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[要 約] 

１．ライフサイクル高度化調査事業の趣旨 

（１） 調査事業の趣旨 

 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。 

我が国産業の“ものづくり”の空洞化が叫ばれている現在、いち早く先端技術をもって

現状を改善することが、我が国の航空機工業並びに機械工業全体の発展に繋がる。航空機

産業はコスト的に高額であり、開発・製造リスクは大きく、1 社単独での研究・開発は容

易ではなく、国際的な共同開発・製造分担が世界の趨勢となっている。 

 一方、２１世紀初頭におけ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

の回復が続いている。 



                     

       

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、地域経済体制構築の機運が高まる社会、世界各国での公平、公

正で、自由な競争が、世界的基準・規格・標準・倫理感のもとで行われるべき社会、安全

管理・危機管理が確立されるべき社会および事業活動がその事業のライフサイクルにおい

て統合的に実施され、地球環境と密接に関わるものとして推進される状況の社会である。 

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、昨年度

に引き続き平成１７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、航空機産業発展のための事業サイクル上の連携・交流のシステム基盤

のあり方（全機開発機種の事業化に向けて）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 

２．１ 今年度の検討課題 



                     

       

（１）日本の航空機産業の現状把握 

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、

日本の航空機産業規模について売上げ及び輸出入額の観点から整理するとともに、航空

機産業の事業ライフサイクルを構成する事業部分について、機体、エンジン及び装備品

の各分野におけるこれまでの実績とこれに基づく日本の実力を分析した。 

（２）国内外の航空機企業の事例分析とビジネス戦略 

日本の航空機産業のビジネス戦略を今後検討する上で参考となる、国内外における航

空機企業の成功事例とそのビジネス戦略について調査した。具体的には、エアバス、ロ

ールスロイス、エンブラエル、ボンバルディア及びジャムコの各社について公刊されて

いる資料や聞き取りなどを通じて調査・分析を行うとともに、中国や韓国における状況

についても調査してその事業戦略を整理した。 

（３）航空機産業以外でのビジネス戦略 

 （２）と同様に、日本の航空機産業のビジネス戦略検討の参考とするため、自動車及

びデジタル家電おけるビジネス戦略について事例調査とその分析を行った。 

（４）日本の航空機産業のビジネス目標 

  日本の航空機産業の現状、国内外の航空機企業の事例やビジネス戦略、また航空機産

業以外でのビジネス戦略についての調査結果、また昨年度の事業ライフサイクル高度化

に関する検討などを踏まえて、航空機産業の特性と事業戦略上の重要な視点を整理する

とともに日本の航空機産業の維持・発展のために目指すべき姿とその展開としてのビジ

ネス目標と求められる人材について検討を行った。 

（５）アジア各国との定期的連携・協力のあり方 

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 を開催するとともに、タイ国

の航空機関連企業や航空関係の大学等の現状の調査と情報交換を実施した。 

２．２ 調査活動のまとめ 

（１）日本の航空機産業の現状把握 

  日本の航空機産業は、売上げで約８００億ドル（航空関係のみ）、ＧＤＰ比で約０．２％

で、輸出入では２０００～５０００億円の輸入超過となっている。内訳では国際共同開

発による輸出がここ１０年程度で伸びる一方、防衛関係が減少したためこの５年程度で

は売上げ規模はほぼ横這い状態となっている。 

 日本の航空機産業の国際競争力では、機体関係、エンジン関係、装備品関係に分類し、



                     

       

