContentsContents

•Introduction of Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)

•Current R&D Programs for Aircraft Technology in Japan

•Research Activities for Aeronautics at JAXA

•International Collaboration & Exchange
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Outline of JAXA(1)Outline of JAXA(1)
Aerospace R&D Organizations Change in Japan since 1955

National Space Development Agency

Institute of Space & Aeronautical Science

Institute of Space & Astronautical Science

1964

1955

1981

1963

1969
Japan Aerospace Exploration Agency

2003.10.1

Reorganized as an Independent 
Administrative Agency at 2001

National Aeronautics Laboratory

National Aerospace Laboratory

NAL,NASDA & ISAS were consolidated into JAXAA part of NAL transfers to NASDA
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Organization
President

Strategic Planning  
& Management 
Dept.

Industrial 
Collaboration Dept.

Assessment & 
Audit Office

Public Affairs Dept.

Tsukuba Space 
Center General 
Administration 
Office

Security 
Administration 
Office

General Affairs 
Dept.

Human Resources 
Dept.

Finance Dept.

Contract Dept.

International 
Relations Dept.

Safety & Mission 
Assurance Dept.

Information 
Systems Dept.

Ground Facilities 
Dept.

Spectrum 
Managementt
Office

Office of 
Space Flight & 
Operations

Office of 
Space Applications

Institute of
Space Technology 
& Aeronautics

Institute of
Space & Astronautical 
Science

General Auditor

General Auditor Office

-R&D of Space Launcher
-Launch Operations
-R&D of Space Utilization 
Systems (Intl. Space Station)
-Operations of Space Tracking
-Large Space Test Facilities
Operations

-R&D of Satellite System Tech. 
-Space Application Programs

Earth Observation Research
Satellite Applications etc.

-R&D of Advanced Space Tech.
-R&D of Advanced Aircraft Tech.
-R&D of Test & Computation Tech.
-Large Test Facilities Operation
-Aerospace Science Study
-Support of Space Development    
Projects 

-Space Science Study
-Education for Graduate Students
-R&D of Science Mission Satellite 

Budgets
98.5 bil.JYen
(for 2003.10-2003.3)

Employee
1,772 

Outline of JAXA(2)Outline of JAXA(2)



ＩＡＤＦ　Study CommitteeＩＡＤＦ　Study Committee

Institute of Space Technology and Aeronautics

Advanced Aircraft Technology Center

Air Safety Technology Center

Aeronautical Environment Technology Center

Aeronautical Application Technology Center

Wind Tunnel Technology Center

Information Technology Center

Advanced Composite Evaluation Technology Center

Aeroengine Testing Technology Center

Flight Test and Simulation Technology Center

Aerodynamics Research Group

Structure Research Group

Advanced Control Research Group

Future Space Transportation Research Center

Space Propulsion Research Center

Advanced Mission Research Center

Space Technology Demonstration Research Center

Space Component Engineering Center

Advanced Space Technology Research Group

Spacecraft Electrical Engineering Group

Space Environment Engineering Group

Space Systems Evaluation Engineering Group

Spacecraft Guidance, Control and Dynamics 
Engineering Group

Mechanical and Materials Engineering Group

Spacecraft Propulsion Engineering Group

Program Management 
and Integration 
Department

Quality Assurance 
Office

Aerospace Technology Center Kakuda Space Propulsion Center

Tsukuba Space Center

Executive Director

Headquarters Office

Outline of JAXA(3)Outline of JAXA(3)
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Current R&D Programs forCurrent R&D Programs for
Aircraft Technology in JapanAircraft Technology in Japan

Ministry of Education, Sports, Science and Technology(MEXT)
1. Next Generation Supersonic Aircraft Technology Program

Development of Experimental Vehicles & Flight Tests
2. Stratospheric Platform Airship System Program

Development of Sub-scaled Airships & Technology Demonstrations

3. Others
Advanced Regional Jet Technology Program
Clean Engine Technology Program
Flight-Safety and Environmental Compatibility Technology, etc.

