
                     

       

調査・研究報告書の要約 
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 [要 約] 

 世界の航空機産業はグローバル化が一段と加速され、事業投資規模も益々拡大している。

この様な状況下における対応の基本姿勢は、国際的協調、共生・共栄であり、我が国の航

空機産業の発展は、国際貢献によって達成されるとの観点に立つ必要がある。特に、我が

国がアジア地域においてどのように貢献するかが、我が国の航空機産業が飛躍的な発展に

繋がる重要な視点である。 

本報告書は、事業のライフサイクル高度化の視点から、我が国航空機産業の現状を踏

まえて、将来日本が目指すべき姿である「日本が主導する国際共同開発」の実現に重要

と思われる２つの観点、「人材育成」及び「能力拡充」について調査・検討を行い、こ

れらに対する取り組みや方策についての提案を行った結果をまとめたものである。また、

ＩＰＭ（中国）及びｵｰｽﾄﾗﾘｱ調査によりアジア各国との情報及び意見交換を実施した。 

 

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１８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、航空機産業あるべき姿を実現するための施策｛プライムとしての大型

機国際共同開発（アジア地域中心）および中小型機の全機開発機種の事業化｝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 今年度の調査・検討内容 

（１） 日本の航空機産業の目指すべき姿 

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、

昨年度までに調査分析を進めてきた日本の航空機産業の現状と課題を踏まえて、今後日

本が目指すべき姿を定義して、この実現に向けて現状の課題を踏まえて強化していかな

ければならない点について検討を行い、特に重要とされる点を整理した。 

（２） 航空機産業の発展に向けた人材育成 

（１）の検討結果を踏まえて、日本が目指すべき姿を実現するための重要な観点のひ

とつに挙げられた人材育成について、現状の課題を改めて整理するとともに航空機産業

に関連する企業にアンケート調査を合わせて行い、日本の航空機産業の現状とそれらの

分析結果を踏まえて、求められる人材、企業における人材育成の現状、技術教育におけ

る産学連携及び人材育成の取り組み方などについての調整・検討を行った。 

（３）航空機産業の発展に向けた能力拡充 

 （２）と同様に、日本の目指すべき姿を実現するために、すなわち日本の航空機産

業が世界で高いイニシアティブを確保するために、能力拡充・能力獲得の観点から現

状の課題と重要視点を整理した。この検討・分析を踏まえて、特に重要とされた５つ

の視点（企画能力、技術能力、認証能力、販売能力及び他産業の活用・連携）につい

て現状の認識・課題を改めて整理し、今後のあり方・諸施策を検討して提案を試みた。 

（４）アジア諸国・豪州の航空関連調査活動 

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、豪州の

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・検討結果の概要 

（１） 日本の航空機産業が目指すべき姿 

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

発の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へ

の転換が必要ではないか。言い換えれば、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」産業となることを目指していくことが必要であろう。 

 しかし、ここ 20 年以上にわたって国際共同開発における製造分担が中心であった日本

においては、民間航空機のライフサイクルにおいて欠けているマーケティング、アフタ

ーサービス、巨額な開発資金と長期の投資回収期間といった航空機産業固有の事業リス

クへの対応、技術的には完成機としてまとめる（民間機としての）システム統合技術能

力や型式証明等の認証を得るためのノウハウなど解決しなければならない課題は非常に

多い。 

 こうした認識の下、特に日本のおいては克服すべき課題が多いと分析された以下の２

つの視点での現状把握と課題の分析、課題を克服していくための中・長期的な方策につ

いての検討が必要と考えられた。本調査研究ではこれらについての調査・検討結果をま

とめている。 

  ①人材育成 

  ②能力拡充（商品企画、技術、認証、販売、他産業の活用・連携） 

   

（２） 航空機産業の発展に向けた人材育成 

日本において独自の民間航空機開発が長年にわたって中断している現状に鑑みて、

航空機産業内には航空機完成プログラムの経験者がいなくなってしまっているのでは

ないかという危機感が持たれている。航空機開発における一連のプロセスのうち、特

に商品企画（概念検討）、認証、営業（販売）については人材が不足しているのではな

いかとの懸念がもたれた。さらに、民間航空機開発の完遂に不可欠な”Project 

Leader”の育成という面についてもその必要性が挙げられた。 

 このような問題意識のもと、これまで議論されてきた教育機関（大学等）における

人材育成の議論というよりもむしろ、実際の航空機開発がなされる現場、即ちメーカ

ー内での人材育成について本調査研究ではアンケート調査も含めて調査・分析を試み



                     

