
                     

       

調査・研究報告書の要約 

書   名 

 

平成１６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 

-21 世紀型航空機国際共同開発振興に係る事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙ高

発行機関名 社団法人 日本機械工業連合会・財団法人 航空機国際共

発行年月 平成１７年３月 頁数 １８６頁 判

16 高度化-8-2

 

[目 次] 

１．はじめに 

１．１ 調査委員会設置の趣旨     

 １．２ 調査の目的           

１．３ 調査の経緯 

１．４ 調査委員会の構成と運営    ･ 

１．５ 調査の概要 

１．６ 平成１６年度調査活動の概要   

１．６．１ 調査の目的     

１．６．２ 調査の結果      

２．事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙ上の活動における相互技術波及、連携・交流    

２．１ 他業種における事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙ等の調査と航空機産業の比較 ･

２．１．１ 他業種における状況  

２．１．２ 海外航空機産業における状況 

２．１．３ 事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙ等における違いの抽出       

２．２  航空機産業の事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙとその高度化に向けて   

２．２．１ 航空機産業の特徴  

２．２．２ 航空機産業の事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙとその高度化のための課題 

２．２．３ 航空機産業高度化のための問題点  

 ２．３ 今後のあり方と方策  

２．３．１ 事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙの高度化に向けたビジネスシナリオと相互技

交流の必要性 

２．３．２ 産学官の役割の検討 

３．航空機関連技術高度化と IT 活用  

３．１ IT 活用の現状調査     
 

度化調査事業- 

同開発促進基金

型 Ａ４ 

 

 

術波及、連携・



                     

       

 ３．１．１ 他業種における IT 活用事例   

３．１．２ 教育現場における IT 活用事例  

３．１．３ 研究開発における IT 活用事例  

３．１．４ 機体およびエンジン開発における IT 活用事例 

３．１．５ 航空機整備における IT 活用事例 

 ３．２ 今後の航空機関連におけるＩＴ活用の姿   

４． アジア各国との定期的な連携・交流の実施とそのあり方  

４．１ アジア各国との定期的連携・交流の重要性     

４．２ Info-Plaza Meeting     

４．２．１  概要        

４．２．２ 会議内容 

５．まとめと今後の展望    

５．１ 調査活動のまとめ     

 ５．１．１ 今年度の検討内容         

５．１．２ 事業のﾗｲﾌｻｲｸﾙ上の活動における相互技術波及、連携・交流 

５．１．３ 航空機関連技術高度化と IT 活用  

５．１．４ アジア各国との定期的な連携・交流とそのあり方 

５．２ 今後の展開と課題   

５．２．１ 航空機産業発展のための事業ライフサイクル上の連携・交流のシステム

基盤のあり方の検討 

５．２．２ 航空機産業の事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙにおけるＩＴ有効活用のあり方の検討 

６．おわりに         

略語説明         

APPENDIX ： 2004  Info-Plaza Meeting  / 横浜、報告書 

[要 約] 

1.ライフサイクル高度化調査事業の趣旨 

(１) 調査委員会設置の趣旨 

 航空機産業は、その製品が過酷な条件下での運用、且つ高度な安全性が求められる技術

の集積からなりたっており、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、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

けられる。世界の航空機産業の状況を見ると 大型民間用航空機は欧米２大メーカの寡占

下にあり、小型民間用航空機はブラジル、カナダが占めている。また中国も小型民間用航



                     

       

（１） 

空機の開発を開始しており、更にアジア諸国においては経済危機からの回復の兆しが見え

てきている。加えて２１世紀初頭における世界状況を見てみると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、IT 技術と高度先端技術が単独叉は複合的に応用され