Ministry of Economy, Trade and Industry(METI) 
1. Ecological/Supersonic Propulsion R&D Program(ESPR)

R&D on Component Technology for Supersonic Propulsion System
2. Environment Adaptive Regional Jet R&D Program

Development of Flight Demonstrator for 30-50 passengers regional Jet
3. Jet Engine R&D Program for Environment Adaptive Regional Jet

Development of Jet Engine for 30-50 passengers regional Jet 
4. Others



1.Next Generation Supersonic Aircraft Technology Program
Development of Supersonic Experimental Vehicles and Flight Tests

Non-powered and Jet-powered Ex-vehicles to be developed and tested in flight for 
development of the advanced CFD-design and other important technologies.

2. Stratospheric Platform Airship System Program
Development of Sub-scaled Airship for Demonstration of Technology

Component Technology for High Altitude Airship: System, Power-plant, Material, etc.
3.Advanced Regional Jet Technology Program

R&D on Advanced Technologies for Regional Jets
Low Drag Wing Design
High Efficient High-Lift Devices
Flight Control Simulation,etc.  

4.Clean Engine Technology Program
R&D on Component Technologies for Highly Environment Compatible Engines

　 CFD simulation Technology for Turbo-Mechanics
Low NOx Combustor Technology
Noise Reduction Technology
Evaluation Tests for Advanced Engine Materials, etc. 

ＩＡＤＦ　Study CommitteeＩＡＤＦ　Study Committee

Major Research Programs Major Research Programs 
for Aircraft Tech. in JAXAfor Aircraft Tech. in JAXA
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Next Generation SupersonicNext Generation Supersonic
Aircraft Technology Aircraft Technology 

-CFD Inverse Design
(Airframe Aerodynamics, NLF Wing)

-Flight Test system technology

Program cancelled!

1997

Development of NEXST-1

2000 20011998 1999 2002 2003 2004

Flt. Test Preparation

#1FLT Trial
(14 July,2002)

Repair&Improvement #2  #3

2000 2001 2002 2004 2005 2006

Development of NEXST-2

Flight Tests

Interim Evaluation
by Advisory Committee
of MEXT

Dec.2002- May 2003

New Flight Demonstration
Program will be planned.

2003

To establish advanced technology required for next-generation supersonic transport, two types of scaled 
supersonic experimental airplanes, non-powered one that is launched with the aid of solid rocket booster 
and glides (rocket experimental airplane) and jet-powered one (jet experimental airplane), are developed 
and flight tested. Related technology development and research are also conducted.
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Stratospheric Platform Stratospheric Platform 
Airship System Airship System 

Recovery
Launch

 

Jet stream zone

Descent

Ascent Troposphere

Hangar

Tacking & controls

Wind measurements

Capturing
Releasing

StratosphereStation-keeping area

Trasnfer to stationTransfer from station

Ground

Research and development of stratospheric platform airship system that is capable of a long-duration 
station-keeping flight at a stratospheric altitude of 20km are in progress with a final goal of realization of 
advanced wireless the communications and observations and monitoring the of the earth environment.

2000 20011998 1999 2002 2003 2004
Feasibility Study

Development of Non-Powered Demonstrator
(Ground to Stratosphere Flight) 

FLT Test
(4 Aug.,2003)

Development of Powered Demonstrator
(Low Alt., Station-Keeping, FC-Powered Flights) 

FLT Tests
(2004)

Demonstration Key Technology
-Membrane Structure Technology 
-Hull Manufacturing Technology
-Fuel Cell Propulsion Technology
-Flight Control Technology
-Operation Technology…etc.

Non-Powered Airship (L=47m)
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Advanced Regional Jet TechnologyAdvanced Regional Jet Technology
Research and development of advanced technology for next-generation Regional Jet which is competitive in 
global aircraft market, and support for development of the Regional Jet Demonstrator in METI Program 
(Environment Adaptive Regional Jet R&D Program).

