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序 

 

我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。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとす

るアジア近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、イン

ドなどＢＲＩＣｓ諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠

点の海外移転による空洞化問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が

国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸念が台頭してきております。  

  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も山積しており、この課題の解決に向けて、

従来にも増してますます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあ

げて取り組む必要に迫られております。  

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくため

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

があります。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調査等の補助

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」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

す。 

 

平成２０年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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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１９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

らの受託事業「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」を実施

した。本報告書は、その調査研究の一事業である「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」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。このため本調査事業では、

これまでの国際交流促進、シーズ発掘等そして国際共同開発基盤調査事業において実

施してきた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に視点を置き、

調査・検討を実施した。これまでの国際共同開発基盤調査事業等での調査で得られた

成果をも取り込みつつ、実施に際しては、当基金内に「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委員会」を設け 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

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２０年３月 

                            財団法人  航空機国際共同開発促進基金 
                                        会 長    佐  々  木    元 
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平成１９年度 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委員会委員名簿 

 

区 分 氏  名 所 属・役 職 W・G 

委員長 戸田  勧 
早稲田大学理工学部 特任教授 
前 JAXA 理事 総合技術研究本部長 

 

村上  哲 
宇宙航空研究開発機構 航空ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｸﾞﾙｰﾌ  ゚
超音速機ﾁｰﾑ 計画管理ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬ 

◎ 

伊藤  健 
宇宙航空研究開発機構 総合技術研究本部 
風洞技術開発ｾﾝﾀｰ主幹研究員 低速風洞ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀ  ゙
APG SST ﾁｰﾑ空力設計技術ｾｸｼｮﾝﾘｰﾀﾞ兼任 

○ 

渡辺 紀德 
東京大学大学院  
工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

○ 

李家 賢一 
東京大学大学院 
工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

○ 

津江 光洋 
東京大学大学院 
工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

○ 

 
板原 寛治 

 

(社)日本航空宇宙工業会 
国際部長 

○ 

池上誠一郎 
三菱重工業(株) 
航空宇宙事業本部 民間航空機部 次長 

 

平上 雄一 
川崎重工業(株) 
航空宇宙ｶﾝﾊﾟﾆｰ営業本部 宇宙・民間航空機部 担当部長 

○ 

永峯 義隆 
富士重工業(株) 
航空宇宙ｶﾝﾊﾟﾆｰ 航空機第２部 海外営業課長 

 

水谷 哲也 
(株)ＩＨＩ 航空宇宙事業本部  
民間ｴﾝｼﾞﾝ事業部 技術部 大型ｴﾝｼﾞﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ部長 

○ 

鳥居  誠 
横河電機(株) 
執行役員 航空宇宙・特機事業部長 

 

吉田  啓 
住友精密工業(株) 
新規事業開発室 次長 

 

杉浦 重泰 航空技術＆ビジネス・コンサルタント ○ 

原田 純一 
双日エアロスペース（株）  

営業企画開発室ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 専門部長         
 

委 員 

奥田 章順 
（株）三菱総合研究所 産業・市場戦略研究本部 
産業戦略研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席研究員 

○ 

 
 

事務局 

 
高岡 武司 
山口 俊吉 
佐藤 秀雄 

 
（財）航空機国際共同開発促進基金   常務理事 

国際部長 
国際部部長代理 

 
◎：ワーキンググループ主査 
○：ワーキンググループ委員 
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１．はじめに 

 

１．１ 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、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、一社単独での研究・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。現在

では中国、ロシアおよび日本も小型民間用航空機の開発を行っている。 

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１９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、航空機産業の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。 

（図１．１「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」概念図 

（図１．２「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」活動及びｽｹｼﾞｭｰﾙ概要 
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１．２ 調査目的 

 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。

ここ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。 

かかる状況下で、２１世紀初頭の世界情勢に適正に対応しつつ我が国が国際舞台で主体

的な貢献役割を果たしていくためには、技術総合力の向上を図ると共に、一方では、技術、

人材、情報等の資源が有効に活用されるために、それらの資源の有機的交流・調和を図る

ための航空機産業のシステム基盤の構築が不可欠である。それにより航空機産業関連事業

の発展が促進される。本調査事業では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。 

 

１．３ 調査経緯 

 航空機国際共同開発振興のためにこれまで以下に示す調査事業を実施した。 

 

（１）航空機等国際共同開発シーズ発掘等事業 [1989(H1)年～1999（H11）年] 

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 [1991(H3)年～1999（H11）年] 

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
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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

ター）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 [2000(H12)年～2003(H15)年] 

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。調査研究は航空機産業発展に係る産・学・官の連

携、情報交換、人的交流のあり方、航空機関連ビジネスの発展に係る官と法制度のあり

方、更に一層のビジネス拡大のための検討、及びアジア地域の重要性の分析、Info-Plaza 

Meeting を含むアジア調査を行い、平成１５年度に調査研究の目的をほぼ達成し終了し

た。 

（４）２１世紀型航空機国際共同開発に係る事業のライフサイクル高度化調査事業 
                        [2004(H16)年～2007(H19)年] 

航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業において実施してきた調査結果をも反映し

つつ、航空機国際共同開発振興に係わる検討の切り口をより広範、且つ高い視点から捉

え、開発のみならず航空機産業の事業ライフサイクル全般を俯瞰し、事業ライフサイク

ル高度化のための重要な事項につきその課題・問題点等を明らかにするとともに、ある

べき姿を実現するために「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」を実施するために調査委員会を設置し、航空機産業と機械工業等

間の相互波及、航空機産業の事業ライフサイクル高度化のためのシステム基盤および日

本の航空機産業の発展とアジア（含む欧米）との共生・共栄とその為の国際連携・交流

のあり方について調査・検討を行い、平成１９年度に調査研究の目的をほぼ達成し終了

した。 

 

１．４ 調査委員会の構成と運営 

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４名、公的研究機関２名、

航空機関連業界１０名の合計１６名より構成されている。委員長には学会の第１人者的

存在であり、産業界においても幅広く活躍されている早稲田大学理工学部戸田勧特認教

授にご就任頂き、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。 

（１）委員会運営の基本なお、調査検討委員会の運営と方法は次のとおりある 

①活動内容の具体的イメージアップ 

システム基盤というテーマを扱うため、極力中味の明確化に努め、グループ員の認識

の共通化を図り、常に５Ｗ１Ｈを考慮しながら実施する。 
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②プロセス追求の重点指向 

最終ターゲットに到達するプロセスの追求を重視しつつ、年度毎に設定した命題の解

決の方策を見出す方法とする。 

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 

a.委員会 

活動の基本方針の検討・議論と決定、ワーキンググループ検討事項の承認 

b.ワーキンググループ  

具体的活動の推進 

c.委員会運営の手法 

・徹底した議論の展開とその輪の拡大 

委員会及びワーキンググループでの活発な議論の展開 

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 

・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。 

・共鳴確保の工夫と努力の推進 

できる限りの議論の展開 

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 

プレゼンテーション資料ファイルの充実 

 

１．５ 調査概要 

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内容

として、次の４項目の調査を推進して行くこととした。 

調査の進め方としては、事業全般に係わる異業種交流状況聴取を踏まえた現状の把握、問

題点・課題の抽出、解決方策の検討及び具体的方策の作成について進めることとする。 

 

（１）航空機産業の事業ライフサイクルにおける IT 活用のあり方 

   ①IT ハードとしての活用（各機器のブレーン、システムコントロールなど） 

   ②ビジネスへの活用 

   ③人的交流、情報交流、並びに他産業との連携交流としての活用 

   ④欧米航空機産業先進国における情報交流における IT 活用 

   ⑤不特定多数（一般市民など）との情報交流としての活用 

[注記]：世界の社会、経済、科学技術、情報等の巨大化・複雑化・グローバル化にとも

ない今後事業を実施するに際して旧来の単一的な縦割り組織・行政形態的思考で

は立ちゆかない。すなわち全体を俯瞰しつつ統合的且つ効率的に事業を行う必要

がある。 

（２）航空機産業を中心とする機械工業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。（新製品ビジネス及びアフターマーケッ

トビジネス発展に向けて） 

（３）航空機産業の事業ライフサイクル高度化のためのシステム基盤 

航空機工業－機械工業間の相互技術波及（上記２項）以外の事項について、航空機
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産業の発展の為の事業ライフサイクル上の連携・交流のシステム基盤あり方 

[調査・検討の視点] 

① 収益率向上化、性能技術向上化、安全性向上（安全管理・危機管理の視点）、技術

の近代化、省エネルギー、環境適合性向上、市場拡大化、マーケティングシステム

のあり方､ 事業ライフサイクルの統合的管理のあり方。 

② 知的財産政策･戦略､ 国際交流･連携のあり方、不特定多数との情報交流とその活

用 

③ 経営者等の資質・独創性・発想の転換・長期戦略・哲学 

④ 我が国の政策・法制度並びに国際的基準、規格、相互取り決め等 

⑤ メーカ、エアライン、大学、研究所、及び関連各省庁、更に連携交流のあり方 

⑥ 我が国独自に進める全機航空機・エンジン開発とその事業化に向けての事業サイ

クルシステム基盤のあり方。 

（４）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。 

（特に中国を中心としたアジア各国との連携を視野に入れ、２１世紀初頭状況に適合

した方針・方向性の確立） 

① アジア各国の定期的実態調査・交流の実施とそのあり方（含む Info-Plaza 

Meeting）。 

② 欧米先進国の定期的実態調査の実施とそのあり方。 

 

１．６ 平成１９年度調査概要 

１．６．１ 調査内容 

    平成１８年度で抽出された課題等を考慮しつつ、平成１９年度の活動方針は以下の項

目を中心として調査・検討を実施することとした。 

  （１）日本の航空機産業の現状 

     我が国の航空工業生産高、航空機産業の国際競争力、および航空機産業の事業構造

変化を目指す動きについて調査・検討。 

（２）事業ライフサイクル/事業戦略における他産業との比較 

事業ライフサイクル/事業戦略、他産業における成功事例および国内外の航空機産業

の成功事例について調査・検討。 

（３）日本の航空機産業の将来像 

   日本の航空機産業の将来像、ビジネス目標の例、ビジネスシナリオ策定の必要性お

よび戦略・ビジネスシナリオ検討の留意点について調査・検討。 

（４）日本の航空機産業の発展のために 

   社会（国民）の理解、興味喚起、世論の醸成、人材育成、能力拡充および体制整備

について調査・検討。 

（５）アジア各国との連携 

アジア/オセアニアの状況（海外調査・ＩＰＭの概要）および国際交流・国際共同開

発の促進について調査・検討。 
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１．６．２ 調査活動 

  平成１９年度の調査委員会活動として、調査の進め方は、４回の委員会開催、同じく

４回のワーキンググループ会議を開催し、Info-Plaza Meeting（東京）および海外(香港、

インドネシア)調査をとおして進めた。 

具体的には、次のとおりである。 

 

［調査委員会］ 

○第１回委員会 

平成１９年６月５日 

１．本調査事業の趣旨および活動計画概要の紹介と意見交換 

２. 委員会の活動計画概要について 

○第２回委員会 

平成１９年９月１９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．海外調査報告（香港及びインドネシア）および Info-Plaza Meeting（東京）計画

について 

○第３回委員会 

平成１９年１２月４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） 

 ２．Info-Plaza Meeting（東京）結果報告について 

○第４回委員会 

平成２０年２月２８日 

１．平成１９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１９年７月１０日 

１．本事業の調査の進め方について 

○第２回ワーキンググループ会議 

平成１９年１１月１日 

１．本事業で取り扱うテーマの討議 

○第３回ワーキンググループ会議 

平成２０年１月１０日 

１．本事業で取り扱うテーマの討議 

２．平成１９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２０年１月３１日 

１．平成１９年度調査報告書原稿の検討 
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 [Info-Plaza Meeting] 

 ＊国際会議 日時：2007 年 10 月 18 日 10：00～16：00 

       場所：東京国際フォーラム 

       参加者：カセサート大学（タイ）、CRC-ACS（豪州）、IADF 調査委員会 

       テーマ：航空機開発のための人材育成 

 ＊ツアー  日時：2007 年 10 月 19 日 9：00～16：00 

       場所：IHI 及び JAXA 

       参加者：カセサート大学（タイ）、CRC-ACS（豪州）、IADF 調査委員会 

       内容：エンジン工場見学（IHI）、航空用研究設備見学（JAXA） 

 

［海外調査］ 

１．調査目的 

 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に係る

アジア地域調査として平成１９年度は Asian Aerospace 2007（香港）視察及びインドネシ

ア航空業界調査を行った。 

 

２．訪問先 

 １) 9/3～9/5  Asian Aerospace 2007（香港） 

 ２）9/6    インドネシア航空業界との会議（インドネシア－ジャカルタ） 

         BPPT、DGCA、LAPAN、ITB、PTIR などが参加。 

 ３）9/7    PT Dirgantara Indonesia（インドネシアーバンドン） 
 ４）9/7    Institut Teknologi Bandung（インドネシアーバンドン） 

  

３．期間 

 ２００７年９月２日～９月８日 

 

４．調査団 

＊ 戸田 勧 ：調査委員会委員長 
早稲田大学特任教授 

＊ 渡辺 紀徳：調査委員会委員 
東京大学大学院工学系研究科教授 

＊ 村上 哲 ：調査委員会委員 ワーキンググループ主査 
宇宙航空研究開発機構 航空プログラムグループ 
超音速機チーム 計画管理チーフマネージャ 

＊ 山口 俊吉：調査委員会事務局員 
航空機国際共同開発促進基金 国際部長 
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活　動　項　目 活　動　の　位　置　付　け 平成１６年度活動 平成１７年度活動 平成１８年度活動 平成１９年度活動

　　我が国の航空機産業を発展させるべく、国際

１．航空機産業の事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙにおける国際 　共同研究・開発を促進する諸基盤の中で、人、 　
　　共同開発振興に係るｼｽﾃﾑ基盤構築に関 　技術、情報等の資源を有機的に結合し、より高度で 　
　　する基本調査（現状分析・課題整理・考察） 　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をｼｽﾃﾑ基盤

　①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 　と定義付け、このｼｽﾃﾑ基盤の構築にむけ調査

　　　ためのシステム基盤 　事業を実施するものである。

　②21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 　　Ｈ１６年度からは航空機国際共同開発振興に

　　　　及び国際化 　係る検討の切り口をより広範、且つ高い視点から

　捉え、開発のみならず航空機産業の事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙ

　③21世紀のアジア地域での航空機産業の発展、共生、共栄 　全般を俯瞰することとし、事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙ高度化の

　　　への日本の貢献 　ための重要な事項につきその課題・問題点を明らかに

　するとともにあるべき姿を実現するための具体策を

　提言すべく必要な調査・検討を行う。

委 　　　（１）委員会：委員16名、開催：4回／年

　　　（２）同ＷＧ：委員　9名、開催：4回／年

員

２．主要調査・検討実施項目 調査・検討　活動の視点

9

会 　
[１]　航空機産業と機械工業等間の相互波及

活
　(1)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 　　　①新規製造ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄ

動 　　　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 　　　　　ﾋﾞｼﾞﾈｽ発展に向けて
　　　あり方 　　　②取り組みの現状、業界の要望

　　　③技術及びﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｽｷﾙの相乗効果

　(2)航空機関連技術高度化の為のIT有効活用のあり方 　　　①ITハードとしての活用
　　　②人的・情報・産業間交流としての活用
　　　③欧米航空機先進国のIT活用
　　　④一般市民との情報交流活用

[２]　航空機産業の事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙ高度化の為のｼｽﾃﾑ基盤
　

　　①航空機関連企業の現状
　（1）航空機産業発展のための事業サイクル上の連携・交流の 　　　・市場調査、製品計画、運用と整備
　　　　ｼｽﾃﾑ基盤のあり方　（全機開発機種の事業化に向けて) 　　　・人材育成ー国際人
 　

　　②航空界の現状
　　　・航空輸送ｼｽﾃﾑの将来構想
　　　・航空産業の計画と見通し
　　③航空機のための産学官の連携状況
　　　・先端技術開発
　

　（２）航空機産業の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）
　　・中小型機の全機開発機種の事業化

　

[3] 日本の航空機産業の発展とアジア（含む欧米）との共生・共栄と、 　　①アジア各国の定期的実態調査・交流と
　　　　その為の国際連携・交流のあり方 　　　　そのあり方（含むInfo-Plaza　Meeting）  

　　　　　（２１世紀初頭状況に適合した方針・方向性の確立） 　　②欧米先進国の定期的実態調査・交流と
　　　　そのあり方 ホスト：事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙ高度化調査委員会 （ホスト：韓国 KAIA） （ホスト：中国　AVIC Ⅱ） （ホスト：事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙ高度化調査委員会）

[4] その他、委員会進行途上において必要とされる項目の調査検討

　　　　　　　　図1－2　「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」　活動及びスケジュール概要

問題点・課題の抽出

解決方策の検討

具体的方策

相互技術波及連携・交流のため
のｼｽﾃﾑ基盤

航空機関連技術高度化の為のIT有効
活用（ネットワーク化等）

国際共同開発事業

第３回Info-Plaza　Meeting、
Pacifico横浜

相互技術連携に係る
異業種

交流状況聴取を
踏まえた

現状の把握

問題点・課題の抽出

解決方策の検討

具体的方策

航空機関連企業の
現状の把握

整備事業

日本の航空界の
現状と航空機のための

産学官の連携状況
の把握

問題点・課題の抽出

解決方策の検討

具体的方策

解決方策の検討

具体的方策

施策立案及びま
とめ

第4回Info-Plaza Meeting （韓国）
及びタイ調査

航空界の現状

産学官の連携

施策立案及びまとめ

第５回Info-Plaza Meeting （中
国）及びオーストラリア調査

第６回Info-Plaza Meeting （日
本）及び香港、インドネシア調査
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２．日本の航空機産業の現状 
２．１ 概要 

図２．１－１に示すように、２００５年で日本の航空宇宙産業規模は生産高で約 116 億

ドル（110 円/ドル換算）で、航空関係はその９割弱となっている。一方、世界第１位の米

国は 1500 億ドルを超えており、日本は米国の１／１３程度である。同様に、フランス、

英国と比較しても１／３程度と大きな差がついているのが現状である。 

 
図２．１－１ 主要世界航空宇宙工業の生産高（2004/2005） 

（出典：日本航空宇宙工業会「航空宇宙産業データベース」平成 19 年 4 月） 
 

GDP（国内総生産：Gross Domestic Product）比でみると、日本の航空機産業は 0.2%
程度である。航空機産業が国を代表する産業となっている米国、フランス、英国、カナダ

では GDP 比 1.5%前後となっている。こうした観点からも、日本の航空機産業は現状にお

いて国を代表する基幹産業とはなっていない。 
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売り上げ対 GDP 比（２００３） 

（出典：日本航空宇宙工業会データ） 
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２．２ 日本の航空工業生産高 
図２．２－１に示すように、日本の航空機工業の生産高は、年度を追って伸びてきてお

り、2006 年度は 1 兆 1387 億円（速報値）となっている。品種別でみると、機体関係が約

６割、エンジン関係が約３割、その他が約１割である。 
需要別でみると、1990 年以降冷戦終結にともなって防衛関係の売上げが横這い状態が続

くなか、民需部門における生産高は国際共同開発による輸出の増加によって、2006 年には

約 6000 億円となり航空機工業生産高の 52%を占めるに至っている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．２－１ 航空関係の生産高の変遷（年度） 
（出典：日本航空宇宙工業会データ） 

 
輸出入でみると、図２．２－２に示すように 1995 年頃より国際共同開発に伴う輸出増

加が見られるが、現状において概ね 3000 億円程度の輸出に対して輸入は 5000～8000 億

円となっており、2000～5000 億円の輸入超過の産業である。 

 
図２．２－２ 航空機関連の輸出入（単位：億円） 

（出典：日本航空宇宙工業会「航空宇宙産業データベース」平成 19 年 4 月） 

輸入 輸出 

Billion Yen 

Aircraft Total
¥１，１３９B

Defense 48%

Civil 52％
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２．３ 日本航空機産業の国際競争力 
日本の航空機産業の発展及び国際共同開発における姿勢を検討していく上で、日本の航

空機産業の国際競争力を認識しておくことが重要との観点から、平成１７年度の本調査研

究事業の一環として、機体関係、エンジン関係及び装備品関係のそれぞれについて、分析

を試みた。分析においては、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，これまでの実績とこれに基づく日本の実力を評価した。ここでは、特に機体関係とエ

ンジン関係について、その評価・分析結果の概要を整理する。 
 
２．３．１ 機体関係 
（１）商品企画力（含む概念設計） 

日本の航空機機体メーカーとしては、YS-11 以来、日本独自のプロジェクトが無く、現

時点では、機体の概念検討を含め、商品企画をした経験が乏しく、特に大型民間機におい

ては相当の努力をしないとボーイングやエアバスには追いつけない状況にある。 
（２）設計技術力 

日本の航空機機体メーカーは、ボーイング社との国際共同開発を通じ、基本設計、詳 
細設計共に、十分経験を積んでおり、相当なレベルに到達している。 
（３）開発（試験）能力 

日本の航空機機体メーカーは、防衛庁機種では、プライムとして全機開発した経験もあ

り、全機開発する実力は十分に有している。一方、民間航空機では、開発試験費用は莫大

であり、且つ、マーケットリスクを負う。このため、ボーイング社と雖も、国際共同開発

により実施しているのが現状であって、その一部をシェアしている日本の航空機機体メー

カーが、全てのノウハウを有しているとは言い難い。 
（４）型式証明取得 
型式証明は、ボーイングとの国際共同開発で型式証明取得関連の開発試験項目をシェアし

ているが、これらはボーイング社のスペックに基づき実施されており、日本独自技術とは

言い難い。日本独自技術/開発試験データの積上げ、技術者のリソース、日本国の認証体制

（国土交通省 航空局）等の面で、実力を向上していく必要がある。 
（５）製造能力 

納期厳守、品質の高さにおいて、日本の航空機機体メーカーは、圧倒的な国際競争力 
を有しており、製造面においては、２大トップメーカーにかなり近いレベルに到達してい

ると言える。 
（６）営業力（航空機販売） 

YS-11 で航空機販売を実施して以来、日本には販売する機体が無い。このため大型民間

機の販売体制は弱体化しており、トップメーカーレベルに到達するには相当の努力をしな

いと追いつけない状況にあると言わざるを得ない。又、現在では、日本独自のプロジェク 
トが無い事から、エアラインとのコネクションも限られていることも課題である。 
（７）顧客サポート（プロダクトサポート） 

日本の航空機機体メーカーは、２大トップメーカーへの補用品提供、技術資料提供等の

プロダクトサポート支援は実施しているが、エアラインとの直接コンタクト/エアラインへ

の補用品販売等は実施していない。日本の機体メーカーにおいても、エアラインへの補用
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品直接販売等を通じて、実力を向上すると共に、エアラインからの信用を高めてく必要が

ある。 
（８）試験研究（Research and Development(R&D)） 

日本の航空機機体メーカーは、部分的に要素試験を実施してきているので、複合材等の

個々の分野での技術はかなり向上してきているが、実用機１機全体を開発するところまで

の試験研究という意味では未だ実力不足である。 
（９）投資力（意欲） 

日本の航空機機体メーカーはそれなりの企業規模を有しており、相当の投資に耐え得る

体力は有している。開発に失敗した場合のリスクが膨大なだけに、入念なリスク・機会分

析を実施し、しっかりとしたビジネス・スキームを構築していく事が重要である。更に、

各社の Top Management が、日の丸航空機を開発するのだという強い意思を持ち事業を

後押ししていく事が重要である。 
 

以上の考察を、レーダーチャートに取り纏めたものを図２．３－１に示す。 
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（含む概念設計）

設計技術力
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型式証明取得

  製造能力 営業力（航空機販売）

顧客サポート

（プロダクトサポート）

試験研究（R & D）

投資力（意欲）

 

（評価の規準） 
４：世界のトップメーカーと伍して、機体全体の開発～製造、販売、顧客サービスを行う

事が出来る経験/ノウハウを有する。 

３：機体全体の開発～製造、販売、顧客サービスを世界のトップに近いレベルで行うこと

が出来る経験/ノウハウを有する。 

２：機体全体の開発～製造、販売、顧客サービスを行う為の経験/ノウハウを十分ではない

が、有する。 

１：機体全体の開発～製造、販売、顧客サービスを行う為には、相当の努力を必要とする。 

 

図２．３－１ 日本の航空機機体メーカーの民間航空機に関する国際競争力 

 
２．３．２ エンジン関係 
（１）商品企画力（含む概念設計） 

民間エンジンプログラムでの商品企画の経験は乏しい。 概念設計等の技術力について

言えば、防衛庁向けの国産開発エンジンにおける実績もあり、国際的に見ても一定の国際
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競争力を有するが、民間エンジンビジネスでの市場調査、製品企画/立案、顧客への提案と

いう観点での実績は乏しく、国際競争力としては未知数と言わざるを得ない。 
（２）設計技術力 

基本設計では空力設計、システム設計等でエンジン全体をまとめる実績が民間エンジン

プログラムでは不足しているが、詳細設計では主要メーカと渡り合えるレベルに近い設計

技術力を有している(基本設計に関しても、防衛庁向け国産開発エンジンでは十分な実績が

ある)。自前のスペック・設計基準という点では、民間エンジンプログラムにおいてはプロ

グラムの主導的立場にある欧米主力メーカのスペック・設計基準に従うことがプログラム

要求として求められるため、その実績は十分ではない。民間エンジンビジネスを展開する

ためには FAA による型式承認が必要条件とすれば、FAA にも通用するスペック・設計基

準(材料データベース等も含む)を確立することが必要な状況である。 
（３）開発プログラム遂行能力 

民間エンジンプログラムでも試験実績があるが、その実績は一部の FAA 型式承認試験

に限定され、また、FAA に対して試験と型式認証を結びつけて、耐空性を立証する自前の

確立したロジックは実績として確立されてはいない。 
（４）型式認証機能 

FAA 型式認証のための報告書作成の実績はあるが、FAA 型式認証全体を取りまとめた

実績は国際共同開発においてはなく、対 FAA の認証ロジックの確立が必要である。また、

自国の認証機関で民間エンジンの型式承認を行った実績が実質ないことも課題である。 
（５）製造能力 

製造能力は民間エンジン、防衛庁向けエンジンの実績を通じ、エンジンシステム全体を

カバーする高いレベルにある。但し、例えば粉末冶金の国内での量産が困難である（海外

からの輸入についても制限があり、入手が非常に難しい）等、欧米主力メーカに及ばない

分野も一部の領域にある。 
（６）営業力 

民間エアラインを顧客として直接、エンジンを販売するビジネスを行った経験がない。 
オーバーホールビジネスでの民間エアラインとのコネクションはあるが、多くの顧客エア

ラインに現地駐在員を送り込んで、販売チャンネルを確立している欧米の主力メーカに比

すれば、そのコネクションの範囲は狭く、営業力は未知数の領域と言わざるを得ない。 
（７）顧客サポート 

国際共同開発プログラムを通じて、担当部位の技術支援ではある程度の実績を積んでい

るが、OEM として民間航空機エンジンビジネスを展開するためには、全世界に散らばる

エアラインをサポートする体制、システムの構築が課題である。 
（８）試験研究（Research and Development(R&D)） 

官主導の研究開発プロジェクトを始めとして、多岐に渡る研究開発が行われており、世

界のトップレベルと言ってよい領域もある。一方、欧米主力メーカに伍して、所謂、“売れ

る”民間航空機エンジン全体を自前で開発するためには十分と言えない技術領域がまだ多

くあることも事実である。研究開発は先端分野に重きが置かれる傾向があるが、欧米主力

メーカは既に確立した技術でも日本で実用化には十分なレベルにない技術分野もあり、官

主導の研究開発プロジェクトにおいてもそういった技術分野の整備を念頭においた展開が
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望まれる。 
（９）投資力（意欲） 

国際共同開発プログラムによる民間エンジンの生産台数は伸張を続け、新規のプログラ

ム立上げも目覚しく、プログラム参加企業はそれに呼応した活発な投資を行っているが、

その投資の範囲は担当部位の限られた範囲に集中し勝ちとなるため、自国でエンジン全体 
を開発してビジネスを展開するために必要な投資を欧米主力メーカに比して規模の小さい

日本企業が独力で行うには困難が伴う。これを補うための国レベルでの投資支援の役割は 
依然として大きいのが現状である。 
 

以上の考察を、レーダーチャートに取り纏めたものを図２．３－２に示す。 
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  設計技術力
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（評点の規準） 
４：世界のトップメーカと伍して、エンジンシステム全体の設計/開発/製造、販売、顧客

サービスを行うことが出来る経験/ノウハウを有する 
３：エンジンシステム全体の設計/開発/製造、販売、顧客サービスを世界のトップレベル

に近いレベルで行うことが出来る経験/ノウハウを有する 
２：エンジンシステム全体の設計/開発/製造、販売、顧客サービスを行うためための経験/

ノウハウを十分ではないが、有する 
１：エンジンシステム全体の設計/開発/製造、販売、顧客サービスを行うためには、相当

の努力を必要とする 
 

図２．３－２ 日本のエンジンメーカーの民間エンジンに関する国際競争力 
 

２．３．３ まとめ 
日本の競争力では，機体関係及びエンジン関係で多少の違いはあるものの，製造能力は
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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

ではプライムとしての能力が特に不足しているという分析となっている。すなわち、日本

がプライム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を有するに至ってい

ないというのが現状である。 
特に不足し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・

国際競争力に反映しているものと考えられる。 
 
２．４ 日本航空機産業の事業構造変化を目指す動き 

平成１９年４月に経済産業省が発表した「技術戦略マップ２００７」において、「我が

国航空機産業が中長期的に更なる発展を図っていくためには、戦略的な研究開発により我

が国航空機産業の技術基盤を強化し、我が国主導の航空機開発や国際共同開発プロジェク

トへの主体的参画を実現していくことが重要」とし、研究開発においても「中核的要素技

術」だけでなく「機体・エンジンの全機開発技術」の維持・強化を図る施策を展開してい

る。その一環として、「環境適応型高性能小型航空機」や「環境適応型小型航空機用エンジ

ン」に関するプロジェクトを推進しており、政府としても全機インテグレーション技術蓄

積に向けた研究開発投資を行っている。 
特に「環境適応型高性能小型航空機」のプロジェクトについては、そのプライム企業で

ある三菱重工業がＭＲＪとして事業化することを念頭に、エアラインへの正式提案

（ATO：Authorization-To-Offer）を行うなど、これまでのボーイングとの国際共同開発

における開発分担に加えて、独自の民間旅客機開発に向けて動き始めている。これに呼応

して、国土交通省航空局における認証等の検査体制の強化に向けた動きや文部科学省の下

で（独）宇宙航空研究開発機構においても当該プロジェクトの支援活動が盛んになりつつ

ある。 
また、三菱重工業だけでなく、川崎重工業や新明和工業においても防衛省向け航空機と

して開発してきている輸送機や飛行艇の民間転用への検討や富士重工業における小型機

（スバルジェット）の検討など、民需部門での自社開発に向けた動きも見られるようにな

ってきている。 
このように、民間航空機工業としては、これまでボーイング等との国際共同開発におけ

る開発分担・生産分担を主たる事業としていたものから、独自の航空機の製造事業を加え

てようとする事業構造の変化を目指した動きがこの２，３年で見られるようになってきて

いる。 
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３．事業ライフサイクル／事業戦略における他産業との比較 
 
３．１ 事業ライフサイクル／事業戦略の違い 
 本項では航空機産業と他産業の事業ライフサイクルと事業戦略の違いについて、主に自
動車、IT といった他産業との比較についてとりまとめる。 
 
３．１．１ 事業ライフサイクルの違い 
 
（１）事業ライフサイクルを捉える軸（システムとユーザ・インターフェースの複雑さ） 
 一般に「ものづくり」産業における事業ライフサイクルは、次の２つの軸（複雑さ）に

よってその違いを捉えることができる。 
 
・当該産業が製造している製品のシステムとしての複雑さ 
・当該産業が製造している製品のユーザ・インターフェースの複雑さ 
 
この２つの軸で製品を規定した例を図３．１－１に示すように、航空機産業はシステム、

ユーザ・インターフェースの双方で、その複雑さが際立った産業として位置づけられる。 
 

 
           図３．１－１ 産業のライフサイクルを考える視点 

出所：東京大学ものづくり経営研究センター 藤本氏 
    「製品開発力」(ダイアモンド社)を元に三菱総合研究所作成 
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この２つの軸（複雑さ）で見た場合、産業は次の４つの形態に分けることができる。 
 
 ・インテグレーション型製品（複雑な製品） ⇒ 航空機、自動車等 
 ・インターフェース主導型製品 ⇒ パソコンなどの IT 機器、オーディオ機器等 
 ・部品主導型製品 ⇒ 工作機械、ポンプなどの産業機械等 
 ・単純な製品 ⇒ 食品等のパッケージ入り商品 
 
ここでインテグレーション型製品は、システム、インターフェースともに複雑な領域で、

例えば、部品点数で見た場合、自動車は数十万、航空機では数百万におよぶ様々な部品な

どから構成されている。インターフェースも能動的な特性（利用者、顧客がニーズや目的

に合わせてシステムを能動的に制御する）が強いものとなっている。具体的には航空機、

自動車に加え、今後、市場が拡大すると考えられるロボット等が位置づけられる。 
インターフェース主導型製品は、インターフェースはインテグレーション型製品と同様、

高い能動性を有しているが、システムの複雑さは部品点数などを考えた場合、インテグレ

ーション型製品よりは複雑さが少ない製品である。 
部品主導型製品は逆にシステムとしての複雑さは相対的に高いが、インターフェースは

受動的な特性（プログラミングによる制御等）が強い。 
単純な製品は食品などのパッケージ商品に代表されるように、システム、インターフェ

ースともに複雑さが小さい製品である。 
 
一方、これらのポジショニングと事業ライフサイクルの関係は、システムの複雑さが大

きいほど事業ライフサイクルは長くなる。ユーザ・インターフェースの観点からは、ユー

ザ・インターフェースが複雑になるほど事業ライフサイクルが短くなる傾向がある。これ

はユーザ・インターフェースが複雑なほど（ユーザ・インターフェースの能動性が高いほ

ど）、新しいインターフェースの登場により従来からのインターフェース主導型の商品が陳

腐化する傾向が強いためである。 
このように事業ライフサイクルは、製品システムの複雑さ、ユーザ・インターフェース

の複雑さと深く関わってくる。 
 
（２）自動車産業のライフサイクル  
図３．１－２に自動車製造のライフサイクルを２次元的に示したものを記す。ここで水

平方向の関係は問題解決サイクルを表し、垂直方向の関係はノウハウ、または情報資産の

改良を表している。また、このマップにおいては特定の情報資産は近接の情報資産のみで

はなく、潜在的に同じ行および同じ列のすべての情報資産と結びついているものと仮定し、

製品プランニングの列は、主要部品の選択、レイアウト、スタイリングに関する３つのサ

イクルに同時に結びついているものとしている。ライフサイクルとしては製品コンセプト

→製品プラン（目標）→製品設計→工程設計→製品→ユーザ体験といった流れとなる。 
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図３．１－２  自動車産業のライフサイクル 
 出所：東京大学ものづくり経営研究センター 藤本氏 

    「製品開発力」(ダイアモンド社) 
 

（ａ）開発期間（リードタイム） 
日本の自動車メーカの開発期間（リードタイム）は欧米に比べて、相対的に短かくな

っている。かつては日米欧を比較した場合、日本の開発期間は 40～50 ヶ月（コンセプ

ト検討期間から量産開始まで）、米国、欧州は 50～60 ヶ月と日本は欧米に比べて開発期

間が短くコンカレントが進んでいた。現在では IT 化の適用などにより、共通プラット

フォームの開発だけならば 10 ヶ月を切るほどまで短くなっている。 
ただし、戦略性の高い新型車では開発期間は長くなる。例えば、トヨタのレクサス／

セルシオでは、1986 年１月に開発計画が正式に決定された後、1987 年 6 月に正式な試

作車が完成している（15 ヶ月）。 
一方、ハイブリッド車であるプリウスは、1994 年 11 月に開発がコンセプトカーとし

て決定された。1997 年 2 月に正式試作車が完成しているため、開発期間だけで 2 年 3
ヶ月（15 ヶ月）となっている。なお、プリウスでは正式試作車の前に先行試作車、先々

行試作車が開発されており、試作車だけで約 100 台が開発されている。 
 
 

 

製品 技術的目 スタイリング 製造可能 モデル制作
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製品 

市場 
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製品エンジニアリング 

工程エンジニアリング 

クレイ/ 
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ユーザー 
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（ｂ）量産立ち上げ 
 試作車完成から量産開始までは２年程度となっている。レクサス／セルシオでは、1989
年 5 月に量産を開始しており、開発決定から 3 年 4 ヶ月（40 ヶ月）の期間がかかってい

る。プリウスの国内販売がはじまったのは 1997 年 12 月で、この時期を量産開始時期と考

えれば、レクサス／セルシと比べると短期の約 37 ヶ月で量産まで至ったことになる。 
 
（ｃ）自動車の事業ライフサイクル 
 自動車の事業ライフサイクルは、新しい新型車では開発決定から量産開始まで約 40 ヶ

月程度となっている。しかし、一般大衆車のモデルチェンジなどでは、このリードタイム

は 1 年強まで短くなっている。 
 
（３）家電業界（ライフサイクル）の概要 
（ａ）開発期間（リードタイム） 
図３．１－３にデジタル家電製品やパソコンの商品化と販売プロセスの例を示す。デジ

タル家電製品やパソコンは、一般消費者が日常生活の中で頻繁に利用するものであり、ラ

イフスタイルと密接に関係している。 
一般的に家電製品は、既存商品に対して、ユーザが実際に利用する際、どんな不満や改

善要望を持っているか、意見や要求を収集することが、次期新商品を開発するトリガーと

なる。このため商品開発をスタートする前に、アクセプタンス（受容度）調査などの、市

場調査を行う（図中の①）ことが通例となっている。市場調査の分析結果と所有する技術

をもとに新商品の商品コンセプトを決め（商品企画会議）、商品開発がスタートされる（図

中の④）。外観のデザインや金型、回路基板やキーコンポーネント部品など、各部品レベル

での開発設計が同時進行し、まず 初に試作品を開発する（図中の⑤、⑧）。メーカにより

差はあるが、市場調査から商品企画まで（図中の①－②）およそ２ヶ月程度、商品開発が

スタートして試作品が完成するまで（④－⑧）およそ３～５ヶ月という期間が費やされる。 
 

（ｂ）販売プロセスと量産立ち上げ 
試作品の完成と併行して、販売部門では事前商談を開始する。メーカは流通企業（多く

の場合は家電製品量販店）と商談を行い、その際出てくる意見を、製品価格、販売ボリュ

ーム（生産量）、広告プロモーションの手法の決定のための検討材料とする。商談を経て家

電製品量販店（販売業者）の感触、及び消費者（ユーザー）のアクセプタンス（受容度）

を併せて見ることにより、生産量、価格を決定し、広告宣伝のスタートと同時に、一斉に

量販店を通して販売がスタートされる（図中の⑪）。試作品による商談から量産スタート（市

場投入とほぼ同時）まで（⑤､⑧－⑩）、約２ヶ月の期間を要する。販売開始後、製品の使

い方がわからない場合や故障等により、購入者から問い合わせがあり、ユーザサポートや

保守対応が必要となる。使い方のアドバイス（情報提供）や故障対応を迅速に行うことに

より、ユーザの信頼を高め（ＣＳ向上）、自社製品へユーザを繋ぎ止める（ユーザの囲い込

み）が重要である。ユーザの囲い込みは、旧製品からのリプレースや、関連製品の購入な

ど、購入機会を増大させ販売数量を増加させることができるため、多くの企業がサービス

強化を図っている。 
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（ｃ）デジタル家電製品の事業ライフサイクル 
デジタル家電製品は、製品の種類によって違いはあるが、市場調査を含めた商品企画か