       

た。 

また、技術の発展には優秀な人材を集めること、育てることが極めて重要であるこ

とは言うまでもないが、航空分野のようなハードウエアが重要な分野では大学教育に

も産業界との連携を強めることが教育に有効である場面も少なくない。そこで技術教

育における産学連携での視点で国内外の事例調査を行い、技術者育成における産学連

携の状況を調査した。 

これらの調査・分析結果を踏まえて、企業における人材育成並びに産学官の協力に

必要な取り組みやあり方について検討を行い、提案としてとりまとめた。 

①企業における人材育成の現状 

 日本の主要な航空機産業関連企業の協力を得て、各企業における技術者育成プログ

ラム全体、航空機開発における各過程での人材育成、Project Leader の育成の現状や

課題などについてアンケート調査を行った。 

 当然のことながら各企業とも技術者育成の教育課程や指導方法については重要視し

て充実した体制で取り組んでいる。ただ、OJT がその中心的な役割を果たしており、

そのため、特に実機開発体験の重要さ（継続的な実機開発による経験の蓄積が技術者

を育てる）が強く指摘された。機体開発のライフサイクルが完結していない現状にお

いて人材不足が懸念されている商品企画、認証、営業における人材育成の面でも、「プ

ロダクトマーケティング」組織の設置、海外メーカの商品企画部門への人員派遣や PMA

認定のための米国子会社での若手技術者の駐在（実業務の経験蓄積）など、各種の努

力がなされている。しかしながら、機体開発サイクルが非常に長く経験・知識の蓄積

に要する時間が長いため、機体開発サイクルが途切れている日本の現状では必要な人

材を効果的かつ十分に育成するには困難が生じていることが指摘された。逆に言えば、

継続的に機体開発が行われて完結したライフサイクルの下では自然に人材が育つとい

う指摘であった。また Project Leader については技術の Specialist から様々な経験

（技術分野以外も含む）を踏ませて Generalist としての素養を身につけさせ、Project 

Leader とすることが多い。したがって育成の基本はここでも OJT となっており、実際

の機体開発での経験が特に重要とされた。 

②技術教育における産学連携の現状 

 技術教育における産学連携について諸外国の状況や日本の現状を文献調査等を下に

調査するとともに、①と同様に若手技術者育成に関してアンケート調査を行い大学教

育（含：社会人教育）のあり方について意見を調査した。 

 欧米では大学における実践的な技術教育に関し、企業や政府機関が積極的に協力し、



                     

       