る高度技術社会、環境負荷低減の社会等である。日本が国際舞台においてこの様な２１世

紀初頭の状況に対応させ且つ主体的な役割を果たしていくためには、独創的な技術革新を

図り、それらを各産業間で横断的に結合・応用させ、確たる知的財産政策のもとに、それ

を有効的に次世代の国際共同開発に発展させるシステムの構築が必要である。そのことに

より我が国の航空機産業並びに関連機械工業の発展、及び国際的貢献の進展を図ることが

できる。 

  財団法人航空機国際共同開発促進基金としては、上記のような趣旨に鑑み、平成  

１６年度事業として、社団法人日本機械工業連合会から日本自転車振興会の機械工業振

興資金の補助を受けて、委託事業「２１世紀型航空機国際共同開発振興に関る事業のラ

イフサイクル高度化調査事業」を実施するために、当基金内に「２１世紀型航空機国際

共同開発振興に関る事業のライフサイクル高度化調査委員会」を設置して我が国航空機

工業と機械工業との双方向連携と有効活用のためのシステム構築、２１世紀における航空

機産業の事業ライフサイクル高度化・高次化、国際化、及び２１世紀のアジア地域での航

空機産業の発展、共生、共栄への日本の貢献のための調査・検討を行うこととし、本年度

は、航空機産業を中心とする機械工業等の各事業サイクル上の活動における技術の相互波

及と、そのより効率的な連携と交流のあり方及び航空機関連技術高度化のための IT 有効活

用のあり方について調査・検討を実施した。 

（２） 調査の目的 

 これまでの国際交流促進事業において実施してきたアジア地域の人材・情報交流調査

およびシーズ発掘事業で実施してきた航空機産業と機械工業等の他産業間の技術移転、技

術交流の態様の調査で得られた成果並びに国際共同開発基盤調査事業の成果をも取込みつ

つ、２１世紀の巨大化、複雑化、グローバル化する世界の航空機産業への我が国の貢献並

びに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・製造技術と機

械工業技術との間の相互有効活用、相互転用、相互移転促進等を視野に入れたシステムの

構築のために「２１世紀型航空機国際共同開発振興に係る事業のライフサイクル高度化調

査事業」を実施する。 

２．調査活動のまとめ 

２．１今年度の検討内容 

事業のライフサイクル上の活動における相互技術波及、連携・交流 



                     

       

（２） 

（１） 

日本の航空機産業における事業ライフサイクルの現状認識と課題を把握する観点から、

日本における他業種及び国内外の航空機産業の事業ライフサイクルや事業活動状況など

の調査、航空機関連および他業種の特許動向の調査などを実施し、比較検討を試みた。

それらの検討結果に基づいて、航空機産業の特徴、航空機産業の事業ライフサイクル高

度化のための課題及び日本の航空機産業の課題について整理し、日本の航空機産業の事

業ライフサイクル高度化のための今後のあり方について考察した。 

航空機関連技術高度化と IT 活用 

事業ライフサイクルの高度化の基盤インフラとひとつであるＩＴについて、航空技術分

野での活用状況と他業種における活用状況を調査し、ＩＴを航空機関連技術高度化にさら

に活用する姿について検討した。 

（３）アジア各国との定期的な連携・交流とそのあり方 

 日本の航空機産業の発展とアジアとの共生・共栄、ひいては欧米先進国との共生・共栄

のための国際的連携・交流のあり方についての調査の一環として、従来より活動してきた

アジア諸国との情報交流としての Info-Plaza Meeting を開催し、韓国との航空機産業・技

術研究開発に関連する情報交流を実施した。 

２．２ 事業のライフサイクル上の活動における相互技術波及、連携・交流 

他業種における事業のライフサイクル等の調査と航空機産業との比較 

日本における他業種（自動車、家電、車両）と国内外の航空機産業の事業ライフサイク

ル及び事業環境などについて調査を行うとともに、特許動向についても調査し、それらの

比較分析を試みた。 

(a)他業種との比較 

事業ライフサイクルにおける重要な能力の視点から： 

複雑で高度なシステム技術を要する点では航空機産業に近い自動車産業における日本

の強みは、その事業ライフサイクル（ビジネスプロセス）視点でみると「次に何を作れば

よいか」を自ら決定できる能力と「できたものがそれでよいか」を自ら評価できる能力を

有することにある。こうした強みは今回調査した国際競争力のある他業種においても基本

的に同様である。前者については、顧客・社会ニーズの収集能力、顧客・社会へのアピー

ル能力とコンセプトを製品に展開する能力（基本設計能力）を有することが強みとなって

おり、特に顧客・社会ニーズの収集のために自動車やデジタル家電ではその販売網やＩＴ

等を活用して素早く製品コンセプトに展開している。後者についても同様に顧客・社会の

反応を的確に判断する力と製品・技術の評価能力をもつことによるサプライヤーに対する

管理能力、国の認証や規制への深い関与が強みとなっている。また、自動車やデジタル家



                     