それぞれの分野で事業ライフサイクルを構成する各項目についてこれまでの実績等を調

査して分析した。機体関係及びエンジン関係については多少の違いはあるものの、製造

能力はプライム OEM として世界トップレベルの競争力を有する一方、商品企画力、営業

力、顧客サポートといった面ではプライム OEM として能力が特に不足しており、また認

証の面においても設計に関する認証能力が不十分となっている。すなわち、日本がプラ

イムＯＥＭとして航空機或いはエンジンを市場に送り出すに足る能力は持っていないと

いうのが現状である。特に劣っているとされた上記の項目は、日本の民間航空機産業が

１９８０年代以降進めてきた、欧米ほかの航空機メーカやエンジンメーカが主導する国

際共同開発への参画では必要とされない能力であり、また育成することが困難な能力で

あることが、現状の能力・国際競争力に反映されていると言えよう。 

（２）国内外の航空機企業の事例分析とビジネス戦略 

 事例分析及びビジネス戦略の調査として、エアバス社、ロールスロイス社、エンブレア

ル社、ボンバルディア社については文献等の調査、また客室装備で国際的競争力を有す

るジャムコ社については聞き取り調査により、各社の発展の要因を分析した。これらの

ほか、中国及び韓国の航空機産業について Info-Plaza Meeting での情報交換などから、

状況を調査した。各企業の発展の要因を以下に整理する。中国及び韓国については各国

航空機産業発展のビジョンとして整理する。 

 今回調査した海外企業の成功要因に共通していることは、その設立当初或いは民営化以

前に政府からの財政的援助が行われ、現在の市場獲得の発端となった多くの機種の開発

がその援助があるときに行われていること、それによって売れていない状況におかれて

いた時期においても開発・生産が継続されていること、市場要求の把握と適切な対応が

なされていること、これらによって事業ライフサイクルの断絶のない事業として継続し

て機体開発・エンジン開発を進め得たことが今日の成功に繋がっている。日本が YS11

で航空機市場への参入に挑戦したものの、これに続く国産民間機の開発を果たせず、完

結した事業ライフサイクルの事業を継続できなかったこととは対照的である。また、エ

アバスとロールスロイスでは新規技術の導入が競争力に繋がっているとともに、失敗も

含めてその実績・経験がその後の事業戦略に活かされていることも重要な視点であろう。 

航空機内装品の専門メーカとして確固たる地位を築いたジャムコにおいては専門メー

カとしての事業ライフサイクルの断絶がないように、顧客ニーズの把握から開発・製造・

販売までを一貫して自律的に展開されている。しかし、最も重要な点（成功要因）は航

空法改定により整備外注が制限されて航空機整備事業の縮小が余儀なくされた状況にお

いて、当時の同社の生産能力を上回る受注に対して設備投資を行い内装品事業への転換



                     

       