2004 2005 20062003 2008 20092007

METI Program
Development of RJ Demonstrator

Flight Tests

JAXA Program

(Industry Program)

Technology Development for RJ Demonstrator
Test&Computation

Commercial RJ(Provisional)

Advanced Technology Development for next generation RJ

Technology Target for 2012
-Cost Reduction 20%
-Weight Reduction 20%
-Community Noise Reduction 20%

2010

R&D items
Support for RJ Demonstrator
-BL Transition Estimation
-High Efficient High Lift Devices
-Wind Tunnel Tests&Structure Tests
-Flight Simulations
-Low Noise Nozzle Design
-Fan Noise Absorber Design

Advanced Technology 
-Low Cost Composite Structure
/Low Cost Manufacturing Tech.

-Aeroelastic Active Control Tech.
-High Efficient Non-Destructive Inspection Tech. 
-Optimized Aerodynamic Design Tech.
-Low Noise Optimized Design Tech.
(Acoustic Analysis/CFD Optimization)

-Safety Airframe Structure Tech.
(Crash Impact Absorbed Seat/Airframe Structure)
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Clean Engine TechnologyClean Engine Technology

Research and development of advanced technology for highly environmental compatible aeroengine which is 
competitive in global aeroengine market, and support for development of the turbo-fan jet-engine 
demonstrator in METI Program (Jet-Engine R&D Program for Environment Adaptive Regional Jet).

2004 2005 20062003 2008 20092007 2010

METI Program

JAXA Program

(Industry Program)

Market Research/Feasibility Study

Development of engine demonstrator

Commercial Engine(Provisional)

Technology Development for E/G demonstrator
Test&Computation

Technology Target for 2012
-NOx Reduction 50%

(compared to ICAO CAEP-2)
-CO2 Reduction 10%

(compared to 2000 Tech. Level)
-Noise Reduction 10dB

(compared to ICAO stage4)

R&D items
Support for E/G Demonstrator
-CFD Simulation for Turbo-Mechanics
-Low NOx Combustor Design
-Engine Material Tests in Actual Conditions
-Noise Reduction Technology

Advanced Technology 
-Advanced Engine Concept Study

(Optimized Integration/AI Control)
-NOx Reduction Technology

(Combustor Design, Combustion Simulation Tech.)
-High Efficient Turbo-Mechanics

(Turbine Cooling Optimization, CFD Tech.)
-Noise CFD Estimation Technology
-Composite Materials Application.
(Ceramics Application, etc.)

Advanced Technology Development for Commercial E/G
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Other ResearchOther Research

Research on Safety & Environment Compatibility…

Research on VTOL aircraft…
The VTOL aircraft can move vertically up and down and fly like a conventional 
jet transport aircraft by switching fans in the air in a cruising flight. The aircraft 
that we aim at has better speed and range characteristics, more payloads and 
lower noise level than a helicopter. We are researching such convenient and 
interesting aircraft.

　1.System Concept Study
　 2.Lift Fan Technology

We are pursuing technical research on flight safety for future progress in 
aircraft and improved environmental compatibility that primarily includes 
reductions in noise and pollution.

1. Cabin Safety Structure 
2. Aviation Human Factors
3. Flight Safety around Airports
4. Revealing the Noise Mechanism in Rotor Aircraft
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International CollaborationInternational Collaboration
at Aerospace Technology Center,JAXAat Aerospace Technology Center,JAXA

Collaboration Activities under Bi-Institutional Agreement
　-Promotion&Enrichment of Aerospace Research and Information Exchange
　-Evaluation&Agreement of Cooperative Research Activities at Annual Meeting

(1)NAL(1)NAL--DLR Cooperative Aerospace Activities GuideDLR Cooperative Aerospace Activities Guide (concluded in 1997)
3 On-Going Collaborative Research Programs
-On the Optimization of Segment Lengths in Stacked Thermoelectric Generators(1998-2003)
-Statistical Characterization of SiC Fiber Strength(1998-2003)
-Optical Diagnostics of Liquid Rocket Combustion(2000-2005)