       

電において同時に複数の製品を時期をずらして開発（コンカレントな開発）をする場合が

多い。こうした事業ライフサイクルにおける重要な能力について強みを発揮するという点

においては欧米の航空機産業（ボーイングやエアバス等）においても同様であり、コンカ

レントな開発については派生型の市場投入が相当している。ただし、自動車やデジタル家

電が予めその製品販売での投資回収を前提としているのに対して、派生型やプロダクトサ

ポートで投資回収をする点では大きな違いがある。 

一方、日本の航空機産業について言えば、欧米の航空機産業の事業ライフサイクルの一

部（サプライヤー）として組み込まれる形となっており、これまでは上で述べたような事

業ライフサイクルを完結する上で重要な能力を持つ必要がなかったというのが実状であ

る。しかしながら、日本の航空機産業が日本の基幹産業となっていくためには、事業領域

を拡大し、事業ライフサイクルが完結する日本主管の国際共同開発や国産旅客機開発の事

業に発展していくことが求められる。そこに到るまでに、上で述べた事業ライフサイクル

上の活動における重要な能力を獲得していく必要があり、その能力の獲得のための方策

（事業ライフサイクル高度化のための方策）と長期的視点にたった日本の航空機産業のビ

ジネスシナリオ（戦略）が必要と考えられる。 

事業環境の視点から： 

 今回調査した他業種と航空機産業とでは一般にそのカスタマー・ユーザー層が異なるこ

とから、今回はカスタマー・ユーザーが個人向けという点で同じジェネラルアビエーショ

ン（個人ユース向けの単発プロペラ機等低価格帯を対象）に着目して自動車産業との比較

を事業環境の視点から試みた。取得価格や市場規模の違いは当然のこと、またＧＡでは自

動車と異なり中古市場においても機体価格は維持されるという特徴は事業ライフサイクル

上の大きな差異として特徴付けられる。一方、ブランドイメージの重要性は自動車と同様、

それがメーカの戦略になっていると考えられる。ジェネラルアビエーションが盛んな米国

と一般的ではない日本との比較では、その維持経費に大きな差異がみられた。米国におけ

る単発プロペラ機の購入・維持経費は日本における自動車のそれと同等であるのに対し、

日本では機体維持だけでもその３倍程度の経費が必要である。こうした米国における取

得・維持経費の安さはジェネラルアビエーションを盛んにしている理由のひとつであるが、

それでも自動車と比べると社会に普及しているとは言えない。個人ユースレベルでの利便

性が航空管制等の制限により自動車ほどにないためと考えられる。個人ユースの航空機の

自由飛行を可能とするインフラや安全性技術などで今後の革新が必要となろう。 

特許動向の視点から： 

携帯電話端末とその応用分野、及び航空機関連技術の特許・学会発表の動向を特許庁の



                     

       

