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 [ 要 約 ] 

「航空機等の機械工業動向調査事業（以下「動向調査事業」）」は、特に機械工業と関係

の深い航空機産業等を中心に、わが国ならびに海外、とりわけ民間航空機等の開発の分野

で先進国である米欧諸国の動向と関係業界ならびに先進国の政策動向に焦点を当てて、こ

れらに係わる情報、資料等を国内外の専門誌等及び実地調査、委託調査から収集し、整理、

分析すると共に、その中でわが国の関係諸機関にとって有用と思われる情報について取り

纏め、解説、提供するものである。 

本「調査・研究報告書の要約」は、平成 16 年度に実施した「動向調査事業」で調査、

収集等によって得られた各種の情報、資料等の中から、米国エアライン業界／低コストエ
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アライン業界／リジョナル・ジェット機／ビジネス・ジェット機の動向、研究機関におけ

る研究の動向、航空機／航空機用エンジン／降着装置システム等に関する研究／設計技術

／生産技術の動向、ROLLS ROYCE（以下 RR）の市場戦略、A350 の特徴、石油価格の動向及

びボーイングの財務状況等に関する内外の情報を収集・整理・分析し、詳細な解説につい

ては外部の専門家に解説を依頼して、取り纏めた報告の要約である。 

尚、調査結果の概要については、財団法人航空機国際共同開発促進基金（以下 IADF）の

ホームページ（URL：http://www.iadf.or.jp/）に掲載し、広く提供している。 

以下、これらに基づき実施した「調査・研究報告書の要約」を各章毎に示す。 

第 1 章 はじめに 

IADF は、社団法人日本機械工業連合会の委託を受けて「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」の一環として「動向調査事業」を実施した。 

この「動向調査事業」の背景、目的及び調査対象は次の通りである。 

・調査の背景 

航空機産業等は、過酷な条件下での運用、かつ 100％の安全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く、典型的な知識

集約産業であり、わが国が技術立国を目指す上で欠く事ができない産業と位置づけられる。 

航空機等の機体、エンジン、周辺補機器に関する設計、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、精密鋳造技術、

CFD（数値流体力学）、板金・成型、FADEC（全ディジタル自動制御）、油圧システム、タイ

ヤ・着陸システム、コーティング、環境負荷低減、燃料電池、内装等と多岐にわたってい

る。これらの技術は、わが国の機械工業、化学工業、電気・電子工業、IT 産業等、他産業

において有効に活用されていると同時に、更なる新技術の開発誘因にもなっている。わが

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、わが国の航空機等工業並びに機械工業全体の発展につながる。 

このような状況の中で、わが国が国際舞台で主体的な役割を果たしていくためには、航

空機等を中心とした機械工業に関する情報を関係諸機関が共有することが必要である。 

・調査の目的 

民間航空機等の開発・生産は今や国際共同開発が趨勢であり、今後わが国が国際共同開

発において主体的立場を確保し、戦略的産業である航空機産業等を振興するには、国際共

同開発の幅広い要因である設計技術、機械設備を含めた生産技術、市場、販売、人材等の

動向を的確に把握し、産学官の関係諸機関が共通認識をもって対処することが肝要であり、

この共通認識の上に立って、政策・経営戦略を立案することが国際共同開発の成功の大き
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な要素である。このため、本「動向調査事業」では、特に機械工業と関係の深い航空機産