かなり大きな規模で産学連携教育活動が行われている。欧米では日本より以前から、若

年層の技術離れ、理系離れが大きな問題となってきた。このことも産業界が技術教育に

積極的に協力する要因と考えられる。もともと欧州の伝統ある工科大学では、卒業要件

に数ヶ月間の外部機関でのインターンシップ、プラクティクムなどの研修が義務づけら

れており（これはもともとは技術伝承の徒弟的な伝統感覚に基づいている）、技術教育に

おける産学連携は、従来から基礎が築かれている事情がある。 

中国および韓国では、航空機関連産業、および関連大学の発展、活動の活発化が著し

いが、大学教育については、基本的に欧米の大学や企業との連携を積極的に模索してい

る状況である。学生を欧米の大学或いは企業に派遣して人的ネットワークを組み、それ

を梃子として欧米企業との共同研究を推進するといった方法をとっている例が多い。こ

うした手法は、catch up フェーズでは効果的であると思われ、実際に欧米企業との連携

は大学における技術教育にとって重要な機会になっていると言えよう。 

日本でも近年、工学研究教育における産学官連携の重要性が叫ばれ、大学や研究所に

おける知材の活用の活発化が強く求められている状況にある。しかし、その具体的な機

会は限られており、基本的には教員個人ベースの活動となっているのが現状である。ま

た昨今盛んになりつつある研究機関との連携大学院制度においても必ずしも双方に有効

に働いていないという問題も指摘された。 

技術者教育における産学連携について、日本でどのようなシステムが適切かは検討さ

れなければならない。技術教育をより効果的に行うため、また、若年者にとって魅力的

なものにするために、連携した教育プログラムの導入と発展は重要である。一方で日本

の航空機関連企業へのアンケート調査からは、大学教育について大学卒業生の基礎的な

工学知識に以前より不足が感じられる場合がある、国語力などのコミュニケーション能

力の充実が必要、研究課題や教育内容が基礎的なものに偏りすぎている傾向がある、と

いった指摘があるとともに、大学における社会人教育については若手技術者育成には航

空機に実際に触れて学ぶことが効果的という認識もあり、セミナーといった方法では日

本ではあまり実施の意義がないのではないかという意見が見られた。 

③人材育成のための提案 

 完結したライフサイクルの機体開発が継続的に実施されれば必要とされる人材の育

成は自然となされるであろうが、日本の現状を踏まえれば残された課題は多い。各企

業とも様々な工夫をしているものの必要な人材育成が難しい企画、認証、営業（販売）

及びプロダクトサポート分野においては、例えば以下のような取り組みが現状におい

ては考えられよう。 



                     

       

・企画：海外メーカへの派遣 

・認証：T/C 取得経験の蓄積と DER 相当の技術者育成 

・営業：現地子会社での育成・商社等との連携 

・プロダクトサポート：部品（補用品等）でのサポート活動におけるノウハウ蓄積 

 一方、“Project Leader”の育成では一番効果的と考えられる製品開発を多く経験さ

せるということが難しい日本の現状においては大きな問題である。特に民間航空機で

は技術的な側面以外の要因が大きく、技術者が抜擢される例が多い日本において

は”Project Leader”の性格それ自体も検討を要することになろう。 

 技術者養成の視点での産学官の協力の面では、諸外国の状況を踏まえると以下のよ

うな取り組みを進める必要がある。 

 ・産学官連携による実践的教育プログラムの導入 

 ・企業におけるインターンシップ制度の拡充 

 ・企業や研究所との連携による研究プログラムの拡大 

 ・JAXA 等航空関連研究所と大学との共同体制構築（人材の共同育成プログラム策定） 

 また、Global Engineer といった国際共同開発で活躍する人材の育成という観点か

ら国際的に相互認証する技術者認定制度への発展とその活用も期待されるところであ

る。 

 大学や学会による若手技術者教育プログラムについては必ずしも最先端技術に関す

るものでない分野、例えばマーケティング教育や工学基礎知識を補うセミナーなどは、

企業での業務で必ずしも担当していない分野での不足する知識の取得機会として意義

があると考えられる。昨今、技術伝承に対する危機意識が高まり、各種情報のデータ

ベース整備などが進められつつあるが、最終的には実作業のなかで伝承されるという

のが共通認識となっており、これには開発プロジェクトの継続的実施が効果的である。 

 

（３） 航空機産業の発展に向けた能力拡充 

日本の航空機産業は高い技術力を有しながら、世界的に十分なイニシアティブを有す

るに至っていない。日本の主導する国際共同開発を目指すためには、世界的にイニシア

ティブを確保するための能力拡充が求められる。こうした認識の下、日本の航空機産業

の課題を浮き彫りして、特に重要とされる能力を明確化し、それらに対する今後の取り

組みのあり方などについて提案を試みた。 

①現状の課題と重要視点 

 民間航空機のビジネスプロセス全体を見た場合、日本の航空機産業はイニシアティブ



                     

       