ら販売スタートまで（②－⑩）、およそ７～８ヶ月の期間を要する。また、販売スタート後

も、次期新商品が販売されるまで、ユーザ対応も含めて、計画された製品在庫を販売終了

するまでが１製品の事業ライフサイクルと言える。この期間が約１年半程度と想定される

が、航空機業界や自動車業界に比べ、商品化の期間は極めて短期間である。この期間を更

に短縮化することが企業の製品競争力を高めることに直結しているともいえる。同時に数

種の製品が時期をずらして開発（コンカレント開発）される場合もあり、消費者から見た

場合、短期間で新製品が続々と市場に出てくることになる。 
 

デジタル家電製品(TV､DVD､PC)の商品化と販売プロセス（例）

商品企画部門 営業部門設計製造部門 量販店 ユーザー

メーカー 顧客

①市場調査

③仕様検討

④開発･設計スタート

⑤試作品(ES)

⑥開発･設計

⑦品質認定

⑧試作品(CS)

⑨品質確認

⑩量産スタート

⑪市場投入

②商品企画

(1)事前商談

(2)商談

アクセプタンス
調査（１次）

アクセプタンス
調査（２次）

購入

⑫ユーザーサポート･保守 活用問合せ

＜予測＞
･価格
･販売ボリューム
･生産量
･部品調達

･デザイン
･金型
･基板

＜確認＞
･価格
･販売ボリューム
･生産量
･部品調達

(5)販売

(3)販売促進

(4)広告宣伝スタート

(①～②:2ヶ月)

(②～④:1.5ヶ月)

(④～⑧:3.5ヶ月)

(⑧～⑩:2ヶ月)

 
図３．１－３ デジタル家電製品の商品化プロセス例 
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（４）航空機のライフサイクルとの比較 
 航空機、とりわけ民間旅客機の場合、新型機の開発サイクルは図３．１－４からもわか

るように約１０年サイクルである。図中の折れ線は発注済で、約 10 年間隔でピークが現

れていることが分かる。システム、ユーザ・インターフェースの双方で複雑さが大きい航

空機は、同じインテグレーション型である自動車と比べるとおよそ１０倍の開発サイクル

となる。ただし、派生型やマイナーチェンジはより短いサイクルで行われている。 
 

図３．１－４ 民間旅客機の市場投入サイクル 
出所：㈱三菱総合研究所 
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３．１．２ 事業戦略の違い 
事業ライフサイクル（製品サイクル、開発サイクル等）の違いは、それぞれの産業の事

業戦略の違いとしても現れる。ただし、「ものづくり」産業という視点からは、ハードウェ

ア、ソフトウェアを問わず、事業ライフサイクルはビジネスプロセスという見方と捉える

ことができ、ビジネスプロセスとして捉えることで、その戦略の重要な事項を捉えること

ができる。 
一般に航空機、自動車等のインテグレーション産業のビジネスプロセス（これが事業ラ

イフサイクルを構築することになる）を図３．１－５に示す。 
 

 
図３．１－５ インテグレーション産業のライフサイクル(ビジネスプロセス) 

 
 出所：㈱三菱総合研究所 
 
同図は自動車の顧客ニーズを把握して、そこからコンセプトを構築、設計（基本～詳細）

を経て、生産、販売、プロダクトサポート、そして廃棄、リサイクルに至るまでの流れを

示している。一般に日本は「ものづくり」の強さが指摘され、これは生産技術力や QC
（Quality Control：品質管理）を指し、同図の枠で囲まれた部分にあたる日本企業の強み

を示すもので、具体的には品質の良い製品を安く、納期厳守で作る、QCD（Quality, Cost, 
Delivery）の考え方。しかし、日本国内や欧米の強い企業が注力する領域は同図の赤で示

した領域で、これは生産の前後であることが分かる。ライフサイクルから見た場合、この

生産（ものづくり）の前後が強いということは、極めて重要な意味を持つ。 
 

（１）ライフサイクル（ビジネスプロセス）から見た強い企業の戦略 
 わが国の自動車メーカ、特に、世界的でもトップレベルのメーカは、ライフサイクル 
（ビジネスプロセス）から次の２つの「強み」を特長として読み取ることが出来る。 

 
（ａ）「次に何を作れば良いか？」を自ら決定することが出来る 
 ・顧客、社会のニーズ、要請を先んじて読み取っている 
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 ・顧客に訴求できる「売り」を自ら構築でき、顧客に伝えることができる 
 ・自ら生み出したコンセプトを図面におとすことが出来る（基本設計） 
 
（ｂ）「出来たものがそれで良いか？」を自ら評価することができる 
 ・製品、技術に対する高い評価能力と評価手法を有する 
 ・評価した結果が、サプライヤー等に高い影響力を有する 
  （認証能力 ⇒ サプライヤー等に対する強いマネジメント力となる） 
 ・国の認証や規制策定等にも深く関連している 
  （技術データ、考え方等を提供） 

 
さらに自動車産業（産業用車輌も含めて）の強い企業は、前述のライフサイクル（ビジ

ネスプロセス）から見た重要度に基づいた戦略を実施している。図３．１－６に米国の大

手自動車関連メーカの事例を示すが、自社が保有すべき技術を、顧客に対する売りの技術

（顧客が高付加価値を感じるもの）とコスト低減を目指すべき技術の２つに分けて戦略を

構築している。この場合、高付加価値化に関わる技術は内製化し、コスト低減を目的とす

る技術はコンペテイターも含めて技術情報等を開示して広く普及させ、結果的にコストを

下げる方策をとっている。そして、上記の戦略を実行するためには、社内、社外に関する

高いマネジメント能力が求められる。即ち、これらの強い企業では自社の「強み」である

重要な技術（顧客に対する訴求力が大きい技術）を核にライフサイクル（ビジネスプロセ

ス）全体にわたる強力なマネジメント力を有している。 
  

 

図３．１－６  強い企業の戦略 
 

   出所：㈱三菱総合研究所 
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汎 用 低 価

製品 

＋

積極的に 

外 製

（ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ）

＋

事業パートナー 
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そして、高い競争力（イニシアティブ）をとるためには、以下の点が重要となる。 
 
○コスト低減型技術での世界標準（Win-Win の関係構築） 
 ・横方向のアライアンス（量を確保することでのコスト優位性） 
 ・縦方向のアライアンス（優れたサブコントラクタ、サービス事業の囲い込み） 
 ・技術／情報のオープン化 
○高付加価値型技術の世界標準 
 ・核となる技術の提供（Win-Win の関係のパートナーとの協力） 
 ・ブラックボックス化によるキーテクノロジー提供 
○情報リソースの活用（特許、知的財産、ビジネスモデル等） 

 
（２）インテグレータになるための航空機産業の事業戦略の課題 
逆に自動車メーカ等でも相対的に弱い企業は図３．１－５のイメージに示すように 終

顧客とコンセプト構築等企画などとの関係が希薄であったり、サプライヤに対するマネジ

メント力が弱かったりする。ただし、自動車メーカの場合、顧客と企業等の間が完全に断

絶している例はなく、現状、他産業と比較しても相対的に強い関係を構築している。 
実際、特に重要となる製品の 終顧客との接点については、自動車の場合、コンセプト

構築と顧客ニーズとの間は密接につながっており、各社は、自社の顧客について動態調査

データ等を保有している。また、マーケティングに関しても、顧客・製品セグメントを細

分化して、細かな分析を行っている。 
航空機産業でもこのことは同様で、インテグレータとなるためには次の課題を克服する

必要がある。 
 

 
 

 
 

 
 
わが国の航空機産業は技術、事業、安全保障などの観点から、非常に先進的であり、か

つ重要な産業である。しかしながら、我が国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までには至っていない。 
この理由としては先のビジネスプロセス全体で見た場合、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接点が希薄であることがあげられる（図３．１－７参照）。この

ため顧客である航空会社等にとって魅力のある製品を企画する能力（企画能力）が十分で

無いという課題がある。また、顧客にとって魅力ある製品が企画できたとしても、その顧

客ニーズ等を図面に落とし込む基本設計が求められる。そして、具体的に製品化するため

にはより高い技術能力が必要となる。さらに、「いかなる航空機を作れば良いか」を自分で

決定する能力が弱いことから、完成機（特に民間で）の実績が少なく、このことが「認証

能力」や「販売能力」等の弱さとなっている。 
 

○事業プロセスの上流と下流が連続していない 
⇒ より顧客密着型を要求される川下展開ができない 

○「技術」「リソース」の課題の多くが人的リソース関連  
⇒ マネジメント（仕組み、組織等）による対応が重要となる 

○「情報」「リソース」の「強み」不明確と重要度の低さ 

⇒ 事業プロセスの連続性、顧客接点の拡大において「情報」が× 
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即ち、わが国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は、本報告書

の４項の能力拡充で述べる、以下の４つの能力の強化が必要となると考えられる。 
・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 
・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 
・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 
 

顧客ニーズ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

・企画能力
・技術能力
・認証能力
・販売能力

研究・
技術開発

把握 ／ﾘｽｸ評価
ｺﾝｾﾌﾟﾄ作成

設計
（基本設計）

設計
（計画設計）

設計
（詳細設計） 生 産

評価・ﾃｽﾄ
・認証

販売(納入)
プロダクト

サポート

廃棄・

ﾘｻｲｸﾙ

ﾘｽｸ評価 基礎研究 研究開発
設計基準
作成

生産技術

（工作機械等）

評価・

ﾃｽﾄ技術

日本企業の強み

：内外のキープレーヤ・キーパートナが注力する領域

：日本企業が強い領域

出所）ＭＲＩ
顧客ニーズ（企画能力へのフィードバック）

認証能力
への
フィード
バック

認証能力

技術能力への
フィードバック

企画能力 技術能力

販売能力

・企画能力
・技術能力
・販売能力
・認証能力

 
図３．１－７ 航空機産業における押さえるべきビジネスプロセスの領域 

 
 出所：㈱三菱総合研究所 

 
（３）自動車産業と航空機産業（特に日本）のビジネスモデルの考え方の比較 
 自動車産業は航空機と同じインテグレーション産業（アセンブリー産業）であるが、顧

客が多くの場合、一般消費者であるためＢ２Ｃ（航空機はＢ２Ｂ）のビジネスであるとい

う違いはある。しかし、基本的には顧客のニーズや市場の動向を踏まえて製品開発等の戦

略を展開している点では、航空機産業の参考となると考えられる。 
 ここで一般に航空機産業（特にビジネスについては日本）と自動車産業の違いとしては

表３．１－１に示す。 
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表３．１－１ 航空機産業と自動車産業の比較  

・自社・プライムに依存販売サポート

・基本設計等全てを実施

・国内外でグローバル

・自社生産が中心

・詳細設計が中心

・部位が中心、最終組み立ては
ほとんど無い

生産設計

・自社
・自社開発は少ない、国際共同

開発の場合も、プライムではな
いため自社では作成していない

コンセプト

・非常に強い

・顧客データベース等完備
・自社ではほとんど行っていないマーケティング

・主に一般消費者・航空会社等の運航事業者顧 客

自動車産業航空機産業（特に日本）

・自社・プライムに依存販売サポート

・基本設計等全てを実施

・国内外でグローバル

・自社生産が中心

・詳細設計が中心

・部位が中心、最終組み立ては
ほとんど無い

生産設計

・自社
・自社開発は少ない、国際共同

開発の場合も、プライムではな
いため自社では作成していない

コンセプト

・非常に強い

・顧客データベース等完備
・自社ではほとんど行っていないマーケティング

・主に一般消費者・航空会社等の運航事業者顧 客

自動車産業航空機産業（特に日本）

 
出所：㈱三菱総合研究所 

 
３．２ 他産業における成功事例 
 ここではレクサス、プリウス、BMW のトランスミッション開発の成功事例を示す。い

ずれにも共通することは、 終顧客のニーズを自らが把握し、リスクをテイクして開発を

行っている点である。 
 
３．２．１ レクサスの事例 
 近年、好景気の中、自動車業界では、高級車市場への指向が高まっている。 
 我が国でも２００５年夏にトヨタ自動車が高級ブランド・レクサスを国内で展開、この

レクサス効果もあり、欧州車を中心に高級車の国内市場が拡大しつつある。 
 レクサスは１９９０年代はじめにトヨタ自動車が米国で展開した高級車ブランドである

が、米国市場での成功は、当時のメルセデス・ベンツの技術開発の体制を変えるほどイン

パクトのあるものであった。 
 レクサスのビジネスモデルには従来のトヨタ車と異なる違いが幾つか見られる。 
 次頁にレクサス開発のはじまりから成果までを簡単に示すが、レクサスの出発点が豊田

英二氏にあり、そこにＪファクターと呼ばれる日本らしさ、即ち、日本文化を折り込み、

独自のマーケティングを展開することで、自らが明確にターゲットを決めていることが分

かる。 
 レクサスはその後、通常の自動車開発と比べてはるかに開発コストとリソースを投入し、

販売、チャネルについてもかなり資金とリソースを展開し、 終的に米国で成功を収める

こととなる。 
レクサスの事例で重要となることは、当初の出発点が自らにあり、かつ、自らがマーケ

ティング（実際にカリフォルニア州の高級住宅地で生活して体感している）を行い、開発

や販売チャネル等に投入するコスト、リソースを決めていることである。当然、事業を進

めていく上で状況が変化することも考えられるが、自らが評価・判断し、かつ、リスクを

テイクしていることから現実的な対応をとることが可能となる。 
 一方、製造の一部を担当するサプライヤは、レクサスを生み出すようなインテグレーダ
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の戦略に大きく左右される。それだけビジネスモデルとしては様々な状況をあらかじめ想

定する非梅雨があるが、それはプライムが決めるため、あくまで受態的にならざるを得な

い。結果、大きなリスクをとることが難しくなり、レクサスのような時代に合致した新し

いビジネスモデル（あるいは戦略）を迅速に実行することが難しくなる。日本の航空機産

業にはこうした一面が見られる。同時に出発点に関しても、マーケティング・コンセプト

への落とし込みといった領域の弱さがインテグレーダでありながら、レクサスのような大

胆かつ緻密な新しいビジネスモデルを作ることの障壁となっていると考えられる。 
 
 
トヨタ自動車 レクサス（ＬＥＸＡＳ）の事例 
 １９８９年にトヨタ自動車が高級車市場参入を決定した後、下記のリソースを投入して

Ｃ２レクサス（ＬＥＸＡＳ）を開発 
 ①出発点 ：豊田 英二（１人のカーマニアの思いつきから出発） 
②文化 ：Ｊファクター（日本らしさを土台とする） 

 ③ポイント ：包括的市場調査によれば、高級車の顧客満足度は 低レベル 
④マーケティング：カリフォルニア州高級住宅地での生活、高級レストランの実態調査 
⑤開発コスト ・・・１０億ドル～３０億ドル（通常は大きくても５億ドル未満） 

   ※ディーラーネットワーク構築コストは除く 
 ⑥投入人材リソース ・・・２４チーム（３，９８０人） 
    エンジニアチーム （２４） 
     ・エンジニア １，４００人（通常は 大でも２００人程度） 
     ・デザイナー  ６０人 
     ・技能員  ２，３００人 
     ・補助作業員 ２２０人 
 ⑦開発された試作車台数 ・・・約４５０台（通常、実物大は２～３台） 
 ⑧成果 ：トヨタ自動車の年間純益の１／４を占める、中古車保証基準作成）  
 
出所：Chester C. Dawson Ⅲ, LEXAS The Relentless Pursuit 
 
３．２．２ プリウスの事例 
 世界初のハイブリッド車として成功をおさめたプリウスは、先にも述べたようにコンセ

プトカーとしての開発決定から 40ヶ月足らずで量産化に至っている。プリウスの成功は、

現在、地球規模で重大な問題となっている環境問題に対応するために、世界で初めてハイ

ブリッドカーを市場に投入したことである。 
 当初の初代プリウスは、初のハイブリッドカーであったため、様々な問題が指摘された

が、逆に初代プリウスで問題点の多くを抽出し、これに対応することで二代プリウスは完

成度の高い製品となった。 
 プリウスが市場に投入された当時、欧州の大手自動車メーカは、トヨタが 初にハイブ

リッドカーを市場に投入され、問題点を抽出してそれに対応したことで、大きな差がつい

たと述べている。同社は先進的な技術のリスクをテイクして他者に先駆けて問題点を抽出、

対応することで、ハイブリッドカー市場で高いイニシアティブを獲得している。 
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３．２．３ ＢＭＷのトランスミッション 
 技術－製品開発の一部を担当する場合（例えばサプライヤ）は、先のインテグレーダの

ようなビジネスモデルを構築することはできないのか？この点についてはサプライヤでは

ないが、自動車におけるＢＭＷのトランスミッションが１つの参考例となる。 
 トランスミッションは自動車の重要な要素技術であるが、ＢＭＷではこうした要素技術

について、開発の段階から顧客に一体何を訴えるべきかを、トランスミッションが搭載さ

れる車格（クラス）当たりのブランドを勘案して決定している。即ち、トランスミッショ

ンという要素技術を、車全体として顧客に何を訴え、提供すべきかという視点（ブランド）

から落とし込むことで、顧客としっかり結びついた開発アプローチをとっている（図３－

２．１参照）。 
 従って、一部の部位や装備品を扱うサプライヤにおいても、当然製品が顧客（さらには

航空機の場合は航空機を利用する利用者という 終顧客）に訴求するものを製品及び全体

システムで共有化し、明確化することでビジネスモデルをより戦略的なものとすることが

可能となろう。 
 即ち、自動車産業は顧客ニーズ把握→コンセプト構築→設計→開発・生産→販売・サポ

ートの全てを自社で行っており、ビジネスモデルの構築もビジネスプロセス全体から策定

されている。結果、顧客ニーズへの対応、さらには顧客に対して何を訴求（売り）するか

がその基本となっている。一方、我が国の航空機産業では、特に民間旅客機の事業では国

際共同開発においてリスク・シェアリング・パートナーやサプライヤの位置付けにあるた

め、ビジネスモデルはインテグレーダ（アセンブラー）の立場よりは、パートナー、サプ

ライヤの立場で構築される傾向が強いと考えられる。双方を比較した場合、前者はマーケ

ティング等で新製品を開発するにあたり、どれほどの収益が期待されるか（あるいはター

ゲットとするか）がまずベースとなるため、そこに投入するリソース（人、物、金等）や

生産計画等を基本的に自ら決定することが出来る。例えば製品１台当たりの付加価値は相

対的に小さくても多く販売できるものであれば、価格（あるいは費用対効果）を売りとす

る製品を作り、販売するビジネスモデルを構築し、遂に数がそれほど出なくても高付加価

値な製品については、ブランドや顧客層を絞り込んでビジネスモデルを構築する。さらに、

複数のクラスの車程のポートフォリオを考えながら、 終的に１社として全体のビジネス

モデルを策定する。 
 一方、航空機産業はビジネスプロセスの一部（詳細設計、製造、納品等）をベースにビ

ジネスモデルを構築するため、マーケティングは技術力をベースとした品質やコスト、納

期といったＱＣＤからビジネスモデルが構築される。従って、例えば高付加価値な製品や

ある特定のターゲットを狙った製品をベースに、ビジネスモデルを構築することが難しく、

自らがとれるビジネスモデルのオプションも限られることとなる。 
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トランス・ミッション

【要素技術の段階から顧客に一体何を訴えるのかの明確化（トランスミッションの例）】

【マルチ・ブランド】

【モデル】

ＢＭＷユーザ
：Ｔｈｅ Ｕｌｔｉｍａｔｅ Ｄｒｉｖｉｎｇ

Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ

ＭＩＮＩユーザ
：カート（ｋａｒｔ）のようなハ

ンドリング

ＲｏｌｌｓＲｏｙｓｅユーザ
：快適な（ｃｏｍｆｏｒｔａｂｌｅ）

パワー・トレイン

Ｚ３

：機動性（ａｇｉｌｉｔｙ）

、スポーティ音

７シリーズ

：快適性を生み出す滑

らかな出力特性  
 

図３．２－１ 要素技術の段階から顧客に一体何を訴えるのかの明確化 
（トランスミッションの例）  

出所：BMW 資料から作成 
 
３．３ 国内外の航空機産業成功事例 
 ここでは事業ライフスタイル／事業戦略の観点から、国内外の航空機産業成功事例につ

いて述べる。 
 
３．３．１ エアバス社 
（１）エアバス社概要 

エアバス社は当初フランスとドイツの共同出資により、1970 年に設立された大型旅客

機メーカーである。その後、さまざまな変遷を経て、現在ではイギリスとスペインが加わ

り、EADS 社と BAE システムズ社が共同出資する、欧州連合の航空機メーカーとなって

いる。 設立後 20 年を経た 1990 年代から急激な成長を遂げ、米国のボーイング社に対

抗する欧州連合のメーカーとして、現在ではボーイング社の売上を凌ぐ勢いを有している。

米国では航空機産業の優位性が脅かされ、重大な問題と捉えられて、巻き返し策が真剣に

検討されている状況にある。 
ジェット旅客機時代になり開発費の高騰などから、ヨーロッパの既存の各社が単独では、

アメリカの航空機メーカーであるボーイングやダグラス（マクドネル・ダグラス）、ロッキ

ードへの対抗が難しくなったことから、フランスのエアロスパシアル（現 EADS）と西ド

イツ DASA（現 EADS）が共同出資し、1970 年 12 月に設立され、中型機の製作に取り

掛かった。これは後に A300 となる機体で、イギリスの BAe とスペインの CASA（現

EADS）も参加して 4 カ国体制となった。 
完成した A300 は、初めて作った旅客機のために信頼性がなかったので売上は非常に悪

く、エアバスは膨大な赤字を抱えたが、フランスと西ドイツ政府の全面的な援助によって

成り立っていた。新型機にはボーイングに対抗するため、次々に斬新なアイデアを機体に

盛り込み、特色を出した。1988 年に旅客機初のフライ・バイ・ワイヤー機であるエアバ

ス A320 が運航を開始したことなどから、「コンピュータ中心のコクピット」と言われる

ことも多い。 
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2001 年、エアバスは企業連合から統合企業へと組織を変更し、EADS（フランスのア

エロスパシアル・マトラ、ドイツのダイムラー・クライスラー・エアロスペース、スペイ

ンの CASA が合弁して誕生した企業）と英国の BAE システムズが両社の保有するエアバ

スの関連資産を新たに設立された株式会社に移行させ、それぞれ 80％と 20％を出資する

株主となった。 
 

（２）国家事業の性格が強い航空機産業 
（ａ）資金援助 
欧州各国からエアバス社に対し、どれくらいの資金援助がなされているか、その総計は

必ずしも明確ではない。米国からの指摘によれば、英独仏は 1990 年までのエアバス社の

売上が伸びなかった時代に、135 億ドルを資金援助している。国別の内訳は、ドイツが

58.9%、フランス 25.1%、イギリス 16%となっている。米国はさらにこの金額に金利負担

を加味すると、価値は 190 億ドル超と計算されるとしている。 
これに対し、欧州からは米国政府の資金援助に関する指摘がなされている。それによれ

ば、1978 年から 1988 年の間にボーイングとマクドネル・ダグラスに対し、米政府は概

算 230 億ドルを支出したとされている。その内訳は、国防省から航空機と電子機器の研究

開発資金として 45%、国防委託契約の利益助成として 20%、残りは NASA の研究資金と

のことである。 
以上のように、欧米では航空機産業に対し、国家による巨額の資金援助が行われている 

が、エアバス社の関係で特筆されるのは、同社が航空機メーカーとして十分機能せず、低

迷を続けていた 20 年間にも、欧州諸国による援助、育成策が施されていた事実であろう。

航空機産業の特殊性から、このような産業育成策が、どうしても必要であることを示す例

である。また、ローンチカスタマーとして国営またはそれに準ずる航空会社からの発注が、

政府の働きかけで行われているのも、注目される事実である。 
 
（ｂ）国家首脳が果たしている大きな役割 
航空機産業は国家首脳レベルが積極行動を起こす国策事業となっており、EU 諸国の国

家レベルの育成に向けた強い意志が、エアバス社の成功を支える極めて大きな要因となっ

ていると考えられる。キャラハン英首相は、「政府のトップにあるものはこの業界に自ら関

心を持たなければならない。ここには政治的な要素があまりにも多い」と言い残している。 
 
（ｃ）国家レベルでの産業育成と財政援助 
１）エアバス立ち上げ期の事情 
エアバス社の設立は、1967 年に合意書が取り交わされた。当初は双発ジェットの機体

開発に 1 億 9000 万ポンドを計上し、英仏がそれぞれ 35.7％、ドイツが 20%を負担する

こととなった。エンジンはロールスロイス社が開発し、推定開発コストは 6000 万ポンド

とされた。そのうち 75%を英国大蔵省が引き受け、残りを独仏が分担することとした。こ

れに対し、独仏のエンジンメーカーは応分の仕事を受注して参画することになった。250 
機の販売を見込み、3 カ国の全ての国営航空会社にはそれぞれの保有機にエアバスを含む

ことを約束させた。 
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その後、1969 年に英国が脱退し、独仏はエアバス・インダストリー設立合意書に調印

した。英国は 1978 年に再び参加した。 
 
２）後発企業としての独自戦略 
米国に比べ、欧州の大型航空機産業は大幅に遅れをとっていたというエアバス社設立当 

時の状況から、欧州では後発者として、米国を凌駕する新たな戦略を企画遂行することが 
必須となっていた。そこで、開発製造技術や運用など、あらゆる面での検討が行われた。 
 
①ファミリー化 
航空機の開発生産には、サイズが異なるシリーズ機種を系統的に生産することが必要で 

ある。これにより航空会社の様々なニーズに合わせた機体の供給が可能となる。航空会社 
はシリーズ機種を購入することにより、異なった機種を扱う訓練を受けたパイロットの数 
を削減することが可能となる。一方、メーカーは開発費や部品などのコストを削減できる。 
このようなシリーズ機種の生産戦略は、 初にダグラス社が始め、次いでボーイング社が 
採用したものである。 
エアバス社もこの手法を採用し、かつ世界の民間航空市場のシェア 30%を獲得する戦略 
大要をコンソシアムとして承認した。これにより、A300 より大きい機種と小さい機種の 
開発を決定した。これにより、表 3.1-2 で示した製品ラインナップが順次揃えられてきて 
いる。 
 
②新規技術の開発による差別化 
後発企業として、エアバス社はボーイング他の米国企業と差別化するための様々な新規 

技術を提案し、開発してきている。 
多くのパイロットはもともとボーイングで飛んでいたため、ボーイングの飛行機を良い 

飛行機の手本と考えている。後発メーカーであるエアバスは後発の分、設計思想は新しい。 
しかしながら新しい設計思想は当初受け入れられにくい。（新しいシステムは古いシステム 
になれた人たちによって評価される。）しかしながら、長い目で見ると、合理的な新規技術 
は徐々に受け入れられ、定着しているという例を、エアバス社の開発技術に見ることがで 
きる。 
 
③A320 
パイロットの数と訓練の分野でのコスト削減を目指し、フライ・バイ・ワイヤーとジョ 

イスティック方式を導入した。 
 
④制御系の設計 
オートパイロットの位置付けがボーイングと異なり、ボーイングよりオートパイロット 

中心となっている。このためコンピュータ中心と言われる。 
この点では A300 と A310 はコンベンショナルな部分が多いが、A320 で完全フライ・

バイ・ワイヤー化がなされた。 
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エアバス社によれば、ボーイング等の従来の制御系と大きく異なるのは以下の点である。 
 
・サイドスティックとホイールとの違い 
・エアバスにはトリムスイッチがなく、スティックを傾けた位置がイントリムとなる。

コンピュータのプロテクションでフライトエンベロープが守られる。 
 

ただし、現在のパイロットからみると、両者に操縦上の大きな違いはない、との感想で

ある。現在は基本的になるべくオートパイロットを有効に使おうとする時代であり、これ

は機種によらない。 
 

⑤売り込むターゲットの違い 
飛行機を作る姿勢として、ボーイングはパイロットにターゲットを当てたセールスポイ 

ントを打ち出している。一方エアバスは経営者、あるいはパイロットも含めたエアライン 
全体をターゲットにしたセールスポイントを打ち出している。エアバスは後発会社として、 
このような点でもボーイングと異なる路線を常に考えている。 
 
⑥エアバスが提案した新技術の例 
・大型双発機 
・ツー・メン・クルー 
・フライ・バイ・ワイヤー 
電気信号のみによる操縦系統。現在はエアバス A320 とその派生機、ボーイング 777 
がこれを採用している。 

・ アルファ・フロア 
飛行機の迎角が大きくなって失速速度に近づいたとき、自動的にスロットルが変化し

てエンジン出力を大きくし、速度を増して迎角を抑える安全システム。 
 

これらはどれも現在の旅客機技術として定着しているものであり、旅客機の新しい流れ

を作っているのはヨーロッパと見ることもできる。 
 

⑦コックピット・ユニフォーミティとファミリー化 
単通路型である A319、A320、A321 から、ワイドボディ新世代機 A330、A340 まで、

コックピットと制御系はほとんど同じレイアウトであり、操作手順、操縦特性を共有させ

ている。古い 300 と 310 以外はすべて共通である。このことから、パイロットの操縦し

やすさが確保されており、また、エアラインの訓練コストが削減されるという効果が得ら

れている。これらはエアバス成長の一つの重要な要因と考えられる。 
また、A330 と A340 は機体形状が同じで、翼型も同じである。エアバスには製造ライ

ンが７つあるが胴体は２種類しかない。このような可能な限りの徹底したファミリー化が

行われているのも重要である。 
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（ｄ）顧客獲得の方策例 
エアバス社では顧客への資金調達手法を提示するという戦略も開発した。もともと米国

にはなかったシステムである。例えば A300 では座席数が多すぎる、という航空会社があ

った場合、その航空会社が必要とする座席数分の代金だけ支払えば航空機を売り渡す。残

りの座席が埋まればその分を追加として払ってもらう、というシステムを提案・実施した。

また、購入資金が足りない航空会社のため、銀行からの低利貸付をエアバスが調達するよ

うな資金調達パッケージも準備している。例えばブリティッシュ・カレドニアン航空への

A320 導入に対し、銀行団が A320 を購入し、同社にリースする方策をエアバス社が提供

した。 
 
（ｅ）A380、A350XWB の動向 
 A380 は 2000 年 12 月 19 日にローンチされ、2005 年 4 月 18 日に初飛行を行った（1995
年より 1 兆 5000 億円を投じて開発）。当初の計画では納入 1 号機（シンガポール航空）は

2006 年であったが、技術上の問題の発生が発生、生産計画の修正が何度か行われた。この

ため、型式証明は 2006 年 12 月 12 日に取得。2007 年 10 月 15 日にシンガポール航空に 1
号機が納入された。 
 2008 年 3 月現在の確定受注は 165 機である。 
 A350WXB は、ボーイング 787 に対抗する形で 2006 年 12 月 1 日に開発がローンチさ

れた。2008 年末に 終的な設計が確定し、2009 年上半期に 1 号機の製造作業が開始され

る計画である。なお、 終組立は 2011 年上半期、翌 2012 年に初飛行、2013 年中期から

の就航が予定されている。 
 2008 年現在の確定受注は 338 機となっている。 
 
以上に見てきたエアバス社発展の要因をまとめると、以下の諸点が指摘できる。 
 

・ 航空機産業は高度に国家戦略の様相を呈す。国家戦略は売込みにも重要であり、欧米

の場合は国家首脳レベルの人たちが関与している。 
・ 政府補助金が欧米では巨額である。先進国としての威信をかけているように見受けら

れる。 
・ 会社が利益を上げていない間も援助があった。国家レベルの長期計画が立案、遂行さ

れている。 
・ 後発企業の場合、新規技術を打ち出すことが絶対に必要である。 
・ 顧客ニーズの十分かつ的確な把握、ユーザーの広範な便宜を満足させる洞察が必要で

ある。 
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３．３．２ RR（ロールス・ロイス社） 
 
（１）RB211 の開発と RR 社倒産 

RR はヨーロッパにおけるエンジン・メーカーとして常にリーダーシップを発揮し、新

しい技術を開発する企業であると同時に、それらの技術に対して徹底的にテストを行い、

技術実証をした上で製品化していく伝統的な会社であった。 
ジェットエンジンの燃料効率化技術としてバイパスエンジンの概念（第２世代）を始め

て創ったのは RR であり、1953 年に 初のバイパスエンジン Conway の開発に着手、

1958 年に就航させている。 
PWA 社は RR 社からの技術供与により、1958 年にバイパス原理を取り入れた JT3D 

の開発を始める。PWA は RR の技術に遅れていたとはいえその差は急速に縮み、JT3D を
B707 に装着することに成功、更に高バイパス型（第３世代）の 初の受注競争になった

B747 用エンジンでは 1965 年に PWA 社製の JT9D が、RR 社提案の RB178 を制する

ことになる。 
RR 社が開発したバイパスエンジンの技術は既にアメリカ製のエンジンに対して技術的

競争力はなくなったことになり、RR 社がアメリカのエンジン・メーカーと競争するには

新しい技術開発が必要になった。 
RR 社がジェットエンジンを世界市場に輸出しようとすれば、実際問題として競争相手

はアメリカ企業であり、ことに旅客機分野では、RR 社がバイパスエンジンの技術を提供

し PWA 社であった。そしてアメリカ民間航空機市場は、イギリスに比べて、戦前から既

に大きい上、戦後も急成長していたので、PWA 社が RR 社よりも有利な経営環境にいた

ことは間違いない。 
「アメリカ企業はイギリスの市場全体が提供する需要よりも遥かに大きな政府と民間の輸

送機需要を享受している。当社のシェア拡大はそのアメリカ企業と競争しなければ達成で

きない。」 
PW を意識しつつ、RR の会長キンダズリは、アメリカ企業との競争について、繰り返し

その困難さを訴えるとともに、自社の技術優位確保の努力とその為の援助策の必要性を強

調し、関係筋の理解を得ることに努めている。 
1965 年秋になると RR 社は 3 軸型エンジンを考え始めた。エンジンの効率と操作性向 

上するためにファン、低圧圧縮機、高圧圧縮機のタービン軸を全て独立させる 3 軸型の機

構はこれまで試みられたことがなかった。 
RR 社は 1966 年 7 月から低推力だが新機構 3 軸型のエンジン Trent の開発を始め、

翌年 12 月に試運転に成功して新機構を実証することが出来た。 
Trent 開発を進める傍ら、RR は 3 軸型の高推力エンジン RB207（双発機用）、RB211

（3 発機用）の開発計画を発表し、1967 年初めから販売活動に入った。 
その後 RB207 は開発を断念するが、1968 年 3 月ロッキード社からワイドボデイ機

L-1011 用に RB211 Engine の受注に成功する。 
RB211 は 3 軸構造のほか、環状燃焼室（Annular）、高バイパス比、合成樹脂新素材な

ど、新技術を一挙に採用しようとしたエンジンであった。 
3 軸型構造はロッキード社との契約交渉中の 1967 年末に Trent で実証したばかりで、

量産型は未経験であった。 
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高バイパス比構造については RB178 の実証エンジンが 1966 年 7 月に一応運転に成功し

たものの、高圧部分の欠陥が見つかっており、しかもその後に開発を中止してしまったの

で高推力、高バイパス型の開発実績としては充分とは言い難い。又、高圧下で運転される

環状燃焼室の採用は RR 社にとっては 初の試みであり、経験の蓄積がなかった。 
更にかねてから開発を進めていた新素材、ハイフィル（Hyfil）など各種の繊維強化合成

樹脂を Fan Blade、Guide Vane、など各所に使用してエンジンの重量軽減を図ろうとした

が、この素材も実用試験を積んでいない始めての試みが大部分であった。これらは何れも

技術的には革新的なものだが、このような新技術を一つのエンジンに一挙に投入すること

は、Conway に至るまでの RR 社の技術開発の歴史と比べると大きな方針転換であった。 
それに加えて、RB211-06 を提案した折はもちろん、 終的に 1968 年 3 月に成約した

22 型も、その時点では開発設計段階のペーパーエンジンであった。もちろん事前の研究開

発は種々行われていたが、エンジン自信の実物の開発には進んでいない。しかし、エンジ

ン納期は 1971 年 8 月からと言う契約が結ばれていたので、約 3 年でペーパーエンジン

から現物への開発を完了しなければならない短期間の日程であった。 
この様に数々の実証されていない新しい技術が RB211 には同時に導入され、開発費は

高騰、一方ではロッキード社からのエンジンの推力増加、性能向上の要請に応えるために

設計変更をしなければならず、結果的には資金不足となり 1971 年倒産にいたる。 
 

（２）RR の発展の背景 
RR は会社を維持発展するには、アメリカの市場に参入することが絶対条件である考え

た。そのためには当時開発を始めた DC10 と L1011 のエンジンに選ばれることが重要で

あり、RB211 はその目的の為に巨額な開発費を投じて開発されたエンジンであった。 
RR は L1011 の受注に成功し、倒産/復興を経て L1011 に RB211-22B を提供した。そ

の後、航空機のエンジンは一機種一社ではなくなり、エアラインがエンジンを選定できる

ように機体メーカーは二社以上のエンジン・メーカーを採用するようになった。 
RR のエンジンは RB211-22B から推力を増大させた RB211-524 Series がＢ747 に選

ばれ、その派生型である小型のエンジン RB211-535 が B757 に使用される様になった。

特に RB211-535 は当初から高い信頼性を維持し完成度の高いエンジンとして評価を得て

いる。 その後 RB211 Series から派生型のエンジン Trent Series を開発し、A330 に
Trent700、 
B777 に Trent800、A340 に Trent500、A380 に Trent900、B787 に Trent1000 を提供

している。 
そして民間エンジンの市場を 近では 40％を越える勢いで占めてきている。この背景に

は RR の一貫した技術へのこだわりと、顧客思考の哲学がある。 
 
（ａ）新技術の導入と徹底した試験 

RR 社はバイパスエンジンのコンセプトを初めとして 3 軸構造、合成樹脂新素材の適用

など、常に業界をリードする新しい技術を独自で開発してきている。しかもそれらに対し

ては徹底したテストにより、何が壊れるのかを見極め、それらを改善していく「Run and 
Burst」手法を取り入れ、高い信頼性を作り上げてきている。 
（ｂ）３軸構造のエンジン 
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RR のエンジンの も大きな特徴は３軸構造であろう。 
ファン、低圧圧縮機、高圧圧縮機のタービンを全て独立させた３軸構造コンセプトは、

過去にない革新的なデザインであり、1965 年に開発に着手し、 終的に RB211-22B エ
ンジンで初めて実用運航に入った。その後、RB211-524 Family、Trent Family でもこの

デザインは受け継げられている。 
３軸構造にすることにより、各ローターの効率を上げ、トータルの段数を減少すること

が出来るので、コンパクトになる。この結果、重量は軽減し、全長は短く、Shaft Bow や

Tip Rubbing のリスクが減少し、性能劣化が少なくなるメリットもある。 
しかしながら、この開発は Inter Shaft Bearing の設計や潤滑方法が難しく、リスクを

伴う挑戦でもあった。 
当初のエンジンは、推力当たりのエンジン重量が他社のエンジンに比して も重く、エ

ンジンの始動にも時間がかかった。先に出発の許可を貰った航空機が、エンジンの始動に

時間を要したため、結局遅れて後発になるようなことがあり、乗員からの評判は悪かった。 
その後 30 年かけてエンジンの改良を積み重ね、問題点を克服してきた。Trent Family