資料に基づき調査し、比較を試みた。 

携帯端末分野では特許出願が日本の各企業の市場シェアに結びついていないものの、活

発な国内および国外への特許出願活動がなされており、技術力は確実に獲得し、今後これ

を利用して将来の発展が期待できるものと思われる。一方、航空機関連分野では、海外へ

の特許出願が不活発な傾向があり、今後この部分を強化する必要がある。この分野の特許

出願の活性は、プロジェクトの進展と密接な関係を持っていることが認識された。産学官

の研究発表活動と特許出願との関係を見ると、航空機関連分野では日本と欧州で、大学や

研究所が基礎研究を行い、企業が開発活動を行うという分業が行われている。米国では両

者が同一機関で実施されている。ただ、日本の場合の分業というのは、それがオーガナイ

ズされているわけではなく、自然な活動の結果であって、今後、産学の連携のもとに、分

業を有機的に組み立て、有効な研究開発体制を構築して行くことが求められている。携帯

端末分野ではこれと大きく状況が異なり、日本でも大学と企業で基礎研究から応用分野ま

で広範な活動をそれぞれが行っている。これもこの分野では有効な体制とは言えず、研究

開発の産学連携の強化により、有効な分業が行われる事が必要とされている。いずれの分

野も産学官の有効な連携という点では未だ体制が不十分と言え、相互間の情報交換の活発

化や、適切なオーガナイゼーションが、今後の技術の発展に非常に重要という点では共通

と考えられる。 

(b)欧米との比較 

開発投資の視点から： 

事業ライフサイクルの期間の長さ（プロダクトサポート期間の長さ）、巨大な開発費、販

売方式（受注生産方式）など、事業ライフサイクル上、航空機産業に固有のものもある。

ここでは、初期投資としての開発費に着目して米国、欧州、日本の比較検証を試みた。売

上げ比率に占める研究開発費は欧州、日本では 14～15％と高い。米国は９０年代半ばまで

は 13～17％と高かったが、近年は数％に止まっている。日欧における比率は他の産業が

数％台であることを考えれば航空機産業が売上げ比率に占める研究開発費が大きい産業で

あると言える。もっとも、比率的からは日本と欧州に大きな差はないが、絶対額では日本

は欧州の 1/10 程度と大きな開きがある。研究開発投資に対する官民比率については米国と

欧州はほぼ同じでやや民間投資が政府投資を上回る。これに対して、日本では研究開発投

資の約８割を政府に依存している。これは日本が産業として事業ライフサイクルを完結で

きずにＲＳＰ或いは国際共同開発としての製造分担事業を主要事業領域としている結果、

その利益率が低く先行的研究開発に民間が投資する余裕がなく政府に頼らざるを得ない実

状を示している。また、航空機産業における開発投資の損益分岐点は航空機の場合で、200



                     

       