を掌握するために不可欠となる顧客との設定が希薄であることが挙げられる。これに起

因して航空会社等顧客にとって魅力ある製品を企画する能力（企画能力）、顧客ニーズ等

を製品に落とし込む基本設計・具体的な製品化の技術能力、さらに「いかなる航空機を

作ればよいか」を自分で決定する能力の不足から民間航空機の開発実績が少なく、この

ことが「認証能力」や「販売能力」等の弱さに繋がっている。すなわち、我が国の航空

機産業が国際共同開発で高いイニシアティブを確保するためには、 

・企画能力：顧客（航空会社等）にとって魅力ある製品を企画することができる 

・技術能力：企画したものを具体的な製品とすることができる 

・認証能力：できあがってものの安全性等を自ら、評価、担保することができる 

・販売能力：製品を世界中に販売し、顧客をサポートすることができる 

の拡充、獲得が特に重要な視点である。また、これらの能力拡充においては、他産業の

活用や連携もひとつの重要な方策として考えられる。 

②能力拡充・能力獲得のための提案 

ａ．企画能力 

 ・外部リソースの活用 

製造分担によるプロジェクト参画が中心であったこれまでの日本の民間航空機産業に

おいては、企画分野に関する能力は必ずしも求められていなかった。そのため、現状で

はこれを実施するに足る十分な経験や組織、リソースが整備されていない。この点を補

い、将来に向けて能力拡充を図るためにはコンサルタント会社などの専門的情報リソー

スに加え、既に実績のある主要航空機／エンジンメーカーや航空会社のリタイア層など

外部リソースの活用による製品企画・マーケティングの実施などが当面は有効な手段で

あろう。 

 ・他種製品におけるマーケティング・企画手法の応用 

製品の如何を問わず重要なのは、顧客視点に立った製品企画により、市場が求める製

品を提供していくことであり、そのためには、他産業におけるマーケティング手法等を

応用していくことも有効であろう。例えば、ホンダジェットがコンジョイント分析によ

り顧客需要を定量的・相対的に把握していったプロセスは参考となろう。このような航

空機事業部門以外の他部門或いは他産業で用いられている手法の適用は、日本の航空機

メーカーが他種製品を扱う事業部門や関連会社を有していることから、今後の実現性も

高いと期待できる。 

 ・製品具現化技術の向上に向けた環境づくり 

顧客需要に応える製品を実現するための技術もまた重要であり、日本の航空機産業に



                     

       

おける企画能力拡充のためには、民間独自の研究開発成果のみならず、政府所管の研究

成果や、他産業における開発技術の闊達な活用が必要となろう。 

 ・テストランによる事業シミュレーションの実施 

製品の試作・開発に留まらず、事業運営全般をシミュレーションしたテストランの実

施も、事業そのものの企画力を拡充する上では効果的であり、これを通じて人材育成も

期待できる。 

ｂ．技術能力 

・テストランによる技術成熟 

純粋に必要な技術力という観点だけから見れば、日本の置かれた位置は著しく、厳し

いものではなく、この問題のために日本企業の民間航空市場での独力での参入が妨げら

れている訳ではないと考える。一方で、開発が終了した技術を慣れた技術 “Proven 

Tecnology”に高めて、本当に顧客が求める商品価値のレベルに高め、成熟化させることが

不足している。開発された技術の成熟化は望むべくは民間機のリスクの低い部位/機種から、

或いは防衛分野から市場に投入して実績を積むことによって、達成していくことが顧客に対

するアピールが強いが、日本においてそのようなプラットフォームを持つことは現実的には

難しい側面がある。このため、フィールドでの実用を模擬した試験を十分なサイクル数繰り

返すことやオーバホールのデモ等で代用することが有益である。すなわち、「テストラン」とも

呼べる技術開発プログラムを推進することが有効であろう。 

・プロダクトサポート技術やサプライチェーンの確立 

 認証取得後の第２の技術としてプロダクトサポート技術や日本国内に十分な技術レベ

ルと供給能力をもつサプライヤをもつことも重要である。プロダクトサポート技術につ

いては未だに単独で市場での地位を確立していない日本の現状では開発することが困難

な分野ではあるが、欧米のＯＥＭ企業が発行するマニュアル等の情報を基に地道な努力

を重ねる必要があろう。ファイナンス支援も含めたプロダクトサポートでは銀行や商社

との協力なども方策のひとつとなろう。 

ｄ．販売能力 

・プライムメーカーによる販売活動への部分的参画 

販売能力を拡充していく上で、これまで整備されていなかった組織やリソースを何ら

かの形で補充・整備していかなければならないのは明らかである。しかしながら、短期

的にこれを行うには限界があり、当面は RSP として参画するプログラムにおいて、欧米

のプライムメーカーの販売活動への部分的参画を通じて経験を蓄積していくのが現実的

対応と言えよう。その際、国内の商社やシンクタンクの販売力やネットワークを活用し



                     