は、同等クラスのエンジンに比べて、巡航性能は同等であるが、 も軽量なエンジンとな

った。更に 新鋭の Trent 1000 では、従来 HP Rotor で Gearbox を駆動していたが、こ

れを IP Rotor に変更（IP Power Off Take）することで、コンプレッサー効率の向上、Idle 
Thrust の低減により Specific Fuel Consumption（SFC）の向上を図ることが可能になる。

スタート時には HP Rotor を回転させるために、クラッチ(Coupling)を導入するが、HP/IP 
Rotor が同時に回転するので、始動時間の短縮も可能となる等、従来の欠点も克服され、

３軸構造のメリットを活かしてきている。 
 
（ｃ）Wide Chord Fan Blade 
合成樹脂新素材の開発はその後ロッキード社にも技術供与されたほど完成度が高かった

新技術であったが、RR が導入を試みた Fan Blade は飛行実験において鳥を吸い込むと衝

撃に脆いことが判明し、採用中止に至った。その後、RR はチタニウム製の Fan Blade に

設計変更するが、徹底的に重量の軽減を図りチタニュウム製中空ハニカム構造や、

Diffusion Bonded/Super Plastically Formed 構造による Fan Blade の開発を行い、現在

では GE 社が開発した複合材製の Fan Blade よりも軽量化に成功している。 近では複

合材の技術も向上してきているが、RR は二度と複合材の Fan Blade の開発には戻ろうと

はしていない。この点でも、当時の開発が如何に徹底したものであり、利点欠点を知り尽

くして 終判断を行った自信に基づいていると考える。 
その後、RR は世界に先駆けて Wide Chord Fan Blade を開発している。Wide Chord 

Fan Blade は、Mid Span Shroud が無いため、空力的な損失が無く、性能向上に効果を

上げることが出来る。又、鳥衝突の場合にはコアに入りにくく、Fan Exit に抜けるため、

エンジンの内部損傷による取り卸を防ぐことが出来る画期的なデザインである。 
しかしながら、一枚の Fan Blade が従来よりも大きくなり、重量が増加するために、

Fan Blade Out Test（FAA の Type Certificate Test に指定されている。）においては、大

きなアンバランスが生じると共に、Fan Blade が Fan Case を突き破る可能性がある。 
これを防止するには Fan Case を強化する必要があるので、更にエンジンの重量が増加

する等、悪循環になる。この Fan Blade Out Test を満足するためには、Fan Blade の重
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量を 小限にしなければならない。 
近のエンジンでは Wide Chord Fan Blade が性能向上の為に標準装備となっており、 

PWA、GE も Wide Chord Fan Blade を導入すると共にその軽量化には苦労をしている。

この点で RR のチタニュウム製中空ハニカム構造や、Diffusion Bonded/Super Plastically 
Formed 構造による製造方法は画期的な製造手法であり、世界で も軽量な Wide Chord 
Fan Blade である。 
独自の新しい技術の開発とその信頼性を見極めるために徹底したテストの導入は RR 

の昔からの伝統として現在でも受け継がれている。 
 
（ｄ）信頼性の向上への戦略 

1970 年代に生まれた高バイパス比の大型ファンエンジンは、エンジン・メーカー大手

三社のエンジン（CF6、JT9D、RB211）においても大きな問題を抱えており、その信頼

性はまだまだ不十分であった。ロッキードの L1011 に装着された RB211-22B エンジン

は故障の連続で、導入当初のエンジンの On Wing Life は 1000 時間にも達せず、改修を

次々に実施していかなければならなかった。 
当時 ANA のエンジン・オーバーホールを担当し、IHI 瑞穂工場に駐在していた RR の

技術駐在員は、毎回分解されたエンジン部品を一点一点綿密に調査し、不具合内容、その

原因等について木目細かい報告を RR ダービー本社に送っていたのが印象的である。 
これらの不具合分析から、設計を見直し、信頼性向上プログラムを作成し、改修を行い、

更にそれを評価するサイクルが重要なのである。 
エンジンの信頼性は、この 30 年間に飛躍的に向上してきた。その事例として、 

図３．３－１に RB211 Family エンジンの信頼性向上の推移とその派生型として開発され

た Trent Family エンジンの信頼性の比較を示す。派生型エンジンの信頼性は、初期故障

もなく、導入当初から安定した信頼性を維持していることが判る。この背景には、RR の
発生した故障や不具合に対する徹底した原因追求と、それらを克服するための改修内容の

効果を見極め、派生型の設計に適用してきたことが挙げられる。 
現在でも RR は、使用してきたエンジンの各部品の状況を詳しく分析することを基本と

しており、信頼性向上に対して次のような取り組みを行っている。 
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図３．３－１ エンジンの信頼性向上の推移 

 
（ｅ）Total Care Package 

RR は、 近 Total Care Package(以下 TCP)と称して、エンジンの整備を時間当たりの

コストに換算し、提供するあらゆるメニューを用意している。時間当たり一定の費用で、

ショップ整備作業、又はライン整備を含む全ての整備作業、又は整備に必要な部品を提供

するプログラム､等である。 
近年、エンジンの信頼性向上と共に整備用部品が売れなくなり、従来以上に激しい販売 

競争によって、エンジン・メーカーはエンジンを販売するだけでは利益が上がらず、自ら

保有している技術力を活用し、エンジンの受託整備に参入し、利益を上げようとアフター

マーケット・ビジネス戦略を始めた。アフターマーケット・ビジネスへの参入は RR だけ

ではなく、GE、プラットアンドホイットニー（以下 PW）も同様である。 
しかしながら、RR の対応は GE 及び PW と少し異なり、自らエンジンの使用状況の

把握をその目的に置いている。自分の開発したエンジンを自らの手で整備し、その使用実

績を把握することが信頼性向上に も近道であることを、RR は実行に移しているのであ

る。 
 
（ｆ）人事面での配慮 

RR は、分解したエンジンの状況を詳しく分析するために、エンジン開発に携わった技

術者の一部をこの整備部門に人事異動させ、自ら設計した製品がどのように使われ、どの

ような不具合を起こしているかを自ら把握することが出来るように、同社のキャリア・パ

スを作っている。 
このような人事異動は米国の企業には見られない。米国の場合は、開発に携わった技術

者は更に次のエンジンの開発に行くようなシステムになっており、エンジン整備部門とエ

ンジン開発部門は縦割りの組織となっている。 
この点、RR ではエンジン開発からアフターマーケットまでを同じ組織内で行っており、

全体の利益を考えて経営しているといって良い。従って、人事面においても、設計から実
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運航の状況、そして改修からその改修効果を見極めるまでのサイクルを同じ人間が見るこ

とが出来、これらの使用実績、経験を次のエンジン開発につなげることが出来るのである。 
 

（ｇ）継続したエンジン開発と派生型のデザイン 
RR の倒産は RB211 エンジンの開発費が不足したことに起因する。 
開発費の不足は、ロッキード社からのエンジンに対する推力増加などの設計変更が重な

ったこともあるが、実証していない技術をいくつも同時に導入したため、期限内で実用 
化を図るには資金に限界があったと考えられる。 

近の RR は、新しく開発される航空機に対して、そのエンジンを全て開発することを

ポリシーとしている。一般的には、エンジンの開発による利益率を算定し、その都度判断

するところであるが、RR は、全ての機体に適用するエンジンを開発するというその連続

性に技術的な価値を見出している。 
継続的に開発をし続けることによって、蓄積された経験や技術をスムーズに伝承するこ

とが出来、エンジンの設計／開発／テスト等の技術を常に維持・向上させることが出来る

価値である。そしてこれらのエンジンにはそのモジュール構造を利用し、推力に応じて各

モジュールのスケールを変えながら派生型のデザインを組み合わせ、新しい技術を少しず

つ導入している。これは RB211-22 を開発したときの失敗を繰り返さないように、充分に

試験を実施し、そのテクノロジーを確立するだけではなく、その使用実績を積んだ信頼性

の上に新たな技術を導入しているのである。 
例えば、現在大型エンジンは RB211 Series から Trent Series へと移り、3 軸構造をベ

ースに Swept Fan、３Ｄ Aero、Tiled Combustor、Contra-Rotation (HP Rotor と LP＆
IP Rotor を反転させる。) 等の新しい技術を Trent 700/800 から Trent 8104、Trent500、
Trent900 へと徐々に導入している。この様な派生型のデザインによって新しいエンジン

の開発費を削減し、使用実績を充分に反映した信頼性の高いエンジンの開発が可能となる

のである。 
 
（ｈ）エアラインとの協調による市場拡大 
アフターマーケット・ビジネスにおける RR の TCP のもう一つの特徴は、エアライン

との協調を主眼にしている点である。 
エンジン・メーカーのアフターマーケット・ビジネスへの参入は、１９９０年に入って

から活発になった。GE は、英国航空のウェールズにあるエンジン・オーバーホール工場

を買収し、エンジン・オーバーホールをビジネスにするようになった。その後、米国や東

南アジアにあるエンジン・オーバーホール工場を次々と買収し、規模を拡大していった。   
そして、Maintenance Cost Per Hour（以下 MCPH)と称して、時間当たり一定のコス

トでエンジン整備を実施するプログラムをエアライン各社に提案していった。整備部門を

持たない小規模エアラインにとっては、どの様な故障が発生しても一定の整備費用で整備

をしてくれるこのプログラムは魅力的であり、受注も増えていったが、大手エアラインは、

自社整備体制を危うくするものとして反発した。しかしながら、規制緩和の煽りを受けた

エアライン業界は、航空運賃の値下げ競争によって経営不振に陥り、自社整備に比べて安

い MCPH 契約を余儀なく採用していった。果たして、MCPH は本当に自社整備よりも

安いのか？一見安く見える MCPH のコンセプトは、長期間契約のためエアラインの技術
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力を空洞化するものとして、長い目で見れば高くつくという反論もあったが、目先経済情

勢には勝てず、大手エアラインは苦渋の選択を迫られていった。MCPH プログラムは、

エンジン部品の修理事業を行っているベンダーや Parts Manufacturer Approval（以下 
PMA） 部品を販売している部品メーカーとも競合するものであり、又、エンジンのアフ

ターマーケット・ビジネスの全てを抱え込もうとするものであった。 
このような情勢の中で、RR は GE とは違った戦略に出ている。RR の TCP 契約には、

航空会社の整備部門をそのまま活かして、従来通り航空会社に整備作業を委託し、整備の

Work Scope はエアラインと協議し、RR が承認するやり方もあれば、RR の整備工場へ

全て運び込み、完全に RR の基で整備を行なうやり方もある。中には航空会社とジョイン

ト・ベンチャーを作り、受託整備の利益を分配するようなやり方も行なっている。 
エアラインには、自ら築いてきた実績や経験がある。RR は、これらの経験を活かし、

そのリソースを活用している。このやり方は、工場を買収する資金も人員も不要である。

RR は、エンジンを売り、エンジンの整備内容を審査する少人数の専門家を送り込めば、

適切な整備を長期間にわたって管理出来るのである。 
このようなやり方によって、RR は、エアラインとの協調関係を長期間に亘って維持す

ることが出来、その市場を徐々に増やしていったのである。 
 
３．３．３ エンブラエル社 
（１）エンブラエル社成功の要因 
エンブラエル社は、1969 年に大統領令により国有企業として創業開始以来 5、900 機

以上の航空機を生産・販売しているブラジル唯一の航空機製造メーカーである。 民営化さ

れた 1994 年には$330 million の赤字を計上したが、その後 1998 年には$180 million の
純利益をあげるブラジル 大の輸出企業にまで成長した。 ここでは、エンブラエル社の成

長の過程において同社が抱えていた課題と、それらを克服することが出来た要因について

考察する。 
 
（２）企業として抱えていた課題 
・ 市場の法則に従い利益を生み出す企業としてではなく、ブラジルの誇りであり国家の

シンボルとして存在していた。 
・ 航空機製造を可能にする技術開発を行うという戦略的な目的で設立されたため、

Bandeirante(ターボプロップ民間輸送機)や Tucano(ターボプロップ軍用練習機)等の

開発に見られるように、国際的な技術能力は保持していたが、世界競争に耐え得る価

格競争力が欠如していた。 
・ 技術開発に注力し、顧客のニーズに合った製品開発に重点を置いていなかった。 
・ 1990 年代初めに政府資金が消滅し、湾岸戦争後に国際航空市場が危機に陥った際に国

有企業として成立し得なくなった。 
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（３）成功の要因 
（ａ）民営化 

ボサノ・シモンセン銀行、プレビ(ブラジル銀行年金基金)、システル(旧国営通信公社

テレプラス年金基金)が資本参加し民営企業として企業体質の改革を推進。 
（ｂ）経営幹部の刷新----経営改革を推進するリーダーの擁立 
・ 長年の間、軍人が社長として会社を指揮していたが、1995 年にボサノ・シモンセン・

グループの関連機器メーカーで社長を務めていたボテーリョ社長をプロの企業経営社

として同社の社長に擁立し、市場要求に応える企業体質への変革を図った。 
・ また、ボテーリョ社長は、エンブラエル社における経営幹部の刷新を図り、半数を外

部企業から引き抜き、残りの半数を社内から抜擢した。 
（ｃ）戦略的パートナーとの機体開発 

航空機産業のグローバル化に伴い、同分野における他企業との密接な協力が必要不可

欠であるため、当事者と顧客の利益を考慮した新たな技術・製品・マーケットを共同

でエンブラエル社に提供し得る戦略的パートナーのプロジェクトへの参画を促し、国

際共同開発による低コスト開発・製造によるリスクと資金のシェアリング及び新規市

場の開拓を図った。 
 
○ERJ-145 プロジェクト： 
・ ガメッサ(スペイン)＝翼 
・ C&D Aeronautica(米)＝内装、貨物室 
・ ソナカ(ベルギー)＝胴体の一部、ドア 
・ Enaer(チリ) 

 
○Embraer 170/190 プロジェクト 
・ 川崎重工業＝Wing Stub(中央翼)、動翼、Wing Box(-190)等 
・ ソナカ(ベルギー)＝Slats 
・ ラテコア(仏)＝前胴、後胴、前方ドア 
・ ガメッサ(スペイン)＝尾胴、垂直・水平尾翼、方向舵、昇降舵 
・ Hamilton/Standard＝テール・コーン、APU、空調システム、電気システム 
・ Honeywell＝アビオニクス、他計 16 社 

 
（ｄ）アウトソーシングの活用拡大 
・ セキュリティー等の基本的なサービス、社員教育・訓練の外部会社への外注を拡大

し、また、同社を退職した職員で構成された外部機関に専門技術作業を委託するこ

とによりコストの削減を図った。 
・ 同社のパートナー会社には基本的な製造組立作業までも外注することとし、エンブ

ラエル社は自社のサプライヤー管理に重点を置くことにより、品質とスピードの改

善を図った。 
・ 但し、設計・開発及び、機体運航機関におけるプロダクトサポートについては、同

社が行う方針を崩さなかった。 
・  
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（ｅ）資本構成の再編による資本強化 
資本強化の側面においても、戦略的パートナーとしてフランス系企業グループ*が議決

権の 20%に相当する株式を所有することにより資本参加することを促した。但し、フ

ランス系企業グループはエンブラエル社における支配権を有さない立場での資本参加

であり、経営に関する実質的決定権は従来どおり、ボサノ・シモンセン銀行、プレビ(ブ
ラジル銀行年金基金)、システル(旧国営通信公社テレプラス年金基金)のブラジル側が

保有することとしている。 
*ダッソー、アエロスパシアル・マトラ、ＳＮＥＣＭＡ、トムソンＣＳＦ 

 
（ｆ）良好な労使関係の構築 

各部門における管理職員数を削減すると共に、大幅な人員削減を行ったが、その一方

で、会社の利益が拡大し目標が達成された場合、従業員は株主配当の 25%に相当する

額を受け取れる等、会社への貢献へのインセンティブを付与することにより、 良の

人材を確保を図った。 
 
（ｇ）世界市場におけるプレゼンスの向上 

1990 年初めから続いた経営危機からの経営改革が進んでいる状況を世界に証明すべ

く、同社のサン・ジョセ・ドス・カンボス工場を顧客・供給業者・国際金融アナリス

ト・専門ジャーナリストに公開し、年間 3 万人規模の訪問者を確保することにより、

同社の世界市場におけるプレゼンスの向上を図った。 
 

（ｈ）中国国内における ERJ-145 のライセンス生産の実施 
  2003 年から中国国内で ERJ-145 のライセンス生産を開始。エンブラエルと中国のハ

ルピン航空機製造会社と共同でジョイントベンチャーを設立（ハルピン・エンブラエ

ル航空機産業）。 
  2007 年までに 15 機を生産。2007 年に海南航空の子会社から 50 機を受注している。 

 
３．３．４ ボンバルディア社 
（１）政策面（ボンバルディア社及びその前身に対するカナダ政府の成長支援策） 
カナダ政府が、ボンバルディア社及びその前身に対して、直接/間接の支援を行った方法

は以下の約７種類に分類される。 
 
（ａ）営業損失補填 
カナデア社は、1986 年にボンバルディア社に売却されたが、国有であった 10 年間に

ビジネスジェット機 Challenger を開発し、これが CRJ シリーズに発展した。同様に、

デハヴィランド社も、1974 年に国有化され、1986 年にボーイング社に売却されたが、こ

の間に Dash 7 の開発が完了、型式証明を取得し、更に Dash 8 の型式証明も取得した。 
カナデア社/デハヴィランド社の国有時代の政府による支援総額は、数十億カナダドル

（数千億円、＠95 円/カナダドル）に達すると言われる。 
即ち、国有企業の間に開発が終了（開発費の一部を償却）、その後で、当国有企業を買収

する事により、買収する企業は、開発費の負担を軽減し、より良い収益性を確保出来る。 
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（ｂ）債務負担 
カナダ政府は、1984 年 12 月にカナデア社を２分割した。１社は、売却（民営化）可

能な企業として、ニューカナデア社を設立した。同時に、もう１社は、整理会社とし、負

債 13 億カナダドル（約 1200 億円）を別途引受けた。ニューカナデア社は 1986 年にボ

ンバルディア社へ 8700 万カナダドル（約 83 億円）で売却されたが、将来にわたって推

定１億 2400 万カナダドル（約 118 億円）のロイヤルティを支払う事になっているもよう。

当ロイヤルティは、航空機価格に一定比率を乗じて算出されるが、これは、同社が国有で

あった期間の開発費（10 億カナダドル（約 950 億円）以上）の一部を補償する意味合い

を持つ。 
上記の通り、カナダ政府は、Challenger 機（CRJ の祖型）、Dash７並びに Dash８の

開発の為に（１）、（２）項を合わせ、多大な援助を行ってきた。 
 
（ｃ）政府助成金及び融資 
カナダ政府は、1960 年代末に防衛産業生産性プログラム（ Defense Industry 

Productivity Program=DIPP）を発足させた。当プログラムにより、カナデア社のボンバ

ルディア社への売却直後の 1986 年、予備設計完了の為の 680 万カナダドル（約 6 億円）

の貸付が発表された。更に、1989 年には、同政府は DIPP の研究開発助成金として、3800 
万カナダドル（約 36 億円）を貸付け、研究開発関連活動に対して融資（償還を要する）

を提供した。航空宇宙産業（及びカナデア社）は、当プログラムによって、 大の融資を

受けた部門である。償還は、プログラム利益に一定比率を乗じて算出される。 
（所謂、収益納付方式） 
当プログラムは、1996 年に、類似の Technology Partnership Canada (TPC)融資プロ

グラムに改訂された。1996 年 10 月 21 日、TPC はボンバルディア社に対し、CRJ700
の開発支援の為、8700 万カナダドル（約 83 億円）の貸付を発表した。ボンバルディア

社によれば、CRJ 及びその他の同社の航空宇宙プロジェクト全てに対して、1998 年１月

31 日以降、TPC は３億 1200 万カナダドル（約 296 億円）を供与している。（当融資額

の 90％が、契約によってカナダ政府に償還される） 一方、同社によれば、自社の航空機

事業への自社投資総額は 52 億カナダドル（約 4940 億円）である。 
カナダ政府は、WTO のパネルの決定に従い、1999 年 11 月にボンバルディア社への

TPC 供与を中止した。 
 
（ｄ）輸出金融 
カナダ政府は、エアライン数社（ボンバルディア社の顧客）に対して、貸付金その他 

の金融支援（借入保証等）を実施している。これは、カナダの輸出信用機関 Export 
Development Canada (EDC)を通じて行われる。CRJ オペレーターに対する、貸付その

他の支援総額は明らかではないが、産業別の概略は公表されており、それによると、航空

宇宙産業は EDC の支援を も多く受けている。（2003 年度 貸付総額 221 億カナダドル

（約 2 兆 1000 億円）中、74 億カナダドル（約 7030 億円；34％）が航空宇宙に貸付け

られた。）ボンバルディア社はカナダ 大の航空機輸出業者であるから、貸付の相当部分が

CRJ ユーザーに向けられたと推察される。 
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（ｅ）オンタリオ州政府所有のデハヴィランド社株式のボンバルディア社への売却 
1992 年、ボーイング社は、デハヴィランド社を、１億カナダドル（約 95 億円）（ボン

バルディア社（51％）、オンタリオ州政府（49％））で売却した。更に、1997 年、ボンバ

ルディア社が、残りのオンタリオ州政府株を 4900 万カナダドル（約 47 億円）で取得し、

100％所有とした。ブラジル政府は、WTO に対し、株式の 49％を原価（株価の値上り分

を無視して）で転売する事は、不当な補助金に当たるとして提訴したが、WTO はこれを

退けた。しかし乍ら、ボンバルディア社へのこの様な便宜は、同社にとって、明らかに利

益となっている。 
 
（f）ケベック州 

ケベック州は、工業開発に関するカナダ・ケベック協定（Canada-Quebec Subsidiary 
Agreement on Industrial Development）と Investissement-Quebec (IQ)に参加している。

ボンバルディア社のカナデア部門は、前者に基づく返済条件付き融資を（少なくとも 1996
～1997 年に）受けた模様であり、又、IQ の運営する２つの基金が、カナデア社のケベッ

ク州における活動の支援に利用されたようである。 近、ケベック州首相は、州政府がボ

ンバルディア社に、9 億 7600 万カナダドル（約 927 億円）の借入保証を供与すると述べ

た。 
 
（ｇ）英国政府の支援 

1995 年に英国政府は、Learjet 45 ビジネスジェット機の支援の為、ショート・ブラ

ザーズ社のアイルランド工場における機体開発に関して、1770 万ポンド（約 36 億円、

＠203 円/￡）の融資を行った。詳細は不明だが、同機プログラムが成功した場合に、返

済義務が発生するもよう。（収益納付方式、又はロイヤルティ方式） 
 
（ｈ）結論 

以上のように、ボンバルディア社の成功には、カナダ政府、オンタリオ州政府、ケベ

ック州政府及び英国政府から支援が、大きく寄与したものと推察される。 
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（２）技術・人材面（ボンバルディア社の開発方針） 
 
（ａ）ボンバルディア社の開発状況 

1992 年以降のボンバルディア社機種の市場導入年は以下の通りである。 
 

1992 年 ： CRJ-100/200 
1993 年 ： Learjet 60 
1994 年 ： Canadair 415 
1995 年 ： Dash 8-200 
1996 年 ： Challenger 604 
1997 年 ： Learjet 45 
1998 年 ： Global Express 
1999 年 ： Dash 8-Q400 
2001 年 ： CRJ-700 
2002 年 ： CRJ-900 
2003 年 ： Challenger 300、 Learjet 40 
2004 年 ： Global 5000 
2009 年 ： CRJ-1000 

  
ボンバルディア社が外部との協力関係を目指したリスク分担型のパートナーシップを初

めて正式に採用したのは、1998 年の Global Express ビジネスジェット機であり、それ以

降、同方式を採用してきている。 
Global Express より前の機種は、全て同社の内部資源により開発された。1998 年当時、

エアバス社、エンブラエル社は、既にリスク分散型のパートナーシップを導入して久しか

ったが、それ以前にボンバルディア社が、パートナーシップを導入しなくて済んだ要因の

１つとして、同社の地理的に分散した拠点構成（カナダ、米国、英国）が挙げられる。 
又、ボンバルディア社の開発の特徴として、既存技術の有効活用が挙げられる。低価格

が求められるリージョナル機市場を Target にしている為、開発費が嵩む新技術の開発が

敬遠されるのは止むを得ない面はあるが、この傾向が続くと、早晩、技術的に行き詰まり、

競合他社に遅れを取る恐れがある。これは今後のボンバルディア社の課題と考えられる。 
 
（ｂ）ボンバルディア社のパートナー選定方針 
ボンバルディア社は、パートナー選定に際し、以下の点を考慮していると言われている。 

 
・ 分担範囲における技術力 

自社担当部位の設計・生産に責任を持つだけでなく、下請・孫請の担当するサブシ

ステムとの統合やインターフェイス設計も含めた技術力。 
・ 人材 

開発、設計、試験飛行、カスタマーサポート等を遂行する上で充分なスタッフの陣

容。 
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・ 資金力 
開発費用の負担だけでなく、生産スケジュールの厳守、カスタマーサポート、マー

ケティング、販売等にも全面的に貢献出来るだけの資金力。 
・ 資金的寄与 

無利子融資、補助金、助成金、あるいは優遇税制等を獲得する為に役立つパートナ

ー（特に国外）としての実力。 
・ 機体に対する金融支援 

航空機の販売に関わる短期、長期の融資の支援及び寄与。 
・ パートナーシップの衝突 

競合他社プログラムに既に関与しているパートナーは、技術漏洩の恐れがある為、

忌避される可能性がある。 
 
（ｃ）ボンバルディアの競争優位の要因 
ボンバルディアの競争優位の要因としては主に以下の点があげられる。 

 
・営業・サポート能力（マーケティング能力、プログラムのリスク評価能力、販売ネッ

トワークの確保） 
・基本設計能力（顧客ニーズを要求仕様・設計図面におとすことができる） 
・マネジメント能力（サブコントラクタ／サプライヤ管理、外部リソースの活用に優れ

る） 
・高いリソース力（特にキーパーソンとカナディアのリソース） 
・設計～営業までの一貫的な組織体制 
・実績（営業、設計、製品開発、エンジン選定、型式認証、販売の全体にわたる） 

 
 結果として、顧客との接点である営業・サポートを核に、プログラムの中心となる基本

設計、型式認証（評価）をおさえている。さらに、サブコントラクタ／サプライヤの選定・

管理、外部リソースの活用で高い能力を有する。 
 
（ｄ）ボンバルディアにおける体制の強み 
 1989 年 12 月に発表されたボンバルディアの「Buidling our Future」計画（2.5 億ドル

の５カ年事業拡張計画）では、以下の点が実施された。 
 
１）「methods」、「work and material planning」組織の新設 
 「methods」、「work and material planning」は旧カナディアの Industrial engineering、
Manufacturing engineering、material Control management セクションを統合したもの。

このことで、エンジニアは次の点に注力するようになった。 
・エンジニアのプロジェクトに対する責任 
・何を作るかへの提言 
・どう作るかを決定する方法 
・いつ作るかを決定するための作業と材料などの調達計画 
・調達品の膨大なリストは「ジャスト・イン・タイム」方式を導入することで削減された 
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・統計手法を導入しての QC の改善 
 生産性は３倍となり品質は 62％改善、工場従業員に占める検査員の比率が 15％から 7％

に低減 
 
２） 新の工作機械、生産システムの導入 
・NC 機械（シートメタル加工用） 
・環境対策を施したケミカル表面処理装置 
・ボンディング及び複合材料加工機械のアップグレード 
・AGV システムの導入 
 結果としてリージョナルジェットでは生産サイクルが 77 日まで短縮。 
 
（３）営業戦略 
 カナディアを買収したボンバルディアは、同社のビジネスジェット「チャレンジャー」

について、以下の戦略をとった。 
 
（ａ）営業の強化 

・ 営業の強化  → セールスマンの顧客営業の裁量範囲を大幅拡大 
・ 「Smart Parts」 → 顧客満足度（CS）を大幅改善 

   「Smart Parts」は VP の Peter Ginocchio が導入したプログラムで以下の特徴を

有した。 
・ 工場を有する企業顧客に対してフライト当たりコストを低減させる代替プログラム

を提案 
・ CEO と航空運航部署のディレクターにダイレクトメールを送るプログラム 

 
（ｂ）スカンクワーク 
 カナディア社では 1977 年９月、「チャレンジャー」の１号機の生産で、小規模な「スカ

ンクワークス」チームを構成。 
 「スカンクワークス」チームは、エンジニアリング（engineering）、ツーリング（tooling）、
製造（manufacturing）、品質管理（quality control）の各部署の人間が参加した組織で、

クロスファンクショナルな組織である。 
 当初、「スカンクワークス」チームは「チャレンジャー」のノーズ部分で試行されたが、

以下の２つの特徴を有した。 
 ・設計から製造まですべてを直接的に担当した 
 ・すべての設計変更事項を図面に記録した 
 
 即ち、設計－開発間のやりとりがなく、設計－開発が一体となった体制がとられた。 
なお、「スカンクワークス（Skunk Works）」はもともとは、ロッキードが実施した極秘

プロジェクト（SR-71、F-117 等）に関連する言葉である。その際にとられた開発体制／

手法である。 
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（ｃ）テスト・評価 
１）「Iron Bird」 
 「チャレンジャー」の開発にあたっては、今日のボーイング社のボーイング 777 でも適

用されている「Iron Bird」と類似したテスト・評価システムが使われた。 
 テスト・評価は油圧システム及びフライト・コントロール・システムに適用。また、降

着装置、ウィンドシールド、Ｔ尾翼の強度をテストするためのテスト・リグを開発されて

いる。 
 
２）飛行テスト 
 飛行テストはカリフォルニア州のモハビ飛行場で、現地のフライト・システム社（現在

の Tacomar 社）と共同で実施。テストにはカナディアとフライト・システムの約 200 人

が従事した。 
 
３．３．５ ジャムコ社 
ジャムコは、1955 年伊藤忠航空整備㈱として創立、現在はカンパニー制をとっており、

下記の３つのカンパニーから構成されている。 
 

・航空機内装品カンパニー（立川）：航空機用客室装備品（ギャレー、ラバトリー、カート、

IFE 等の設計・製造 
・機器製造カンパニー.（調布）：航空機器（熱交換器等）、航空機用カーボン複合材構造部

材（ADP）の製造 
・航空機整備カンパニー.（仙台、宮崎、帯広、調布、成田）：ヘリを含む小型航空機の機

体、装備品、無線機器等及び大型旅客機用ホイール、客室装備品等の整備 
 
 このうち特に注目されるのは航空機内装品カンパニーの事業で、当初、国内の航空会社

向けのギャレーについては 1970年のANAのB727用ギャレーの受注から事業を開始した。

その後、1979 年にボーイングから B767 用ラバトリーの受注を機に、ボーイングとダグラ

スから大量にギャレーとラバトリーを受注するようになり、世界的な専門メーカの地位を

確立した。現在、ボーイングのギャレーとラバトリー供給のかなりの部分を JAMCO が全

面的に行っている（設計、開発、製造、T/C 取得用データ、カスタマーサポートなど）。 
また、 近はギャレー、ラバトリー、IFE などの単品のみでなく、客室内装備を一括し

て供給するソリューション事業（TII：Total Interior Integrator）を積極的に拡大し、事

業の柱となりつつある。 
ジャムコの 大の特徴は、一般の航空機製造事業のサプライヤと異なり、直接、 終顧

客である航空会社（エアライン）と密接な関係をもち、顧客のニーズを組み入れた製品開

発を行っている点である。また、航空会社側から航空機メーカ（ボーイング、エアバスな

ど）に対して、ジャムコの内装品を指定することから、通常、強いイニシアティブを有す

る航空機メーカに対しても、単なる下請けではなく相対的に強いポジションを確立してい

る。 
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４．日本の航空機産業の将来像 

 

４．１ 日本の航空機産業の将来像 

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、平成１

９年４月に経済産業省が発表した「技術戦略マップ 2007」においても、「我が国主導の航

空機開発や国際共同開発プロジェクトへの主体的参画を実現していくことが重要」として

いるように、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だけで産業規模を維持・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 年代以降の航空機やエンジンの欧米

トップ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事業構造の転換が重要となろう。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。

この意味で現在三菱重工業が事業化を検討しているＭＲＪプロジェクトはその試金石とな

るものであろう。こうした独自の市場開拓のほかにも、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って、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、将来の日本独自の航空機開発や主導的な国際共同開発においてはその戦略の

選択肢として考えておくことも必要であろう。 

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（Risk Sharing Partnership）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

ばならない課題も多くある。 

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、航空機やエンジンの欧米トップメーカー（ボーイングやＧＥなど）との国際共同

開発における開発分担・製造分担の事業も今後も重要な部分を占めるものと考えられ、日

本独自開発或いは主導的な立場での国際共同開発を進めていく上では、現在の国際共同開

発の相手先との競合に対する考え方を予め検討しておくことが必要である。日本が主導す
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る国際共同開発では、その共同開発の相手先にアジア諸国を想定した場合、日本に先行し

て民間航空機市場への参入を狙う中国や軍用機（無人機も含む）輸出により航空産業拡大

を狙う韓国との関係は重要な検討課題である。 

さらに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、政府、

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などの事業

推進体制の強化、航空製造業界の連携等のあり方など検討すべき点は多い。 

 

４．２ ビジネス目標の例 

「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を日本の

将来像としたとき、そのビジネス目標の目安はどんなところにあるかについての検討を平

成 17 年度の当該調査研究事業の一環をして実施した。以下はその検討結果を整理したもの

である。また、ここで行った検討はあくまで相対的かつ定性的なものであり、今後のビジ

ネス戦略やビジネスシナリオを検討する上での参考となれば幸いである。 

 

４．２．１ 基幹産業としての視点から 

 航空機産業が国を代表する産業となっている米国、仏国、英国やカナダなどでは航空機

産業はＧＤＰ（Gross Domestic Product）比１．５％前後の規模を有しているのに対して、

日本の航空機産業は０．２～０．３％となっている。基幹産業としての視点からは、ＧＤ

Ｐ比で１％を超えることがビジネス目標の目安となろう。 

 ここで留意しなければならいないのは、カナダを除いた航空産業先進国ではその売上げ

の半分以上が防衛・軍需関係で支えられていることである。韓国が１０年後に日本と同等

の産業規模を目指すとしたビジョンのなかで、産業規模拡大の大半を軍需製品の輸出拡大

で実現しようとしていることからも、航空機産業規模の飛躍的な拡大には防衛・軍需面で

の売上げ拡大が効果的ということを示している。しかしながら、防衛・軍需製品が国内需

要に限定される日本においては民需の拡大が必須となり、従来の民間航空機市場への参入

拡大だけでなく、新たな市場、すなわち、これまで存在していない市場で飛躍的な拡大が

見込まれる市場－個人ユースの航空機や超音速輸送機など－を日本自らが開拓しなければ

ならない。また、アフターマーケットについても産業規模の発展に寄与すると考えられる

が、これには日本が不足している販売やプロダクトサポート部分の経験と実績を何らかの

方法で積んでいくことが必要である。 

 

４．２．２ 産業健全性としての視点から 

 エクセレントカンパニーとしての目安は利益率で５～７％と言われている。この利益率

が他律的でなく、自律的に達成していくことが産業健全性としてのビジネス目標の目安と

なろう。すなわち、高付加価値が見込め、かつ、新興工業国からの追い上げを受けにくい

自主民間機或いは日本主導の国際共同開発による民間機の継続的開発/生産（市場調査から

製品企画・開発・製造・販売・プロダクトサポートまでプロダクトライフサイクルを一貫

して）を通じて、高利益率を確保していくことである。今後１０年程度を考えれば、比較

的リスクの小さな中小型機分野でこれを実現し、航空機産業ライフサイクルを確立してい

くことが目標となる（この市場は現在、ボンバルディアとエンブレアルの寡占市場となっ
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ており、この１／３を獲得することが目標となる）。このためには、日本では経験が不足し

ている市場調査や製品企画、認証プロセス、販売・プロダクトサポートの部分の強化が必

須であり、その実績を有する中堅企業の買収や販路・プロダクトサポートの活用など、多

面的にビジネス戦略を検討していかなければならない。 

 

４．２．３ 貿易収支の視点から 

国際共同開発、ＲＳＰ或いはサブコントラクトに基づく欧米メーカ向けの航空機部品や

エンジン部品が輸出の多くを占め、日本の航空機・エンジン製造産業はこれで利益を得て

いる。しかしながら、日本国全体としてみると、日本の航空会社の欧米メーカの機材購入、

防衛関連調達、製造に必要な素材調達等により、航空機材の貿易収支は２０００億円から

５０００億円の輸入超過となっている。日本の航空関連産業全体で捉えた場合には、この

輸入超過の解消、すなわち貿易赤字の黒字転換がビジネス目標の目安になるのではないか。 

航空機機材の貿易赤字の要因のひとつは日本の製造メーカが製造したものを日本の航空会

社が数倍のコストで再輸入しているという構図であり、これによる赤字は、日本が参加し

たプロジェクトの航空機／エンジンが世界に売れ、日本の航空会社が購入している機数に

よる貿易赤字以上の利益が得られれば貿易収支は黒字転換できることになるが、それだけ

の売り上げを得られるかどうかは、欧米の航空機／エンジン・メーカーに依存しており、

他律的である。「日本主導の国際共同開発」により、自律的に赤字解消を目指さなければな

らない。このなかには海外に依存する素材から国内生産の素材（例えば炭素繊維）の活用

や防衛関係の調達のあり方なども視野に入れる必要があろう。 

 

４．３ ビジネスシナリオ策定の必要性 

航空製造産業はよく言われるように、国家安全保障に直結する産業であることや開発投

資が巨額でビジネスリスクが高いこと、また技術産業の裾野の広く、かつ要求仕様（特に

安全性や信頼性）が厳しい高付加価値産業であること、また実績が重要視される産業特性

をもつ一方で先進的なビジネスモデルを生み出す産業でもある。こうした点から、航空製

造産業はビジネス戦略には国家戦略とも深い関係をなしている。例えば、現在、日本に比

べて１／１０の生産高に止まっている韓国においても、図４．３－１に示すように、今後

１０年間で国産開発能力を獲得して生産高を１０倍にするというビジョンの下、軍用機及

び無人機の輸出を中心としてこれを達成する戦略を示しているほか、中国においても国を

挙げて民間航空機市場への参入を狙っている。日本のおいても、先に述べた将来像に近づ

いていくためには日本全体としてのビジョンとビジネス戦略を共有し、それに沿ったビジ

ネスシナリオを策定していくことが必要であろう。 

目指すべき将来像に近づけることは、すなわち現状の製造部分（部分製造）のみの事業

領域を上流と下流の両方に拡大させることであり、事業ライフサイクルとしてより完結さ

せる方向に向かわせることが必要となる。しかしながら、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、航空機産業の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。また、日本においては航空機製造企業が複数存在することなど、近年の世界にお
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ける航空機製造産業の状況とは異なる固有の状況もある。それ故に、航空に関連する全て

の行政府・産業が中心となって、日本の航空機製造産業全体のビジョンと日本固有の戦略・

ビジネスシナリオを策定することが必要である。 

 

 

 

図４．３－１ 韓国における航空製造産業のビジョンと成長プラン 

（出典：2005 年 Info-Plaza Meeting 資料） 

 

４．４ 戦略・ビジネスシナリオの検討の留意点 

平成 16 年度からの４年間の調査研究を踏まえて、「日本が主導する国際共同開発（日本

ブランドの獲得）」による発展を目指すという将来像を実現していく戦略・ビジネスシナリ

オの検討においては、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
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課題は多いということを認識する必要がある。 