業等を中心に必要な情報を収集・整理・分析・解説し、関係諸機関に提供することとし、

世界の航空機産業等へのわが国の貢献、ひいては広範囲の先端技術を駆使した高度の技術

集積からなる航空機等の開発製造技術がわが国の機械工業によって有効活用、転用、移転

され、更には新技術の開発誘因となり、その発展に貢献し得る情報を関係諸機関が共有す

ることにより航空機等国際共同開発事業とこれに関連する機械工業の振興に寄与すること

を目的とする。具体的には、以降の各章に解説する事項について、IADFのホームページに

掲載した「概要」を通して広く情報を提供するとともに、詳細の解説内容については成果

報告書として取り纏め、関係諸機関に提供するものである。 

・調査の対象 

 実施した3つの調査対象項目及びそれらの結果概要は次の通りである。 

（１）航空機等を中心とした世界の機械工業の状況調査 

わが国並びに海外、とりわけ民間航空機等の開発の分野で先進国である米欧の動向と関

係業界並びに先進国の政策動向に焦点を当てて、それに係わる情報・資料等を国内外の専

門誌等並びに実地調査から収集・整理・分析すると共に、その中でわが国の関係諸機関に

とって有用と思われる情報を取り纏めた。 

平成 16 年度の「動向調査事業」では、情報・資料等の調査・収集等によって得られた各

種の情報・資料等の中から、米国エアライン業界／低コストエアライン業界／リジョナル・

ジェット機／ビジネス・ジェット機の動向、研究機関における研究の動向、航空機／航空

機用エンジン／降着装置システム等に関する研究／設計技術／生産技術の動向、RR の市場

戦略、A350 の特徴、石油価格の動向及びボーイングの財務状況、等に関する内外の情報を

整理・分析し、詳細な解説については外部の専門家に解説を依頼して、取り纏めた。 

解説する事項としては、次の通り選定した。 

・米国エアライン業界の現状と展望 

・低コストエアラインの動向 

・リジョナル・ジェット機及びビジネス・ジェット機の現状 

・航空機等に関する最近の研究関係の動向 

・新中型民間機を中心とする設計技術及び生産技術 

・近年の民間航空機用エンジン開発、技術の動向 

・最近の降着装置システムに関する技術動向 

・ROLLS ROYCE の市場戦略 

・エアバスＡ350 について 
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・石油価格の現状と短期的見通し 

・ボーイング社財務状況－2004 年 

これら解説内容については、その概要を IADF のホームページに掲載し、広く提供した。 

（２）欧州の航空機等を中心とした機械工業界の動向及び技術動向調査 

情報収集の一環として、欧州における航空機等を中心とした機械工業界の動向及び関連

技術の動向についての調査を行うため、平成 16 年 7 月に英国で開催された「ファンボロー

2004」に担当者を派遣し、情報・資料等の収集を行った。 

（３）米国航空機等関連分野の最新の研究開発動向並びに官民の対応動向調査 

本「米国研究開発動向委託調査」については、米国の調査機関である Charles 

L.Fishman,P.C.及びオライオンネットワークに委託し、実施した。 

これら調査結果報告書については、解説を依頼した外部専門家各位に送付、及び IADF

のホームページに掲載して、解説原稿に反映した。 

第２章：米国エアライン業界の現状と展望 

2001 年 9 月 11 日の米国同時多発テロ事件（以下 911 テロ事件）以後、2 年間に亘り深刻

な不況に直面した米国エアラインは、ようやく 2003 年後半になって回復の兆しを見せてい

る。しかし、その構造的な問題が解決されているわけではなく、米国航空輸送業界の基本

的な改革にはまだ多くの時間が必要だ、と考えられている。 

本章では、米国エアラインの現状を分析し、当面の見通しについての検討を行なった。 

第３章：低コストエアラインの動向 

最近の低コストエアラインの成長振りには目を見張るものがあり、この成長が大手エア

ラインを脅かし、今日のエアライン業界のビジネスモデルを変革させる原動力になってい

る。JAEC が参画している 150 席クラス民間航空機用エンジンの V2500 プロジェクトに関し

ても、1999 年 5 月に低コストエアラインの JetBlue から A320 に搭載する V2500 エンジン

を受注したことを機に、低コストエアラインとの商談が頻繁に登場するようになっている。 

本章では、JAEC の対象市場の主役である低コストエアラインの動向について解説する。 

第４章：リジョナル・ジェット機及びビジネス・ジェット機の現状 

米国でのリジョナル・エアラインの急成長に伴って、大型リジョナル・ジェット機の導

入が活発に行われている。又、米国の企業収益が好調に転じたことを受けて、ビジネス・

ジェット機の需要にも明るさが見えてきた。更に、低価格の Very Light Jet 又は Microjet

と呼ばれる小型ビジネス・ジェット機も新しいニッチ商品として注目を集めている。 

本章では、これらの背景を受けて、リジョナル・ジェット機及びビジネス・ジェット機

に関する現状について紹介する。 
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第５章：航空機等に関する研究関係の動向 