(2)NAL(2)NAL--ONERA Cooperative Aerospace Activities GuideONERA Cooperative Aerospace Activities Guide (concluded in 1998)
6 On-Going Collaborative Research Programs
-Mechanical Behavior of Carbon-Bismaleimide Composites after Thermal Aging 

for the Next Generation Supersonic Transport(1998-2003)
-Real Gas Effects on HYFLEX vehicle based on Computations,Wind Tunnel Tests and Flight Data(1998-2003)
-Comparison of CFD Methods for Vortex Capturing and Blade-Vortex Interaction of Helicopter Rotors(1998-2003)
-Large Eddy Simulation of Compressible Flow past Cavity with High Performance Computer(1998-2003)
-Experimental and Numerical Research on Boundary Layer Transition at Supersonic Speed(2000-2005)
-Research on High Enthalpy Nozzle Flow(2000-2005)
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International ExchangeInternational Exchange
At Aerospace Technology Center, JAXAAt Aerospace Technology Center, JAXA

Foreign Researcher 
Foreign Researchers work by JSPS Fellowship Program

Australia, Austria, Bulgaria, China, Czecho, Korea,  France, Germany, India, 
Russia ,Ukraine

JSPS Postdoctoral Fellowship Program
Offer opportunities for excellent young foreign researchers to conduct 

research in Japan
Eligibility

To hold a doctorate degree received within six years
To have arranged in advance a research plan with his/her Japanese host

Duration
12 to 24 months

Application
Application from Japanese Host Researcher 
Application through Foreign Nominating Authority 



Short-term Invited Foreign Researcher
approx. 30 foreign researchers per year visit the institute 

by a variety of Invitation Programs;
ex) JSPS Invitation Fellowship,

IADF International Exchange Program, etc.
Countries :  USA, Germany, France, China, etc.

International Workshop
NAL holds International workshop;  

International SST-CFD-Workshop
International Workshop on Boundary-Layer Transition
etc.

ＩＡＤＦ　Study CommitteeＩＡＤＦ　Study Committee

International ExchangeInternational Exchange
At Aerospace Technology Center, JAXAAt Aerospace Technology Center, JAXA



Thank you!

We wish to promote close relationship

with institutions, industries and universities worldwide. 
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IntroductionIntroduction
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IADF  Study  CommitteeIADF  Study  Committee

October 2003October 2003



I A D FI A D F
(INTERNATIONAL AIRCRAFT DEVELOPMENT FUND)(INTERNATIONAL AIRCRAFT DEVELOPMENT FUND)

- Non-profit Public Interest Corporation

- Promotion of International Collaborative Development  of 
Civil Aircraft and/or Engines in Japan

- Established in May　22　1986

- Cooperation with METI (Ministry of Economy，Trade 
and Industry)

- Office: Toranomon, Minato-ku, Tokyo

IADF Study CommitteeIADF Study Committee



MajorMajor functionsfunctions ofof IADFIADF
(1) Loan to the Authorized Programs in Japan

　B777，　V2500，　CF-34,　etc

(2) Survey of the effective method to promote the International 
Relationship 

・Exchange of Engineers and Researchers
・Exchange of Technical Information of Aircraft and 
Aero- engines

・Understanding of foreign countries’ Aircraft industry 
・etc

(3) Operation of the Short Term Fellowship Program

(4) Collection and supply of information as required

(5) Investigation of Prospective International Joint Program

IADF Study CommitteeIADF Study Committee



IADF Study Committee MemberIADF Study Committee Member
Chairperson: KOGA, Tatsuzo

Director, Tsukuba Gigabit Laboratory 
　　　　　　　　　　　　　 former Prof., Engineering Mechanics, 
　　　　　　　　　　　　　　　　 University of Tsukuba

Vice-Chairperson: MURAKAMI, Akira
Senior Researcher, SST Unit, Institute of Space 
Technology and Aeronautics Japan Aerospace 
Exploration Agency

Members: RINOIE, Kenichi
Associate Professor, Department of Aeronautics and 
Astronautics, University of Tokyo

Some experts from National Institute, Aerospace companies, Airlines, 
Think tank, Trading companies, etc.