このために、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旅客機市場への参入で実績を作っていくこと

が適切であると考えられるが、同時に従来の欧米主導の国際共同開発における開発分担・

製造分担による事業も重要であろう。したがって、未だその投資回収期にある現在の国際

共同開発にも当面は軸足を据えておくことも必要であり、欧米主導の国際共同開発におけ

る参画シェアの維持・拡大も当面は欠かせない。こうした状況のなかで、今後、日本が次

に狙う民間航空機市場の検討では、現在の国際共同開発の相手先（ボーイングやＧＥ等）

との競合問題に対する考えも予め検討しておく必要があろう。 

一方、「日本が主導する国際共同開発」や独自民間航空機の開発では、特にプロダクトサ

ポートでは、既存企業のサポート体制の活用等を図る戦略も考慮する必要ある。また、日

本が主導する国際共同開発において、アジア諸国は重要なパートナーとなり得る一方、独

自の民間航空機市場参入を狙っている中国や軍需部門での拡大を狙う韓国といった東アジ

ア諸国との関係やオフセット契約といった課題についても検討が必要であろう。 

また、航空エンジンでは、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

じた、独自技術の使用実績を蓄積、及び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）なども

含めてビジネスシナリオの検討を広くする必要があろう。特にアフターマーケット事業

（含：修理事業）の展開はビジネスシナリオ検討における重要な要素である。 
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５． 日本の航空機産業発展のために 
 
５．１ 社会の理解、興味喚起、世論の醸成 
 航空機は他産業の製品に比べ、その大きさや価格が非常に大きい製品であり、また、高

度な技術を要することから、その産業発展のためには、産業構造や仕組みの改善、革新な

どの内部からの変革や、工業、経済という観点での活動の見直しだけでなく、国家プロジ

ェクトとしての認知が必要である。さらに、航空機は空を飛ぶという機能そのものが人間

にとっての憧れや畏れを抱かせる象徴的な製品でもあるため、社会の理解の正否によって

は、直感的なイメージや印象により航空機産業が間違った評価をされてしまうことになり

かねない。よって、航空機そのものに対する社会の正しい理解を得ることも大切である。 
 実際には非常に高度なレベルにある日本の航空機技術や産業規模は、日本の歴史的背景

や社会や産業の構造および航空機をとりまく環境のために、本来あるべき評価が得られて

いないという見方もある。特に、欧米と比べた航空機に対する興味の高さの違いは顕著で

ある。このため、一般の人々に誤解のない正しい情報を伝え、啓発することが、特に航空

機産業の発展にとって重要な意味を持つと考えられる。本項では、航空機に対する理解増

進、興味喚起、世論醸成のための方策を検討することを目的とし、具体的には、特に、航

空機そのものあるいは航空機産業に対する我が国社会の意識を欧米におけるそれと比較し、

航空機産業を発展させるための世論の醸成に必要な活動、方策を議論する。このため、社

会的背景、広報活動、航空機の技術上の課題について、現状分析と、問題点や課題の抽出

を行い、今後の改善策の方向性の提示や提案に資する。 
 
５．１．１ 航空機産業をとりまく社会的背景 
 欧米では、航空機は自らも操縦する機会のある、移動のための身近で自由な手段であり、

安全保障や救難など「安心できる生活」にも不可欠なものと捉えられている。また航空機

の開発製造は先端集約的かつ国のステータスを示すものとの理解から、自国の将来にとっ

て も重要な産業として憧れの対象となっている。このように諸外国では、航空機産業へ

の評価は高く、その産業の発展は国を挙げて取り組むべき課題とされている。 
 一方、日本においては、航空機はごく稀に遠方へ移動する際に利用する輸送手段であり、

人々にとってその開発や製造を我が国が行っているかどうかは、自らの生活に関係無いこ

とという認識が一般的であろう。すなわち、道具として成熟した分野と評価され、諸外国

で常識となっている航空機技術開発の重要性は理解されていないのが現状である。また、

利益追求を 大目標とする現代社会の風潮の下で、航空機産業のみならず、日本の理工系

技術者が報われないと感じる社会的構造にも問題がある。 
 しかし、このような社会構造の中であっても、航空機は人間の憧れの具現化であり、利

益追求とは別の角度から技術者を引きつけ、高いモティベーションを持たせることを可能

とする貴重な技術、産業につながっている。極論すれば、航空技術の魅力を広めることに

より、若者の理科離れや技術者の減少を食い止めることができるのではないかと期待され

る程である。 
 この特徴のためか、航空機には、いわゆるマニアと呼ばれる非常に深い興味と知識を持

つ人々が存在する。「広く浅く」を美徳とする世間からは、彼らはともすれば「オタク」
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と卑下されるが、この貴重な知識層を協力者としていかに取り込むかも、航空機産業のメ

ジャー化には重要な課題である。 
 航空機に対する日本人の意識を左右した歴史的背景としては、敗戦とそれに続く航空機

開発の中断が挙げられる。この影響を払拭するためには、戦中戦後の航空機開発にまつわ

る歴史を正しく伝えるとともに、現代のグローバル化や国際感覚を意識した取り組みも重

要であろう。 
 その他、航空機への理解増進、興味喚起を阻害している社会的環境、背景には、娯楽の

幅広さ、スマートでコンビニエンスな「今が良ければよい」という風潮、IT発達に伴うバ

ーチャル志向、航空機利用の機会の少なさ等があり、技術開発、産業発展への影響を改善

するための対応も大局的な課題である。 
 
５．１．２ 航空機に関する広報啓発活動 
 航空機に関する日本の広報啓発活動は、欧米とは大きな差がある。一般の人々が身近に

利用できる旅客機に関しては、YS-11以来国産の機体開発が長く実現していないことから、

日本に旅客機開発ができるという認識は一般的ではなく、理解啓発が必要と考えられる。

また、自家用機に関する欧米との差は、さらに大きい。日本の特殊な気象や地形も理由の

ひとつではあるが、飛行機の保有や操縦は、非常に遠い世界のものであると認識されてお

り、航空機に接する大きなチャンスを逃している。また、軍用機を中心とする航空ショー

などでは数十万の観客を集めることもあるが、日本ではこのような機会も限られており、

航空機に対する広報効果には限界がある。 
 航空機そのものを近くに感じさせるための方策の一つには、博物館やエアショーなどの

イベントが挙げられる。日本でこれらの機会が少ない原因は、一般の人々の興味が低く、

企業の利益に直結しないため、税金や資金を投入できず、結果として興味を持たせたり産

業の振興につなげる機会を逸するという悪循環にある。これを打破するには、何らかのき

っかけを捉えた決断により、一歩を踏み出すことが必要である。 
 本来は、航空機開発そのものが広告塔であることから、航空機を日本で開発し、それを

見て、誇らしいと感じることで初めて一般の人々に興味を湧かせることができるものであ

ろう。まさにＭＲＪプロジェクトが進められつつある今こそ、航空機への興味を日本に定

着させる重要なタイミングであると考える。ＭＲＪに関しては、既に大きな注目を集めて

いることから、博物館のイベントや関係機関などで積極的に取り上げ、マスコミへの露出

を増やすことで人々の興味を喚起し、さらに広報啓発の機会を増やすという好循環に持ち

込むことが可能となると予想する。他の機体においても、開発段階からその状況を広く知

らせることが、日本の航空機に対する厳しい状況を打破するための も有効な活動である。

その際、航空機を語るキーパーソンが生まれ、より一般社会が航空機に親しみを抱けるよ

うになることを望みたい。一方で、航空機開発の半分以上を占める軍用機については、

先端技術の結晶である点や、災害救助などの役割に焦点を当てて広報啓発を進めることも

一案であろう。 
自家用機の普及は、産業の拡大だけでなく、一般の人々に航空機に触れてもらうという

意味での直接の広報啓発活動ともいえる方策である。現実には、自家用操縦士免許取得に

は金銭的、時間的に非常に高いハードルがあり、飛行管制における制約も大きいことから、
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技術的な解決や、法規制の見直しなども考慮する必要がある。一方で、スカイスポーツの

発展により、航空機を身近に感じることができる世界も広がりはじめている。機体の安全

性向上や飛行場所の拡充などを進めると共に、これらに触れるイベントや体験の機会を増

やすことで、人々の空への興味を喚起できると考えられる。マスコミの関与という点では、

既に３０年以上の歴史がある鳥人間コンテストは大きな広報啓発の場である。実際、大学

でこのコンテストに関わることを通じて航空機に興味を持つ人々も増えていると考えられ、

このような場でいかに日本の航空機開発能力をアピールするか、また機会を増やすことが

出来るかが、課題となろう。 
 

５．１．３ 航空機技術、産業に対する課題 
 本項では、一般社会に理解されるにあたり、航空機の持つ技術的な問題や航空機産業が

抱える課題について、解決すべきポイントや方向性について述べる。 
 一般社会の持つ航空機に対するネガティブ・イメージの大きなものとして、航空機の騒

音・公害（環境適合性）や、墜落の危険（安全性）といったものが固定観念として定着し

ている。しかし、長年にわたる技術的な努力により、一般の人々が持つイメージよりは格

段に改善されているのが現実であり、これらの正しい情報を広めることも重要である。こ

のためには、博物館等での展示を常にアップデートすることや、航空機技術開発に関する

新の情報を開示することが有効である。研究開発機関や工場見学ツアーなどを通じて、

航空機の現場で技術の 先端に直接触れる機会を増やすことも期待される。 
 また、一般の人々がユーザとして航空機に触れる場である、エアラインの取り組みを紹

介することにも大きな意味がある。整備工場など一部は一般公開されているので、機体技

術についても運航の立場から一般に宣伝されるようになることを期待したい。過去には技

術はボーイング等海外の企業に独占されていたが、現在は日本の技術や部品が数多く使わ

れており、エアラインにとっても、その事実を宣伝することが日本人カスタマへのアピー

ルになるのではないかと思われる。国産機開発が実現した暁には、日本の機体による日本

のエアラインという価値をアピールし、その誇りを乗客と共有して、旅客事業の発展につ

なげる活動が可能となると予想する。 
 自家用機に関しては、前項で免許取得や管制の難しさが障害になっていることを述べた

が、これらは飛行が困難な日本の地理や気象条件に一つの原因があり、これらの日本の条

件に適合する自家用機向け技術の開発は重要な課題であると考えられる。同様にスカイス

ポーツに用いられる機体、用具の開発についても、航空機メーカや研究機関が積極的に関

与し、より安全で取り組みやすい機体を実現できれば、航空機の社会一般への普及を促す

ことにつながる。 
以上、航空機産業に対する社会の理解、興味喚起、世論の醸成に必要な課題を洗い出し、

必要な対策や有効な手法を探索するため、航空機産業そのものに関する問題点の整理や、

実際の広報宣伝技術などの多様な要素について検討を行った。本項は、この課題に対する

結論を短絡的に求めるものではなく、航空機産業が正当に理解されるために留意すべき点

について問題提起するとともに、課題解決の足がかりになるヒントを示すことを試みたも

のである。今後さらに議論が深められ、新たな展開が生まれることを期待したい。 
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５．２ 人材育成 
 
５．２．１ 人材育成における産学連携 
 航空機産業分野の人材育成には高等教育機関における技術教育、企業における若手技術

者に対する技術教育を効果的に実施することが非常に重要である。しかしながら昨今、大

学においては技術教育におけるハードウェアやスタッフ確保などの困難、産業界が求める

大学教育とのカリキュラム上の不整合などの問題点が認識されている。また、企業におけ

る若手技術者教育においても、以前と比較して技術の伝達が円滑に行えない状況が増加し

ているという声が聞かれる。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く、航空分野のようなハードウェ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と考え

られる。ここでは技術教育における産学連携に関連して、諸外国における連携や技術教育

戦略の事情、および日本の現状を事例調査に基づいて明らかにした後、今後の有効な連携

の可能性について考察する。 
 
（１）技術教育の現状調査 
 委員会では平成18年度に，各国の技術教育における産学連携の事例や，技術教育方策の

事例を調査した。ここではその結果の要点を述べる。 
(a) 欧米における産学連携の例 

近年の米国機械学会ASME(American Society of Mechanical Engineers)の講演会に

おけるEducationセッションなど、技術教育に関連する講演会で発表された論文から、産

学連携による技術基礎教育、大学における技術教育などに関する興味深い事例を抽出する。 
1) Bath大学とRolls-Royce社の連携教育プログラム1) 

英国Bath大学機械工学科は2000年からRolls-Royce社Bristolと学部のエンジン関連設計演

習を実施している。毎年6名の学生グループが、会社の指導のもとに、2月から9月にかけて

設計プロジェクトを遂行する。会社と大学双方で正規の活動として定義され、大学では4
年間の単位全体の20％以上を充てている。学生はRolls-Royce社での設計とともに、大学に

レポートを提出し、セミナーを行う。設計の演習は主として技術面の教育であるが、相当

のビジネスに関する内容も必ず含むようにしている。学生は会社の従業員として6ヶ月間に

対し7,200ポンドの給与を得る。2005年には以下の3つのプロジェクトを実施した。 
・Aero-Engine Rotor-Dynamics: ローターダイナミクスのリグを用いた実験と計算。目的

はRolls-Royceで使われている手法の精度評価とモデルの質の向上。 
・Implementing Design for Environment on Gas Turbine Engines Using a Design Tool: エ

ンジン要素のライフサイクルにおける環境面の評価を設計者が行えるような手立てを

創出する。 
・Aero-Thermodynamics of Aero-Engines: 航空エンジンに関する数値解析とビジネス面を

含む様々な設計手法のスタディ。詳細は非公表とされている。 
 
2) 欧州委員会プログラム例2) 

European Commissionは1990年代から、欧州の大学や研究機関が所有する重要な研究設備
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を開放するための予算措置を講じてきている。現行の第6次Framework Programでは、14あ
るプロジェクトのうち、SUSPOWER と ENGASという2つがガスタービン関連のものであ

る。SUSPOWERはスウェーデン王立工科大学が担当しており、持続可能な熱源のための大

規模実験設備を提供するものである。主要なテーマとして、高温空気燃焼、触媒燃焼、ガ

ス化、タービンと圧縮機翼の空力弾性、フィルム冷却の空力、動静翼列間干渉が挙げられ

ている。ENGASはノルウェイ トロンハイムのノルウェイ工科大学が担当しており、環境

問題に関連するガスマネージメントをテーマとして専門の多くの研究室が参画している。

主要トピックスは、水素燃焼、バイオマスガス化、二酸化炭素吸収、水素二酸化炭素分離

膜、岩窟内気体貯蔵、水素製造貯蔵などである。 
 

3) Project Application Engineerの育成 
Project Application Engineers (PAE)はOEMと顧客を結ぶキーパーソンで、技術者の経歴

にとっても非常に重要なポジションであるにも関わらず、工学部出身者にはあまりその存

在が知られていない。PAEの仕事の内容や重要性、必要な知識を明確に示し、優れたPAE
を生み出す有効な過程を形作らなければならない。Solar Turbine社では、PAEを育成する

ことを目的に、社内教育プログラムを立ち上げるとともに、いくつかの大学に出資して講

座を設置し、必要な教育研究を実施している。 
 
4) 米国エネルギー省(DOE: Department of Energy)によるGas Turbine Industrial Fellowship

 Program4) 
米国エネルギー省DOEによるGas Turbine Industrial Fellowship Programでは、ガスター

ビン関連技術を学ぶ学部、修士、および博士の学生が、ガスタービンメーカーまたはユー

ザーで10週間から12週間就業する事業を実施している。予算はDOEが負担する。 
 
5) 米国のガスタービンラボラトリー5) 

大学におけるガスタービンコースで重要な教育の一つは、学生にガスタービンの実地応

用の経験をさせる事である。このラボは航空推進用ガスタービンエンジンを実際に操作し、

エンジンの作動状況をモデル化させる場を学生に提供している。Pratt and Whitney社のPT
6A-20ターボプロップエンジンを地方空港で実際に運転し、コックピット情報を学生に取

得させる。このデータからPARAおよびPERFというソフトウェアを用いてエンジンシステ

ムのモデル化を経験させ、メーカーのスペックを確認させる。 終レポートでは、実際に

取得した性能データをメーカーのスペックと比較検討する。また、同様のプログラムをコ

ージェネガスタービンでも行っており、121以上の大学・専門学校でキャンパスにコージェ

ネ設備を設置している。Baylor大学ではAlstom社の5 MW機であるTB5000を運用している

が、適切な装備が整えられないなどの問題を抱えている。 
 
6) 欧州の産学共同設計教育プログラム6) 

現代の大学における工学教育で重要なミッションの一つは、産業界のニーズに応え得る

学生を卒業させる事である。高度化する産業界のニーズに従い、教育はre-adjustして行く

必要が生じる場合もある。しかし現状では、航空機エンジンの設計プロセスにおける現実
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的なシナリオが、そのまま学生教育のプロセスに反映されることはなかなか難しい。Inter
national Gas Turbine Projectでは、この乖離を解消しようと試みている。このプロジェクト

ではこれまで学部学生が、推力30,000ポンドの2軸ターボファンエンジンのHPT翼冷却シス

テムを設計した。プロクラムはベルリン工科大学ジェット推進研究室、リヨン大学ターボ

機械グループ、チューリヒ工科大学ターボ機械研究室が協力して実施しており、Rolls-Roy
ce Deutschland社、MTU社、SNECMA社およびAlstom Power社から専門家を招聘している。

学生の設計タスクは会社の構成と類似して、多くの設計要素、原理、教育システムにおけ

る国際的なインターフェースを取り入れ、熱流体的な視点だけでなく、機械的なインテグ

レーションも十分考慮している。設計アイテムとしては、特に圧縮機設計と、HPタービン

の二次空気設計に重点を置いている。学生は実社会との密接な関係性を理解してトレーニ

ングを受け、実際の航空機エンジンの設計に対するOJTに類似した教育の利益を受けてい

る。 
 
7) 共同研究 
 教育が主目的ではないが、欧米の企業には自国内の大学や、世界各国の大学と共同研究

体制をとっているところが少なくない。GE社では研究のアウトソーシング戦略も絡み、拠

点大学方式の研究協力体制を整備している。この体制では世界の10校程度の大学と緊密な

共同研究体制を整備し、研究資金を投入している。アジアでは中国の清華大学が共同研究

機関になっている。これらの大学とは毎年研究発表のシンポジウムを開催し、学生を含め

て情報交流を行っており、会社へのメリットだけでなく、大学院生の教育にも大変役立っ

ているようである。このような形態はもともとRolls-Royce社が英国の多くの大学と連携し、

連携講座を開設したり、共同研究契約を結んだりしていたことが始まりである。現在では

同社も世界各国にそのような拠点を急速に展開しつつある。日本では物質・材料研究機構

に共同研究センターが設置されており、今後更に拠点が増やされる計画とのことである。 
 
 以上のように、欧米では大学における実践的な技術教育を充実させるために、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ことがわ

かる。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、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という事情もある。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が、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と思われる。 
 
(b) 中国、韓国の大学における技術教育戦略 

中国および韓国の大学教育では、基本的に欧米の大学や企業との連携を積極的に深めよ

うとしているのが現状である。 
中国では、清華大学、西安交通大学、西北工業大学、上海交通大学等にほぼ共通してい

る協力関係の構築手法が見られる。それは、まず資金を援助して学生を欧米の大学に派遣

し、人脈を作る。学生の帰国後、教員の相互交流や欧米企業人の招聘により、人的交流を

深める。その後、共同研究を立ち上げ、研究とともに学生の参加による実践的な教育を行
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う方法である。 
韓国のソウル国立大学機械航空工学科では、GE社に修士学生を派遣、数ヶ月のインター

ンシップにより、現場を経験させている。並行してGE社の技術課題に関する共同研究の実

現を目指している。 
 これらの手法は、技術レベルのcatch upという観点では効果的であると思われる。実際、

例えば清華大学は、欧米の代表的大企業からアジア地域における拠点大学と指定され、共

同研究パートナーとして一定の活動を行っている。もちろん外国企業から見て、中国の大

市場としての魅力の要素は切り離せないが、中国の大学における技術教育にとっては、重

要な機会を得ていると言えよう。 
 
(c) 日本の状況 

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

ける知材の活用にも、活発化が強く求められている状況にある。この路線で例えば大学で

のベンチャー起業や、産業界からの人材流入などが、以前に比べると急激に増加している。

文部科学省の21世紀COEプログラムでも、産学の協力、学外からの人材登用が積極的に実

施されている。 
 学生教育の面では、学生の企業へのインターンシップ活動が増えている。大学によって

は学生の卒業のために義務づける動きもある。ただ、現状では2週間程度の短期のインター

ンシップが多く、現場の雰囲気を体験させる実習という意味合いである。欧米では博士課

程の学生が企業の研究開発チームに入って、実質的な開発活動を行い、その中の研究要素

をまとめて学位を取得するような例も見られるので、インターンシップ、あるいは産学連

携の形態も、大きく異なる面がある。 近の日本の大学では、一部の学生は海外の企業に

も研修に行く例が出てきているが、その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。 
 大学教育への企業の参画の一例として、東京大学では4年次の卒業研究を11月末で終了

し、12月から2月まで3ヶ月にわたり、卒業設計を課しているが、例えば推進系コースでは

以前から企業技術者に設計指導への協力を得ている。ジェットエンジンを選択した学生は

基本計画の立案、サイクル計算、流路・翼列設計を行った後、原寸断面図を手で描いて、

単位を取得する。企業の技術者には毎週行われる試問に参加していただき、演習ではある

がオリジナリティも要求した設計を行わせている。 
国内の研究所とは、従来から連携大学院制度により、研究所の人材を招聘し、教育に協力

する活動が行われてきた。連携にはその他にも共同研究体制の整備など、様々な形態が考

えられるので、研究独法と大学との協力の枠組みを種々工夫し、今後更に協力を推し進め

ることが望ましい。 
 
（２）教育目標や教育内容についての産学間の情報交換促進と共同ビジョン策定の重要性 

IADF基盤調査委員会による平成18年度のアンケート調査で、企業から大学卒業者に求

められる資質として、以下のような要素が挙げられた。 
基本的な工学知識と幅広い技術情報 
積極的チャレンジ精神、 
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コミュニケーション能力、 
評価決定能力 

航空機産業を成長させる観点からこのような要望を見ると、現状の大学カリキュラムで

は人材育成に適した十分な教育体系が、必ずしも具現化されていない面もあり、この改善

に向けて産学官の協力が行われることが望まれる。 
またアンケートの結果を見ると、企業技術者からの批判的な指摘として、大学での研究

課題が基礎的な領域に偏り過ぎており、必要な技術の研究が少ないという声や、大学関係

者は卒業生が企業に入ってから大学の知識がどう生かされているか、人材がどのように活

用されているかについて、興味がなく、十分な知識がない、従って有効な教育ができてい

ない、という大変厳しい声もある。更にそれを通り越して、大学で受けた教育や行った研

究に何ら期待していない、という声もある。 
 企業内でエンジニアを育成する視点と、大学教育の視点との間で、現状では技術者教育

の目標、内容、方策などについて意見交換をする機会が少なく、情報交換でさえ不十分で

あるため、相互の理解が欠如している点が重要ではなかろうか。こういったテーマで討論

することは、米国などではかなり行われており、例えば上記事例に述べたように、ASME
/IGTI(International Gas Turbine Institute)などの学会でもEducationの委員会が存在

し、毎年の講演会でもセッションが開かれている。産学の意見交換を活発に行い、教育戦

略の検討を深めることが必要である。 
大学教育の意義を見直す観点から、近年カリキュラムの再考と改変が、全国の大学で精

力的に行われて来た。その結果、四大力学など従来の工学基礎教育における重点分野に振

り向ける時間が減少していることは否めない。このため、大学卒業者の知識背景が、企業

で経験を積んだ技術者の想定とかけ離れている場合も多かろうと想像される。教育システ

ムは時間と共にかなりの幅で変化するので、今後また現状から振れていくであろうが、大

学工学部においては、良き改革は積極的に行いつつ、技術の核となる根幹的な知識の伝達

や、更にそれ以上に、考え方の基礎といった必須の項目について、常に神経を研ぎ澄まし

ておく必要がある。 
一方、上に挙げられた諸要素の中で、評価決定能力や積極的チャレンジ精神といったも

のについては、従来の大学教育ではやや身につきにくい内容である。このようなプロジェ

クトマネージメントなどに不可欠な要素について、有効な教育方策はあるだろうか。今後

のリーダーとなるべき技術者に、これまで日本では得がたかったような要素が求められる

なら、若年者教育に考慮する必要があるだろう。 
 
（３）新たな産学官連携教育プログラムの導入 
 設計に関連する技術基礎教育などに、産業界から支援を得ることは大変有効である。一

部では以前より実行されているが、有効性が認められる領域ではより拡充することが望ま

しい。 
 一方、産業界から大学への人材流入が近年大幅に増加しており、産学の連携が自然に強

化されつつある傾向になっている。 
 上記現状調査で明らかになったように、海外では欧米を中心として、産学官が協力して

実施する大学教育プログラムが多種多様に存在している。日本でも産学官の連携が強化さ
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れつつある現状を踏まえた上で、産業技術に関わる実現可能な教育プログラムの構築を検

討すべきと思われる。これにより、実効性のある若年技術者教育が行われるとともに、航

空機産業の魅力が、若年者により強く感じられるような環境を形成できる可能性がある。 
 
（４）インターンシップ制度の拡充 
 関連企業に大学生・大学院生が短期間所属し、技術者としての経験を積むインターンシ

ップ制度の導入は、様々な分野で広まっているが、航空分野ではこれまでのところあまり

盛んに導入される状況ではない。 
 学生の技術への志向を高めるためには非常に有効な手段であるが、企業にとってはある

程度の期間がないと、意義が感じられないという意見が強い。欧州では6ヶ月程度が標準

的であり、一方、日本ではこれまでのところ2週間程度のことが多く、単なる研修あるい

は見学といったレベルにとどまっている。6ヶ月程度の長期間になると、大学のカリキュ

ラムの整備も必要となる可能性があり、制度の価値の判断から産学双方で検討する必要が

ある。 
 他方、欧米の大学の学生から日本企業でのインターンシップが望まれる場合もある。航

空分野でもこれまで若干の事例があるが、今後の技術者の国際化に対して、十分な対応が

求められることも考えられる。ドイツなどでは企業に限らず、大学に滞在して研究の実務

経験を積むという選択肢もあり、日本の大学に受け入れを求められることもある。 
 欧米のインターンシップでは、滞在費が企業あるいは大学から支給される例も多いよう

である。日本でも拡充を目指すなら、財政的な支援制度も検討する必要がある。 
 
（５）共同研究を通じた人材育成とプロジェクトの産学共同提案 
 産学連携による共同研究の実施は強く奨励されている状況にあり、航空分野でも徐々に

増加する傾向にある。知的財産権などの問題点も、 近は一般的なルールが確立されつつ

あり、以前に比較すると、はるかに共同活動がやりやすくなって来ている。共同研究活動

に大学院生が参画することにより、研究内容のみならず、技術教育の面でも大いに成果が

出ることが期待される。日本の科学技術発展の観点からは、特に博士課程学生の研究活動

の活性が極めて重要である。大学院研究の更なる活性化には、教員の努力がまず重要であ

るが、一つには企業や研究所との連携を深め、意義と魅力が豊富に感じられる研究テーマ

を相互協力のもとに設定していくプログラムを更に拡大して行くのが望ましい。 
 JAXAをはじめとする関連研究機関との間の共同研究も、非常に意義が大きい。 近JA
XAと東京大学との間で包括協力協定が結ばれ、具体的な活動として、研究情報交流を目的

とするワークショップを開催しているが、研究所と大学の共同活動を、大学院生を含めて

実施することは人材育成の上でも有効な手段である。 
 現在ではNEDOなどの機関による研究公募に、産学連携で応募できるスキームも出てき

ており、これらを積極的に利用すれば、共同研究をより活発化させ、技術者教育にも生か

せる機会を創出できると期待される。ただ、現状ではこのような提案公募プログラムに、

航空技術関連分野の枠が少なく、これを産学官連携のもとに増やしていく努力が強く望ま

れる。 
 諸外国では国家プロジェクトに大学も参加し、基礎的な研究から応用開発研究までをカ
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バーするようなものが多く見受けられる。一方日本の国家プロジェクトでは、大学が直接

関与することは少ない。各国の事情もあるが、日本でも国家プロジェクトの開発研究に、

大学がより多く参画できるような体制もあると、大学の研究意欲を大いに刺激すると思わ

れる。 
 重要技術の伝承を考えると、 後にはどうしても実際の開発活動への参加を通じてしか

伝承ができないことは明らかなので、航空機関連開発プロジェクトが継続的に走るような

戦略を常に立てて行かなければならない。今後の戦略立案には、やはり産学官の協力連携

が不可欠である。 
 
（６）教員と技術者の相互交流 
 企業技術者と大学教員との意識のずれ、乖離は、程度の差はあれ各国に共通のようであ

る。米国の企業技術者からも同様の声が聞かれており、例えば大学のサバティカル期間を

メーカーでとると良いという、教員に対するメッセージもある7)。近年では企業の技術者

から大学教員に転じるケースが増加しており、その方向での交流は進んでいると言える。

評価指標の全く異なる集団間の価値判断を伴う交流には困難な面も多いが、相互の情報交

流を密接に行うことにより理解が深まることは、有意義な連携に不可欠であり、教育活動

にも意義深いと思われる。 
 
（７）国際交流 
 先に述べた国際的インターンシップなど、教育の国際化は急速に進んでいくと思われる。

また、航空産業では国際共同開発が日常化しているため、技術者教育についても国際的な

視点、コミュニケーションのスキルが不可欠となっている。したがって教育面での国際交

流は是非進める必要がある。Global Engineer Educationという言葉も聞かれる。 
 学生、若手技術者の海外派遣制度を充実させることは、現在においても必要性が高い。

航空分野ではなかなか財政支援を受けられるシステムがなく、海外で研修を積む機会が極

めて限られている。 
 外国、特にアジア地域の学生や若手技術者を、育成のために日本に受け入れるシステム

も考慮する必要がある。 
 日本学術振興会は研究および教育に関する国際活動を支援する様々なプログラムを実施

している8)。その中には相手先が広範囲にわたる二国間共同研究・セミナー支援、先端研

究拠点事業などのほか、アジア各国との交流を対象とするアジア研究教育拠点事業や、ア

ジア・アフリカ学術基盤形成事業などもある。更に教育に関しては、若手研究者インタ

ーナショナル・トレーニング・プログラム (ITP)が平成 19年度に開始された。こ

のプログラムは日本の大学院学生（博士課程、修士課程）、ポスドク、助教等の若手研

究者が海外で活躍・研鑽する機会の充実強化を目指し、大学が一つないし複数の海外パー

トナー機関（大学、研究機関、企業等）と組織的に連携し、若手研究者が海外において一

定期間教育研究活動に専念する機会を提供することを支援している。これら諸制度は採択

件数が限られているものの、航空分野でも有効な利用を考えることが必要である。 
他方、既存制度の利用を進めるのと並行して、航空分野で新たなスキームを確立するこ

とも考えるのが望ましい。 
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（８）大学以前の理科教育 

技術に興味をもち、センスのある人たちを増やすには、幼児期からものづくりなどに積

極的に関わった経験が土台になる。工作や実験を実際に経験させるような教育システムの

整備が重要である。かつては中学校等において、技術科の授業で木工、金属加工等の体験

ができたが、現在のカリキュラムではそこまで手が回らないのが実情である。更にそれよ

り以前に、実現象に触れる、原因を考える、分かったことに喜びを感じる、といったこと

が体験でき、知的感動を実感できる資質を育むような教育が、幼年期から必要であろう。

航空技術に関する理解を広め、産業育成の世論を醸成する上でも極めて重要なポイントと

思われる。 
 
（９）まとめ 
 以上、本節では航空技術分野における人材育成方策に関して、大学教育を中心に、産学

官の連携の必要性および可能性を考察した。 
昨今、産学官の連携を進める体制が発展しつつあり、様々な分野で共同研究などの活発

化が見られる。航空技術分野でも以前に比べれば、協力関係が大いに増進されてきている

が、他分野に比べるとまだ具体的な活動が少ない状況である。 
上の調査結果で明らかなように、諸外国では教育や研究において、産学連携、産学官連

携が積極的に図られている例が多く見られる。日本でも将来の航空技術の展開、国際共同

開発への主体的な参画のために、基礎的な人材育成が必須課題であることを深く認識し、

より充実した有効な人材育成策、教育システムの策定のため、産学官が価値観を共有して

協力することが重要である。そのためには将来の技術者として必要とされる人材の資質や、

その育成方法に関して、情報交換と企画立案を共同で行う場が、まずは必要と考えられる。

その上で具体的に、連携教育制度の確立や、共同研究プロジェクトの立ち上げなどが図ら

れるべきである。 
一方、科学技術立国と国際共同開発の遂行に向けて、国際性豊かな人材を育成するため

に、海外研修や人材の相互交流、国際インターンシップ制度の充実などが求められる。こ

れらの財政的なサポートには、既存の制度を十分活用するとともに、航空分野で独自のス

キームを設定することも考える必要があろう。 
人材育成方策の立案と実行に当たっては、若年者への理科教育の視点なども含め、長期

的な展望を持たなければならないことを強調したい。 
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５．２．２ 航空機産業における人材育成 
（１）我が国に必要とされる人材の育成方法に関する調査 

本委員会では、我が国が将来目指すべき姿として日本主導の航空機国際共同開発を挙げ、

それの実現のために必要な諸項目について議論が続けられてきた。この中で航空機国際共

同開発を行うにあたり、我が国に必要とされる人材（求められる人材）はどのようなもの

であるかについて明らかにすることを目的とした検討が平成18年度に行われた。本節では、

その結果についてまとめる。 
企業内ではどのようなルートで人材育成を行っているかを調査した上で、航空機開発に

おいてなされるべき各種の過程（全機開発プロジェクトを完遂する過程）に必要とされる

人材（マンパワー）の育成方法について検討することを目的として、本委員会の委員が所

属する航空機関連企業6社に協力を仰ぎ、アンケート調査を行った。以下にこれらのアン

ケート内容を示すと共に、その結果についてまとめる。なお、航空機開発においてなさる

べき過程としてここでは、（１）商品企画（概念検討）、（２）設計（基本設計・詳細設

計）、（３）開発および試験、（４）認証（認証体制を含む）、（５）製造と量産、（６）

営業（販売）、（７）プロダクトサポート、（８）研究開発の8項目を取り上げた。 
アンケートにあたって特に着目した点は、技術者育成プログラム全体、各開発過程での

人材育成、ならびにProject Leader の育成の現状と課題である。 
 アンケートによって調査した内容は以下の3種類の項目（全質問数は12）である。 
・現状認識について： 

若手技術者育成教育プログラムの具体例を明らかにすること、OJT (On the Job Trai
ning)の具体的取組みを示すこと、ならびに製品開発チームの典型的な人員構成の概略を明

らかにすることである。 
・航空機開発の各課程について： 

日本が比較的得意とする設計、開発・試験、製造・量産、研究開発分野に対する育成体

制の具体例を示すこと、部品提供側としてのプロダクトサポート経験の蓄積と人材育成の

具体例を示すこと、我が国が比較的不得手とする商品企画（概念検討）の人材育成の取組
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みについて示すこと、同じく比較的不得手な認証関係の人材育成の取組みについて示すこ

と、そして同じく比較的不得手な営業(販売)の海外での営業担当者の育成策について明ら

かにすることである。 
・Project Leaderについて： 

Project Leaderに必要な資質について明らかにすること、SpecialistとGeneralistを比較

した上でProject Leaderにふさわしい人材について明確にすること、Project Leader育成

の取組みの具体的な方法を示すこと、そしてProject Leaderにふさわしい候補者の見抜き

方について明らかにすることである。 
 以上の質問に対する回答をまとめた結果、以下の結論が得られた。 
すなわち、 
・現状認識としては、各企業とも技術者育成の教育課程や指導方法を重要視しており、現

在でも充実した体制を確立している。またOJT が技術者育成の中心的な役割を果たしてい

る。ただし、継続的な実機開発による経験の蓄積が重要であり、これが技術者を育てるこ

とになるとの指摘もあった。 
・航空機開発の各過程で必要とされる人材については、人材不足が懸念される商品企画、

認証、営業の人材育成として、「プロダクトマーケティング」組織を設置すること、海外

メーカの商品企画部門へ人員派遣をすること、そしてPMA（Parts Manufacturing Appr
oval）認定のために米国子会社で若手技術者を駐在させるなどの努力がなされていること

が明らかにされた。同時に実機開発体験の重要さが改めて指摘された。機体開発サイクル

が途切れてしまっている日本の現状では、人材育成に困難が生じている点は否めないが、

継続的に機体開発が行われるならば、自然に人材が育っていくとの指摘もあった。 
・Project Leader については、Specialist（特定の専門領域に精通している技術者）の中

からGeneralist（プロジェクトの各部門を順次経験する技術者）としての経験もつませ、

その中からProject Leaderとなりうる人材を選抜して育てていくという育成の道筋が示さ

れた。Project Leader育成の基本はOJTであり、機体開発の中での経験が特に重要である

ことが改めて示された。 
 
（２）航空機産業界が求める技術者像と人材教育について 
 本稿に関連するテーマに関して、社団法人日本航空宇宙学会の主催で討論が行われた。

本節では、その概要と結果について調査した内容をまとめる。 
 企画の概要を以下にまとめる。 
 
企画名称：パネルディスカッション「航空機産業界から見た大学教育のあり方」 

（日本航空宇宙学会第45回飛行機シンポジウムにおいて） 
開催日時：平成19年10月10日（水）15:30-17:30 
主催  ： 日本航空宇宙学会大学教育検討委員会 
場所  ： 北九州国際会議場 
コーディネーター：李家賢一（東京大学） 
パネリスト（登壇順、敬称略）： 

小林 孝 （三菱重工）     石川 主典（川崎重工） 
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伊佐野康夫（富士重工）     船渡川 治（IHI) 
張替正敏 （JAXA/APG)      麻生 茂 （九州大学） 
小林 修 （東海大学） 

 
この中で、コーディネーターから当委員会の平成18年度調査結果について簡単に紹介さ

れた。図５．２－１に示すように、技術者の要件と大学教育に対する感想の2点について

主に紹介された。これらの内容は平成18年度に当委員会で調査された内容である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５．２－1 本委員会における人材育成に関する調査報告のまとめ 
 

パネルディスカッションの議論の要点は以下のとおりであった。 
１．航空機産業界が求める技術者像 
２．企業から大学に求める内容 
３．大学は人材教育についてどのように考えているか。何を行っているか。 
４．その他（博士課程） 

以上4点について議論がなされた。 
 

財団法人 航空機国際共同開発促進基金
（IADF）

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 （平成16-19年度）

戸田 勧 委員長（早大、元JAXA）

航空機の国際共同開発プロジェクトをキーワード

調査事業の一環：
航空機産業の発展に向けた人材育成

教育機関（大学等）における人材育成
メーカー内での人材育成

航空機関連企業6社にアンケート調査

技術者に要求される要件

基本的な工学知識
幅広い技術情報
積極的チャレンジ精神
コミュニケーション能力
評価決定能力

入社してきた若手、大学教育への感想

基礎的な工学知識の不足
コミュニケーション能力の充実が必要
研究課題が基礎領域に偏り過ぎ
卒論等のプロジェクトを回す経験の方が重要
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本節の航空機産業界における人材育成に関係ある事柄は以下の通りであった。 
 プロジェクトをまとめる上では決断していく能力や、ある目標に進んでいく能力が必要