を図った経営判断であると考えられる。 

中国と韓国の航空機産業については、欧米と同様に航空機メーカの集約が挙げられよ

う（もっとも、中国においては未だに多くの航空機メーカが存在するが国の方針として

はこれらを集約する方向で動いている）。それぞれの国の状況等に応じた国としての取り

組みが見て取れる。中国においては、国内航空機需要の拡大を背景として、海外メーカ

との共同開発による速やかな技術導入と適時の市場への参入、これと独自開発による国

産機開発能力の拡大・強化の両面で民間航空機市場に参入していくことをねらっている。

韓国ではＩＴ技術力を背景として、これを有効に活用する無人機開発に産学官連携で国

として取り組む一方、国産の軍用機やヘリコプタの輸出により産業規模拡大をねらって

いる。何れも民間・軍用の違いはあるにせよ、事業ライフサイクルの断絶を起こすこと

のない自律的な産業に発展させることをその戦略としていると言えよう。 

以下に、今回調査した企業等についての成功要因を個別に整理して示す。 

ａ．エアバス社 

 ・国家戦略としての位置付け（国家首脳レベルによる売り込み） 

 ・政府による巨額の財政援助と国家レベルの長期計画 

（20 年間で 135 億ドルの資金援助、金利負担も考慮すれば 190 億ドル以上との試算） 

 ・新規技術による差別化（後発企業としての独自戦略） 

 ・顧客ニーズの把握とユーザーへの広範な便宜（顧客への資金調達手法の提示等） 

ｂ．ロールスロイス社 

 ・新技術の導入と徹底した試験（３軸構造・ワイドコードファンブレード） 

 ・信頼性の向上への取り組み（トータルケアパッケージ、人事面での配慮、継続したエ

ンジン開発） 

 ・エアラインとの協調 

ｃ．エンブレアル社 

 ・民営化（国家シンボルとしての存在から民営企業への体質改善） 

 ・経営幹部の刷新（市場要求に応える企業体質への変革） 

 ・戦略的パートナーとの機体開発（国際共同開発による低コストとリスクシェア） 

 ・アウトソーシングの活用拡大（エンブラエル社はサプライヤー管理に重点） 

 ・資本構成の再編による資本強化（支配権を有さない海外企業グループの資本参加） 

 ・良好な労使関係の構築（従業員へのインセンティブ付与：株主配当の 25%の提供） 

 ・世界市場におけるプレゼンスの向上（年間３万人規模の訪問者受入） 

ｄ．ボンバルディア社 



                     

       

 ・カナダ政府の直接／間接的支援（営業損失補填、債務負担、助成金及び融資等） 

 ・リスク分担型パートナーシップの採用 

ｅ．ジャムコ社 

 ・新規事業であった内装品事業へのチャレンジ 

  （航空法改定による整備事業縮小時の内装品事業への参入の経営判断） 

 ・専門メーカとしての競争力強化への注力（航空機装備品要求への R&D） 

 ・国内外のエアラインとの密接な関係（最新の客先要求事項の調査） 

ｆ．中国・韓国における航空機産業 

 ＜中国＞ 

 ・国内航空機需要を睨んだ事業戦略 

 ・ジョイントベンチャーによる海外メーカとの共同開発による技術導入と素早い市場参

入による市場確保（エンブレアルとのＪＶ） 

 ・独自開発による国産技術開発能力の拡大・強化（ARJ21 開発） 

 ＜韓国＞ 

・国内航空機メーカの集約（ＫＡＩ、ＫＡＬ、SamsungTechwin への集約） 

・国産軍用機の輸出を中心とした規模拡大（2015 年までに日本に追いつくビジョン） 

・得意技術分野の活用の無人機開発（IT 技術の活用と産学官連携） 

（３）航空機産業以外でのビジネス戦略 

 自動車及びデジタル家電の分野を例として、航空機産業以外の産業におけるビジネス

戦略の事例調査を実施した。 

自動車産業はインテグレーション産業としては航空機産業と同じであるが、多くの場

合顧客は一般消費者であり、Ｂ２Ｃのビジネスであるという点で大きく異なる。また事

業ライフサイクルの全てを自社で行っており、顧客ニーズや市場動向を基本として収益

性をベースにリソースや生産計画等を自らが決定する。すなわち、様々なクラスの製品

のポートフォリオから会社全体としてのビジネスモデルを自律的に策定でき、ビジネス

戦略の選択肢の自由度が高い。また決定から実行までを速やかに行うことができる。高

付加価値車である高級車トヨタレクサスの成功例はインテグレータとしてのビジネスモ

デルの選択幅の広さと大胆で緻密な新しいビジネスモデルの迅速な実行力を示す典型例

と言えよう。 

  デジタル家電ではコンピュータと家電、放送と通信などの産業の垣根が崩れ異業種間

の融合（「デジタルコンバージェンス」）が伸展したなかで、新たなビジネス・商品が多

く生まれてきている。このような大きな変革期における成功商品の背景にあるのは、特



                     

       