 航空機関連分野の工学研究においては、産学官の連携が非常に重要であると認識され

ているものの、我が国ではこれまでのところ連携が必ずしも充分には進んでおらず、今後

の技術展開にその強化が急務であると考えられる状況にある。 

本章では、まず主として米国における航空機関連技術の研究開発プロジェクトの最新状

況を概観し、その中で大学がどのように参画しているかを明らかにし、続いて、各国の大

学における研究活動の“小型／超小型無人機に関連する研究活動”について、更に日本の

学会の国際活動の“最近のアジア地域を対象とする活動の活発化”について紹介する。又、

後半では、宇宙航空研究開発機構・総合技術研究本部における航空関連の研究動向につい

て述べる。 

第６章：新中型民間機を中心とする設計技術及び生産技術 

ボーイングの予測では、B747 クラス以上の大型機の市場占有率は 6%から 4%に低下する

のに対して、２通路の Widebody 機の占有率は 18%から 21%に増加するとしており、これを

反映して、ボーイングは高効率な２地点間直接運航を想定した B787 の開発を進めている。

一方のエアバスは、ハブ・アンド・スポーク路線の運航を想定して超大型化を狙った A380

計画と B787 と同じ市場を狙った A350 計画を進めている。 

 本章では、先ずこれら B787、A380 及び A350 に適用が想定される設計技術及び将来民間

機を対象とした研究事例について解説し、続いて、航空機製造部門から見た機体開発にお

けるコンピューターの役割について紹介する。 

第７章：近年の民間航空機用エンジン開発、技術の動向 

B787及びA350の最大の特徴は“運用コストの大幅削減”であり、その中心はエンジンの

Specific Fuel Consumption（以下SFC）の大幅改善で、これらの機体に採用されるエンジ

ンは現行の中型機用エンジンに比較して約15%のSFCの改善が要求されている。又、近年の

社会的要請から“環境対策”として騒音の低減、排出ガスに含まれる有害ガス成分の削減

ももう一つの大きな課題となっている。 

本章では、これら“運用コストの削減”、“環境対策”に加えて、民間航空機用エンジン

に必須の要求事項である“安全性／信頼性”を加えた３つの課題を中心に展開されている

技術開発・エンジン開発プログラムについて紹介する。 

第８章：最近の降着装置システムに関する技術動向 

大きく分けて前脚システム、主脚システム、前輪ステアリング制御システム、ブレーキ

制御システム、揚降制御システムの 5 つのサブ・システムから成り立っている降着装置シ

ステムは、軽量化及び信頼性向上のために、材料の高強度化、熱処理・表面処理等特殊工
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程の改良、ブレーキ材料やシール技術の改良、各種制御方法の進歩とともに発展してきた。 

本章では、降着装置システムに関する最近の技術を紹介する。 

第９章：ROLLS ROYCE の市場戦略 

ANA は、2004 年 4 月に B767-300 の後継機として B787 の導入を決定し、同年 10 月にそ

の搭載エンジンとして RR の Trent 1000 を選定した。RR は、1990 年初めまで Widebody 民

間機用エンジン市場の 15％程度しか占有していなかったが、最近では約 40％を占めるまで

成長してきており、このシェア拡大の背景には、RR の一貫した技術力重視、顧客重視の市

場戦略がある。 

本章では、RR が市場を如何にして拡大してきたかの背景を探ると共に、その成功の秘密

に焦点を当てて紹介する。 

第１０章：エアバス A350 について 

エアバスは、2004年12月にB787の対抗馬としてのA350に関するAuthorization To Offer

を得て、近い将来のローンチを目指してのローンチ候補エアラインへの提案、受注活動を

積極的に行っている。エアバスは、近年急速に拡大している A330/A340 のカスタマーベー

スを中心に A350 の販売を促進する戦略を採っており、2005 年のパリエアショーでのロー

ンチ発表を目指して、強力な販売活動を推進していると考えられ、今後数ヶ月、B787 との

販売合戦が一層激しくなることが予想されている。 

本章では、この A350 について、エアバスの公表資料をもとに紹介する。 

第１１章：石油価格の現状と短期的見通し 

2003 年末から高騰を始めた原油価格は、2004 年 8 月には 1 バーレル 50 ドルに迫るレベ

ルに達し、これに伴って航空燃料価格も 1 ガロン当り 1ドルを大きく超えている。第２章

でもこの石油価格、航空燃料価格の現状、そのエアラインへの影響を解析し、今後につい

ての見通しを述べたが、その後も石油価格の高騰は続いており、航空燃料価格も下落の兆

候が認められない。 

本章は、この現状を認識し、石油価格に関する検討を再度行ったものである。 

第１２章：ボーイング社財務状況―２００４年 

本章では、2005 年 2 月 2 日にボーイングが発表した 2004 年（1 月～12 月）の財務報告

書をもとに、ボーイングの財務状況について解説する。 

 

  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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