である。プロジェクトマネージャー（プロジェクトリーダー）を育てるためには、トップ

ダウン的な思考がある人を育てられるように、目標レベルを立ててプロジェクトを進める

訓練をすべきである。 
プロジェクトマネージメント等プロジェクトの遂行に必要な素養や経験を身につける

のは会社に入ってからで十分である。ただし、大学の時から学生チームの中で自分の役割

というものを認識させ、全体の目標に向かってどういうようなことをやるべきであるかと

いう感覚を養わせることは後々役に立つ。 
プロジェクトマネージャーを選抜するためには、入社後３年から５年の間に向き不向き

の判断を上司がして、仕事ぶりを見ながら選抜していくのが通常である。 
プロジェクトには大小いろいろな種類があるが、小さいプロジェクトからまず手始めに

経験させることがよい。 
 ただしプロジェクトのリーダーになりうる人材だけが必要である訳ではなく、それ以外

にリーダーの元で仕事をする多数の人々（フォロアー）が必要であるとの指摘もあった。 
 ここで述べられた事柄は、前節のアンケート結果と類似の点が多い。 
 
（３）まとめ 
 航空機国際共同開発を行うためには、実際の航空機開発がなされる現場において航空機

開発を行うことのできる人材が必要であり、そのためには航空機メーカーにおいてどのよ

うな人材が必要とされるか、またメーカー内で如何にして人材育成を行えばよいかについ

て明らかにする必要がある。この観点から本節では、航空機産業における人材育成につい

て検討を行った。その結果、以下の結論が得られた。 
 現在の日本でも比較的得意とする過程である部品の設計、開発段階においては、各社が

さまざまな工夫を行いながら、技術者の養成を行っていることが明らかになった。ただし、

我が国におけるように航空機開発のライフサイクルが完結していない状態では、上記のよ

うな技術関連の過程を除いて、人材育成はそれ程容易ではないのが現状である。日本が得

意としない各過程、すなわち商品企画、認証、営業の分野において、人材育成を行う方法

として、いくつかの方策が現状で考えられ実行されているので、これを今後も着実に進め

ていく必要がある。 
ところで、一旦、機体開発のライフサイクルが完結してしまったならば、航空機開発の

各過程における人材育成に問題が起こりにくくなる。なぜならば、各過程における機体開

発の経験者が、次の世代へOJT的に技術継承することが容易になるからである。 
Project Leaderの育成に関しては、Project Leaderにふさわしい人材が社内に在籍して

いるかという点を別にすると、Project Leader候補者に対する教育にあたって一番効果的

と考えられるのは、製品開発を多く経験させるということである。 
また、他機関で行われた人材育成に関する討論においても、Project Leaderの育成の重要

性と育成方法について本節で紹介したアンケートと同様な議論がなされていることは興味

深い。 
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５．３ 能力拡充 
 
５．３．１ 企画能力 
（１）企画分野における現状認識と課題 
欧米航空機／エンジンメーカー主導の国際共同開発における、これまでの日本の航空機産

業の参画形態は、主として製造分担という形に留まっていた。 終顧客であるエアライン

や乗客に対する需要調査等を含む製品企画段階の活動や立案は、ボーイング等のプライム

メーカーのみが担当してきたため、我が国の民間航空機ビジネスにおける企画能力は極め

て限られたものとなっている。言い換えれば、これまではこうした能力を備える必要がな

かったということであり、プライムメーカーに不可欠な製品企画能力や組織・リソースが

整備されていないのが現状である。一方、防衛分野では、プライムとして航空機やエンジ

ンの開発･製造・運用支援を実施して来たため、高いレベルの企画能力を備えているが、こ

れは特定のカスタマとの長期に及ぶ協力関係に根ざしたものであることから、民間航空機

ビジネスに応用可能な分野は技術面での研究開発手法等に限られてしまう。 
こうした背景を踏まえ、日本の航空機／エンジンメーカーがプライムとして民間航空機ビ

ジネスを推進できるようになるためには、エアラインや乗客がどのような航空機を求めて

いるかというニーズを把握し、それを製品化する能力を獲得する必要がある。民間航空機

ビジネスにおける競争力は、価格、運用コストや快適性といった性能、安全性を含む信頼

性に代表されるが、これらに関する自らのポテンシャルを踏まえた上で、提供する航空機

のセールスポイントを方向付けるのが企画の大きな役割である。欧米メーカーに遅れて国

際舞台に登らねばならない我が国は、実績が無く、自国の人件費が高いという弱点を、

新技術の採用による性能上のアドバンテージでカバーしようとする傾向にあるが、ビジネ

スの成否は、この方向性が顧客視点に立ったものであるかどうかによって決まる。民間航

空機ビジネスを成功に導くためには、顧客となるエアラインや乗客に利益をもたらす製品

を提供できるよう、部品の調達や整備など新たなビジネススキーム提案を含む広い視野か

らのアプローチが必須なのである。 
 
（２）企画分野における能力拡充のための諸施策の提案 
（ａ）現プライムメーカーの企画活動への参画 

まずはRSP（Risk Sharing Partner）として参画する欧米メーカー主導のプログラムに

おいて、製品企画活動への参画を果たし、プライムメーカーで行われている活動に直接触

れることにより、人材育成を行うことが企画能力拡充の第1歩となろう。この方法は、民

間航空機に特有な製品企画の手法を、その実態に直接触れて習得する唯一のアプローチと

考えられる。しかし現実的には、プライムメーカー各社の製品戦略の中枢部門に参画する

ことは容易なことではないため、彼らが日本企業の参画に価値を見出し得るよう、国内の

有力エアラインや装備品サプライヤと連携したカスタマ提案が可能な体制を、早期から構

築しておく必要がある。 
 
（ｂ）外部リソースの有効活用 

欧米の主要航空機メーカーを顧客とし、製造分担という形で民間ビジネスに従事してき
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た日本の航空機産業（業容が多種に亘る企業の場合はその航空機事業部門）には、これま

で、エアラインや乗客といった 終顧客を対象とするマーケティングやそれに基づく製品

企画を担当する組織・リソースを自ら有する必要が無かった。この点を補い、将来に向け

た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エアラインのリタイア層を活用して製品企

画・マーケティングを行うことが有効と考えられる。こうした外部リソースの活用は、短

期的には必要な組織・リソースの不備を補いながら、彼らのマーケティングノウハウやユ

ーザー（エアライン）としての視点に触れることを通して、中長期的には、内部リソース

による企画分野運営のための人材育成と組織整備が期待できる。 
 

（ｃ）他種製品における手法の応用 
欧米航空機メーカーの製品戦略中枢への参画の難しさと、我が国航空機産業の多くが自社

の他事業部門またはグループ会社で、自動車やバイクといった一般消費者向け製品を企画

販売している状況を考え合わせると、他種製品の手法に学ぶことも有効な選択肢である。

他事業部門や関連会社に蓄積されたノウハウを広く求め、他種製品のマーケティング・製

品企画手法の応用や水平展開を図ることは、その姿勢からして顧客視点に立つ企画能力の

涵養につながるものと考える。 
この例としては、ホンダジェットの企画段階において、コンジョイント分析により顧客需

要を定量的・相対的に検討していったプロセスが挙げられる。コンジョイント分析は一般

消費者向け製品のマーケティングに頻繁に用いられる手法であり、これを航空機の製品企

画に用いた点が興味深い。 
 

（ｄ）適用技術のレベル向上に向けた環境づくり 
顧客需要を適正に把握した後には、これに応えて市場に提供し得る製品を企画・実現する

能力が必要である。特に、在来機にない独自の付加価値を備えた機体とするためには、革

新的技術が必要となる場合もあろうし、価格競争力強化のための低コスト生産技術なども

求められよう。こうした技術の開発・蓄積は、産学を含む民間でも日頃より鋭意実施され

ているが、そこには、自己負担による独自の研究開発活動の他に、官公庁等からの委託や

政府予算による補助を受けて行う活動も数多く存在する。また、防衛航空機における研究

開発にも民間航空機に応用可能な成果が存在しており、現在検討されている官需機の民間

転用はその好例である。しかし、こうした委託や補助事業等の研究成果をビジネスに適用

しようとする場合、以前に比べて状況はかなり改善されたとはいうものの、使用許諾が必

要であったり、使用目的が予め限定されていたりなどの制約を受けることがある。また他

産業の技術応用が有効であっても、知的財産や企業秘密として保護されていたり、運良く

技術情報が他の企業に開示・提供されたとしても、有償となったりするケースが多い。 
日本の航空機産業が民間航空機のシステムインテグレーターへと転換していくにあた

り、技術的アドバンテージのための研究開発の重要性はさらに高まるので、産学独自の研

究を補う委託・補助事業による研究の幅を広げるとともに、防衛航空機や他産業における

技術応用のハードルを下げることが必要である。こうした制約緩和を加速し、他産業も含

めた研究開発成果や技術を闊達に活用・応用することができる環境整備が進めば、研究開
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発自身もより効率化され、顧客需要へのソリューションとなりうる付加価値の高い製品を

企画する能力の向上にも寄与することとなろう。そのためには、企業が不断の努力を続け

ることはもちろんであるが、他産業における技術も含め、防衛省や経済産業省等が所管し

ている研究開発成果を日本主導の民間航空機開発に積極的に活用出来るようにする枠組作

りや、他産業との技術交流会の主催など、行政府による強力な支援が不可欠である。 
 

（ｅ）事業シミュレーションの実施 
民間航空機／エンジンビジネスの主導的展開経験の浅い我が国にとって、企画段階にお

いて製品ライフサイクルに亘るプロジェクトのシミュレーションを行い、顧客需要を満た

すための要件や事業全体の採算性等を把握することは、製品戦略上も、開発着手後の運営

管理の面からも有用である。 
具体的には、市場調査、ニーズに対応した基本仕様の設定、採算性試算と確立プランの

策定、フィールドプラン策定、中古市場対策等を含むテストランを実施することが有効で

ある。その際、試作品を製作するだけではなく、官公庁や自治体等で実際に運用してもら

い、引渡し後の事業運営までのシミュレーションができれば、ユーザーによる改善要求の

製品企画への反映や、より現実的な事業計画の立案も可能となろう。また、テストランの

積み重ねによって、経験不足であった分野を担当し得る人材の育成も期待できる。 
こうしたシミュレーションには相当の時間を必要とするため、コストに直結する開発期

間の長期化を避ける意味でも、プログラムローンチまでの時間的余裕を確保可能な、実証

機形式での実施が望ましい。また、多額に上るこの費用を民間企業が単独で負担すること

は極めて困難であるため、政府による資金支援が不可欠である。 
 

（３）まとめ 
日本の民間航空機産業は、これまで製造分担によるプロジェクト参画が中心であったた

め、製品企画やマーケティングといった活動に必要な経験や組織、リソースが不足してい

いる。この克服のために、当面は欧米プライムメーカーにおける企画活動への参加と実績

ある外部リソースの活用を図り、その現場に触れながら、市場要求とそれを把握するノウ

ハウを学んでいくこととなろう。 
一方、顧客視点に立った企画により市場が求める製品を提供することの重要性は、製品

の如何を問わないため、他種製品におけるマーケティング手法を応用していくことも有効

であろう。日本の航空機メーカーの多くが、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、この実現可能性は高いと予想される。 
また、顧客需要に応える製品を実現するための技術開発もまた重要なポイントであり、

日本の航空機産業がプライムとしての競争力を獲得するためには、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、防衛分野を含めた他産業における開発技術の闊達

な利用が可能となる環境づくりが期待される。 
さらに、製品の試作・開発に留まらず、事業運営全般をシミュレートするテストランも、

事業の品質保証のために効果的であり、人材育成も期待できる。ただし、これには相当の

資金と期間を要とするため、政府支援を受けた実証機形式での実施が望まれる。 
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５．３．２ 技術能力 
 
（１）日本の航空関連企業の技術レベル 

日本の航空機産業の国際競争力を評価し、まとめたものが「２．３ 日本の航空機産業

の国際競争力」の図２．３－＊である。 その中の技術力（同図の設計技術力、製造能力、

開発試験能力に、商品企画力、顧客サポート、認証取得の技術的側面を加えた総合的な技

術力を本項では“技術力”と称することとする）の評価を概観すると、日本の航空関連企

業の技術力のレベルは総合的には必ずしも十分なレベルに達しているとは評価させていな

いように見える。 然し、その評価が何を意味しているのかをまず、再検証してみること

にしたい。 
日本企業が既存OEMから離れて、民間航空機ビジネスに参入し、成功を収めるためには

認証の問題は避けては通れない 初の関門であり、この関門を越えられるかどうかが必要

な“技術力”のレベルの第一段階であると考えられる。 結論から言えば、十分なリソー

スを投入して、航空機、或いは航空機エンジンのプログラムを実行に移すことが出来れば、

FAA（米国連邦航空宇宙局）、或いはEASA（欧州航空安全機関）の型式承認を得るのに

十分なレベルの技術力を日本の航空関連企業は既に有しているものと考える。 
ボーイングやエアバスと比較すれば日本航空機メーカの技術力に不足するものもある

と言わざるを得ないのは事実であるが、後発で民間航空機ビジネスに参入したエンブラエ

ルやボンバルディアが市場に参入した当時の技術レベルに比して、現在の日本の航空機メ

ーカの（市場に参入している企業に対する相対的な）技術レベルが著しく劣るとは思えな

い。 
日本のエンジンメーカについても同様で、GE（General Electric）／PW（Pratt & W

hitney）／RR（Rolls Royce）に比して、技術力が同等のレベルに達しているとは言い切

れない面があるが、その他の欧米のメーカ、例えばHoneywell Aerospcae等の第二、第三

勢力に位置する企業に比して決定的な技術的劣勢にあるとは思えない。 
現実の状況を見ても、防衛省の次期対潜哨戒機 P-X、次期輸送機 C-Xの両プログラムで

は日本企業の独力での機体開発が進んでおり、実際の機体を設計・製造して纏め上げつつ

ある段階にあるし、エンジンについてもPXに採用されるXF7エンジンで同様の実績が示さ

れていることからも、日本の航空関連企業の技術力はFAA（米国連邦航空宇宙局）、或い

はEASA（欧州航空安全機関）の型式承認を得るのに十分なレベルにあると言うことが裏

付けられると考える。 
勿論、短期・中期的な事業リスクを考慮すれば、私企業が先述した｢十分なリソースを

つぎ込んで｣という仮定を実現させることの困難さは無視できないものである。 他国で航

空産業の形成過程を見ても国の支援は重要なファクタであるが、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、技術力不足

のために日本企業の民間航空市場への独力での参入が妨げられている訳ではないと考えら

れる。 
 

（２）市場で求められる技術力 
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逆にこれまで型式認証に関わる技術に比して議論が余り活発には行われてこなかった

型式承認を得た後に市場で成功するために必要な技術での日本企業の実力は未知数の部分

が多い。 それらの技術として求められるものには幾つかあるが、まず第一に顧客、即ち

エアラインにとって魅力のある製品を作る技術が挙げられる（型式認証は耐空性を保障す

るための 低限の要求であり、それ自体が必ずしも製品に魅力を与えるものではない）。

 エアラインにとっての魅力ある技術とは何かと言えば、様々な要件があるが、必ずしも

それは軽量化や燃料消費率の低減等に直結する先進的技術ばかりではない。 先進的技術

が航空機の商品価値を高めるために重要なものであることは議論の余地はないが、日本企

業、或いは政府の施策はそれらに偏重しすぎる帰来もある。 顧客が欲しいのは技術その

ものをではなく、その技術から得られるメリットである。 ボーイング７７７が開発され

た当時、その搭載エンジンメーカは“Proven Technology”と言う売り文句を頻繁に使っ

た。 ７７７がEarly ETOPS（洋上双発エンジン飛行要件を型式認証時に同時に満足さ

せること）をセールスポイントにしていたためという背景もあるが、エアラインが求める

ものは必ずしも先進的技術 ”Advanced Technology”ではなく、“Proven Technology”、
つまり、信頼性の高い”実証された技術“であることを示す例と言えるだろう。 

顧みて、日本の国家プロジェクトの多くは先進技術の開発に焦点が強く当たり勝ちで、

その開発が終了した後にそれを実証された技術 “Proven Technology ”に高めて、本当

に顧客が求める商品価値のレベルまで持ち上げ、成熟化させることが等閑になっている場

合があるように思われる。 
開発された技術の成熟化は望むべくは民間航空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技術を成熟させて“実証させる”プラットフ

ォームを持つ機会は現実的には乏しいため、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。 それら

の試験を通じて、その機器/システム/ソフトウェア等の耐久性、劣化等のデータ蓄積、フ

ィールドで発生する可能性の問題点の洗い出しにより、フィードバックをかける。 その

ようなサイクルを技術開発プログラムへ取り入れていくことが市場での成功をめざすため

に是非、必要なものと考えられる。 このような「テストラン」とも呼べるプログラムを

推進するためには、技術開発プログラムといえども、十分な試験サイクル数を積み上げる

機体フライトテスト／エンジン耐久運転を含めたものにすることが必要である。 NEDO
（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の下で推進されている環境適用型小型エンジン

（通称：エコエンジン）においては、そのような耐久テストの必要性も議論されており、

その実現化が望まれる。 
もう一つの方策として防衛省関連のプログラムとの連携が考えられる。 先述の通り、

防衛分野において、海外の顧客にアピールできる実績を残すのは難しい面があるが、将来、

民間に転用可能、かつ、民間市場での需要が見込める形態に近い機体／エンジンを防衛省

向け輸送機／対潜哨戒機／空中給油機等のプログラムで開発するというアプローチも考え

られる。 実際のビジネスにおいては、民間航空機用に開発された機体、エンジンを転用・

改修することによって、 これらの軍用機は開発されているケースが多いことを考えれば、

その逆のパスを通って開発を行う（即ち、将来の民間機転用を考慮して防衛省向けの機体
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／エンジンを開発する）ことは不可能ではないと考える。 次期対潜哨戒P-X、次期輸送C
-X、PXの搭載エンジンXF7の民間転用の議論があるが、それは実績を積むために、有効で

あると考えられるものの、設計初期段階から民間転用を前提とした検討が十分に行われた

ものではないため、有効性はある程度、限定的にならざるを得ないかも知れない。 やは

り、企画・概念設計を始める段階から民間転用を考慮した展開が有効であり、防衛関連プ

ログラムにそのような要素を組み込もうという発想を持つと共に、それを実現する仕組を

政府レベル・民間レベルの双方で作る必要性を議論する必要があるだろう。 
“Proven Technology”の対極にある先進技術に関して言えば、全て自前で整備すると

考える必然性はないと言う考え方もある。 例えば、エンブラエル等はアビオニクスにつ

いては米国等のサプライヤ頼みの状態であるが、その状態でも市場での成功を収めている。

 勿論、国家戦略的に入手の困難な技術があるのは事実であり、自前での開発を避けられ

ないものもあるが、多くの場合はブラックボックスでの輸入を許容すれば、入手が出来な

いというようなケースは極めて限定されると考えられる。 ビジネス・チャンスを逃さず

に市場に切り込むためには、こう言った判断も必要であろう。 
認証取得後に必要な第二の技術として顧客支援、即ちプロダクトサポート技術（以下、

｢PS技術」と記す）が挙げられる。 市場での地位を確立したOEMはPS技術、並びに体

制を整備・拡充しており、顧客から見れば、これらは既に水や空気と同じ、あって当たり

前の（且つ、なくてはならない）ものになっている。 未だに単独で市場での地位を確立

していない日本企業がその技術／体制を十分に有していないのはある意味、しようがない

が、大きなディスアドバンテージであり、かつ、開拓が難しい分野でもある。 幸い、PS
技術に関してはOEMが発行するマニュアルからその概要が分かるため、その情報を元に、

これについては地道な努力を重ねて、開発／整備していくしかないというのが現実であろ

う。  また、純粋なPS技術という範疇ではないが、エアラインの多くが特にエンジンの

整備において、ファイナンスを交えたメンテナンス総合顧客支援プランをパッケージとし

て求める要望が近年、強い（RRのTotal Care Package、GEのOn-Point Solution等に代

表される）ため、このような需要を支えるための顧客支援をPSとして持っておくことはこ

れからビジネスを展開していくには必須であると考えられる。 そのために銀行・商社等

とのコラボを進めることが一つの方策となるであろうと考えられる。 特に日本の総合商

社は世界的には稀有な存在であるが、そのノウハウはこの分野でも有効に活用できるもの

であろう。 
更にこれも純粋な技術開発とは赴きを異にするが、製造技術力の一面として、OEMとな

って自前の航空機/エンジンを市場に投入して地位を確立するためには所謂、サプライ・チ

ェーンの確立がコスト競争力、安定供給能力の確立のために極めて重要である。 その確

立のためには日本国内に十分な技術レベルと供給能力を持つサプライヤをもつことが非常

に重要で、特に素材サプライヤを国内に有することが戦略的にも重要である。 この観点

から、国内素材メーカの航空機・エンジン向け素材技術／供給能力を整備することが望ま

れる。 この分野においても巨額の設備投資を必要とするものが多いことから、国レベル

での政策主導、企業連合による推進が欠かせない要素となる。 
以上、日本企業が主体となって民間航空機ビシネスに参入し、発展を遂げるために必要

な技術力は何であり、それらを確立していくためにどのような施策が求められるかについ
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て述べた。 民間航空機ビジネス参入のための 初のハードルである型式認証取得に必要

な技術レベルには日本の航空関連企業は達しているとおよそ考えてよいと思われるが、型

式承認を取得し、市場に参入した後に、市場での成功を収めるために、必要な技術、例え

ば、技術として十分に成熟し、高信頼性を確立した“Proven Tecnology”、顧客支援のた

めに必須のPS技術、サプライ・チェーンの確立等は今後の課題として残されていると言わ

ざるを得ない。 煎じ詰めるところ、これらの市場で成功を収めるために必要な技術の多

くは既存のOEMが市場での地位を確立しているからこそ、有しているものであり、市場に

参入すれば必要な技術力を整備する機会は格段に増え、次のチャンスに向けての技術力向

上を図ることができる。 現在、三菱重工業がMRJプロジェクトのローンチに向けての活

動を続けているが、同プログラムが現実のものになれば、この技術力向上のためのサイク

ルが回りだすことになることになる。 同プロジェクトのローンチは技術力向上の側面か

らも大いに期待されるところである。 
 
５．３．３ 販売能力 
（１）販売分野における現状認識と課題 

航空機の販売には、契約、ファイナンス、セールス、カスタマサービス等幅広い能力が

必要とされるが、現在の日本航空機産業にはプライムとして販売を行うための経験とリソ

ースの両方が不足している。 
とりわけ、機体納入後のメンテナンスやアフターサービスを考慮した場合、主要顧客の

近傍にサービス窓口や拠点があることが販売促進の重要なポイントとなるが、海外にこう

したネットワークを確立している日本の航空機・エンジンメーカーはわずかである。今後

主体性を持った販売を行うためには、こうした経験、リソース及び海外におけるネットワ

ークの不足を補い、能力を拡充していく必要がある。 
 

（２）販売分野における能力拡充のための諸施策の提案 
（ａ）プライムメーカーによる販売活動への参画 

企画能力と同様に、まずはRSP（Risk Sharing Partner）として参画する欧米主要航空

機メーカー主導のプログラムにおいて、販売分野の活動に参画し、これを通じてグローバ

ルに展開される販売活動に直接触れることにより、経験豊かな人材を育成することが有効

な施策となろう。しかしながら、プライムメーカーに日本企業を販売に参画させることの

メリットを納得させる必要がある上、当面はリソースの自社調達も困難であることが予想

される。この課題解決のためには、アジア地域における強みの主張とリソース補充を主眼

に、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を、国内の

商社やシンクタンクに依頼する方法が考えられる。こうした活動は、現有リソースに販売

に関する基礎経験を蓄積させ、その後の本格的な能力拡充を効率的に進めるための 初の

ステップでもある。 
 

（ｂ）有効なパートナーシップの形成 
日本が航空機を主体的に販売していく上での中長期的課題には、プロダクトサポート網

整備や市場確保に有効な、海外パートナーシップの形成がある。 
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製品ライフサイクルの長い航空機を購入する立場からは、スペアやメンテナンス等のプ

ロダクトサポート体制が十分に整備されていることは、ともすれば製品そのもののスペッ

ク以上に重視される。そして、販売の基本である３Ｆ(Fast＝迅速な対応、Flexibility＝柔

軟な対応、Friendship＝顧客との良好な関係)の観点からは、こうしたプロダクトサポート

の実施拠点を顧客の近傍に設けることが望ましい。 
よって、自ら拠点をすぐに展開することが難しい現状に鑑みれば、主要な販売先地域周

辺で、アフターサービスや現地当局の認証取得のためのサポートを提供し得る、海外パー

トナーを獲得することが優先課題となる。 
とりわけ、既に主要航空機／エンジンメーカーが存在する欧米への市場参入にあたって

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が確立できれば、予想される様々

な参入障壁の緩和／軽減も期待できる。そして、さらに可能であれば、契約に基づくパー

トナーシップを越えて、中小メーカーを買収することも考慮すべきである。顧客への販売

実績を持つ中小メーカーを買収することができれば、既存のコネクションのみならず即戦

力となるリソースを手に入れることもでき、直接的な能力拡充にも繋がる。 
またアジアについては、日本の地域的特性を活かしやすく、今後の成長も大いに期待で

きる市場ではあるが、中国や韓国のように自国の航空機産業育成に力を入れている国もあ

るので、「顧客またはパートナーとして如何に協調していくか。」という方針が、市場参

入の成否を左右する。しかし、欧米主要航空機メーカーとのビジネスを核としてきた日本

の民間航空機産業にとって、現時点でのアジア諸国との結びつきは十分ではないことから、

まずは彼らとの相互理解を深め、良好なビジネス関係を構築することが必須である。そし

てこの点については、民間レベルの活動だけで進めるのには限界があることから、直接接

触の機会となる国際シンポジウムや情報交換会の開催、政府間交渉における航空機産業協

力のテーマ化といった、行政府の強力な支援が大いに期待される。 
 

（ｃ）行政府に支援による需要創出に向けた取組み 
上述したように、販売を促進し、民間航空機ビジネスを事業として成功させていくため

には、航空機産業自身の能力拡充に向けた諸施策に加え、需要創出に繋がる施策も必要と

なろう。そのためにも、民間レベルの努力に加えて、行政府からの強力な支援が不可欠で

ある。 
ひとつの例としては、新規航路開設や空港建設等の計画に対して、政府間交渉や財政援

助等行政府からの支援を得て、新規需要を創出することが挙げられる。 
また昨今の航空機販売では、顧客からリースを含む様々なファイナンスの提供が求めら

れるが、これから発展しようとする航空機／エンジンメーカーが単独でこれを負担するに

は自ずと限界がある。よって、商社や金融業界とのパートナーシップも販売促進に必要な

要素となるが、その利率が市中銀行以上となっては、顧客にとってのメリットとならない。

よってこのような場合には、WTO問題へ配慮しつつ、政府系銀行等によるエアラインへの

直接低利融資を可能とするなどの支援が有効な手段と言えよう。 
 

（３）まとめ 
我が国の航空機産業が国際的な販売能力を整備するためには、現状を踏まえ段階的な施
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策を展開する必要がある。 
まず当面は、外部リソースを有効に活用しつつ、欧米のプライムメーカーの販売活動へ

の参画を通じて将来の核となる内部リソースの育成を図る。 
そして中長期的には、主導的な協力体制を構築するために、販売促進やリスク軽減のた

めの市場におけるパートナーを獲得していく。 
こうした施策においては、国家間の関係が大きな影響力をもつことから、企業努力に加

え、需要創出・販売促進に繋がる行政府による支援に期待するところが大きい。 
 
５．３．４ 認証能力 
 

民間航空機並びに航空機エンジンの認証を日本で行うためには、認証機関の問題と認証

を受ける企業側の問題があるが、まず、認証機関、即ち、JCAB（国土交通省航空局 ： 
Japan Civil Aviation Bureau）の認証能力について考えてみたい。 
 
（１）JCABの認証能力 
 JCABによる民間航空機の認証はYS11の認証以降の長いブランクがあり、単独で認証を

行った場合に、その認証がFAAを始めとする諸外国の認証機関やその市場に受入れられる

だけの技術力／ノウハウ/諸外国の評価を有しているかと言われれば、疑問符がつくと言わ

ざるを得ない部分がある。 また、長いブランクの結果、実際の認証を行うための人員も

十分に配置されていない状況であるかもしれない。 
 これらの問題を解決するためには、政府／JCABが長期的な戦略を持って、人員の増強

を図り、JCAB内での教育プログラムによる人材育成を行うことが必要であろう。 短期

的には民間のリソースを有効活用して、人員不足を補うというようなアイデアもあり、JC
ABの認証能力向上を急ぐべきとの議論もあろうが、現実問題としては、JCAB単独での民

間航空機/エンジンの認証が行われたとしても、市場がこれを受入れる可能性は必ずしも大

きくはない。 従って、日本企業が民間航空機/エンジンの市場に参入するためには、当面

は実質的なデファクト・スタンダードの地位を確立しているFAA、もしくはEASAの型式

認証を取得するという道筋を取らざるを得ないのかも知れない。 
 然しながら、後述するように自国の認証機関単独での型式認証だけで、国際市場への進

出が難しい状況では自国企業が市場にタイムリーに入っていく上での困難を伴うリスクが

あるため、将来的にはＪCABの認証がFAAやEASAによって認められるレベルになること

が期待されている。 
MRJプロジェクトではFAAでの型式承認も取得することが計画されていると報じられ

ている。日本においてJCABが行う同機体の認証作業において、FAAとの共同認証作業と

なる可能性もある。こうした機会があった場合には、これを利用してJCABが出きる限りF
AAから技術/ノウハウを吸収することが期待できる。また、JCABの能力をFAAに認めさ

せるステップとすることもできるだろう。 将来的にJCAB認証をFAA、或いはEASAが

スムーズに追認することを認めるような状況への足がかりをここで作ることが期待できる。 
また、航空機産業先進国以外の新興諸国の認証機関との連携強化というのもJCAB認証

の市場での有効性を上げる方策として考えられる。 企業の観点から見ると、これは、ど
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のような国と連携して、民間航空機市場に参入していくかという戦略設定と言うことにも

なり、また参加する新興国での需要の取込む効果を期待出切る。 例えば、後の項で述べ

るSNECMA社のPowerjetプログラムは今後の大きな発展が期待され、需要の見込めるロ

シアと連携することを選び、認証/市場投入に向けて、開発を進めている。 ロシアには旧

ソビエト連邦時代に培われた技術があること、SNECMA社はEUの企業であることから、

EASAの認証を取得する上で、優位な立場にある等、JCAB／日本企業が新興諸国の認証機

関／企業と連携して市場進出を図る場合と異なる部分があり、直結する先例とは言えない

部分面もあるが、新興国であるブラジルのエンブラエル社が自国の認証機関とFAAの共同

認証をスムーズに取れる体制を確立している例を見れば、日本企業／JCABが新興国の企

業／認証機関と連携して、民間航空機／エンジンの開発/認証を行なって、両国内で実用化

を行なうことで実績を積み、その実績を持ってFAA、或いはEASAの型式承認の追認を得

ることができるような体制を確立していくと言う方式には十分な可能性があり、戦略とし

て一考に価すると考えられる。 同じ発想はYS11がアジア諸国との連携を模索した際にも

あったものであるが、当時は日本とそれらの諸国の市場を合わせても同機が十分な実績を

積むに足るような大きな市場でなかったという背景もあり、成功に至らなかったという面

がある。 今日では新興諸国、特にアジア諸国の市場は欧米の航空先進諸国も無視できな

いポテンシャルを持っており、道を切り開ける可能性は十分にあると考える。 新興諸国

の代名詞ともなっているBRICSの中でブラジル、並びにロシアは既述のような状況である

が、アジアではまず、中国は既に自国で民間航空機の開発を進めているものの、依然、連

携を検討すべき国の一つであるし、中国に続いて、猛烈な勢いで空路の開発を進めている

インドは中国以上に注目すべき対象であろう。 
 
（２）企業の認証能力 
 次に認証を受ける企業側の問題点はと言えば、突き詰めるところ、認証機関と同様に民

間航空機、並びにエンジンの型式承認を海外のOEMの傘の下から抜け出て、日本企業単独、

或いは国内企業の共同体のみで取得したことが長らくないということに起因する問題であ

る（機体で言えば、YS11以降、その経験がなく、エンジンに至っては、その経験は更に少

ない）。 １９８０年代以後、日本の航空関連企業は国際共同開発を中心に民間航空機ビ

ジネスの業容を拡大しており、OEM傘下で部分的な認証に関する実績を積んではいるが、

民間航空機、或いはエンジンを独力で開発し、型式承認を受けたことが長らくない。 前

述のように日本の航空関連企業の技術力が一概に海外の民間航空機ビジネス市場でキー・

プレーヤを演じている企業に対して著しく遅れているかと言えば、必ずしもそうではない

と考えるが、結局のところ、 大の問題点は日本が未だにその舞台に立つに至っていない

ことであると考える（ホンダジェットを含め、ビジネスジェットでの実績があるとの異論

はあるであろうが、民間航空機の主力市場であるエアライン向けの航空機では既述の通り

の状況であろう）。 認証と言う観点から見れば、現実問題として日本企業が実質的なデ

ファクト・スタンダードの地位を確立しているFAA、もしくはEASAの型式認証を取得し

た経験が乏しい状況である言うことが 大の問題点である。 
 民間航空業界のキー・プレーヤと言えば、機体では米国のボーイング、欧州のエアバス

の２社、エンジンで言えば、米国のGE、PWと英国のRRの3社ということになるが、これ
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らの企業は前述の二つの認証機関の下で型式承認を取得しているし、これらの主力プレー

ヤの間隙を縫って、市場での地位を確立したブラジルのエンブラエル社やカナダのバンバ

ルディア社は自国の認証機関での型式承認に拠っているものの、それらの認証機関はいず

れもFAAとの相互認証協定の枠内で、FAAの追認をスムーズに得ることが出切る体制を既

に確立している。 このバックグランドがあればこそ、両者はビッグネームの間を縫って、

市場で地位を確立できたと言える。 逆に民間エンジン業界で、民間エンジンの売上高と

いう面で見れば、既にPWと遜色のない地位にある仏国のSNECMA社でさえ、単独での民

間エンジンへの本格参入を果たすことが出来ず、SPW14でのPWとの連合やPowerjetでの

ロシア企業との連合のような多種のプログラムを立ち上げて、市場でのプレゼンスを上げ

ることに必死になっている（仏国企業であるSNECMAがEASAの認証を取得する上での問

題があるとは思えないが、EASA認証だけでは市場に認められることが難しいということ

の裏返しとは言えるだろう）。 顧みて、JCABによる認証がFAA、或いはEASAの認証

にスムーズに直結するという確証のない日本企業が市場に参入していくにはFAA、もしく

はEASAの認証を獲得することが現在のところは、必須の条件とならざるを得ない。 
そこで問題となるのはそれらの機関で認証を受けてきた欧米企業と異なり、認証を受け

るためのロジック／システムを一から確立しなければならないことである。 
実行に当たっての、種々の問題はあるものの、ロジック／システムを確立すること自体

は現在の日本の航空関連企業の技術力をもってすれば、十分に可能であると考えるが、問

題はそのために必要なコストと時間である。 詰まるところ、企業がコストを負担するた

めには、先々、そのコストを回収する目処がなければ、なかなか容易には投資を行うこと

は出来ないし、リソースが不足して、想定した期間内に型式認証を取得できなければ、型

式認証を取得できても、時期を逸して、市場での成功を得ることは難しい。 また、収益

性の高い市場のセグメントには、既存のキー・プレーヤ達が押し寄せるために、単独での

いきなりの参戦は難しく、畢竟、参入の可能性が大きいのはニッチ・マーケットというこ

とになるが、当然のことながら、ニッチ・マーケットのパイは小さく、採算性の見極めは

難しい。 このような状況下で企業が海外認証機関の型式承認を取得し、市場に参入して

いくためには、やはり国策として政府が資金援助等を行うことが非常に重要なファクタと

なる。 他国での例を見ても、先述のエンブラエル、ボンバルディアの両社には、市場で

の成功に至るまで、国が長期に渡り、資金援助を行っているし、SNECMA社のPowerjet
プログラムにも仏国政府が多大な資金援助を行うことを表明している。 また、民間航空

機ビジネスに参入する過程で欧米諸国が既得権益を守るために参入障壁を設ける可能性も

否定はできず、その たる例が型式承認取得の敷居を高くすることである。 例え、型式

承認を取得できたとしても、その期間が想定以上に長くなれば、それはビジネス・チャン

スの喪失とつながると言うのは先述した通りであり、非常に厄介な問題である。 このよ

うな事態が万が一、生じた場合には企業単独の力で乗り越えるには非常な困難を伴うため、

公正な審査が行われるように国が側方支援することが欠かせないであろう。 
 

以上、述べたように認証機関としてのJCABの民間航空機/エンジンの型式認証行為の実績

が十分でないこと、たとえ、JCABによる型式認証が行われたとしても、FAAに代表され

る実質的にデファクト・スタンダードとなっている認証機関の型式認証に比して、JCAB
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認証が市場での評価を得ることは難しいという現実があること、認証を受ける企業の側か

ら見れば、自国の認証機関であるJCABによる型式認証に拠って市場への参入を行うこと

が実質的に困難で、FAA等のデファクト・スタンダードとなっている認証機関に頼らざる

を得ないという状態であることに起因する各種の困難が存在すること等、我が国の民間航

空機/エンジンの型式認証に関する課題はまだ多いと言わざるを得ない。 然しながら、国

の支援の下、MRJプロジェクトがそれらの問題に立ち向かって、正式ローンチに向けての

活動が進んでいるのは非常に心強い。 同プロジェクトを通じて、JCAB、並びに日本の航

空関連企業が市場に認められる型式認証能力を培い、その実績を基に、更にアジア等の新

興諸国と連携した型式認証/市場開拓を進めるような将来的な展開も期待されるところで

ある。 
 
５．３．５ 他産業との連携 
 これまで述べたわが国の航空機産業の能力拡充（企画能力、技術能力、認証能力、販売

能力）においては、他産業の活用や連携などがひとつの重要な方策としてあげられる。 
このような状況を考えた場合、我が国のあるべき姿としては以下に述べるような方向性が

考えられる。 
 
（１）自動車⇔航空機⇔ロボットのハイブリッド・インテグレーション産業の構築 
（ａ）世界的に強い自動車産業との連携 
①世界的に強い自動車産業との連携 
 従来から我が国航空機産業が実現化を目指してきた完成機プログラムの実現、商業化に

あたっては、企画（マーケティング等）から基本設計～製品化～認証～生産の技術、認証、

販売・アフターマーケットまでの全てで日本がイニシアティブをとる必要がある。この場

合、日本の航空機産業はボーイング、エアバス、ボンバルディア、エンブラエル等と同様

なビジネスを将来の姿として描くことになる。このためにはこれまで指摘されているよう

に企画能力、技術能力、認証能力、アフターサービス等を含めた販売能力を強化すること

が求められる。 
 しかしながら、一方で「完成機」プログラムを目指した場合、日本としての「強さ」（欧

米等に対する差別化、付加価値）を、世界的にはそれほど強くない航空機製造業の限られ

た範囲で発揮しなければならないという課題がある。このため、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。具体的には、航空機産業を、航空機を作るインテグレート産業

という枠に限って捉えるのではなく、より広い視点で日本の「強み」を明確化して、将来

の姿を描くことが重要となる。 
 我が国の「強み」としては同じインテグレート産業（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として位置づけられ、

日本が技術的に進んでいるロボット産業を挙げることが出来る。航空機産業はこうした他

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。 
例えば我が国の航空機産業は、非常に高い技術力を有しているが、一方でこうした技術は
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適用先が限られ、価格低下も難しい。企業にとっては収益面で厳しいところがある。逆に