機～300 機、エンジンの場合で 1,400 基～2,000 基ということが言われ、初期投資後の継続

的投資期間も長く、投資回収までの期間が販売後 10 年以上になることも少なくない。それ

が派生型の市場投入、プロダクトサポートやＭＲＯなどアフターマーケットビジネスが重

要とされる所以である。欧米の航空機産業では継続的な派生型投入やプロダクトサポート

などのアフターマーケットビジネスを通じて、先行したプログラムにおいて得た資金/利益

を後続のプログラムに投入し、多額の開発費負担を可能にしている。欧米と日本の航空機

産業における最大の違いは、先に述べた通り、事業ライフサイクルを完結した日本主管の

国際共同開発や国産旅客機開発がなく、またプロダクトサポートなどアフターマーケット

ビジネスによる利益獲得も得られない（必要とされていない）ために、先行的研究開発投

資の多くを政府に頼らざるを得ない点である。また、航空機産業と言えども政府助成につ

いてはＷＴＯで厳しく監視されており、このような観点から、今後如何にして、日本は航

空機産業の財務基盤を構築していくかということがビジネスシナリオの検討の上で重要と

なろう。 

特許動向の視点から： 

航空技術関連分野の特許出願、論文発表の傾向を日米欧で比較すると、・欧州からの出願

が活発、・米国からの出願数は 1990 年代末に急減少、・日本からの出願数は米国と同程度、・

欧米からは他の地域にも特許が多く出願されているのに対し、日本から欧米への出願は非

常に少ない、・特許出願数と論文数を機関別に比較すると米国では基礎研究と開発研究を同

一機関で実施しているのに対し、日欧では基礎研究を大学・公的研究機関、開発研究を企

業が行う分業がなされている、特許出願を多く行っている企業は一般に原著論文の発表も

多い傾向にある、といった違いがある。 

航空機関連技術分野は、高付加価値産業の代表として競争力の強化が求められ、、国家の

重要産業技術戦略の対象として政策面でもリードして行くべき分野である。現在の分野別

技術レベルを欧米と比較すると、CFD、HYPR の成果に基づくエンジン技術、電子技術や光

通信を応用した操縦技術など、欧米に対抗できる技術分野もある。将来型の航空機には安

全性、快適性、環境適合性、経済性を目指した新しい技術開発が必要となるが、従来の我

が国の開発製造実績をこの分野に適用して行くことで、欧米に比した優位性を高める可能

性が十分あると思われ、世界市場を相手にするために、研究成果の出願と権利化が重要と

なる。現在のところ欧米に比較して日本からの海外特許出願数／割合が極端に低く、この

積極化が必須である。 

（２） 航空機産業の事業のライフサイクルとその高度化に向けて 

他業種における事業のライフサイクル等の調査と航空機産業との比較分析から、日本の



                     

       

航空機産業の特徴と事業ライフサイクルの高度化に向けた課題・問題点を整理した。 

日本の航空機産業はこれまで国際共同開発、RSP 等の下で欧米の最新鋭の航空機・エン

ジン開発に参画し、その技術力を蓄積してきた。しかし、事業ライフサイクル上の活動で

重要な能力については、欧米の航空機産業の事業ライフサイクルの一部（サプライヤー）

として組み込まれてきたに過ぎないため、蓄積できていない。したがって、事業ライフサ

イクルを完結した日本主管の国際共同開発や国産旅客機開発で世界の航空機市場に新たに

参入していくことが将来的には求められるが、この事業ライフサイクルの完結の向けて日

本の航空機産業や関連諸機関が克服しなければならない課題は多い。以下に、事業ライフ

サイクル上の各段階での日本の現状、課題を整理する。 

(a)先端技術の開発 

後発の日本の航空機産業が世界市場と競合する為には他にはない技術力をアピールする

ことが必須条件であり、最先端の技術を追求する研究開発は不可欠である。しかしながら、

国際共同開発や、ＲＳＰなどを通じて世界の技術動向は把握しているが、エアラインのも

つ情報など市場・顧客ニーズが市場との接点がないため把握できておらず、論文や特許が

増えても実用化に繋がらないのが現状であり、市場・顧客ニーズを把握する方策を考える

必要がある。 

(b)設計・システムインテグレーション 

現状の国際共同開発やＲＳＰ等の参画では、航空機/エンジンの設計コンセプトやシステ

ムインテグレーション、及び重要部位の設計には入り込むことは出来ないため、これら技

術能力やそれを支える設計データベースや設計手法の蓄積がなされていない。日本独自の

データベースや設計手法などの蓄積が必要である。 

(c)開発テスト 

これまで独自の型式証明取得の経験が少なく、そのノウハウの蓄積が欠けている。 

このため型式証明取得に見合ったテストや、実用化の為のテストのノウハウ蓄積が不可欠

であり、それには多額の経費が必要である。その経費について十分な検討と如何にしてそ

の経費を生み出すかが課題である。 

(d)製造 

製造についてはその品質、納期で国際的評価も高い。 

(e)認証 

日本の航空局が世界に認められるだけの実績が極めて少ない。相手国の認証を得るため

には、日本の航空局の体制の強化が必須であると考えられる。 

(f)Marketing&Sales 



                     

       