       

て国内及びアジア諸国のエアラインへの販売活動やアフターサービスの一部支援も行う

などの積極的な対応が必要であろう。 

・有効なパートナーシップの形成 

中長期的には販売能力拡充を自ら主導していくこととなるが、販売促進やリスク軽減

のためにも有望なパートナーを選定する必要があろう。特に主要航空機／エンジンメー

カーが存在する地域への市場参入では当該地域における主要メーカーとのパートナーシ

ップを確立することにより様々な参入障壁の緩和・軽減も期待される。また場合によっ

ては契約に基づくパートナーシップではなく中小メーカーの買収も視野入れる必要もあ

る。アジア域については日本の地域的特性を活かしやすい利点があるが、先ずは関係諸

国との相互理解を深めることが重要である。 

ｅ．他産業の活用・連携 

・ハイブリッド・インテグレーション産業の構築 

日本が主導する国際共同開発を目指す時には、日本の「強み」を十分に明確化して、

その「強さ」を戦略的に生かして、将来の航空機産業像を描くアプローチを考えること

が必要である。我が国の「強み」としては同じインテグレード産業（アセンブリー産業）

であり、世界的に圧倒的な強さを有している自動車産業、あるいは将来の成長産業で日

本が技術的に進んでいるロボット産業と連携することで、技術、事業、さらには将来の

市場で総合的な強さを発揮することが可能となろう。 

・他産業のビジネスモデル、B2C ビジネスへの展開 

航空機産業では、ジェネラルアビエーションの急速な拡大など近い将来、ドラスティ

ックな市場構造の変化が起きる可能性がある。日本の航空機産業がこの変化を重要な機

会として戦略的に活用して、新たな航空機市場で高いイニシアティブを獲得することが

期待される。従来 B2B が中心であった航空機産業をわずかでもこのような B２Cに転換す

ることに成功できれば、航空機産業そのものが、これまでとは異なる新しい市場を創生

して大きく成長する可能性をもっており、こうした観点で自動車産業やロボット産業の

活用・連携は有効である。 

 

（４） 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を中国珠海

市で開催し、中国やインドネシアと航空機産業・技術研究開発に関連する情報交流を実施

するとともに、豪州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。中国、インドネシア及び豪州と



                     

       

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。今後とも、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。 

 

２．３ 今後の展望と課題 

 今年度は、これまでの調査研究成果を踏まえて日本の航空機産業の目指すべき姿とした

「日本が主導する国際共同開発」の実現に向けて、特に重要な観点に挙げられた人材育成、

能力拡充及び体制整備について改めて現状と課題をアンケート調査や文献調査等により整

理し、これらを克服していくための今後の取り組みやあり方についての提案を行った。 

人材育成及び能力拡充の両観点に共通して、ライフサイクルが完結した航空機製造事業の

継続的な実施が効果的であることは言うまでもない。しかしながら、欧米の航空機メーカ

ーが主導する国際共同開発における製造分担事業を長らく進めてきた日本の航空機産業の

現状を考慮すれば、一足飛びにライフサイクルを完結させた航空機製造事業に移行してい

くことは難しいことも提起された。現在のこうした状況を踏まえ、人材育成では特に人材

不足が懸念される企画や販売といった分野では海外メーカーへの派遣や商社等の活用など

により着実にその人材育成を図ることが求められる。能力拡充や獲得といった面では事業

シミュレーションを含む「テストラン」と呼べる技術開発プログラムを推進することが効

果的な方策として挙げられた。これは人材育成の面からも有効な手段と考えられる。民間

航空機市場参入としては後発となる日本が航空機製造事業のリスクに加えて、必要な人材

育成と能力拡充を企業の自前で実施するのは経営的に負担が大きいと言わざるを得ない。

本調査研究成果として提案した今後の取り組みやあり方は昨年度その必要性を指摘した長

期的な行動計画の一端をなすものである。ただし、本調査研究では時間的スケールについ

ての検討はしておらず、今後、本調査研究の成果を基に時間的なスケールも含めた検討を

行うことが必要である。 
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