航空機の技術をある程度汎用レベルの技術に転換して、自動車など大きな市場に適用する

ことで、価格競争力や収益性の改善を図ることが可能となろう。 
 実際、従来から航空機産業の波及効果として指摘されてきた技術のスピンオフやスピン

オンは、航空機産業が他産業と結びつくことで実現されてきた。航空機産業が他産業と連

携することは、航空機産業自身だけでなく、我が国の産業全体の競争力を高めることに通

じることになる。 
 
（ｂ）ロボットとの連携 
 一方、航空機産業が有するデュアルユースの特性を考えると、主に軍事（防衛）用途と

して欧米をはじめ各国でも研究開発、実用化が進められている「空飛ぶロボット」、無人機

への展開は重要となる。この無人機と深く係わるロボット技術は、インテグレーションの

規模や程度、技術の市場等の成熟度には差はあるものの、日本が世界で一歩リードしてい

る領域である。ちなみに無人機の世界でも、農業用等、民生市場を有しているのは基本的

に日本だけである。 
 
（ｃ）横断的な力を有するハイブリッド・インテグレーション産業 
 高度で、かつ高付加価値なインテグレーション産業である航空機産業を核として、市場

規模が大きく、我が国が強い自動車産業、今後の成長産業であるロボット産業をひとつの

インテグレーション産業（ハイブリッド・インテグレーション産業：図５．３－１参照）

として連携させることで、高い技術力、収益力、そして、イニシアティブ力を有する新た

な航空機産業を国内に構築することは可能となろう。なお、ここでいう航空機産業が有す

る高い技術力とは、単にハードウェア、ソフトウェアの製品だけでなく、認証能力やテス

ト評価、設計、製造、ＭＲＯ、訓練等のアフターサービスのすべてに関わる先進的な技術

に及ぶ。さらに技術を生み出し活用するリソース（人、物、情報等）、マネジメント手法の

すべてを指す。こうしたリソースの活用やマネジメント手法でも他産業の手法等の活用は

有効となろう。 
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高度な技術
の波及

先進的な
技術

低コスト

ハイブリッド・インテグレーションモデル

自動車産業自動車産業 航空機産業航空機産業 ロボット産業ロボット産業

・世界的に強いイニシ
アティブ力を有する

・巨大な市場

・先進的な技術力

（キャリア＋インフラ）

・高度な技術力

・先進の技術領域

・先進のマネジメント・
ビジネスモデル

・制御、バイオ関連技術

・自律化技術

・新たなビジネスモデル

高度な技術
の波及

 
図５．３－１ 自動車⇔航空機⇔ロボット等で構成されるハイブリッド・ 

インテグレーション産業の展開 
（航空機製造業と航空輸送事業との関連） 

  
出所）㈱三菱総合研究所 

 
５．４ 体制整備 
 
５．４．１ 日本及び欧米における政策検討体制 
日本における航空機関連の体制整備に関する調査の一環として、日本、米国及び欧州の

政府レベルでの航空関連政策の立案体制の調査を試みた。具体的には日本においては、産

業政策、科学技術政策、交通政策の３つの観点での政策検討のための諮問機関等の現状を

調査するとともに、米国及び欧州については科学技術政策に関する政策立案検討体制を主

として調査を行った。 
図５．４－１～図５．４－３に日本における航空関連の政策立案に係る諮問機関等の

体制を産業政策、科学技術政策、交通政策毎に示す。航空機製造についての産業政策は

経済産業省、科学技術面からは文部科学省、また交通政策としては国土交通省が主管し、

基本的に各省の所管事項に則って政策立案を実施している。また、そのための諮問機関

等が各省毎に設置されている。科学技術政策については内閣府の総合技術会議が政策決

定の 高機関として、省庁間を越えた総合的な政策立案機能を有している。 
また、航空関係については産業政策、科学技術政策及び交通政策の各視点からの総合的

な政策立案・検討の必要性から、経済産業省、文部科学省、国土交通省及び防衛省の連携

強化のための連絡協議会が設置されている。 
しかしながら、欧米にみられるような高いレベルでの総合的政策立案を行う機能をもっ

た行政府横断的な組織或いは諮問機関の航空に特化したものはないのが現状である。 
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経済産業省

産業構造審議会

航空機宇宙産業分科会

製造産業局

一 経済産業省の所掌事務のうち航空機に関するものに関する
重要事項を調査審議すること。
二 経済産業省の所掌事務のうち宇宙の開発及び利用に関する
ものに関する重要事項を調査審議すること。
三 航空機工業振興法（昭和33年法律第150号）第３条第３項

（同法第４条第２項において準用する場合を含む。）の規定により
審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

一 産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力

の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び
産業の発展に関する重要事項を調査審議すること。
二～四 （略）
五 工場立地法、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の

整備に関する法律、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、航
空機工業振興法、自転車競技法及び小型自動車競走法の規定
によりその権限に属せられた事項を処理すること。

内閣府

（航空機工業振興法第３条第３項）
経済産業大臣は、第一項の規定により開発指針を定
めようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かな
ければならない。

防衛庁

防衛産業・技術基盤研究会

装備本部

防衛調達審議会

我が国の防衛産業・技術基盤を維持・育成するため
の施策の検討に資するため、防衛産業・技術基盤研
究会を開催し、今後の防衛産業・技術基盤の維持・育
成の在り方に関する提言を行う。

防衛調達（装備品、船舶、航空機及び食糧その他の
需品並びに役務の調達をいう。）に関する規則及び防
衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並
びにこれらに関し、必要に応じ、長官に対して意見を
述べる。

安全保障会議

一 国防の基本方針
二 防衛計画の大綱
三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱、 以下略
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図５.４－１ 日本の航空機関連の政策立案に係る諮問機関等（産業政策） 
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図５.４－２ 日本の航空機関連の政策立案に係る諮問機関等（科学技術政策） 
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・鉄道及び軌道の上限運賃及び上限料金の設定又は変更
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こと。
二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明
するための調査を行うこと。
三 航空事故の兆候について航空事故を防止す
る観点から必要な調査を行うこと。

（中略）
七 前各号の調査の結果に基づき、航空事故及

び鉄道事故の防止並びにこれらの事故が発生した
場合における被害の軽減のため講ずべき施策に
ついて勧告すること。
八 航空事故及び鉄道事故の防止並びにこれら

の事故が発生した場合における被害の軽減のた
め講ずべき施策について建議すること。
九 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及

び研究を行うこと。
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検討会等
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こと。
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図５.４－３ 日本の航空機関連の政策立案に係る諮問機関等（交通政策） 
 
 
一方、米国では大統領・議会の、欧州では欧州連合の諮問委員会といった高いレベルで

の戦略検討を実施している。米国においては、2002年に航空宇宙産業に関する長期的な戦

略が発表されたが、これは産業政策、科学技術政策（一部、教育政策も含む）、交通政策

及び防衛政策に関する総合的な戦略として、大統領および議会の要請で設置された諮問委

員会において検討されたものである（参照：図５．４－４A）。また、航空宇宙の科学技

術政策立案については 高意志決定機関である大統領府科学技術政策室（Office of Scien
ce & Technology Policy）に航空宇宙専門部門において行われているほか（参照： 
図５．４－４B）、上記の戦略に沿って航空関連の総合的な計画立案のための行政府横断

的な組織（JPDO：Joint Planning & Development Office）を設置して、次世代の航空

交通システムの構築に向けた取り組みが進められている。 
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A)米国における航空宇宙関連の政策立案及び計画推進体制 

 

 
B)大統領府の科学技術政策室（Office of Science & Technology Policy）の組織構成 

 
図５.４－４ 米国の航空関連の政策立案体制（主として、科学技術政策） 

 
欧州においても米国と同様に欧州連合の諮問会議のひとつとして、欧州航空宇宙諮問グ

ループ（European Advisory Group on Aerospace）を設置し、ここで欧州の航空宇宙産

業の長期的な戦略検討がなされた。また、欧州連合とは独立した欧州航空技術研究会議（A
CARE：Advisory Council for Aeronautical Research in Europe）が置かれている。A
CAREは各国政府代表者や各国研究機関、産業界やエアライン、基準等の策定機関のほか

欧州委員会からもメンバーとして参加し、航空技術の研究開発政策検討の域を超えた活動

を実施し、欧州議会の産業、研究及びエネルギーに関する委員会への政策提言も行ってい

る。同時に、メンバーとして参加している各国政府への働きかけも行っている。このよう

に、欧州においても米国同様に航空に関して戦略分野としての位置付けから、産業政策、

科学技術政策、交通政策及び防衛政策の全ての面での総合的な検討の下に政策立案がなさ

れている。図５．４－５に欧州連合における航空機関連の政策立案に関する体制の概要を
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図５.４－５ 欧州連合における航空機関連の政策立案の体制 
 
５．４．２ 日本における事業推進体制 
日本が現状の体制の中で航空機の開発、製造販売という事業を起こすとした場合、既存

の財団法人や社団法人組織で対応することは可能なのか、また、これらの組織による事業

推進や企業単独による事業推進以外に民間航空機の開発･製造・販売事業を行うことが可能

な実施体制について検討を行った。 
現状では、財団法人である日本航空機開発協会（JADC：Japan Aircraft Developmen

t Corporation）と日本航空機エンジン協会（JAEC：Japanese Aero Engines Corporat
ion）が存在している。しかし、財団法人は公益法人の1つで、ある特定の個人や企業など

の法人から寄付されて財産(基本財産)で設立され、これに対する金利を主な収入として運

営する法人で、民法34条を根拠として設立されるため、営利行為を行うことを禁じられて

いる（民法第34条：「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団

であって、営利を目的にしないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることが出来る。」）。

また、社団法人である日本航空宇宙工業会（SJAC：The Society of Japanese Aerospac
e Companies）も同様に民法34条に基づく法人であることから、営利行為を行うことはで

きない。例えば、財団法人の一つであるJADCでは事業第４条において民間航空機の開発

に関する調査及び研究、それに関連した試験、調査・研究・試験の成果の分析、民間航空
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機の製造および販売の促進を行うことと定めており、販売活動は事業範囲にない。JAEC
においても同様である。SJACにおいても事業は調査研究、普及、展示、交流などに止ま

り、定款の中には製造はもとより販売に関する記載はなく、販売行為を行うことはできな

い。したがって、航空宇宙関係で既に活動している法人においては、航空機の販売を目的

とする事業活動を行うことはできない。 
単独企業でクローズした体制を除くと、民間出資による特別目的会社の設立、YS11の時

のような政府出資の特殊会社の設立、中国ARJ21にみられるような傘下の企業からの出資

による開発・製造から販売までを行う会社の設立（形態としては出資に応じて収入を分配

するRSP（Revenue Share Program））といった方法が事業組織として考えられるが、Y
S11の事業推進のときのように政府出資の特殊会社の設立は世界貿易機関（WTO）の自由

貿易協定の下では実現はできないものと想定される。したがって、民間出資による特別目

的会社を設立して開発資金を調達して製造・販売を国内製造企業に委託する方式、或いは

資金調達・開発・製造から販売までの全て担うコンソーシアムを設立する方式（中国のA
RJ21プログラムの形態に近い）などが考えられよう。 
 
５．４．３ 日本における体制上の課題 
ａ）戦略策定・政策立案の体制 
航空分野は国家戦略分野であるだけでなく、総合的な政策が必要な分野であるが故に、

各行政機関を横断的・有機的に機能させていくことが必要である。このため、欧米におい

ては、産業政策、科学技術政策、交通政策及び防衛政策を有機的に連携させた戦略及び政

策立案検討が政府トップレベルの諮問機関や行政機関において行われている。一方、日本

においては、各行政機関の所管事項に係わる範囲のなかで航空機関連の政策立案がなされ

ているにとどまり、総合的な戦略策定や政策立案検討を行う政府行政組織或いは政府トッ

プレベルでの諮問機関の航空に特化したものはないのが現状である。 
しかし、将来において、「日本が主導する国際共同開発」を実現していくためには、単

に産業政策、科学技術政策、交通政策及び防衛政策のそれぞれの分野での政策立案だけで

なく、国家レベルでの総合的な戦略策定と意志決定が不可欠である。こうした機能を有す

る政府トップレベルの行政組織あるいは諮問機関を整備していくことが日本における航空

機関連の政策立案検討体制の観点からは 重要課題であろう。 
ｂ）事業推進の体制 

先に述べた通り、既存の財団法人・社団法人といった組織で事業を推進することは法的

に不可能である。したがって、将来において日本が主導する国際共同開発を推進する場合

に、それが日本の単独企業の事業ではなく複数企業が参画する事業をなった場合に、参加

企業をまとめる責任と権限、開発から販売までの責任を負う事業組織としての受け皿が現

状においては存在しない。こうした事業組織体の設立や特別目的会社の設立などについて

の検討を今後行う必要があろう。 
また、民間航空機の販売促進では、欧米のトップメーカーでさえも政府の関与が少なか

らずあり、特に将来においてアジア諸国との国際共同開発を日本が主導していく場合には

オフセット契約など政府レベルでの関与が必要となる。トップセールスといった観点も事

業推進体制のあり方のなかで今後検討することが必要となろう。 
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５．４．４ 今後の体制強化への提案 
（１）行政府横断的な推進体制の強化 
航空機産業は欧米の航空先進諸国はもちろんのこと、アジア諸国においてもその技術先

導性、広範な産業への波及性や安全保障どの観点から戦略的産業分野として位置付けてい

る。したがって。日本が主導する国際共同開発を実現していくためには諸外国と同様にこ

れまで以上に国家的な取り組みが必要である。また、日本の航空機/エンジン開発に対する

戦略/発展の為の政策に基づいたロードマップは、基礎研究、市場動向に応じた製品開発研

究に基づくことが重要であり、これらを全体的にバランスよく見極めて長期的展望に立っ

て戦略を立てることが必要である。 
このため、長期的な戦略を立てて、国家プロジェクトをマネージメントし、政府に答申

していく行政府横断的な組織を諮問機関として設置することが必要である。こうした諮問

機関の機能のなかには、国家プロジェクトの開発状況を常にモニターし、開発のプロセス

についてノウハウを蓄積するとともに、厳正な技術評価・審査機能も付加することが必要

であろう。航空技術関連の研究開発については、文部科学省、経済産業省、国土交通省及

び防衛省の４省連絡協議会等を通じて連携が図られてきているが、このような研究開発に

おける連携は効率的で効果的な国家プロジェクトの推進の観点から一層重要なものとなる

であろう。このために、技術成熟度といった指標などで各省の棲み分けを明確化しつつ、

一方で、研究開発のいわゆる「死の谷」を形成することとないように基礎的・基盤的研究

レベルから実用化レベルまでの一貫した研究開発計画が推進できるように、研究開発計画

そのものの方針や評価指標の定義を定める機能も行政府横断的な諮問機関の役割に付加す

べきであろう。米国におけるJPDO（Joint Planning & Development Office）はその参

考となろう。 
（２）事業推進体制の強化 
将来において国家プロジェクトとして日本が主導する国際共同開発を推進する場合にお

いては、商品企画、開発、販売、プロダクトサポートまでの責任と権限をもった事業推進

の組織体が何らかの形で必要となる。単独企業でクローズして事業推進が可能な範囲であ

れば問題はないが、政府による支援が必要なリスクの大きな場合には複数の国内航空機／

エンジン製造企業の総力を集めて行う必要があろう。一方、日本で各企業毎に事業戦略も

異なるであろう。したがって、単独企業では事業推進が困難な場合には参加企業の上位に

たつ責任と権限を有する、新たな体制の構築（例えば、コンソーシアム）が必要である。

また、世界の航空機産業が企業統合で集約されている状況において日本の航空機産業のよ

うに複数の企業が共存している例は少ない。 
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６． アジア諸国との連携 
 
６．１ アジア／オセアニアの状況（海外調査及び Info-Plaza Meeting） 
 
６．１．１ 平成１９年度海外調査及び IPM 
（１）平成１９年度海外調査報告 

（a）概要 
初の試みであるアジアでの民間航空機のトレードショウ（香港）に参加し、アジア

を中心とした航空業界の現状を把握した。 
また、後半はインドネシアのジャカルタ及びバンドンにおいてインドネシア航空業

界の現状を調査した。 
（b）日程 
９月２日 成田＝＞香港 
９月３日～５日 Asian Aerospace 2007 参加 
９月５日 香港＝＞ジャカルタ 
９月６日 ジャカルタ ――― インドネシア航空関係者との会議 
９月７日 バンドン ――― 航空機メーカー、工科大学訪問 
９月８日 ジャカルタ＝＞成田 
（c）調査団 

団長：戸田 勧（早稲田大学） 
メンバー：渡辺紀徳（東京大学大学院工学系研究科） 

村上 哲（宇宙航空研究開発機構） 
山口俊吉（航空機国際共同開発促進基金） 

（d）調査内容 
１）Asian Aerospace 2007 
９月３日～６日、香港空港に隣接した国際見本市会場 AirWorld Expo で開催され、

室内展示と国際会議が中心で機体の展示はエアバス A380 と中小型のビジネス機

のみであった。 
室内展示は航空全般、航空機インテリア、航空輸送の３種類に分かれ、ボーイン

グ、エアバス、ボンバルディアなどの機体メーカー、HAECO、MTU などの整備

会社、エアライン、装備品メーカーなどがあり、日本からは航空全般に SJAC、

IHI、他１社のみの参加であった。 
国際会議も航空全般、航空機インテリア、航空輸送、エアライン トレーニング

などのセミナーに分かれており、出席した航空機全般のセミナーにおいては次の

ようなテーマについて発表が行われた。 
９月３日 ”航空輸送の戦略” 
 躍進する中国、インドを中心とした各国の航空局、製造メーカー、エアライン

などのトップから自信にあふれた発表があった。 
９月４日 ”航空輸送の運用体制” 
 同様にアジア各国の空港会社、IATA などからインフラ整備についての発表が

あった。 
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９月５日 ”航空宇宙技術” 
 ボーイング、エアバス、GE などから技術も含めた発表があり、午後のセミナ

ーでは ARJ21 の開発状況、エンブラエルとの合弁会社などの説明があった。 
 

２）インドネシア航空業界調査  
PTIR（航空関係中心の投資会社）の Agung Nugroho 氏に調査スケジュールの計

画を依頼し、初日は PTIR の会議室でインドネシア航空業界の主要メンバーとの

会議を行い、二日目はバンドンで PTDI（航空機メーカー）と ITB（バンドン工

科大学）を訪問した。 
９月６日 インドネシア航空業界との会議 
 IADF から４件、インドネシア側から５件（BPPT、DGCA、LAPAN、ITB、

PTIR）の発表があり、質議応答の上、議論を進めた。 
 主要な参加者は以下のとうり、 
  Dr. Said D. Jeie ―――Chairman of BPPT（国立の研究機関） 
  Dr. Budhi M. Suyitno ―――Director General of DGCA（航空局） 
  Mr. Muchamad Muchlis ―――Head of Cooperation Division 
                 of LAPAN(航空宇宙研究機関） 
  Dr. Ilham A. Habibie －－－CEO of PTIR 
  Mr. Agung Nugroho －－－VP Aerospace Business of PTIR 
 DGAC からは事故多発の現状を受けた対応策と現状の説明、BPPT 及び

LAPAN からは研究活動の現状、PTIR から N250（インドネシアの国産旅客機）

開発の再始動計画などの説明があった。 
 これらのインドネシアの要請に LADF も橋渡し役として協力すると説明した。 
９月７日 PTDI 及び ITB 訪問 
 バンドンの PTDI は CASA（スペイン）と共同で小型のターボプロップ

（CN-235)を製造しており、ヘリコプターもユーロコプターと共同で大型から

小型までを手がけている。また、機体部品製造、技術サービス、武器製造など

も行っている。10 年前の経済危機で開発が凍結された国産中型旅客機”N250”
の機体、試験設備などがそのままの状態で保管されていた。 

 ITB は 1920 年に設立され、航空宇宙は工業技術学部の中にあり、現在、学生

が 300 名ほどで規模が増加している。東京大学、豊橋工科大学、慶応大学など

と交流活動を行っており、今後さらに拡大したいとのことであった。 
 

（２）Info-Plaza Meeting 2007 報告                     
（a）国際会議 

 ＊日時：２００７年１０月１８日（木） １０：００～１６：００ 
  
＊場所：東京国際フォーラム（有楽町） Ｇ５０４会議室 

  
 
 



                   

 92

＊参加者：タイ ――――――― O. Chirachon（カセサート大学） 
                               A. Dalallah（カセサート大学） 
                               C. Klampol（カセサート大学） 
            オーストラリア ―― I. Herszberg（CRC-ACS） 
      日本 ――――――― 戸田 勧（早稲田大学） 
                 村上 哲（JAXA） 
                 伊藤 健（JAXA） 
                 渡辺紀徳（東京大学） 
                 李家賢一（東京大学） 
                 板原寛治（SJAC） 
                 平上雄一（KHI） 
                 奥田章順（MRI） 
                 高岡武司（IADF） 
                 山口俊吉（IADF） 
                 佐藤秀雄（IADF） 
     詳細は List of IPM2007 Attendants 参照。 
  
＊スケジュール： Time Table of IPM2007 参照。 

  
＊議事内容： Minutes of IPM2007 参照。 
 
総括 
これまでの Info-Plaza Meeting では会議時間が短く、各国の現状紹介に大半の時間が割

かれて実質的な議論が少なかった。今回の IPM は会議時間を長く設定し、議論テーマ

を“アジア、オセアニアにおける航空機開発のための人材育成”に絞り、議事を進めた。 
世界的なエンジニアの減少などに対する危機感の高まりもあり、本テーマについて沢山

の Q&A が行われ、有益な議論が出来たと思われる。 
会議の中で人材育成（人材交流）の具体的な方法についての議論もあり、今後、アジア、

オセアニア地域での人材交流プログラムを立ち上げるためのきっかけとなるものと思わ

れる。 
また、来年の IPM は今回、参加されたタイのカセサート大学の主催でバンコックで行

うか、SJAC の JA2008 が行われる横浜で行うかの二者択一で今後、調整されることに

なった。 
 
（b）航空関係ツアー 

 ＊日時：２００７年１０月１９日（金） ９：００～１６：００ 
 
 ＊場所：午前 ――― IHI 昭島、瑞穂 
     午後 ――― JAXA 調布、三鷹 
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＊参加者：タイ ――――――― O. Chirachon 
                               A. Dalallah 
                               C. Klampol 
            オーストラリア ―― I. Herszberg（午前のみ） 
      日本 ――――――― 伊藤 健 
                 山口俊吉 
 
＊スケジュール： Aeronautical Tour at IHI and at JAXA 参照 

 
総括 

 IHI ――― 新しい昭島事務所の IHI ミュージアム（原田館長）で日本のジェットエ

ンジンの歴史と現状の説明を受けた後、瑞穂工場（佐藤工場長）で新製エンジン（V2500、
CF34 など）組立及びエンジンオーバーホールなどの説明を受け、特に最近完成した中

型エンジン用テストセル（主に V2500、CFM56 などのエンジンオーバーホールに使用

される。）も見学できた。 
 JAXA ―― 調布の研究本部で坂田本部長より直々に JAXA ミュージアムの説明を受

けた後、飛行システム技術開発センター（大沢）に移動し、低速風洞、実験用航空機

（MuPAL-α、MuPAL-ε、Queen Air など）、飛行シミュレータ（通常の固定翼用だけ

でなく、大画面のヘリコプター用もある。）を見学した。 
 来日された参加者は非常に興味深く、見学されていたが、見学される側も相互理解の良

い機会と捕らえ、積極的に対応していただいた。 
 
６．１．２ これまでの海外調査及び IPM のまとめ 

  最近のアジアを中心とした海外調査と Info-Plaza Meeting をまとめ、表６．１―１と 
表６．１―２に示す。 

 中国、韓国は技術レベルが高く、航空機産業はかなり、高い成長率で増大しており、 
日本に対する期待感は小さい。 

 マレーシア、タイ、インドネシアはまだ、航空機産業が少なく、大学、研究機関など 
における航空教育の黎明期にあり、日本に対する期待感は大きい。特にインドネシア 
は国産中小型旅客機の自主開発に力を入れており、日本の協力を期待している。 

 オーストラリアの産業規模は小さいが、複合材を中心とした機体の技術レベルは高く、 
日本からの研究開発、部品製造の受注を期待している。 

 以上の各国の状況を踏まえて、日本が航空機開発のためのビジネス、技術、人材など 
の国際交流のインフラを確立し、アジア地域でのイニシアチブを取ることが重要である。 

 
６．２ 国際交流・国際共同開発の促進 
 
６．２．１ 人材交流／人材教育への貢献 
 ６．１．２項の結論を受けて現在、IADF が実施している国際交流事業（航空機関係 
専門家の招聘、派遣）の延長線上に若い航空関係者（学生も含む）を育てるための 
国際交流プログラムを作り、IADF の新しい事業として開始することが期待されている。 
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特にタイ、インドネシアなどの航空関係の開発途上国の大学からは若い指導者及び学生

を含む若い技術者、研究者などを日本の大学、研究機関に招待して、教育することが強

く期待されている。 
このプログラムの目的は国際貢献を強く求められている日本がアジアの若い航空関係の

人材を国際的な環境の中で教育し、国際的なビジネスである航空機産業に適した人材と

して育成することである。 



表６．１－１　IADF海外調査まとめ

調査国 マレーシア 中国 韓国 タイ オーストラリア インドネシア
調査日時 2001年10月 2002年10月～11月 2003年１０月～１１月 2005年10月 2006年11月 2007年9月

MiGHT（Malaysian Industry-
Government Group for High
Technology）：１９９３年にマハ
ティール首相が設立した高度技
術の推進及びそれに基く経済発
展の政策を協議立案する総理
府所属の委員会。MIGという９つ
のグループがあり、そのうちの１
つが航空宇宙。

中国科学院工程熱物理研究所：
中国の国立研究所で予算の２
５％が国から支給され、残りは
自分の収入が必要である。航空
機の研究開発は世界的なレベ
ルであり、研究所が設計、企業
が製造、大学が研究と分業化さ
れている。

韓国航空宇宙産業振興協会
（KAIA)：１９９２年に韓国商工エ
ネルギー省の交付金で設立さ
れた。会員企業数は４９社で日
本のSJACに相当する機関であ
る。IPMを含む今回の韓国訪問
を全てアレンジしてくれた。

カセサート大学Bangkhenキャン
パス：航空宇宙工学科のあるカ
セサート大学の中心キャンパ
ス。この大学は国内に７ヶ所の
キャンパスがあり、農学部、建
築学部、教育学部、工学部など
２０学部を持つ、国立の総合大
学である。

CRC-ACS（Cooperative
Research Centre for Advanced
Composite Structures)：１９９１
年に政府が産学官連携のため
に設立した複合材関連の研究
センター（会社）。国内的に企
業、大学と研究協力を進めてき
たが、今後は国際的な研究協力
も積極的に進めてゆきたい。

SME Aviation Sdn.Bhd：ロシアか
ら技術導入した単発プロペラ機
（MD－３）を生産し、空軍へ納入
する国策会社。

AVIC2：AVIC1とともに中国を二
分する航空機製造業を中心とす
る統括企業（５４企業、２０万人
規模）。ERJ145、ユーロコプター
などのJV。

韓国ロストワックス株式会社：日
本とのJVからスタートし、現在は
独立して韓国No.1の精蜜鋳造
会社。年間売り上げ＄１１．８M、
従業員２０７名。日本語がわか
る。

キング・モンクット工科大学北バ
ンコク校：航空宇宙工学科を持
つ国立の工科大学。１０年前頃
から航空宇宙に力を入れ始め、
自動操縦系統、UAVなどの研究
プログラムを進めている。

Marand：メルボルンの冶工具
メーカで各種分野へハードを含
む最適な生産システム（ロボッ
ト）を供給している。年商＄４０
M、従業員２０７名、自動車４
５％、航空４０％、車両１０％。
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CTRM(Composite Technology
Research Malaysia)：１９９０年に
設立されたコンポジット材料に
関する技術力を基幹として国際
的な企業を目指す国策会社（９
０％）。Eagle Aircraft（コンポジッ
ト軽飛行機組立）、ACT（コンポ
ジット飛行機構造部材製作）、
Excelnet（エンジニアリング事
業）などの子会社がある。

北京航空航天大学（BUAA)：５０
年前に航空宇宙専門大学として
創立され、現在はマンモス総合
大学。教授陣の年齢層が非常
に若く、実験装置が豊富で特に
ジェットエンジン関連の研究レベ
ルが極めて高い。

韓国航空宇宙産業株式会社
（KAI）：１９９９年に大宇重工（２
８％）、三星工業（２８％）、現代
自動車（２８％）の出資により設
立された民間会社。製品はT-
50、KT-1などの練習機、KF-16
戦闘機、陸軍用UAV、民間機用
部品、衛星開発など。年間売り
上げ９５０億円、従業員３２００
名、国内に４工場、軍用８０％。

カセサート大学Si Rachaキャン
パス：バンコックから東に約１００
KMのションブリ地方（パタヤ
ビーチ）に位置し、工学部、資源
環境学部、ビジネス学部があ
り、海洋関連工学がここの特徴
的な教育プログラムである。各
種風洞、性能試験装置、強度試
験装置などの航空宇宙工学関
連の設備も設置されている。

RMIT／Sir Lawrence Wackett
Centre：本センターは１９９１年
に設立され、航空関連の研究開
発ならびに生涯教育を目的とし
た学長直属の組織である。所
長、副所長などのスタッフは１０
名で２０名の学生を指導してい
る。主要テーマはRCUAV、ヘリ
コプターなどである。

PT.Diagantara Indonesia
(Indonesia Aerospace-Iae)：バン
ドン市にある航空機製造メーカ
で主要製品はCN235（双発ター
ボプロップ輸送機）、AS-332
（ユーロコプタ）、Bell-412（ベル）
などである。１０年前に開発が中
断された国産機N-250の機体、
試験装置などがそのまま、保存
されていた。

EPU(Economic Planning Unit
Prime Minister's Department)：
国家的開発計画を策定し、政府
内での調整を行う機関。

西安飛機工業（集団）有限責任
公司（XAC)：AVIC1の企業（航空
関係7割）で爆撃機、輸送機
（FBC-1、ME-16、Y-7、ME-60）
などの設計、製造及びボーイン
グ、エアバスなどの部品製造な
どを行っている。

KARI（Korea Aerospace
Research Institute)：１９９６年に
現在のKARIが設立され、予算規
模１６０億円、従業員６２０名で
JAXAとほぼ同様な事業内容。
欧米、日本とも共同研究が進め
られており、技術レベルが高く、
特にUAVが進んでいる。

Chromally Thailand：タイ工場は
１９９１年に操業を開始し、ガス
タービン　エンジン部品（圧縮機
とタービンのブレード、燃焼器な
ど）の修理を中心に事業を進め
ている。今後、エンジン全体の
修理、PMA部品の製造などにも
事業展開を進める予定。

Hawker de Havilland：歴史のあ
る機体メーカであるが、２０００年
からは１００％ボーイング傘下の
機体メーカとなっている。ボーイ
ング、エアバスの複合材部品を
製造し、７８７の製造ラインを準
備している。年商AUD３００M、
従業員１３００名。

西北工業大学（NPU)：科学技術
の広い学門領域を網羅した国立
の総合工業大学で国際的な人
事交流に力を入れている。

Korean Air Aerospace Business
Division：KALのこの部門は１９７
０年に設立され、現在、軍用部
門は米軍、自軍の航空機の製
造、整備を行い、民間部門は
ボーイング、エアバスなどの機
体部品製造をオフセットプログラ
ムで実施中。

Royal Thai Air Force Museum：
カセサート大学での航空関係者
の会議に出席されたPreecha少
将からの招待を受けて博物館を
見学した。タイで開発された
RTAF-1~RTAF-5の実験機、古
い日本の機体などが並んでい
た。

DSTO（Defence Science and
Technology Organization)：１９１
０年に設立した豪州国防省の研
究機関。予算AUD３００M、職員
数２２４０名。機体材料及び構造
の技術研究が中心、軍用機運
用上の問題（経年変化、修理技
術など）の研究も多い。

上海交通大学：江沢民が卒業し
た清華大学に次ぐNO.2の大学。
航空宇宙関係は最近、再立ち上
げを進めている。

GKNAES（GKN Aerospace
Engineering Service)：英国の航
空宇宙と自動車の設計開発、部
品製造の会社の豪州部門。９
０％が海外の仕事。

まとめ

航空機産業の実績は少なく、こ
れまではロシアの機体のライセ
ンス生産のみ。ただ、先端技術
育成の一環としてコンポジット材
の技術開発を積極的に進めて
おり、航空機用部品の製造を開
始している。

世界的な技術レベルと世界一の
パワーで航空宇宙産業を本格
的に進めたら、世界的な脅威と
なると思われる。中国への今後
の対応策を明確にする必要が
ある。

航空産業の規模は日本の１割
で軍用が８０％を占めているが、
航空宇宙関係の技術は世界レ
ベルに近ずいているので民間航
空機の分野でも大きな力を発揮
するものと思われる。

いくつかの大学で航空宇宙工学
の萌芽が見られるが、まだ、産
業分野がほとんど無く、国として
の方向付けが必要である。

大学、研究機関などでの航空関
係の人材育成は行われている
が、航空産業は少なく、これから
も現状維持と思われる。

大小無数の島々からなる国情
から国産小型旅客機の開発に
は特別の思いがあるようである
が、安全性の面から航空輸送の
インフラ整備が緊急の課題であ
る。

PTIR（PT. Ilthabi Rekatama)：イ
ンドネシア航空業界との会議が
PTIRのアレンジで開催され、最
近、多発する航空機事故の問
題、国産機開発再開への準備
状況などについての議論が行わ
れ、日本のサポートを求められ
た。主要な出席者はSaid
D.Jeie(BPPT所長）、Budhi
M.Suyitno（DGCA長官）、
Muchamad Muchilis(LAPAN部
長）、Ir.Hisar M.Pasaribu（ITB教
授）、Ilham A.Habibie（PTIR
CEO)、Agung Nugroho（PTIR
VP)など。

ITB（Institut Teknologi
Bandung)：バンドン市にあるイン
ドネシアを代表する理工系大学
で１９９７年に航空宇宙工学科
が設立され、現在の学生数は４
００名弱、大学全体で１４０００名
である。国際活動としては日本
（東京大学、豊橋技術科学大学
など）、韓国、台湾、英国、オラン
ダなどの大学との協力関係を進
めており、今後も更に多くの共
同研究を立ち上げたいと考えて
いる模様。

調査内容



表６．１－２　Info-Plaza Meeting まとめ

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
開催日時 2001年10月 2003年11月 2004年10月 2005年10月 2006年11月 2007年10月
開催場所 マレーシアーランカウイ 韓国ー釜山 日本ー横浜 韓国ーソウル 中国－珠海 日本ー東京

参加者

MiGHT（マレーシア）　4名、
MAS(マレーシア）　1名、
PRIMA（マレーシア）　1名、
Excelnet(マレーシア）　2名、
DOCA（マレーシア）、　SIRIM（マ
レーシア）　1名、　COB（シンガ
ポール）　3名、　Pascall（英国）
１名、　ACM（米国）　3名、

Seoul National Univ.（韓国）　１
名、　KARI（韓国）　１名、
Hangyang Univ.（韓国）　１名、
KAIA（韓国）　２名、　AVIC2（中
国）　２名、　MiGHT（マレーシ
ア）　２名、　IADF　４名

KAIA（韓国）　２名、KARI(韓国）
１名、IADF　１１名

KAIA（韓国）　３名、　Seoul
National Univ.（韓国）　１名、
KSAS(韓国）　１名、　KARI(韓
国）　１名、　KAI(韓国）　１名、
AVIC2（中国）　１名、　IADF　４
名

AVIC2（中国）　４名、　PTIR（イ
ンドネシア）　１名、　IADF　４名

Kasetsart University（タイ）　３
名、　CRC-ACS（オーストラリ
ア）　１名、　IADF　１１名

＊議事進行：Zaiful Hasmi
Hashim（MAS、MiGHT)

＊KARIは韓国科学技術省傘下
の最大の研究機関（総予算＄１
２８Mのうち国庫負担８％のみ)。

＊韓国の主要製品はKT-1練習
機で東南アジア地域に供給して
いる。

＊議事進行：Jinsoo Cho(KSAS
＆Hanyang University)

＊議事進行：XU Bo（AVIC2) ＊議事進行：村上　哲（JAXA）
メインテーマ”航空技術者育成
のための国際協力”

＊MiGHTの４つの目標
（Avio&System-Integltn、Parts、
Component製造、MRO Global
Center of Training・Education)

＊マレーシアの航空機関連企業
は４２社（MRO　３０社、部品製
造　８社、エアライン　４社）。

＊ロボットUAVコンテストは韓国
政府がサポートし、韓国の大学
から３２チームが参加する予定。

＊航空企業３社（Samsung、
Hyundai、Daewoo）が合併した
KAIから日本企業は何故、合併
しないのかと質問された。

＊TANG HuaよりAVIC2について
の説明があり、今後、ヘリ用エン
ジンのライセンス生産を進める
とのこと。

＊ヘリコプタはタイガーNH90の
生産、新大型ヘリの開発などが
あり、複合材使用方法が異なる
ため、CRC-ACSはヘリ用のプロ
グラムを立ち上げた。

＊IADFの財政支援はどうすれ
ば受けられるか？

＊韓国の若い人は宇宙、バイオ
等に興味を持つが、飛行機の人
気は低い。

＊KARIの採用人員は５０人／年
で現在、５００名の研究者がお
り、１/３がPh.D.である。

＊韓国航空産業は現在、＄１B
規模であるが、１０年後には日
本と同じ１０倍の規模にする予
定。

＊ボーイングとエアバスについ
ては部品生産量が増加してお
り、特にエアバスについては
A320の生産ラインを中国に設置
する予定。

＊複合材の剥離修理はパッチ
修理で６０％～８０％の強度が
回復するが、将来は小型ピン修
理が有望である。剥離クラック
の予測は可能であるが、まだ、
計算モデルは出来ていない。
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＊マレーシアの航空機産業の環
境は熟してきているが、人的資
産が一番の課題である。

＊メンバー国の窓口を明確にし
ておくことが必要である。

＊ANAは沢山の新システムによ
る経済性の高いボーイング７８７
を選定した。（複合材の機体、電
機システム、高圧油圧システム
など）

＊Jinsoo ChoよりUAV開発状況
の説明があり、UAVを韓国航空
機事業の大きな柱として熱心に
進めている状況が理解できた。

＊PTIRは１０年前に開発が中断
した５０人乗りの双発コミュー
ター機の再開を目指して準備を
進めている。

＊日本の独立行政法人の大
学、研究機関などは毎年１％ず
つ予算が減っており、自立への
道を確立する必要がある。

＊ベトナムをメンバーに入れる
べきだろう。

＊５０％を超える複合材の使用
については各種の設計開発試
験を行っており、日本のメーカが
サポートしているので問題は無
い。

＊中国のXu BoがAVIC2の現状
を説明した。

＊インドネシアはERJ145に興味
を示しており、中国からの購入も
視野に入れている模様。

＊カセサート大学ではRMIT
（オーストラリア）と学部生を３年
ずつ交換して教育するプログラ
ムを実施している。宇宙関係は
非常に少なく１０％程度。

＊韓国は航空産業を１社にまと
める方向であるが、日本の方向
は？

＊交換留学生は言葉の壁が大
きい。日本はヨーロッパに比べ
て英語が使われていない。
＊IADF調査委員会は本テーマ
の議論を進め、新しい国際交流
プログラムに結び付けたい。