（３） 

国際共同開発、ＲＳＰなどでは欧米のメーカーが担当しており、日本はその経験がない。

世界の市場のレベル、購買条件、エアラインのニーズ等の理解が不可欠である。 

(g)プロダクトサポート 

日本は国際共同開発、ＲＳＰ等ではプロダクト・サポートを担当しておらず、契約上

もエアラインとの直接のコンタクトができないのが現状である。プロダクト・サポート

はエアラインのニーズ把握、使用実績から次世代のプロダクトの設計仕様の検討からも

重要な役割を担っている。日本主管の国際共同開発や国産旅客機開発ではプロダクトサ

ポートが必須であり、この具体的な方策が必要である。 

今後のあり方と方策 

今後人件費の低い他のアジア諸国の生産技術が高くなれば、国際共同開発、ＲＳＰ等

の下での事業のままでは、より一層の成長どころか現状維持も困難になる恐れがあると

いう問題意識の下、事業ライフサイクル高度化の視点から、日本独自のビジネスシナリ

オの必要性と技術相互波及、連携・交流の必要性の２点について、これまでの調査検討

結果を踏まえて考察し、そのための産学官の役割について検討した。 

(a)事業ライフサイクルの高度化に向けたビジネスシナリオと相互技術波及、連携・交

流の必要性 

ビジネスシナリオの必要性 

日本の航空機産業の現状と事業ライフサイクル上の問題点、航空機産業事業ライフサ

イクルの特徴などを踏まえれば、一足飛びに航空機産業としての完結した事業ライフサ

イクルを構築するのは資金的問題や認証制度等の問題だけでなく、実績が重要な航空機

分野では技術的な面でも容易なことではない。したがって、日本主管の国際共同開発や

国産機開発といった完結した事業ライフサイクルの産業に発展させるための基盤（開発

財源の確保や実績の蓄積など）を確立することが求められよう。そのためには、航空に

関連する全ての行政府・産業が中心となって長期的視点にたった日本固有のビジネスシナ

リオを早急に産官が協力して策定していく必要がある。その際には、国際共同開発、Ｒ

ＳＰの契約の見直し、アフターマーケットビジネスへの参画、重工(株)の統合/再編成、

財政基盤の確立といった点を考慮することが必要であると考えられる。 

相互技術波及、連携・交流の必要性 

 事業ライフサイクルの高度化には企画からプロダクトサポートまでの一連のプロセ

スを蓄積することが必要であるが、同時に事業ライフサイクルにおける各段階での高度化

も進めなければならない。また現状の国際共同開発における参画シェアの拡大にとっても

必要である。これには日本独自の先進技術獲得と効率的・低コストな開発プロセスの実現、



                     

       

信頼性のある試験・評価技術の確立といった環境基盤が必要であり、日本のエアライン、

航空機産業、公的試験研究機関、行政機関、大学等の連携が不可欠である。また、航空技

術が広範な技術分野の集大成であることを考えれば、ますます他産業との相互技術波及、

連携・交流が必要となってくる。こうした観点から、従来から指摘されてきたように、学

協会の活用、TLO 等産学連携組織の活用、産学官人事交流制度の整備や技術情報検索シス

テムの構築など、技術情報交流促進のための方策を産学官・研究機関がその役割に応じて

具現化していく必要があり、特に事業ライフサイクルの高度化といった視点では、エアラ

インとの連携、実用化の為の試験や認証体制の充実に向けた関係諸機関の連携を強化して

いかなければならない。 

(b)産学官の役割の検討 

産学官の役割の検討では、先端技術の研究開発、実用化のための試験の充実及びプロ

ジェクトの重要性の３点について考察した。 

先端技術の研究開発 

 先端技術の研究開発では、産学及び研究機関の３者が協力して行う体制の確立が求め

られる。エアラインの技術情報等も含んだ情報流通システムはそれを生み出す前提とな

るものである。その意味で学協会等の委員会活動はその重要な役割を担っている。産学

及び研究機関が同等の立場で参画する国家的研究開発計画や研究プロジェクトが産学

官連携には有効であるが、それには研究プログラムのコーディネーションが極めて重要

であり、そのような役割を担う組織や体制の確立を是非とも考えなければならない。ま

た、産学連携のための組織が大学に設置されつつあるが航空分野においての活用が未だ

少ないのが現状であり、こうした活動には官のサポートが得られることも重要である。 

実用化のための試験の充実 

実用化のための試験データベースの構築と整備には産学官の連携をもとにした協力

体制を取ることが有益であり、官のとりまとめのもとに、産学官、研究所で取得したデ

ータを集約し、実証試験に利用可能な資料として供する必要がある。外国においては学

会のコーディネーションが作用する例も見られ、学協会の役割も重要であろう。試験設

備整備は多額の経費を必要とし、産・官双方の役割は大きい。認証体制の整備には省庁

間連携はもちろんのこと、研究機関の役割も極めて大きい。日本の実情に即した認証体

制を産学官と研究機関で検討し、実現して行かなければならない。 

プロジェクトの重要性 

産学官の連携、共同の促進、およびそれを通した日本の航空分野の技術進展には、国

レベルの研究開発プロジェクトが必須である。このようなプロジェクトには、航空産業



                     