定市場における圧倒的ものづくり優位である。すなわち、他社には真似のできない製造

技術、品種の幅、次々とイノベーションを連続するスピードによって、優位技術の占有

による差別化、これによる市場の独占・寡占化を作り出すことで、市場支配力（価格コ

ントロール）を獲得し超過利潤を得ることに、商品開発戦略の根幹をおいていることで

ある。この戦略の前提としてあるのは消費者の期待を超える「ものづくり」である。こ

れは単なるシーズ発想の「ものづくり」ではなく消費者視点の「ものづくり」とするこ

とが成功要因である。成功事例として調査したアップル社の i-Pod の商品戦略はそこに

ある。 

 今回調査した自動車及びデジタル家電における成功事例のビジネス戦略が事業ライフ

サイクルの完結がその戦略の前提となっている。一方、現状の日本の航空機産業はイン

テグレータ（プライムＯＥＭ）の事業ライフサイクルの一部を担っているに過ぎず、現

状において日本の航空機産業がとり得るビジネスモデルの選択肢が限定される要因とな

っている。すなわち、インテグレータ（プライムＯＥＭ）のビジネス戦略（ねらう市場

や製品特性、生産計画など）に大きく左右されてしまう国際共同開発において、ＲＳＰ

やサプライヤの位置付けにある日本の航空機産業のビジネスモデル構築は、プライムＯ

ＥＭに対して技術力をベースとした品質やコスト、納期といったＱＣＤの視点からのも

のにならざるを得ず、自律的なビジネスモデルの選択肢は極めて限られる。このことが、

高付加価値製品やある特定の市場をねらった製品をベースとしたビジネスモデルを構築

する自動車やデジタル家電などとの大きな違いである。製品開発の一部を担当する場合

（例えばサプライヤ）においても一部の部位や装備品が顧客（航空機では利用者）に訴

求するものを全システムで共有化し明確化できれば（例えばＢＭＷのトランスミッショ

ンの事例）、ＲＳＰやサプライヤという立場においても戦略的なビジネスモデルを構築す

ることが可能かも知れない。最終的にはプライムＯＥＭとなることがビジネス戦略の選

択肢の幅を広げるためには不可欠であるが、そこに至る過程においてはＢＭＷのトラン

スミッションに見られるようなビジネス戦略も日本の航空機産業にとって参考になろう。 

 以下は、自動車産業における事例として調査したトヨタレクサス及びＢＭＷのトランス

ミッション、デジタル家電業界における事例としてアップル社の i-Pod におけるビジネス

のポイントを整理して示す。 

ａ．トヨタレクサス 

 ・Ｊ－ファクター（日本らしさの折り込み） 

 ・独自のマーケティング 

（カリフォルニア高級住宅地での生活・高級レストラン実態調査） 



                     

       

 ・トヨタ自らの明確化ターゲットとリソースの決定と評価・判断 

ｂ．ＢＭＷのトランスミッション 

 ・車全体として顧客に訴えるトランスミッションと技術への落とし込み 

（顧客と結び付いた開発アプローチの実現） 

ｃ．アップル社 i-Pod 

 ・他社が真似のできないイノベーションの創出 

（他社にない能力を持った人材の摺り合わせやチームワーク） 

 ・製品イノベーションと継続した製品開発 

 ・付加価値の高い製品領域への資源集中と価格低下競争からの脱却（品質競争への転換） 

 ・知的財産の保護による基幹技術のブラックボックス化（技術優位の維持） 

（４）日本の航空機産業のビジネス目標 

 日本の航空機産業の現状、国内外の航空機企業や他産業の事例調査と分析などを踏ま

えて、ここで航空機産業の特性や事業戦略の視点の整理を行い、日本が目指すべき姿と

ビジネス目標への展開、さらには求められる人材について検討を行った。 

ａ．航空機産業の特性と事業戦略 

  航空機産業の特性を整理すると、 

・ 構成要素が多い 

・ 技術産業の裾野が広い 

・ 要求仕様（特に安全性、信頼性）が厳しい 

・ 先進的ビジネスモデルを生み出す産業特性 

・ デュアルコース産業と国家戦略 

・ 付加価値が高いと言われている産業 

・ グローバルな体制 

 などが、挙げられよう。 

一方、事業戦略における重要領域は、 

・ 顧客との接点 

・ 基本設計力 

・ サプライヤマネージメント 

・ 資金調達力 

・ 重要となる新技術の研究開発 

 などが挙げられ、特に開発する側（「作り手」）と顧客（「買い手」）の間に「断絶」を

生じない「ものづくり」、すなわち事業ライフサイクルの完結が不可欠である。 



                     

       