まとめ

Info-Plaza Meetingの初回会議
でMiGHTの主催で５ヶ国、２５名
が参加し、Face to Faceの有益
な会議となった。

今回はKAIA主催で４カ国から１
３名が参加し、Face to Faceの
有益な会議となったが、自由討
議の時間が足りなかった。

今回のIPMはJA2004にあわせ
てIADF主催で横浜で開催した
が、参加者は韓国３名と委員会
メンバーで合計１４名となった。
会議は韓国と日本のプレゼンと
Q&Aが行われ、有益な会議と
なったが、今後は議論を充実さ
せるために”魅力あるTopics”が
必要である。次回は韓国のエア
ショウにあわせてソウルで開催
されることになった。

今回は韓国、中国、日本から１２
名の参加となり、エアショウとの
関係で会議時間が短縮された
ため、十分な討議の時間が取れ
ず、昼食時の非公式な議論と
なった。現在のIPMでは官民とも
に議論の対象にせざるを得ない
が、今後はIADFの目指す方向
へIPMのテーマを絞り込むことが
必要である。

今回は珠海の中国エアショウに
あわせて中国の主催で合計９名
のIPMとなったが、急成長を続け
る中国と経済回復の途上にある
インドネシアの実情を十分に理
解することが出来た。また、
IADFの調査対象である民間航
空機の国際共同開発について
中国、インドネシアともに積極的
な動きがあり、今後、アジアでの
共同開発を目指すためにはこの
二カ国との密接な連携が不可欠
と思われる。

今回は東京国際フォーラムで会
議を行い、二日目にIHI及び
JAXAのツアーを実施した。会議
出席者は１５名で航空関係の人
材育成を主要テーマとして発
表、討論を行い、有益な議論と
なり、今後は議論の継続と国際
交流システムの具体化を進める
ことになった。

議事内容
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６．２．２ 国際共同開発におけるオフセット契約 
 
（１） 国際共同開発における課題 
 日本の航空機・エンジンメーカーがプライムとしてアジア諸国と連携しながら民間航空

機ビジネスを推進して行く際に考慮すべき課題の一つとしてオフセット契約がある。 
オフセット契約とは一般に、ある国又は企業が外国企業から機体・装備品等を購入する

場合に、購入の見返りとして当該企業から何らかの利益提供を受けるもので、各国が国内

市場を保護する為の手段として、民間機・軍用機に限らず 1950 年代末以降から慣行化し

ている。オフセットには直接オフセットと間接オフセットがあり、直接オフセットとは、

見返りが取引商品と関係する場合で、例えば企業は受注を獲得する代価として、発注国内

で部品の生産・調達を行ったり、発注国の企業と共同生産を行う、或いはライセンス生産

の権利を付与したりするもの。間接オフセットとは取引商品とは無関係な見返りを与える

もので、発注国企業への技術供与（パテントに関する協定締結、研究開発での協力、技術

者の訓練等も含む）が挙げられる。 
 日本が主導する国際共同開発において、アジア諸国は重要なパートナーとなり得る一方、

アジア諸国を市場として見た場合、オフセット契約の導入も検討する必要が出てこよう。 
 
（２）オフセット契約の事例 
民間航空機業界の今後のオフセットの動向を考察する上では、まず過去の事例を産業構

造・市場の変化といった要因と併せ分析・調査・整理することが肝要と思われ、以下に報

告する。但し、オフセットの取引実態に関しては、特に民間航空機の場合、当該国・企業

もその詳細を公表しておらず、事実関係からの類推に頼らざるを得ない。 
 

１）産業構造の変化 
① 航空自由化、規制緩和による大競争時代へ 
② 航空会社から航空機メーカー、下請け企業までを巻き込んでの価格競争激化 
③ 業界の再編統合が促進 
④ 新事業モデルの導入 
④－１ 最小投資・最大利益の追求 
④－２ リスクのオフロード 
④－３ サプライチェーンの再編強化 

  ④－４ サプライヤーの負担とリスクが増加 
⑤ 技術革新 
 
２）市場の変化 
航空機需要の伸張即ち旅客需要の伸張は GDP の伸張に比例すると言われる通り、今後 20
年間の市場予測では新規需要は嘗ての欧米よりアジア・パシフィック地域へ確実にシフト

しており、各航空機メーカーの販売戦略も自ずと当該地域への強化に傾注せざるを得ない

状況にある。なかんずく中国、インドの新規購買意欲は世界の中でも抜きん出ており、続

いて中東地区が後を追っている構図である。 
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３）オフセット契約事例 
① 過去プライムメーカーよりアジア諸国に下請けとして出された製品群を列挙すると、

以下のようになる。これらはオフセット契約によるものとの公表はないものの、オフセッ

トの一例と捉えても良いであろう。 
 
（韓国） 

○ Korean Aerospace Ind.,Ltd. (KAI) 

     - B747 Wing Rib, B757/767 Trailing Edge, B777 Wing frame 

     - A320 胴体 Frame, A380 Outer wing lower panel 

     - Dash8 Nose Cone, Tail Cone 

  

○ Korean Air Aerospace Business Div.(KAL) 

     - B747 Flap truck fairing, B777 Flap fairing, Wing-Tip,  

       B717 Nose fuselage, B737 Flap fairing, B787 Wing-Tip,  

       Nose Wheel 

     - A330/340 Mid fuselage 

     - ERJ175 

 

（シンガポール） 

○ Singapore Technologies Aerospace Ltd. (STAe) 

     - B757, B777 Nose Landing Gear Door 

     - A320 Passenger Door, A340 Engine mount 

         (傘下に SASCO) 

 

（台湾） 

○ Aerospace Industrial Development Corp. (AIDC) 

     - B717 After fuselage, B737 Tail section parts 

     - Bombardier 後胴、尾胴 

 

（インド） 

○ Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL)  Bangalore Complex 

     - Do228 Landing Gear 

     - A319/320/321 Passenger door 

     - B757 Emergency Exit Door 

 

（中国） 

○ 中国航空工業第 1集団公司 (AVIC 1) 

        (ARJ21 の開発母体) 

     - 上海航空工業（集団）公司 (SAIC) 

          - B737 水平尾翼, B747 Wing rib 

     - 西安航空機（集団）有限責任公司 (XAC) 
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          - B737 垂直尾翼, B747 Wing rib, B757 垂直尾翼 

       - A320 Wing rib, Emergency exit door, Service door,  

          - Canadair CL215/415 airlon, Pylon, Access door 

          - ATR42 Wingtip, ATR72 後部胴体部品 

   - 瀋陽航空機工業（集団）有限公司 (SAC) 

       - B737 後部胴体・尾部部品, B757 Cargo door 

          - A319/320 Wing rib, Emergency exit door 

          - Dash8 Cargo door, Emergency exit door 

          - B787 Vertical Fin Leading Edge 

      - 成都航空機工業（集団）有限公司 (CAC) 

          - A320 Passenger door 

        - B737 Forward Entry Door, B737 Over wing Exit door 

          - B787 Rudder 

○ 中国航空工業第 2集団公司 (AVIC II) 

- 洪都航空機工業集団 (HONGDU) 

      - 哈爾濱航空機工業集団 (HAIG) 

      - 陜西航空機公司 (SAC) 

      - 昌河航空機工業（集団）有限責任公司 (CHAIC) 

いずれも軍用機及びヘリコプターが中心で民間機の下請けはほとんど無かったが、Hafei 

(in Harbin)が B787 Wing to Body fairing Panel の担当となった。 

 

○ BHA Aero Composites Co., LTD (Tianjin) - Boeing, Hexcel, Avic I の Joint  

Venture 

      - B737 Wing to Body fairing 

      - B737 Wing Fixed Leading Edge 

      - B737 Wing Fixed Trailing Edge 

          B737 Dorsal Fin 

          B737 Tail Cone 

 

② 上記は単品製品の下請けの例であるが、以下は最重要市場となった中国に対する最近

のプライムメーカーの動向を挙げる。 

○ Boeing-中国 

       - 初めて Single Source として起用 

       - 初めて複合材製品の製造を認可 

       - 初めて AVIC II に外注 

    - J/V (TAECO, BHC, BSAS etc) →MRO 確立 

       -  世界の Supplier に中国 Supplier を紹介 

    - CAAC support, ATM support, ATS support 

       - Training Support (Pilot, Maintenance Cabin Crew) 

       -  大学、研究機関との連携 
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  中国市場での市場占拠率：Boeing 60%  Airbus 30%  他 10% (As of Mar 07) 

 

○ Airbus-中国 

       - A320 FAL (Final Assembly Line) J/V を天津に設立 

    （Airbus 51%, 中国コンソーシアム 49%) 

 
③ 他方、民需と違い軍需におけるオフセット契約に関しては当該国として公開統計があ

るアメリカについてはその実態を垣間見ることができる。 
以下はわが国の第 162 回国会 外交防衛委員会（平成 17 年 7 月 14 日）会議録よりの抜粋

である。 
 
「○白眞勲君 続きまして、八千億円から一兆円も掛かるという弾道ミサイル防衛システ

ムについて、何とか少しでも安くならないのかなと私も思って、まあ恐らくここにいる委

員の皆さんもそういうふうにみんな思っているとは思うんですけれども。 

 前回の私、あの代表質問でも申し上げたんですけれども、いわゆるオフセット取引など

もまあ今回積極的に導入すべきであるというふうに私は思っているんですが、今日は経済

産業省の参考人の方もいらっしゃっていると思いますが、このオフセット取引の概要と世

界の趨勢について御説明願いたいと思います。 

○政府参考人（柴生田敦夫君） お答え申し上げます。 

 オフセット取引とは、武器等の輸出の際に相手国政府又は企業に対して経済的な補償を

約束するものでございます。具体的には、相手国企業に対して共同生産への参加、ライセ

ンス生産、下請生産、技術移転、それから工業製品、農産品等の反対売買、国際投資を約

束とするというような、こういうような内容になります。 

 オフセット取引のねらいといたしましては、装備品の取得に必要な外貨の削減や同盟国

の工業レベルの向上ということが挙げられます。 

 それで、公開統計が入手できますアメリカ商務省の報告によりますと、米国企業はオフ

セット関連として一九九三年から二〇〇三年までの間に三十六か国の間で七百九億ドルの

輸出を行い、これに伴うオフセット契約が輸出契約の七三・八％に当たります五百七億ド

ルであったということを届け出ているところでございます。 

 オフセット取引上位五か国を挙げますと、イギリス五十億ドル、フィンランド約三十二

億ドル、イスラエル約三十億ドル、オランダ約十七億ドル、韓国約十六億ドルとなってご

ざいます。 

 また、米軍資料によりますと、トルコへのＦ16 の販売に関連して、ロッキード・マーチ

ン社が数十億ドルのオフセット取引として航空機産業とその基盤の創出を行ったという例

がございますし、また、ＦＡ18 のスペインへの販売に関連しまして、マクダネル・ダグラ

ス社がスペイン製の鉄製品、化学製品等を米国で販売することなどに合意したという例が

ございます。以上でございます。」 
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（３）我が国の対応に関する考察 
 
１）オフセットの形態 
 上記事例で見た如く、嘗ての単品製品の生産では無く、システムの共同開発や、MRO
体制の確立、訓練施設の整備等インフラにまでオフセットの対象が及ぶ傾向にある中で、

その資金の回収の目処が立つ交渉を行うには、ODA や政府系金融機関による低利融資を

活用する等の行政府の関与が WTO 問題に配慮しつつ期待される。 
２）競争力維持の問題 
そもそもオフセットを重視するのは経済力が低く、航空機産業の基盤が希薄な国であ 

り、今後も当該国よりの一定のオフセット要求には対応せざるを得ないと思われるが、重

要市場となり得、尚且つ自国にて独自の対抗機種を開発している中国等へは慎重な対応が

求められる。 
３）制度の問題 
オフセットに関する制度は国ごとに異なると言われているが、WTO や FTA 等当該国間

の規定や法律等その詳細を調査する必要がある。 相手国からのオフセット強制を回避し

つつ、当該国両者にとって有効的なオフセットの活用が望まれよう。 
因みに中国が WTO 参加の際、米中間の合意要旨に以下の記述があり、オフセットに関

しても触れている；「WTO 議定書と作業部会報告書には、WTO の紛争解決手続きを通じ

ての権利義務が確立されている。我々はアンチダンピング、補助金、輸入急増に対する防

御、技術移転要求、オフセットや、国有企業の実態に関する主要な規定について合意した。

これらの規定は米国の労働者とビジネスにとって特別重要なものである。 
中国は WTO 加盟と同時に TRIM 協定を導入することに合意し、貿易及び外貨収支均衡を

要求することを止め、ローカルコンテンツ要求や、これらの要求を強要する契約を拒否す

る。ただ技術やその他のノウハウの移転に関し、もしそれらが知的所有権に関する WTO
協定に従うものであるならば、その法律及びその他の規定を適用する。 
これらの規定は技術移転の強制から米国企業を保護することにもなる。中国は WTO 加盟

と同時に、投資許可や輸入ライセンス、その他のいかなる輸入許可に関しても、ローカル

コンテンツ、オフセット、技術移転、中国での R&D 活動の強制といったいかなるものを

も条件としないことに合意した。」 
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６．２．３ ＩＴ活用 
 平成１６年度には、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、ならびに広範囲の先端技術を駆使した高度の技術集積から成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

ステム構築を目的として、ＩＴ活用の視点から調査とディスカッションを行った。その結

果、航空機産業の事業ライフサイクルにおけるＩＴ活用のあり方においては、 近導入が

進んでいる基幹システム（ＰＬＭなど）だけでなく、連携交流のシステム基盤という視点

から、航空機産業のライフサイクルの各段階でのより具体的なＩＴ有効活用の検討が必要

であることが明らかとなった。本章では、これらの調査結果をＩＴ活用の有効性の事例と

して要約するとともに、アジア諸国との連携を目指す上で参考となる、航空機産業におけ

るＩＴ活用の動向およびＩＴ関連事例について述べる。 
 
（１）他産業におけるＩＴ活用事例について 
 ＩＴ活用の現状を把握するため、自動車関連、家電関係、鉄道関連といった他産業、、

教育現場、研究開発現場、ならびに航空機・エンジン開発におけるＩＴ活用事例の調査を

行った。 
 自動車関連としては、ＣＡＬＳの自動車版であるＪＮＸに着目し、企業間電子取引のた

めのネットワークインフラとしての運用状況をまとめた。 
家電関連としては、特に競合商品が多く商品ライフサイクルが短いデジタル家電製品、

特にモバイルノートＰＣを例に、他社製品とは異なる機能、性能、特徴を打ち出すため、

消費者ニーズを収集分析のためのインターネットを活用したアンケートの実施、意見や要

望をＫＪ法ツール（キーワード分類ソフト）や商品開発支援ツールを使用して商品として

具体化する手法を紹介した。 
鉄道関係としては、車輌開発製造の事例について調査を行ったが、ＩＴを導入した生産

効率向上や業容の刷新を図るべく検討がなされているが、我が国の鉄道事業者は、納車以

降の技術的作業をほとんど自社に取り込んでおり、車輌製造関連メーカの事業範囲が限定

されているため、事業ライフサイクルとしてトータルシステムとしての取り組みは余り進

んでいないことが明らかとなった。これは、欧米では鉄道事業そのもの以外は、車輌製造

企業がすべてを管轄しているのとは際だった差があり、世界的に車輌製造マーケットを牛

耳っているビッグ３は、鉄道運営以外の全範囲をビジネス対象として、プロジェクト提案、

契約取得を行うことから、事業の収益性改善のため、ビジネスの全フローを視野に入れた

ＩＴ導入やモジュール化などに積極的に取り組んでいる模様である。 
 
（２）教育、研究開発におけるＩＴ活用事例について 
 教育現場におけるＩＴ活用事例としては、情報の一時取得手段としてWEBの利用が一

般化するなど、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

る中で、いくつかの試みの調査結果が示された。具体的には、東京大学の「教育のＩＴ化

支援フォーラム」として、知の開放、学習機会の拡充、対面型授業の補完、国際連携、高

校との連携・産学連携や、「ＩＴを使った教育開発ＣＯＬイニシアティブ」として東京大

学教養学部の事例が紹介され、研究会のテーマとして、WEBを利用した外国語学習支援
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サイトの構築、情報処理教育用機材の開発、図形科学授業の学生評価と改善の試み、など

多数の例が示され、様々な分野の教育におけるＩＴ応用が議論されている。また、社会連

携活動の例としては、三鷹市、東京大学、ＮＴＴデータが締結した「ＩＴを活用した市民

参加の手法の構築に関するパートナーシップ協定」があり、三鷹市が実施する基本計画の

改定に向け、eシンポジウムやeコミュニティカルテなどの市民参加システムを開発し、市

民の意見を反映させることを意図している。さらにはWEBによる双方向情報交換とＱ＆

Ａのため、東京大学では、動画と音声で情報伝達を双方向に行う「Ego Chat」と呼ばれ

る情報交換システムの導入事例もあり、工学の魅力を広く一般に伝えることを目指してい

る。 
 研究開発におけるＩＴ活用事例としては、情報交換や情報提供に加え、技術データベー

スやソフトウエアの公開例がある。宇宙航空研究開発機構では、汎用流体解析ツールUPA
CSの外部ユーザへの無償公開や、先進複合材特性データベースの公開など、技術情報や技

術データがインターネットを介して提供される仕組みが構築されている。さらに一歩進ん

だ形として、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

計算機の一部として高性能計算資源化するとともに、遠隔地との共同研究を効率化する仮

想的な研究環境を構築する試みとして、文部科学省参加の研究機関等でITBL(Informatio
n Technology Based Laboratory)計画が進められ、幅広い層で研究開発の効率化を目指

すと共に、大型研究実験施設や大規模なデータベースを利用した共同研究を容易に実現で

きるシステムを目指している。 
 
（３）航空機産業におけるＩＴ活用事例について 
 後に、航空機産業におけるＩＴ活用事例について述べる。航空機の機体開発における

IT活用の例としては、CAD設計技術があり、２次元CADからスタートし、続いて３次元C
AD、デジタルモックアップが考案された。これは即座に実物模型に取って代わり、より

進んだ 適化が行われた結果、サプライヤーが世界中のどこからでも製品情報にアクセス

できる環境が構築され、サプライチェーンをサポートすることが可能となった。Boeing
の開発では777において３次元CADソフトであるCATIA（Computer0Aided Three-dime
nsional Interactive Application）が採用されたが、一部生産現場では２次元の図面が残

されていた。これをさらに進化させたものがDassault Systemes(仏)の３次元情報システ

ム（PLM：Product Lifecyle Management)であり、CATIA V5(概念設計から基本、詳細

設計および解析、組立、メンテナンスに至る設計プロセス全体をシミュレートするソフト

ウエア)、DELMIA(生産工程およびメンテナンス工程をデジタル上で計画、作成、モニタ

ーコントロールするソフトウエア)、ENOVIA(知的財産を管理するソフトウエア)を統合し

たものである。Boeingはこのシステムを787開発で、日本の機体メーカ各社、Alenia社(伊)、
Vought社(米)と歩調を合わせて導入し、データを完全に３次元化することで、開発スピー

ドを向上させると共に生産プロセスの 適化を実現した。 
 エンジン開発においても設計作業に三次元CADが活用され、さらにそれを製造部門にも

広げていくことで、コンカレント検討による設計・開発作業の合理化が指向されている。

また、国際共同開発においては、セキュリティの確保、パートナー間のコミュニケーショ

ン効率の向上、効率的な情報共有を目的として、WEB会議ツール、技術情報の授受と保
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管のためのツール等を初めとするWEBによる情報交換のシステムが、プライムメーカー

の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、生産系各情報、オーダー授受、物流情報管理等がWEBシステムを活用して行われて

いる。 
 航空機整備においては、整備に必要なマニュアルの管理が重要な課題であり、これにＩ

Ｔ技術が一役買っている。マニュアルや技術情報は電子化され、管理部門が総合的に管理

することによって、マニュアルの差し替えの煩雑さを軽減させると共に、インターネット

による 新版のマニュアルや技術情報の検索が可能となった。また、運航中の不具合は、

従来、乗員によって地上整備員に連絡され、着陸後に詳細な状況確認を行っていたが、

近では運航中のエンジンパラメータ等必要なデータは全てリアルタイムでACARSを介し

て自動的に地上のコンピュータに送られ、これを解析することでより迅速かつ詳細な対応

が可能となっている。この結果、航空機到着前の整備準備が可能となり不具合の修復時間

の短縮と遅発欠航の防止に効果が現れている。さらに、エンジンメーカは、全ての航空会

社の運航状況をリアルタイムでモニターし、数多くのデータベースから故障要因のトレン

ドを解析し、航空会社に整備処置に対するアドバイスを行うサービス始めている。 
 その他のＩＴ活用の事例としては、ロッキードマーチン社のジョイント・ストライク・

ファイター(JSF)プログラムでは、革新的な製品開発と、それに続く製品ライフサイクル

全体を従来のアナログ方式管理からデジタルデータ管理に移行し、開発の開始と同時に多

くの関係国・企業間共通の情報を管理するシステムが使用された。日本国内では、防衛省

関連工事についての受発注業務には防衛調達ＣＡＬＳが導入され、また、民間用にも航空

機業界ＥＤＩシステムが運用されている。 
 逆に、航空機開発において、IT活用に警告を発した 近の事例として、エアバスA380
の開発遅延がある。A380の遅れの原因は、複雑なキャビン配線の問題とされているが、

その背景には、ドイツとフランスで、に互換性のない異なるバージョンのCATIA設計ツー

ルを使用していたという事実があったと言われている。 
 製品のライフサイクルを通じた総コスト低減という観点からも、ＩＴ活用は重要な要素

である。開発段階でのコスト低減のためのＩＴ活用としては、ＣＡＤ／ＣＡＭ等の３次元

手法による設計の高度化・迅速化、ＣＡＴＩＡ等のプラットフォーム標準化、バーチャル

テストによる試験費用削減、品質管理ナレッジウェアソフトによる規格・マニュアル・仕

様書との適合性、プロセスデータの三次元管理による設計変更管理・コンカレントエンジ

ニアリングの実現などがある。また、量産段階でのコスト低減のためには、ＮＣマシーン

機械による生産技術の高度化、デジタルマニュファクチャリングによる生産工程管理の高

度化、サプライチェーンマネジメントによる資材調達の高度化などが有効である。 
  
（４）アジアにおける航空機産業のＩＴ活用について 
 以上のＩＴ活用の歴史、経緯、状況を踏まえ、今後、大きな航空機産業の発達が予想さ

れるアジア地域と協力して発展を促進するためには、機体開発や運航整備などにＩＴ技術

を積極的に活用することが重要なテーマである。 
 アジア地域には、非常に多くの国家と言語、民俗、および文化が混在している。特に言

語に関しては、その言葉のみならず、使用する文字が全く異なっており、基本的にアルフ
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ァベットで統一されている欧米とは大きな差があり、高い障壁となっている。この言語の

壁を越える通訳環境の整備は、ＩＴ技術の大きな活躍が期待される分野である。既に、自

動翻訳技術の開発は多くの分野で進められ、WEBを介して一般にも使用出来る環境が構

築されつつある。ただし、航空機産業という特殊な分野では、航空機の設計開発・運航整

備現場で使用されている専門用語や、図面およびソフトウエア上での記述を的確に翻訳す

ることが求められる。特に、安全に関わる用語の誤変換は、大きな事故に直結することか

ら、その信頼性は通常の翻訳技術で要求されるよりも格段に高いレベルが必要とされるこ

とから、その技術開発を明確な適用の目的を念頭に置きながら積極的に促進することが肝

心である。 
さらに、アジアのように多くの国家が存在している、すなわち、航空機産業拠点が分散

した状況において円滑な協力関係を構築するためには、ＴＶ会議システムによる合意形成

が必要であり、ここもまたＩＴ技術の活躍が期待される分野である。さらにシステムの３

次元化や翻訳機能の付加により、言葉だけでは難しい真の合意形成を促進し、より円滑な

国際共同開発が可能となると期待される。 
そして、設計開発においても、使用するツール類を共通化して整備することが円滑な協

力には必要不可欠である。アジアでは航空機産業のための大規模なツール導入はこれから

本格化する段階であるため、現状各国で使用されているツール類を把握した上で、日本が

リーダーシップを取って、アジア地域で統一を図ることが、分業の推進とならんで重要な

ポイントである。さらには、上述した意思疎通を促進するＩＴ翻訳技術、合意形成のため

の３次元ＴＶ会議、設計ツールとしてのＣＡＴＩＡシステムなどの３次元設計開発システ

ムなどを統合、発展させ、高度化したバーチャル設計開発室を構築できれば、多国家、多

言語、他地域にわたるアジアの航空機産業の協力発展を支援し、促進を図ることができる。 
 また、航空機の共同開発においては、スペックの共通化が不可欠であるが、アジアでの

協力強化のためには、これまでの欧米主導のレギュレーションに対し、アジア発のスペッ

ク構築も視野に入れる必要があるかもしれない。現実に、中国はスペック面での主導を目

指しているという見方もあり、その動向に注視すると共に、日本としてどのような戦略を

とるかについては、慎重に考慮する必要がある。その際には、ＩＴ環境の整備においてア

ジアの連携を我が国が主体的に導いておければ、統一的な対応を円滑に進めることが可能

となろう。 以上のように、アジアにおける航空機産業の協力・発展のためには、その多

様な国家、文化、技術レベルの存在を踏まえ、それらの間の障壁を除き格差を埋めるとい

う観点で、ＩＴの活用は非常に有効な手法といえる。今後さらに具体的な方向性を示し、

技術課題を克服することで、アジア地域の発展に寄与できるものと期待する。 
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７．まとめと考察 
 
「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の調査研

究」は平成１６年度から平成１９年度までの４ヶ年にわたって進めてきた。平成１９年

度はその最終年度として、これまでの調査研究の成果を整理するとともに、社会の理解、

興味喚起などの世論醸成や国際共同開発におけるオフセット契約などについても新た

に調査・検討を加えた。 
本章では最後にこれらの調査・検討結果をまとめる。 

 

７．１ 調査活動のまとめ 

７．１．１ 今年度の調査・検討内容 

（１） 日本の航空機産業の現状調査 
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、

平成１７年度の調査結果をベースとして、最新の動向を調査し、改めて日本の航空機産業

の現状と課題を整理した。 
（２）事業ライフサイクル／事業戦略における他産業との比較調査 

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平

成１６年度及び平成１７年度に行った調査結果に基づき、日本における他業種（自動車、

家電）の事業ライフサイクル及び事業戦略などの調査を行い航空機産業との比較分析を行

うとともに、海外の航空機産業の成功事例の調査を行い、その成功の背景の分析を試みた。 
（３）日本の航空機産業の将来像の検討 
現状や他産業との比較調査などを通じて事業ライフサイクルの高度化の目標となる日本

の航空機産業の将来像やビジネス目標などについて、平成１６年度からの４ヶ年にわたっ

て行った検討結果を整理した。 
（４）日本の航空機産業の発展のための検討 
事業ライフサイクル高度化の目標となる日本の航空機産業の将来像を実現していく観点

から、日本の航空機産業の発展にとって重要な事業ライフサイクルの高度化基盤となる以

下の４点について平成１８年度及び平成１９年度に検討を行い、その検討結果を整理した。 
①社会の理解、興味喚起、世論の醸成 
②人材育成（産学連携、航空機産業における人材育成） 
③能力拡充（企画能力、技術能力、販売能力、認証能力、他産業との連携） 
④体制整備 

（５）アジア諸国との連携 
インドネシア航空機産業等の現状調査とアジア /オセアニア諸国との情報交換の

Info-Plaza Meeting（IPM）を開催するとともに、これまでに行ってきたアジア/オセアニ

アの状況調査や IPM における議論を整理して今後のアジア諸国との連携、すなわち国際

交流・国際共同開発における促進を観点に、人材交流・人材貢献、国際共同開発では留意

することが必要なオフセット契約や効率的促進に寄与する IT 活用についての基本調査を

行って課題等を整理した。 
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７．１．２ 調査活動のまとめと考察 
 

（１） 日本の航空機産業の現状調査 
日本の航空機産業は、売上げで約１００億ドル（航空関係のみ）、ＧＤＰ（Gross Domestic 

Product）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、防衛関係が減少傾

向にあり、２００６年には民需部門の生産高が初めて防衛部門の生産高を上回り、全体の

５２％を占めるに至っている。 
日本の航空機産業の国際競争力を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の能力が不足しており、また認証の面においても設計に関する認証

能力では必ずしも十分ではないのが現状と分析された。すなわち、日本が事業ライフサイ

クル全て（企画から販売・プロダクトサポートまで）を一環して行っ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欧米のトップメーカーと比較して十分に保有していな

いのが現状である。特に、能力の不足が見られる上記の項目は、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。 
こうした状況の下で、民間航空機工業において平成１９年にエアラインへの正式提案を

行った三菱重工のＭＲＪプロジェクトに代表されるように、これまでの国際共同開発にお

ける開発分担・製造分担だけでなく、独自の民間航空機製造事業を加えようとする事業構

造の変化を目指した動きが、この２，３年で見られるようになってきた。政府においても

平成１９年４月に経済産業省が発表した「技術戦略マップ２００７」において、「我が国主

導の航空機開発や国際共同開発プロジェクトへの主体的参画を実現していくことが重要」

とされ、研究開発の分野でも「機体・エンジンの全期開発技術」の維持・強化を図る施策

が展開されてきている。 
（２） 事業ライフサイクル／事業戦略における他産業との比較調査 

「ものづくり」産業における事業ライフサイクルは、製品システムの複雑さとユーザ・

インターフェースの複雑さの２つの複雑さによって違いを捉えることができる。航空機産

業は製品システム、ユーザ・インターフェースの双方で、その複雑さが際だった産業とし

て位置付けられる。一般的に、製品システムが複雑なものほどライフサイクルが長く、ユ

ーザ・インターフェースが複雑なものほどライフサイクルが短い傾向がある。 
航空機産業はその製品システムの複雑さでは自動車が数十万点の部品点数であるのに対

して航空機では数百万点におよぶため、新型機の開発ライフサイクルは約１０年のサイク

ルとなっており自動車産業のおよそ１０倍の長さとなっている。ユーザ・インターフェー

スの点でも自動車産業と同様に複雑であり、派生型やマイナーチェンジはより短いサイク

ルで行われている。また、デジタル家電では製品の種類によって違いはあるが、１製品の

事業ライフサイクルは約１年半で自動車や航空機に比べて極めて短期間である。 
こうした事業ライフサイクルにおける違いは事業戦略の違いとしても現れる。事業ライフ

サイクル期間の短いデジタル家電では、この期間を更に短縮化することが企業の製品競争
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力を高めることに直結しているため、コンカレント開発によって更に短期間で新製品を市

場に出す戦略をとっている。 
また、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は、多く

の場合顧客は一般消費者であり、Ｂ２Ｃ（Business-to-Consumer）のビジネスであるとい

う点で航空機産業と大きく異なる。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。成功事例として調査したレクサスやプリウスはインテグレ

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である。言い換えれば、こうした日本の自動車産業における強みは、

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。こうした強みは国際競争力のある他業種（例えば、デジタル家電）においても基

本的に同様であり、平成１７年度に調査した海外航空機・エンジンメーカの成功事例に共

通した成功要因ともひとつでもある。また、海外航空機・エンジンメーカの成功事例の分

析から、自動車産業やデジタル家電産業に比べて極めて長い事業ライフサイクルや大きな

事業リスクに起因する航空機産業に特徴的な成功要因として、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、事業ライフサイクルに断絶をもたらさなかった

ことなどが共通的に抽出された。このように、日本で成功している他産業や海外の航空機・

エンジンメーカの成功事例から、事業ライフサイクルの完結、すなわち、「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

有することがその分野で世界的に高いイニシアティブを獲得するために必要であると分析

された。 
一方、現状の日本の航空機産業はインテグレータ（ボーイング等）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、最終顧

客である航空会社等ではなくインテグレータに対する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。

その結果として、日本の航空機産業は高い技術力を有しながらも、世界的に十分なイニシ

アティブを有するには至っていないと分析される。 
こうした航空会社等の顧客との接点の希薄が航空会社等にとって魅力のある製品を企画

する能力（企画能力）の不足や顧客ニーズを製品に落とし込む技術力における不足に繋が

っている。さらに、「いかなる航空機を作れば良いか」を自分で決定する機会がなかったこ

とが、認証能力や販売能力等の弱さとなっている。すなわち、日本の航空機産業主導の航
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空機開発や国際共同開発プロジェクトへの主体的参画を実現して、世界でイニシアティブ

を確保するためには、企画能力、技術能力、認証能力及び販売能力の拡充が必要であろう。 
（３） 日本の航空機産業の将来像の検討 
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にへの事業構造

の転換が重要となろう。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必要がある。 
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、さらには認証体制や日本としての開発体制整備な

ど、航空機産業にとどまらず政府も含めて関係機関が一体となって解決しなければならな

い課題は非常に多い。 
また、航空機やエンジンの欧米トップメーカー（ボーイングやＧＥなど）との国際共同

開発における開発分担・製造分担の事業も今後も重要な部分を占めるものと考えられ、日

本独自開発或いは主導的な立場での国際共同開発を進めていく上では、現在の国際共同開

発の相手先との競合に対する考え方を予め検討しておくことが必要である。日本が主導す

る国際共同開発では、その共同開発の相手先にアジア諸国を想定した場合、日本に先行し

て民間航空機市場への参入を狙う中国や軍用機（無人機も含む）輸出により航空産業拡大

を狙う韓国との関係は重要な検討課題である。 

さらに日本が世界市場において競争力をもつための、エアライン、製造産業、政府、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などの事業推

進体制の強化、航空製造業界の連携等のあり方など検討すべき点は多い。 

こうした課題を踏まえて、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策定していく必要であろう。 
（４） 日本の航空機産業の発展のための検討 

①社会の理解、興味喚起、世論の醸成 

後述する人材育成や能力拡充等といった側面だけでなく、社会全体における深い理解

を得ることが国力を示すと言われる航空機産業の発展のためには必要な環境であろう。

先に述べた通り、日本の航空機産業は世界トップレベルの技術力は有し、国際共同開発

を通じて多くの民間旅客機の開発・製造を支えているが、必ずしもその技術力に見合う

評価を日本国内で得ていないという見方もある。こうした背景には日本製であるかどう

かの意識やこだわりがないこと、また旅客機は欧米のブランドであるということなどが

挙げられよう。また、日本の航空機産業や航空技術といった点での優れたプレゼンター
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が少ないというのも挙げられるかもしれない。 

しかしながら、日本が主導する国際共同開発を実現していくためには、開発規模や求

められる技術開発投資の大きさなどの観点から国家プロジェクトとして取り組むこと

が必要である。そのためには日本の社会、航空に直接関与しない人々から国家プロジェ

クトとして進めることの必要性を理解してもらうことは極めて重要なことであろう。そ

のために、航空機開発を日本が行うことの意義を誤解なく伝えるとともに、現在におい

ても日本の航空技術の力によって安全で便利な航空輸送が実現されていることを広く

伝えていくことが求められよう。 

日本のエアラインは日本において数少ない航空機に触れる機会を一般の人に与える

存在であり、航空機に関する社会の理解、興味喚起を促す場としてもっとも相応しい。

現在も整備工場の見学等を通じて航空機に関する理解増進の役割を果たしてきている

が、加えて日本の航空機技術力に関する啓発活動にも大いに役立ち得ると考える。また、

JAXA 等の研究機関や航空機・エンジンメーカにおいても、これまで以上に技術成果や製

品等を一般向けに広報していく努力が求められよう。こうした啓発活動を通じて、日本

が航空機開発を行うことの意義や価値といった点での理解を深めてもらうこが重要で

ある。しかし、現実には航空機そのものが最良の広告塔であり、現在開発が進められて

いるＭＲＪの実現は４０年振りの国産旅客機開発という意味だけ無く、こうした日本の

航空技術力の高さや航空機開発を行うことの意義や価値への理解の増進といった面で

の効果も大いに期待されよう。 

②人材育成 

技術者教育における産学連携 

昨今、産学官の連携を進める体制が発展しつつあり、様々な分野で共同研究などの活発

化が見られる。航空技術分野でも以前に比べれば、協力関係が大いに増進されてきている

が、他分野に比べるとまだ具体的な活動が少ない状況である。これまでの調査結果からは、

諸外国では教育や研究において、産学連携、産学官連携が積極的に図られている例が多く

見られる。日本でも将来の航空技術の展開、国際共同開発への主体的な参画のために、基

礎的な人材育成が必須課題であることを深く認識し、より充実した有効な人材育成策、教

育システムの策定のため、産学官が価値観を共有して協力することが重要である。そのた

めには将来の技術者として必要とされる人材の資質や、その育成方法に関して、情報交換

と企画立案を共同で行う場が、まずは必要と考えられる。 
一方、科学技術立国と国際共同開発の遂行に向けて、国際性豊かな人材を育成するために、

海外研修や人材の相互交流、国際インターンシップ制度の充実などが求められる。これら

の財政的なサポートには、既存の制度を十分活用するとともに、航空分野で独自のスキー

ムを設定することも考える必要があろう。 
人材育成方策の立案と実行に当たっては、若年者への理科教育の視点なども含め、長期的

な展望を持たなければならないことを強調したい。 
企業における人材育成 

企業における人材育成では、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
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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。 

③能力拡充 

３章で述べたように、日本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。 
企画能力 
日本の民間航空機産業は、これまで製造分担によるプロジェクト参画が中心であったため、

製品企画やマーケティングといった活動に必要な経験や組織、リソースが不足していいる。

この克服のために、当面は欧米プライムメーカーにおける企画活動への参加と実績ある外

部リソースの活用を図り、その現場に触れながら、市場要求とそれを把握するノウハウを

学んでいくこととなろう。 
一方、顧客視点に立った企画により市場が求める製品を提供することの重要性は、製品

の如何を問わないため、他種製品におけるマーケティング手法を応用していくことも有効

であろう。日本の航空機メーカーの多くが、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、この実現可能性は高いと予想される。 
また、顧客需要に応える製品を実現するための技術開発もまた重要なポイントであり、

日本の航空機産業がプライムとしての競争力を獲得するためには、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、防衛分野を含めた他産業における開発技術の闊達