       

全体に関わる長期展望と十分な開発資金計画が必要となり、産官双方が果たす役割は大

きく、また研究機関のコーディネーターとしての役割も重要となろう。 

２．３ 航空機関連技術高度化と IT 活用 

（１） ＩＴ活用の現状 

ＩＴは事業ライフサイクルの高度化のために必須な基盤として位置付けられることから、

今年度は他業種、教育現場、研究開発及び航空分野におけるＩＴ活用の事例調査を行った。 

自動車産業では部品調達等の効率化のための企業間電子商取引など、デジタル家電（こ

こではパーソナルコンピュータ）では顧客ニーズの素早い収集・分析、さらには商品コン

セプト・仕様への展開など、広くＩＴ活用がなされている。教育現場や研究開発において

も情報の一次取得手段として web の利用が一般化してきているほか、学術や教育の情報も

IT 技術を利用した伝達、流通が飛躍的に拡大している。また地理的に分散した異機種の計

算機を高速ネットワークで接続することにより、ネットワークを計算機の一部として利用

した高性能計算資源とするとともに遠隔地との共同研究を効率的に行い得る仮想的な研究

環境を構築しようという試みもなされている。航空機産業においては製品開発ツールとし

ての活用（Digital Mock-Up）に加え、Product & Process の最適化（マーケティング活

動のサポート、業務支援活動のサポート等）、Knowledge Management（法規、社標準とい

った Know-how の取り込み）といった、より高い次元の顧客ニーズを取り込み、進化させた

ものも現れつつある。国際共同開発においては， WEB 会議ツール，技術情報の授受と保管

のためのツール等を始めとする WEB による情報交換のシステムが，OEM 主導によりパート

ナー間で広く活用されている。またロジスティクスの局面においても，生産計画情報，オ

ーダー授受，物流情報管理等が，WEB システムの活用により行われている。一方、ＩＴ活

用により、世界中の企業とそのサプライヤーが、インターネット経由でバーチャル空間へ

アクセスし、製品データベースの共有が可能となった反面、知的財産の保護という問題が

クローズアップされてきている。航空機整備ではマニュアルの CD-ROM 化、運航中の故障モ

ニター、リースエンジンサポート（各エアラインのエンジンの取卸時状況、生産状況、予

備エンジン台数等をリアルタイムでモニター）などで活用されている。 

（２） 航空関連におけるＩＴ活用の姿 

航空機工業の中核要因は依然として技術の高度化にあるといえる。この技術開発を中

心として、つぎのような要求の視点から、航空業界での IT 活用の姿を考察した。 

(a)ライフサイクル上のコスト低減 (開発・量産コストのリスク管理) 

航空機メーカーはその製品のライフサイクルを通じて、総コスト低減という課題に常

に直面しており、そこにはＩＴを活用したソリューションが大きな役割を果たすことは



                     

       