Secretariat:　　　　　 FURUYA , Masahiro　
General Manager for International Affairs, IADF

SATOH, Hideo
Deputy general Manager for International Affairs, IADF

IADF Study CommitteeIADF Study Committee



11））Originally started nine (9) years agoOriginally started nine (9) years ago
　　　●　Seeking the seeds for international development 

cooperation

2) 2) To investigate and research how to promote To investigate and research how to promote 
international aircraft development collaboration international aircraft development collaboration 
effectivelyeffectively
● The infrastructure of the systems, including interfaces

between industries, laboratories, universities and 
Governmental organizations what ought to be 

●　The information exchanges, human exchanges and 
cultural  exchanges internationally

IADF Study CommitteeIADF Study Committee



3 )3 ) Consisting 14 members from aircraft related Consisting 14 members from aircraft related 
industries, universities, laboratory and airlineindustries, universities, laboratory and airline

4) 4) InfoInfo--Plaza meetingPlaza meeting
● Information and personnel exchanges in the world, 
　 especially in Asia and Oceania

● Seven meetings, “Hearing” and/or “Trial Forum”,  
been carried out in the past

● Info-Plaza Meeting 2001 was held in Malaysia

IADF Study CommitteeIADF Study Committee



　● Major consensus for the meeting

a) The appropriate organization of the aircraft related 
in Asia and Oceania

b) Exchange information, knowing and understanding 
each other

c) Discussion for the future international development
collaboration

d)  Not a subject for the practical aircraft business

e) Current members: Australia, India, Indonesia, Korea, 
Malaysia, P.R. China, Singapore, Taiwan, Thai and 
Japan

f)  Discussion shall be free, even, bilateral and be 
commonly possessed

IADF Study CommitteeIADF Study Committee



（２）韓国諸機関面談者との写真 
KAIA 

左より  KIM常務  Lee副会長  Lee副部長  Ryuスタッフ  村上  李家 
 

KAI 

 
左より Hyeg課長  Dr. Oh      Dr. Jeung    Park部長 



Korea Lost-Wax Co. 

 
左より、   Chang社長  Chang理事  Chung部長 
 

KARI 

 
左より       Dr. Lim                    Dr. Sung                    Dr. Lee 



Korean Air, Aerospace Business Div. 

 
左より    村上  李家  Kwon副社長 Do部長 Kang主任研究員 Park部長 

Info-Plaza Meeting 

 
前列左より,  Zainal(ﾏﾚｰｼｱ/MiGHT), Zhou(中国/AVICⅡ), Lee教授(韓国/ｿｳﾙ大学), Kim常務, 古賀 
後列左より, 古屋, Nudri(ﾏﾚｰｼｱ/MiGHT), Chen(中国/AVICⅡ), Dr. Sung(韓国/KARI), Cho教授(韓国/ﾊﾝﾔﾝ大

学), Ryuさん(KAＩA), 村上, 李家 



KOREA AIR SHOW 2003 

 
左から       村上   古賀   李家 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

－非  売  品－ 

                      禁無断転載 

 

                    平 成 １５ 年 度 

    大型精密機器システム基盤技術の 

開発振興に関する調査研究事業報告書 

 

－航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業－ 

 

発 行     平成１６年３月 

 

発行者   社団法人  日 本 機 械 工 業 連 合 会 

       〒105-0011  

東京都港区芝公園三丁目５番８号 

       電 話    ０３－３４３４－５３８４ 

 

       財団法人  航空機国際共同開発促進基金 

        〒105-0001  

東京都港区虎ノ門三丁目６番２号 

              （第２秋山ビルディング） 

       電 話      ０３－３４３２－８３６１ 

 

    ＫＥＩＲＩＮ 

              この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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