 日本の航空機産業は「ものづくり」産業の強さの必要条件である生産・量産に係わる領

域での高い技術力・国際競争力を有している。しかし、世界市場におけるポジションはそ

の高い技術力に相応の地位を確保しているとは言えない。これは日本の航空機産業が高い

付加価値で超過利潤を享受できる、また戦略的にビジネスモデルを構築できる、「何を作れ

ば良いかを自ら決定する」産業となっていないからである。このためには、これまで述べ

てきたように、「作り手」と「買い手」との間の「断絶」を解決するインテグレータとして

の全てのビジネスプロセスに係わることが不可欠である。そのためには「完成機」のプロ

グラムと継続的な開発が必要となる。その過程において、日本が弱いマーケティング、認

証、プロダクトサポートなどの領域を如何に強化していくか、或いは如何なる戦略でこれ

をカバーしていくかが課題となろう。 

ｂ．日本が目指すべき姿 

 これまでに述べてきたように、日本の航空機産業は欧米の航空機メーカが主導する国際

共同開発において、製造部分における高い技術力を背景にその分担拡大により産業規模を

拡大してきた。しかし、東アジア諸国が航空機製造事業の拡大を目指すなかで、将来にわ

たって日本が国際共同開発における製造分担で産業規模を維持・拡大させるには限界があ

ろう。こうした危惧から、日本がある意味で成功してきた 80 年代以降の米国メーカ主導の

国際共同開発における製造分担による産業の維持・拡大という基本的考え方から質的な転

換、すなわち「日本が主導する国際共同開発（日本ブランドの獲得）」によって発展を目指

すという方向に転換していかなければならない。これは一朝一夕に達成できるものではな

く、10 年、20 年或いは 30 年といった長期的な戦略が必要である。 

航空機では、マーケティング、プロダクトサポート等の経験と実績を蓄積する必要があ

り、当面はリージョナルジェットなどの小型機市場への参入を目指すのが妥当であろう。

このために、独自に市場を開発していくというだけでなく、例えばすでにマーケティング、

プロダクトサポートをすでにその体制を有する企業（ボンバルディア等）に任せるような

国際共同開発契約形態の下での日本ブランドの航空機開発や吸収合併等による、その企業

が有するマーケティング、プロダクトサポートのノウハウをベースに市場を開拓するとい

ったことも戦略の選択肢と考えられよう。 

航空エンジンでは欧米メーカに匹敵する設計データベース蓄積が必要であるが、それを

現在有していない日本においては従来と異なる戦略的なアプローチが必要となろう。例え

ば、国際共同開発やＲＳＰにおいて独自の技術力による設計で参画できるような契約形態

への変更やアフターマーケットビジネスへの参画など通じて、独自技術の使用実績を蓄積

していくことが必要である。しかしながら、このような戦略アプローチをとるために、既



                     

       