間違いない。今日の複雑なサプライチェーン状況は最短のリードタイムで対応すること

が求められ、サプライヤー選定においても即戦力となる No.1 を選ぶというダイナミッ

クな管理方式が必要となっている。こうした点から、今後のＩＴ技術の活用によりプロ

ジェクト全体の中で常に変化する情報を共有しながら、プロセスのどの時点からでも新

事態に対応可能な開発･製造管理システムが導入されることとなろう。このたび、「7E７」

国際プロジェクトにおいても、IBM/ダッソーシステムズ社の PLM（プロダクト・ライフ

サイクル・マネジメント）方式が採用された。世界各地に広がるパートナー、メーカー、

サプライヤーの相互連携、情報共有が PLM と呼ばれる基幹システムを通じて可能となる。

これなど航空機産業のＩＴ技術の将来にわたっての活用や方向性を示唆しているもの

と言える。 

(b)イノベーション追求、変更管理、信頼性・安全確保の要求 

 先に述べたように、事業ライフサイクルの高度化のための重要な能力として、顧客・

社会ニーズの収集能力、顧客・社会へのアピール能力とコンセプトを製品に展開する能

力（基本設計能力）を有することに強みをもつことが必要であることを述べた。航空機

産業においても顧客・社会ニーズの収集と分析を如何に素早く行うかが課題であり、マ

ーケットの最上流の幅広く、深いニーズ探索には、ＩＴ情報処理能力が不可欠になって

きている。また顧客･使用者の意見を聞きこむに際して、製品に関する技術データや使

用勝手などの製品ナレッジを大量に含んだ開発プラットフォームをＩＴ技術を活用し

てバーチャルに提示することでスピードある決定が可能となり、それまで見逃されてい

たイノベーションの可能性も大きく広がると期待される。安全性追求の観点からも、製

品品質・来歴管理などのデータやノウハウ記録が大切に管理されなければならず、これ

らすべてを記録し検索のためには、最先端のＩＴ技術のもつ記録・検索能力によるベス

ト・ソリューションの採用が必要であり、これにより飛躍的な信頼性が期待される。 

２．４ アジア各国との定期的な連携・交流とそのあり方 

航空機需要の増加が著しいアジアにおいてアジア中心の航空機国際共同開発を始め

る為の基盤創りは重要である。この基盤作りの一環として IADF 調査委員会が進めてい

る Info-Plaza Meeting を開催して、韓国の航空機産業及び研究機関とそれぞれの現状

及び今後の方向について情報交換及び意見交換を行い、双方の理解を深めた。 

３．今後の展望と課題 

３．１ 航空機産業発展のための事業ライフサイクル上の連携・交流のシステム基盤

のあり方の検討 

 今年度は、他業種と国内外の航空機産業との事業ライフサイクル等の調査及びその比



                     

       

較分析、及び日本の航空機産業の課題の考察から、日本の航空機産業の事業ライフサイ

クルの高度化のためのビジネスシナリオの必要性と技術相互波及、連携・交流の必要性

を指摘するとともに、特に技術相互波及、連携・交流の必要性の観点から産学官の連携・

役割についてのあり方を提示した。特に顧客・社会ニーズの収集・分析し、それを製品に

展開する能力の獲得、製品や技術を評価する能力の獲得と国の認証や規制に深く関与する

活動には、先端技術の研究開発や実用化のための試験の充実などが必要であり、それらに

おいて産学官の連携や他業種との技術相互波及及び連携・協力が不可欠であることを指摘

した。そのためには、連携・交流を効率的に図っていくためのシステムの構築が求められ

る。今年度の調査結果も踏まえて、さらに事業ライフサイクルの高度化と連携・協力のあ

り方との関係をさらに深く検討するとともに、いかなるシステム基盤（環境基盤）が連携・

交流を促進することに効果的であるのかについて検討し、そのあり方・具体的な方策を見

いだすことが今後の課題である。また今年度必要性を指摘したビジネスシナリオの策定に

も航空関係の諸機関の連携が不可欠であり、連携・交流のシステム基盤にはこうした点で

の検討も加えることが必要である。 

３．２ 航空機産業の事業ライフサイクルにおけるＩＴ有効活用のあり方の検討 

 航空機関連技術高度のためのＩＴ活用のあり方について、今年度は他業種、教育、研究

開発、及び航空機製造及び整備といった面での現状調査を行うとともに、事業ライフサイ

クルの高度化を意識しつつ今後の航空機産業におけるＩＴ活用の姿を検討した。上で述べ

た連携・交流のシステム基盤という視点で、航空機産業のライフサイクルの各段階（企画

からプロダクトサポート）でのより具体的なＩＴ有効活用のあり方について検討を行うこ

とが必要であろう。 
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