存技術に比べて飛躍的に優れた新技術開発や担当した部位のプロダクトサポートの自らの

実施（エアラインとの直接的情報交換）など克服しなければならない。 

装備品ではすでに国際競争力をもった企業もあるが、日本の航空機産業が活性化すれば

この分野も拡大していく可能性が高い。そのため、ベンダーとのネットワークやエアライ

ンからのクレーム等の管理システムのあり方の研究を行う必要があろう。また、この分野

で全く新しい商品開発のためには航空機やエンジンの先進技術の研究開発と現状の航空機

の課題分析によるニーズ抽出が必要となろう。 

また、日本が世界市場において競争力をもつためには、エアライン、製造産業、公的研

究機関や大学との交流の促進や強力なマネージメント機能をもつ組織体（コンソーシアム）

の設立など、航空機業界の連携等のあり方についても今後の戦略検討において考えていか

なければならない。 

ｃ．ビジネス目標 

 「日本が主導する国際共同開発（日本ブランドの獲得）」による産業規模の拡大が日本の

目指すべき姿とした。この目指すべき姿を展開したビジネス目標として、基幹産業、産業

健全性、貿易収支としての各視点からの検討を試みた。基幹産業としての視点からは、航

空機産業が国を代表する産業となっている諸外国を参考にしてＧＤＰ比１％以上が、産業

健全性としての視点からはエクセレントカンパニーの目安である５～７％の高利益率をプ

ライムＯＥＭとして自律的に達成することが、また貿易収支としての視点では赤字解消が、

ビジネス目標としての目安と考えられる。しかし、これらの検討はあくまで相対的かつ定

性的議論によるものであって、今後、日本が目指すべき姿を達成するためアクションを検

討する過程において改めてビジネス目標を明確にすることが必要である。 

ｄ．求められる人材 

 日本が主導する国際共同開発を達成する上で、すなわち事業ライフサイクルを完結した

産業とするために、航空機産業において求められる人材とその育成について検討を試みた。

とくに不足していると懸念される、商品企画（概念検討）、認証（認証体制を含む）及び営

業（販売）の分野において現状を分析、全般的な面から人材育成についての考察を行った。 

 商品企画の分野は日本では全機開発を行う経験が少なく、この分野の人材は海外に比べ

て圧倒的に少ないと考えられる。しかし、全機開発を行っていない現状においては、防衛

庁の機体・エンジン開発やＲＳＰとして海外メーカの企画への参画などを通じ人材の育成

を図るなどの方策が考えられよう。認証の分野においてもこれに必要な知識、経験またそ

のための体制は十分ではない。当面は FAA により認定された DER に依頼するなどの手段を

とらざるを得ないであろうが、この分野における人材の育成と体制整備が将来的には必要



                     

       

となろう。航空機メーカで経験のある技術者を認証サイドの担当者として認証機関が受け

入れるなどの人材交流の促進も有用と考えられる。営業の分野では日本の航空機産業が独

自の販売網を有していないのが現状であるが、当面は販売網をもつ既存他社の営業力に頼

らざるを得ないものの、国際的な顧客との折衝能力をもった自社の営業担当者を育成、置

き換えていく努力が必要である。 

 このほか、航空機開発を完遂するためにはプロジェクトリーダーが必要である。その育

成については様々な部署・職種を OJT として経験させるなどの方策をすでにとっていると

ころも少なくない。また、プロジェクトリーダーに相応しい人材を比較的早い時期に見い

だすことも重要であろう。 

（５）アジア各国との定期的連携・協力のあり方 

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を韓国ソウ

ルで開催し、韓国、中国と航空機産業・技術研究開発に関連する情報交流を実施するとと

もに、タイ国の航空機関連企業や航空関係の大学等を訪問し、航空機産業や航空に関連す

る研究活動、教育活動について情報交換を行った。韓国、中国及びタイ国との情報交換及

び意見交換において、引き続きアジア諸国における情報交流を深めること、人材交流の促

進の必要性が認識された。特に人材交流の面では日本の制度の周知が豪州などと比較して

十分とは言えないところもあり、Info-Plaza Meeting など定期的な情報交流の場を利用し

てこれを周知、促進していくことが必要であろう。 

３． 今後の展望と課題 

 今年度は、事業ライフサイクルの各要素ごとに国際競争力として整理することで日本の

航空機産業の現状を把握するとともに、国内外の航空機企業及び他産業における事例調査

に基づくビジネス戦略や成功要因分析、東アジア諸国の航空機産業の調査などを行った。

この調査・分析の結果、日本の航空機産業が今後日本の基幹産業のひとつとして国を代表

する産業に発展していくためには、これまでの欧米メーカ主導の国際共同開発における製

造分担拡大という基本的方針の質的転換が必要であることを明らかにした。すなわち、「日

本が主導する国際共同開発」を目指すことが必要であると認識され、この目指すべき姿の

ビジネス目標への展開を試みた。これらの調査・分析は、本調査研究の目的である航空機

産業の発展のための連携・交流のシステム基盤構築に向けた国際共同開発振興のための事

業のライフサイクル高度化のために、昨年度その必要性を指摘したビジネスシナリオ検討

の出発点となるものである。 

 したがって、日本が目指すべき姿とした「日本が主導する国際共同開発」の実現に向け

たビジネスシナリオ（或いはビジネス戦略）の検討と求められる人材の育成についての調



                     

       

査が今後の課題である。さらに、その調査・検討結果を踏まえて、長期的な行動計画の検

討を行い、その検討のなかで事業ライフサイクル高度化の視点から航空関係の諸機関の連

携・交流の効果的なシステム基盤について検討する必要がある。 
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