な利用が可能となる環境づくりが期待される。 
さらに、製品の試作・開発に留まらず、事業運営全般をシミュレートするテストランも、

事業の品質保証のために効果的であり、人材育成も期待できる。ただし、これには相当の

資金と期間を要とするため、政府支援を受けた実証機形式での実施が望まれる。 
技術能力 

民間航空機ビジネス参入のための最初のハードルである型式認証取得に必要な技術レベ

ルには日本の航空関連企業は達しているとおよそ考えてよいと思われるが、型式承認を取

得し、市場に参入した後に、市場での成功を収めるために、必要な技術、例えば、技術と

して十分に成熟し、高信頼性を確立した“Proven Tecnology”、顧客支援のために必須の

PS 技術、サプライ・チェーンの確立等は今後の課題として残されていると言わざるを得な



 112

い。煎じ詰めるところ、これらの市場で成功を収めるために必要な技術の多くは既存の OEM

が市場での地位を確立しているからこそ、有しているものであり、市場に参入すれば必要

な技術力を整備する機会は格段に増え、次のチャンスに向けての技術力向上を図ることが

できる。 

現在、三菱重工業が MRJ プロジェクトのローンチに向けての活動を続けているが、同プ

ログラムが現実のものになれば、この技術力向上のためのサイクルが回りだすことになる

ことになる。同プロジェクトのローンチは技術力向上の側面からも大いに期待されるとこ

ろである。 

販売能力 
我が国の航空機産業が国際的な販売能力を整備するためには、現状を踏まえ段階的な施

策を展開する必要がある。まず当面は、外部リソースを有効に活用しつつ、欧米のプライ

ムメーカーの販売活動への参画を通じて将来の核となる内部リソースの育成を図る。そし

て中長期的には、主導的な協力体制を構築するために、販売促進やリスク軽減のための市

場におけるパートナーを獲得していく。こうした施策においては、国家間の関係が大きな

影響力をもつことから、企業努力に加え、需要創出・販売促進に繋がる行政府による支援

に期待するところが大きい。 
認証能力 

認証機関としてのJCAB（Japan Civil Aviation Bureau）の民間航空機/エンジンの型式

認証行為の実績が十分でないこと、たとえ、JCABによる型式認証が行われたとしても、FAA

（Federal Aviation Administration）に代表される実質的にデファクト・スタンダードと

なっている認証機関の型式認証に比して、JCAB認証が市場での評価を得ることは難しいと

いう現実があること、認証を受ける企業の側から見れば、自国の認証機関であるJCABによ

る型式認証では市場への参入を行うことが実質的に困難で、FAA等のデファクト・スタンダ

ードとなっている認証機関に頼らざるを得ないという状態であることに起因する各種の困

難が存在すること等、我が国の民間航空機/エンジンの型式認証に関する課題はまだ多いと

言わざるを得ない。 

しかしながら、国の支援の下、MRJプロジェクトがそれらの問題に立ち向かって、正式ロ

ーンチに向けての活動が進んでいるのは非常に心強い。 同プロジェクトを通じて、JCAB、

並びに日本の航空関連企業が市場に認められる型式認証能力を培い、その実績を基に、更

にアジア等の新興諸国と連携した型式認証/市場開拓を進めるような将来的な展開も期待

されるところである。 

他産業との連携 
先に述べたように航空機産業の能力拡充においては、他産業の活用や連携などがひとつ

の重要な方策として挙げられる。例えば、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。 

体制整備 

航空機産業は欧米の航空先進諸国はもちろんのこと、アジア諸国においてもその技術先

導性、広範な産業への波及性や安全保障どの観点から戦略的産業分野として位置付けられ、

国家的な取り組みがこれまでなされてきた。今後、日本が主導する国際共同開発を実現し
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ていくためには諸外国と同様にこれまで以上に国家的な取り組みが必要となろう。こうし

た観点から、長期的な戦略を立てて、国家プロジェクトをマネージメントし、政府に答申

していく行政府横断的な組織を諮問機関として設置することが必要である。こうした諮問

機関の機能のなかには、国家プロジェクトの開発状況を常にモニターし、開発のプロセス

についてノウハウを蓄積するとともに、厳正な技術評価・審査機能も付加することが必要

であろう。 
また、日本の航空機産業では複数の企業が共存しており、日本主導の国際共同開発を国

家プロジェクトとしてこれらの企業が参加して行う場合において、既存の財団法人・社団

法人といった組織で企画から販売までの権限をもって事業を推進することは法的に不可能

である。こうした場合においては、新たな体制の構築（例えば、コンソーシアム）なども

検討される必要がある。 
（５） アジア諸国との連携 
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（IPM）を

東京で開催し、タイや豪州と航空機産業・技術研究開発に関連する情報交流を実施すると

ともに、インドネシア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。これらの活動及びこれまでの

海外調査や IPM における調査活動の結果、中国、韓国では独自の戦略に基づき航空機産

業の育成を図っている。一方、マレーシア、タイ、インドネシアはまだ、航空機産業が乏

しく、人材育成等で日本に対する期待感は大きい。 
こうした状況を踏まえると、日本が航空機開発のためのビジネス、技術、人材などの国

際交流のインフラを確立し、アジア地域でのイニシアチブを取ることが重要であると考え

られ、特にタイやインドネシアなど東南アジア諸国の若い指導者や学生を含む若手技術者、

研究者などの日本の大学や研究機関等への招聘など、人材交流、人材育成の面での貢献を

日本は果たすことが求められよう。 
また、日本が主導する国際共同開発においてアジア諸国との連携を想定すると、オフセ

ット契約が求められる可能性が高く、そのオフセットの対象等について慎重な検討が必要

である。オフセット契約は民需部門については当該国・企業も詳細を公表しておらず不明

な点が多く、事実関係からの類推に頼らざるを得ない。したがって、今後さらに詳細な調

査を行う必要があろう。また、航空機開発においては開発作業自体も含めて IT 基盤は不

可欠であるが、とりわけ多様な言語と文字が存在するアジア域においてはこうした障壁を

除く観点からも IT の活用は有効な手法であろう。 
 

７．２ 今後の展望と課題 

平成１９年度は、平成１６年度から進めてきた「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の調査研究」の最終年度として、これまでの調査研究

成果を改めて整理し、日本の航空機産業の現状や事業ライフサイクル・事業戦略における

他産業との違い、成功事例分析から、日本が主導する国際共同開発（日本ブランドの獲得）

を将来像と据えた。その上で、課題として挙げられた、社会の理解等世論醸成、人材育成、

能力拡充及び体制整備の面で課題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。また、アジア／オセアニア諸国における航空機産業等の海外調査や

Info-Plaza-Meeting 等を通じて得た情報を分析して、アジア諸国との国際交流・国際共同
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開発の促進の観点から考慮すべき事項を検討・整理した。特に人材交流・人材育成におけ

る日本の貢献について新たな提案をするとともに、国際共同開発において日本が留意すべ

きオフセット契約について調査を実施してその課題を明らかにした。 
日本の航空機産業が今後さらに発展していくためには、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」

ことができる産業を目指すことが必要であろう。こ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策定してい

く必要である。本調査ではその検討における留意点を整理するに止まった。今後、日本

にとってのビジネスシナリオやビジネス戦略の具体的な検討が必要である。 

また、日本が主導する国際共同開発を実現していく上では、アジア諸国との連携は重要

な鍵をなるのではなかろうか。その意味で、アジア諸国の連携方策やこれに伴う諸課題の

抽出と対策の検討が必要である。本調査研究では、そのひとつとして人材交流・人材育成

における日本の貢献の必要性を述べた。これについては、より具体的な制度等の検討が今

後の課題である。また、大きな課題として、おそらく求められることになろうオフセット

契約についての事例と課題の抽出を本調査研究において行った。しかしながら、民需部門

におけるオフセット契約に関する詳細が公表されていないことなどから、不明なところも

多い。このため、本調査研究の成果を出発点として、より深い調査と検討が行われること

を今後に期待したい。 
さらに、事業ライフサイクル高度化のためのシステム基盤となる人材育成、能力拡充及

び体制整備については今後のあり方として提案したが、特に人材育成や能力拡充では完結

した事業ライフサイクルの断絶がなく進むことが重要ということであった。一方、民間航

空機市場参入としては後発となる日本が必要な人材育成と能力拡充を企業の自前で実施す

ることは航空機製造事業のリスクに加えてこれらの経営的負担は大きいと言わざるを得ず、

こうした観点から、事業シミュレーションを含む技術開発プログラムは有効な手段となる。

この技術開発プログラムは必ずしも事業化が決定されていない段階であることから、政府に

よる支援政策の意味は大きく、国家戦略的な技術整備プログラムとして展開することが必

要であろう。経済産業省が進めてきた「環境適応型高性能小型航空機」プロジェクトは典

型的な取り組みである。こうした国家戦略的な技術整備プログラムも事業ライフサイクル

高度化のためのシステム基盤であり、こうした観点からの効果的な推進方策等についても

検討されることを期待したい。 
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８．おわりに 
 
 世界の航空機市場のグローバル化が一段と加速され、また事業投資規模もますます拡大

している中で、航空機産業の国際的協業化・分業化は必然の趨勢であり､わが国の航空機産

業もこの視点に立ち国際舞台で主導的役割・貢献を果たせる分野を確実になすことにより､

事業ライフサイクルの高度化が達成されるものと考えられる。 
本委員会はすでに冒頭の調査事業の趣旨及び目的で述べたごとく､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わる事業のライフサイクル高度化調査事業”を行うもので

ある。 
最終年度となる今年は４年間の調査事業の成果を次のようなポイントにまとめて調査、

検討を実施した。 
（１） 日本の航空機産業の現状調査 
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、

平成１７年度の調査結果をベースとして、最新の動向を調査し、改めて日本の航空機産業

の現状と課題を整理した。 
（２）事業ライフサイクル／事業戦略における他産業との比較調査 

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平

成１６年度及び平成１７年度に行った調査結果に基づき、日本における他業種（自動車、

家電）の事業ライフサイクル及び事業戦略などの調査を行い航空機産業との比較分析を行

うとともに、海外の航空機産業の成功事例の調査を行い、その成功の背景の分析を試みた。 
（３）日本の航空機産業の将来像の検討 
現状や他産業との比較調査などを通じて事業ライフサイクルの高度化の目標となる日本

の航空機産業の将来像やビジネス目標などについて、平成１６年度からの４ヶ年にわたっ

て行った検討結果を整理した。 
（４）日本の航空機産業の発展のための検討 

事業ライフサイクル高度化の目標となる日本の航空機産業の将来像を実現していく観点

から、日本の航空機産業の発展にとって重要な事業ライフサイクルの高度化基盤となる以

下の４点について平成１８年度及び平成１９年度に検討を行い、その検討結果を整理した。 
①社会の理解、興味喚起、世論の醸成 
②人材育成（産学連携、航空機産業における人材育成） 
③能力拡充（企画能力、技術能力、販売能力、認証能力、他産業との連携） 
④体制整備 

（５）アジア諸国との連携 
インドネシア航空機産業等の現状調査とアジア /オセアニア諸国との情報交換の

Info-Plaza Meeting（IPM）を開催するとともに、これまでに行ってきたアジア/オセアニア

の状況調査や IPM における議論を整理して今後のアジア諸国との連携、すなわち国際交

流・国際共同開発における促進を観点に、人材交流・人材貢献、国際共同開発では留意す
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ることが必要なオフセット契約や効率的促進に寄与する IT 活用についての基本調査を行

って課題等を整理した。 
今後、本調査で得られた成果が更に具体的な手法に展開され、日本の航空機開発事業の

ために広く、利用されることを願うものである。 
最後に､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の委員をはじめ

とする調査委員会各委員の労を惜しまぬ努力と関連省庁､機関のご協力に紙面を借りて謝

意を表する次第である。 
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平成１９年度海外調査報告書＜香港・インドネシア＞ 

 
A. 平成１９年度海外調査報告サマリー 
                      
１．概要 

初の試みであるアジアでの民間航空機のトレードショウ（香港）に参加し、アジアを

中心とした航空業界の現状を把握した。 
また、後半はインドネシアのジャカルタ及びバンドンにおいてインドネシア航空業界

の現状を調査した。 
２．日程 

９月２日 成田＝＞香港 
９月３日～５日 Asian Aerospace 2007 参加 
９月５日 香港＝＞ジャカルタ 
９月６日 ジャカルタ ――― インドネシア航空関係者との会議 
９月７日 バンドン ――― 航空機メーカー、工科大学訪問 
９月８日 ジャカルタ＝＞成田 
 

３．調査内容 
１）Asian Aerospace 2007 

９月３日～６日、香港空港に隣接した国際見本市会場 AirWorld Expo で開催され、

室内展示と国際会議が中心で機体の展示はエアバス A380 と中小型のビジネス機

のみであった。 
室内展示は航空全般、航空機インテリア、航空輸送の３種類に分かれ、ボーイン

グ、エアバス、ボンバルディアなどの機体メーカー、HAECO、MTU などの整備

会社、エアライン、装備品メーカーなどがあり、日本からは航空全般に SJAC、IHI、
他１社のみの参加であった。 
国際会議も航空全般、航空機インテリア、航空輸送、エアライン トレーニング

などのセミナーに分かれており、出席した航空機全般のセミナーにおいては次の

ようなテーマについて発表が行われた。 
９月３日 ”航空輸送の戦略” 
 躍進する中国、インドを中心とした各国の航空局、製造メーカー、エアライン

などのトップから自信にあふれた発表があった。 
９月４日 ”航空輸送の運用体制” 
 同様にアジア各国の空港会社、IATA などからインフラ整備についての発表があ

った。 



 
９月５日 ”航空宇宙技術” 
 ボーイング、エアバス、GE などから技術も含めた発表があり、午後のセミナー

では ARJ21 の開発状況、エンブラエルとの合弁会社などの説明があった。 
 

２）インドネシア航空業界調査  
PTIR（航空関係中心の投資会社）の Agung Nugroho 氏に調査スケジュールの計

画を依頼し、初日は PTIR の会議室でインドネシア航空業界の主要メンバーとの会

議を行い、二日目はバンドンで PTDI（航空機メーカー）と ITB（バンドン工科大

学）を訪問した。 
９月６日 インドネシア航空業界との会議 
 IADF から４件、インドネシア側から５件（BPPT、DGCA、LAPAN、ITB、

PTIR）の発表があり、質議応答の上、議論を進めた。 
 主要な参加者は以下のとうり、 
  Dr. Said D. Jeie ―――Chairman of BPPT（国立の研究機関） 
  Dr. Budhi M. Suyitno ―――Director General of DGCA（航空局） 
  Mr. Muchamad Muchlis ―――Head of Cooperation Division 
                 of LAPAN(航空宇宙研究機関） 
  Dr. Ilham A. Habibie －－－CEO of PTIR 
  Mr. Agung Nugroho －－－VP Aerospace Business of PTIR 
 DGAC からは事故多発の現状を受けた対応策と現状の説明、BPPT 及び LAPAN

からは研究活動の現状、PTIR から N250（インドネシアの国産旅客機）開発の

再始動計画などの説明があった。 
 これらのインドネシアの要請に LADF も橋渡し役として協力すると説明した。 
９月７日 PTDI 及び ITB 訪問 
 バンドンの PTDI は CASA（スペイン）と共同で小型のターボプロップ（CN-235)
を製造しており、ヘリコプターもユーロコプターと共同で大型から小型までを

手がけている。また、機体部品製造、技術サービス、武器製造なども行ってい

る。10 年前の経済危機で開発が凍結された国産中型旅客機”N250”の機体、試

験設備などがそのままの状態で保管されていた。 
 ITB は 1920 年に設立され、航空宇宙は工業技術学部の中にあり、現在、学生が

300 名ほどで規模が増加している。東京大学、豊橋工科大学、慶応大学などと交

流活動を行っており、今後さらに拡大したいとのことであった。 



B. Asian Aerospace 2007 ――― 航空全般のセミナー報告 
 
９月３日（月） 航空輸送の戦略 
９：３０～１１：０５ 上級セッション ―― 環太平洋アジアの航空輸送の展望 
 ＊Eva Cheng：香港の建設・輸送大臣 
 ＊Wang Changshun：中国の民間航空副大臣 
 ＊Li Benjian：中国の防衛関係科学技術、工業のシステム技術部門の総責任者 
 ＊Hu Wenming：中国の AVIC１の副社長 
 ＊Zhang Hongbiao：中国の AVIC２の社長 
 ＊CG Krishnadas Nair：インドの航空宇宙技術工業会の会長 
 ＊Tony Tyler：キャセイパシフィック航空の CEO 
 などにより将来展望が発表された。 
 
１１：３０～１３：００ セッション１ ―― 航空輸送の現状と展望 
 ＊John McCulloch：oneworld Alliance のパートナー 
   AA、BA、CX、QF などに JL が加わり、利益最大のアライアンスとなっている。 
   最近、ドラゴン航空も加わり、中国本土のネットワークが強化された。 
 ＊Larry Dickenson：ボーイング民間航空販売担当上級副社長 
 ＊Robert Martin：BOC Aviation CEO 
   2006 年に中国銀行に買収されたシンガポールの航空機リース会社（旧 SALE） 
   110 機所有、63 機発注済 
 
１４：３０～１７：３０ セッション２ ―― エアラインの挑戦 
 ＊Jaime Bautista：フィリピン航空の社長兼 COO 
 ＊Steve Miller：オアシス香港航空の CEO 
   香港からの長距離専用の LCC（ロンドン、バンクーバー）、７４７－４００ 5 機 
   快適なシート、笑顔の接客サービス、遅れの無いフライトなどが価格以外の売り。 
 ＊Tony Davis：タイガー航空の CEO 
 
９月４日（火） 航空輸送の運航体制 
９：３０～１１：００ 上級セッション ―― 環太平洋アジアの航空機運航の展望 
 ＊Norman Lo：Hong Kong Civil Aviation Department (HKCAD)長官 
 ＊Shao Daojie：中国民間航空の空港部門の副長官 
 ＊K. Ramalingam：インド民間航空の空港部門の責任者 
  
＊Andrew Herdman：アジア パシフィック エアライン協会会長 



   エアライン、空港、航空局が協力して航空輸送の生産性を高める必要がある。 
 
１１：３０～１３：００ セッション１ ―― 環太平洋アジアの世界的インフラの確立 
＊Luu Van Doan：ベトナム民間航空局国際問題担当副長官 
＊Atluri Vishwanath：GMR HyderaBad 企画担当副社長 
＊五十嵐健三：東京成田国際空港社長付相談役 
＊Anthony Concil：IATA 広報部長 
  効率よく、環境に優しい（ゼロエミッション）インフラを目指す。 

 
１４：３０～１７：３０ セッション２ ―― 航空輸送の更なる成長を目指して 
＊Ashley Smout：民間航空管制サービス（CANSO）会長 
  少しずつ改善し、世界全体が一つの空域で同じ管制システムになることを目指す。 
＊Rob Eagles：IATA 環太平洋アジア安全、運航、組織部長 
  航空輸送システムを更に改良するためには、航空機の能力（ADS-B、RNAV）、空域

の有効利用、管制の統一、国際協調などが必要である。 
＊Owen Dell：キャセイ航空国際運航部長、IATA 運航委員会会長 
  中国の航空輸送は毎年１６％増の急激な増加を続けており、今後もそれ以上の増加

が見込まれているが、空域の整備、完成システムの近代化などが不可欠である。 
＊Hugo Perez：エアバス北東アジアトレーニング及び運航サポート責任者 
  新型機の自動化されたシステムはパイロットの最終判断を補助するだけでなく、 

パイロットトレーニングの方法を改良している。 
 
９月５日（水） 航空宇宙技術 
９：３０～１１：３０ 上級セッション ―― 環太平洋アジアの航空技術ベースの創造 
＊Mark Hayman：HAECO 技術取締役 
  HAECO は１９９３年に JV の TAECO を中国本土に設立し、機体整備、部品修理な

どの MRO サービスを開始した。 
＊John Bruns：ボーイング民間航空 中国担当副社長 
  ボーイングと中国の関係は長い歴史があり、パートナーとして強い絆がある。また、

中国は２０２５年までに２９００機の新型機が必要な巨大なカスタマーである。 
＊Laurence Barron：中国エアバス社長 
  現在、約３５０機のエアバス機が運航されており、北京を中心としたサービス・ 

ネットワークが完備している。また、Ａ３２０の主翼及びその他の機体部品の 
サプライヤーであり、近々、Ａ３２０の組立ラインをスタートする予定。 

 
＊Chaker Chahrour：GE Aviation 環太平洋アジア販売担当副社長 



  CFM56 エンジンは GE と SNECMA の J/V（50：50）が設計、製造、サポート 
している。現在までに 21500 台のオーダーがあり、17250 台が運航されている。 

 
１１：３０～１３：００ セッション１ ―― 環太平洋アジアの航空宇宙の野心 
＊Chen Jin：AVIC 民間航空機副社長 
＊Pui Ho：Parker Aerospace ARJ21 プログラム・ディレクター 
  Parker は米国の補機及びシステムのメーカーで米国の中国支援プログラム（ACP）

の一員として中国の航空産業をサポートしている。 
＊Wu Fanghui：Hongdu 航空工業会長 
＊Guan Dong Yuan：中国エンブラエル専務取締役 
  2002 年にエンブラエル（５１％）と AVIC2＆Hafei（４９％）の J/V がスタート 

した。エンブラエルは 2002 年から 10 年間に中国の市場で 300 機程度の需要を 
予測している。 

 



C. インドネシア航空業界との会議報告 
 
日時： ２００７年９月６日（木） ９：００～１７：００ 
 
場所： Ilthabi Rekatama Meeting Room 
     Kantor Taman A9 Unit C8 - C14, j1.Mega Kuningan Lot 8.9/9, Jakarta 
 
出席者： Ilhama Habibie, Dr. ―― CEO＆President、PT. Ilthabi Rekatama 
     Agung Nugroho ―― VP、Aerospace Business、PTIR 
     Budhi M. Suyitno, Dr. ―― Director General、 
        Directorate General of Civil Aviation、Ministry of Transportation 
     Said D. Jenie, Dr. ―― Chairman、Agency for the Assesment 
        and Application of Technology(BPPT) 
          Muchamad Muchlis ―― Head of Cooperation Division、National 
        Institute of Aeronautics and Space（LAPAN） 
     Harijono Djojodihardjo, Dr. ―― Professor、Universiti Sains Malaysia 
     Hisar M. Pasaribu, Dr. ―― Department of Aeronautics and 
                Astronautics、Institute Teknologi Bandung（ITB） 
     Taufig Mulyanto, Dr. ―― Aircraft Design、ITB 
     Agung Sarwana ―― VP、Sales and Marketing、Global Group Asia 
     Tjahjo Kartiko ―― VP、Quality、Global Group Asia 
     Inu P. Sukandar ―― Direktur Business Dev、Global Group Asia 
     Setyo U Soekarsono ―― Director、PT Global Angkasa(iJet) 
 
議事内容： 
  今回のインドネシア調査をアレンジしてくれたAgung Nugrohoの司会によりPTIR社

の会議室でインドネシア航空業界との会議が行われた。 
  PTIR社CEOの Ilhama Habibie（Habibie 元大統領の息子）による開会の辞に始まり、 

Nugroho 作成の添付スケジュール（TOR）に沿って会議が進行した。 
   
１．IADF より恒例の下記のプレゼンを行った。 

＊ Introduction of IADF Study Committee ―― 山口 
＊ Overview of Japanese Aerospace Industry ―― 山口 
＊ Activities on Aeronautical Sience & Technology at JAXA ―― 村上 
＊ Activity of Aeronautical Department in Japan ―― 渡辺 
・ 航空局長（Suyitno）より IADF からインドネシアへのファンドは可能かと質問が



あり、直接は難しいが、将来、共同プロジェクトなどで可能性があると回答。 
・ インドネシアでは SST よりも低コスト、安全性などが優先事項。 

 
２．運輸省の民間航空局長 Budhi M. Suyitno が直々にインドネシアの航空輸送の現状に 

ついてプレゼンを行った。 
インドネシアの国内航空輸送は経済活動の成長に非常に重要であり、効率的で安全な 
航空システムを確立する必要がある。 
航空機事故の多発しているインドネシア航空業界は安全性が大きな問題となっており、

FAA レーティング低下、EU 乗り入れ禁止などが行われている。この現状を改善する

ために米国、オーストラリア、日本、韓国などの航空局がサポートしている。 
現在のレーダーによる航空管制システムをレーダーとサテライトを組み合わせた新管

制システムへ２０１０年に移行する計画である。 
 
３．国立科学研究機関（BPPT）の会長 Said D. Jenie が BPPT の概要についてプレゼンを

行った。研究内容は次の通り、 
  ＊風、波などの自然エネルギーの発電システム 
  ＊多数の島々を結ぶ高速輸送システム（海表面上航空機？） 
  ＊航空管制システム 
  ＊各種の UAV 
  ＊軍用システム 
  ＊気象システム 
  研究者は２３００名で航空宇宙関係は１００名以下である。 
 
４．国立航空宇宙研究所（LAPAN）の対外調整部門責任者 Muchamad Muchlis が LAPAN 

の概要についてのプレゼンを行った。 
  赤道に沿って５１００ｋｍに散在する島々からなるインドネシアの経済発展を宇宙利

用により進めるために各種の宇宙技術の研究開発を進めている。 
  実際には小型衛星などの技術開発を進めながら衛星を利用した農林業開発、防災、海

洋資源開発、鉱物資源開発、気象予測、観光開発、環境保全などのためのシステム開

発を行っている。 
  従業員１２３７名の内、４３％が大学卒業以上である。 
 
 
 
 
５．バンドン工科大学（ITB）の Taufig Mulyanto が航空学科についてプレゼンを行った。 



  ＊ITB の前進は１９２０年ごろに始まり、１９５９年に ITB となった。 
  ＊学生数     学部      修士      博士 
   全大学     １４３２１   ３８９９    ４５７ 
   航空宇宙学科  ３００     ６０      ４ 

＊日本（東京大学、豊橋工科大学、慶応大学）、英国（シェフィールド大学）、韓国、

台湾などと国際交流を進めている。 
＊実施プログラム 
  航空機設計―― N250-100（エンジン換装）、UAV、Surface Effect Aircraft 
  空港システム設計 

 
６．PT. Ilthabi Rekatama（投資会社）の航空機担当 VP Agung Nugroho が１０年前の

経済危機で中断した国産機 N250 の開発を再開する計画を説明した。 
  再開発する機体は低コストで魅力的なものにするために低コスト複合材、新エンジン、

FBW、コクピット・ディスプレイなどを取入れ、開発費２５０M＄、価格７～１４M
＄で量産１００機以上と計画している。 



D. PT. DIRGANTARA INDONESIA（IAe）訪問調査 
 
（１）訪問先 

  PT. DIRGANTARA INDONESIA（Indonesian Aerospace） 
  Jl. Pajajaran 154 Bandung 40174 Indonesia 

 
（２）日時 
      2007 年 9 月 7 日（金）10:00～13:00 
 
（３）訪問者 

(1)戸田 勧（早稲田大学） 
(2)渡辺紀徳（東京大学大学院工学系研究科） 
(3)村上 哲（宇宙航空研究開発機構） 
(4)山口俊吉（航空機国際共同開発促進基金） 
 

（４）訪問先対応者 
Ramon Suyadi, Vice President, Market, Research & Development 
Eddy Gunawan, Vice President, Production System Development Division 
Budiwuraskito, Director of Aircraft Integration 
Agung Nugroho, Vice President, Aerospace Business, PT. ILTHABI REKATAMA 
 

（５）概要 
・ 1976 年に PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio として、インドネシア政府の

全面支援の基に設立。1985 年に本格的な航空機製造産業への転換を目指して、PT. 
Industri Pesawat Terbang Nusantara(IPTN)に改組、アジア経済危機によるリス

トラで 2000 年に現在の PT. DIRGANTARA INDONESIA （ Indonesian 
Aerospace：IAe）に名称を変更した。所在地はバンドン市でインドネシア軍敷地

に隣接。 
・ IAe は、R&D 部門、Aircraft Integration 部門、Aerostructure 部門、service 部

門、Firm&Administration 部門の５つの部門で構成。R&D 部門と Firm& 
Administration 部門を除く３部門はほとんど独立したカンパニー制度となってい

る。現在の従業員数は 3,869 人で、R&D 部門のエンジニアは約 600 人。従業員数

は６年前までは約６千人いたが、先のリストラでここまで減少した。子会社は４

つ（GE との合併企業も含む：GE 持分５％）。具体的には、IPTN North America, 
Inc、PT. NUSANTARA TURBIN DAN PROPULSI、PT GENERAL ELECTRIC 
TECHNOLOGY INDONESIA (GETI) 、 PT GENERAL ELECTRIC 
NUSANTARA TURBINE SERVICES (GENTS)。 



・ 当該社の目標は、「高度技術優位とコスト競争力に基づくワールドクラスの航空宇

宙製造企業になること」。（” To be the world class aerospace company based on 
high technology mastery and cost competitiveness in the global market”） 

・ 主要製品はスペイン CASA とのジョイントベンチャーで設計・製造した CN235
（双発ターボプロップ旅客・輸送機）。持ち分比率はそれぞれ 50%ずつで、これま

でに 256 機（民間用・軍用）を製造販売。製造は CASA 及び IAe のそれぞれでア

センブリをしているが、CASA 及び IAe が製造している部品を除く部品について

は CASA 及び IAe がそれぞれの国で独自に調達してアセンブリをしていることが

特徴。現在、生産は落ち込んでおり、年産２機程度（IAe 分）。 
・ CN235 のほか、CASA の NC212-400（双発ターボプロップ旅客・輸送機）、ユー

ロコプタの AS-332（IAe 名称では NAS-332）やベルの Bell-412（IAe 名称では

NBELL-412）といったヘリコプタのライセンス生産も行っている。 
・ 上記のほか、エアバス（A330,A340 等）やボーイング（737,757,767）の部品を下

請け生産しているほか、シミュレータ技術や設計技術などのエンジニアリングサ

ービスをトルコやマレーシアなどを主たる顧客として行っているほか、ＭＲＯ事

業も行っている。 
・ 日本との関係では、三菱重工の下請けとしてボンバルディア GX のスラットの製

造もしている。 
・ IAe としては、三菱重工が計画している MRJ の製造に関心をもっているようであ

る。 
 
（６）所感 
 先にインドネシアが独自開発を目指した双発ターボプロップ輸送機（N-250）の試作機と

その開発ために用意したシステム試験のハンガーを見学する機会があり、それ自体はしっ

かりとしたもののように思えた。また、IAe の技術者、バンドン工科大学の研究者やインド

ネシアの他の航空関係者のレベルにおいても、航空機開発には十分な力があることが伺わ

れた。 
 政府からの資金援助があまり期待されていないなか、N-250 のリバイブに対する意欲・

熱意は強く感じられた。 
 

以 上 



E. インドネシア バンドン工科大学 訪問調査 
Department of Aeronautics and Astronautics, Faculty of Industrial Technology, 

Insitut Teknologi Bandung 

 

面会者 

 Dr. Ir. Leonardo Gunawan  Head of Department 

 Aircraft Vibrations & Structural Dynamics 

  Dr. Ir. Hisar M. Pasaribu 

  Dr. Romie O. Bura          Lecturer 

  Dr. Taufiq Mulyanto        Chairman of Graduate Program, Aircraft Design 

  Mr. Rais Zain              Structural Design and Optimization 

   

概要 

バンドン市はジャカルタから約 120km に位置し，標高が高いため快適な気候の町である。 

 バンドン工科大学はインドネシアを代表する理工系大学であり，もとは 1920 年にインド

ネシア初の技術系高等教育機関として設立された（de Technische Hoogeschoolde 
Bandung）。その後、日本の占領期には Bandung Kogyo Daigaku（バンドン工業大学）、

革命期には Sekolar Tinggi Teknik Bandung、独立初期には Faculteit Teknik Universiteit 
Indonesia（インドネシア大学工学部）と組織および名称を変更してきた。そして 1959 年

3 月に Institut Teknologi Bandung（バンドン工科大学）となった。産業技術学部(Faculty 
of Industrial Technology)は 1941 年に設置され，当初は化学工学科のみであったが，1942
年に機械工学科が作られた。航空宇宙工学科の設立は 1997 年である。 

 現在の大学の学部学生数は 14000 名で，修士課程 4,000 名，博士課程 457 名となっている。

航空宇宙工学科は学部 300 名，修士課程 60 名，博士課程 4 名である。修士課程に外国人学

生が 4 名いるが，外国人学生の多くはベトナムから来ている。ファカルティは博士 20 名（教

授 2 名，助教授 4 名），修士 7 名で，修士はいずれも博士号取得を目指している。 

 航空宇宙工学科の研究分野は，(1)飛行力学，(2)軽構造力学，(3)航空機設計・オペレーシ

ョン・メインテナンス，の 3 分野となっているが，エンジン関係の研究なども小規模なが

ら実施している。現在の研究プロジェクトとしては，UAV や，設計の国家プロジェクトに

参画している。 

 国際活動としては，日本や東南アジア諸国との協力関係が多く，日本では東京大学，豊

橋技術科学大学，慶応大学などと交流がある。Asian University Network を通じた交流もある。

また，JICA 主導による大学間交流も行われている。最近では Dr. Taufiq Mulyanto が UAV の

プロジェクト関連で東京大学航空宇宙工学専攻に短期滞在していた。その他，オランダの

デルフト工科大学，英国シェフィールド大学，韓国 KAIST，台湾 National Cheng Kung 

University などとも協力関係がある。博士号取得者には英国やフランスなどヨーロッパで学



位を取得した人が多い印象であった。今後，特に日本をはじめとするアジア各国との連携

を大いに促進したいとのことであったが，具体的に日本の大学とは学振の 2 国間協力プロ

グラムや JICA を通じての共同研究の立ち上げを望んでいる模様であった。 

 実験設備を見学したところ，MiG21 の使用済み機体が設置されており，ラダーなどの機

構を理解する実習に使用しているとのことであった。また，構造関係では実機の主翼桁を

設置しており，加重をかけて歪み計測を行い，FEM による解析結果と比較して，適切なモ

デル化の重要性を理解させる教育を行っていた。また，小型低速風洞や荷重試験機なども

設置されていたが，基本的には技術教育設備という位置付けが色濃く，研究用という意味

合いの設備は少なかった。 

 

所感 

 設立から 10 年の学科で，現段階の航空宇宙工学科は，総じて工学研究というより技術教

育施設という意義付けが中心となっている印象であったが，研究者，とくに若手のファカ

ルティメンバーの意気は盛んであり，今後の発展が見込まれる。例えば英国サザンプトン

大学で博士号を取得した Dr. Romie O. Bura の極超音速流れに関する研究論文など，非常に

質の高い業績もあり，彼らのポテンシャルをもってすれば，研究教育の高度な進展が望め

るものと思われる。日本との研究教育交流は現在でも力を入れているが，今後益々発展さ

せたいという強い希望を持っている。学振などの制度を通じて人材と情報の交流を図り，

研究協力を大いに進めていくべきであると感じた。 

 

 



平成１９年度 Info-Plaza Meeting 報告書 

 
A. Info-Plaza Meeting 2007 概要報告 
                    
a. 国際会議 
 ＊日時：２００７年１０月１８日（木） １０：００～１６：００ 
  
＊場所：東京国際フォーラム（有楽町） Ｇ５０４会議室 

  
＊参加者：タイ ――――――― O. Chirachon（カセサート大学） 

                               A. Dalallah（カセサート大学） 
                               C. Klampol（カセサート大学） 
            オーストラリア ―― I. Herszberg（CRC-ACS） 
      日本 ――――――― 戸田 勧（早稲田大学） 
                 村上 哲（JAXA） 
                 伊藤 健（JAXA） 
                 渡辺紀徳（東京大学） 
                 李家賢一（東京大学） 
                 板原寛治（SJAC） 
                 平上雄一（KHI） 
                 奥田章順（MRI） 
                 高岡武司（IADF） 
                 山口俊吉（IADF） 
                 佐藤秀雄（IADF） 
     詳細は List of IPM2007 Attendants 参照。 
  
＊スケジュール： Time Table of IPM2007 参照。 

  
＊議事内容： Minutes of IPM2007 参照。 
 
総括 
これまでの Info-Plaza Meeting では会議時間が短く、各国の現状紹介に大半の時間が割

かれて実質的な議論が少なかった。今回の IPM は会議時間を長く設定し、議論テーマを

“アジア、オセアニアにおける航空機開発のための人材育成”に絞り、議事を進めた。 
世界的なエンジニアの減少などに対する危機感の高まりもあり、本テーマについて沢山



の Q&A が行われ、有益な議論が出来たと思われる。 
会議の中で人材育成（人材交流）の具体的な方法についての議論もあり、今後、アジア、

オセアニア地域での人材交流プログラムを立ち上げるためのきっかけとなるものと思わ

れる。 
また、来年の IPM は今回、参加されたタイのカセサート大学の主催でバンコックで行う

か、SJAC の JA2008 が行われる横浜で行うかの二者択一で今後、調整されることになっ

た。 
 
b. 航空関係ツアー 
 ＊日時：２００７年１０月１９日（金） ９：００～１６：００ 
 
 ＊場所：午前 ――― IHI 昭島、瑞穂 
     午後 ――― JAXA 調布、三鷹 
 
＊参加者：タイ ――――――― O. Chirachon 

                               A. Dalallah 
                               C. Klampol 
            オーストラリア ―― I. Herszberg（午前のみ） 
      日本 ――――――― 伊藤 健 
                 山口俊吉 
 
＊スケジュール： Aeronautical Tour at IHI and at JAXA 参照 

 
総括 

 IHI ――― 新しい昭島事務所の IHI ミュージアム（原田館長）で日本のジェットエン

ジンの歴史と現状の説明を受けた後、瑞穂工場（佐藤工場長）で新製エンジン（V2500、
CF34 など）組立及びエンジンオーバーホールなどの説明を受け、特に最近完成した中型

エンジン用テストセル（主に V2500、CFM56 などのエンジンオーバーホールに使用され

る。）も見学できた。 
 JAXA ―― 調布の研究本部で坂田本部長より直々に JAXA ミュージアムの説明を受

けた後、飛行システム技術開発センター（大沢）に移動し、低速風洞、実験用航空機

（MuPAL-α、MuPAL-ε、Queen Air など）、飛行シミュレータ（通常の固定翼用だけ

でなく、大画面のヘリコプター用もある。）を見学した。 
 来日された参加者は非常に興味深く、見学されていたが、見学される側も相互理解の良

い機会と捕らえ、積極的に対応していただいた。 



B. Minutes of IPM 2007  
 
Date : October 18, 2007 
Time : 10:00 ~ 16:00 
Venue : Tokyo International Forum in Tokyo 
Attendants : refer to the list of the attendants 
Schedule : refer to the time table 
 
Contents : 

 “International Cooperation for Raising Aeronautical Engineer” will be main theme 
for IPM 2007. --- A.Murakami(Chairman) 

 
Introduction of IPM 007 and IADF  --- S.Yamaguchi 

 Next IPM 2008 should be hosted by Kasetsart University in Thailand.  
 
Overview of Japanese Aerospace Industries  --- H.Itahara 

 Civil aircraft sales became more than military sales first time in 2006. 
 MHI announced the ATO(authorization to offer) for MRJ development recently. 
 SJAC will hold “Japan Aerospace 2008” next year in Yokohama. 

Q(C.Klampol) : Where Honda Jet has been designed and manufactured ? 
A : Designing and developing mainly in Japan 
   Manufacturing in all over the world 
   Assembly in USA 
 
Composite CRC Overview --- Aerospace Focus  --- I.Herszberg 

 Composite CRC 
Annual budget --- Around AUD 18.0m 
Employees --- 38 core staffs (~60 FTE in total) 
External income --- > AUD 2.5m p.a. 
Government funding --- Third-term until June 2010 

 Main research program “P1 Aerospace” 
Affordable Manufacture 
Affordable Assembly 
Affordable Design 
Affordable Product Support 

Q(K.Rinoie) : Are there any plan of new helicopter development in Australia ? 



A : Tiger NH90 Helicopter has been assembled and new heavy lift helicopter will be 
developed by Australian Aerospace (Eurocopter). For this reason CRC has started 
“helicopter program” recently, which is quite different from fixed wing aircraft one with 
regard to composite structures. 
Q(Y.Hirakami) : Do you do the structural optimization of aircrafts with using composite 
material ? 
A : Yes. The big difficulty of the optimization is the directional strength of composite 
material. And we need to carry out component tests rather than coupon tests. 
Q(S.Toda) : How is the status of inspection and repair of composite material ? 
A : There are big differences of failure modes and structures between fixed wing 
aircrafts and helicopters. Honeycomb structure and low temperature cured material are 
used for helicopters. 
Q(S.Toda) : Could you provide the repair procedure of delamination cracks ? 
A : Patch repair and scarf repair will recover 60% ~ 80% of original strength. 
Rebond(Injecting resin) may not work. Small composite pin repair will work in the near 
future. 
Q(A.Dallalah) : Can we predict the delamination of composite material ? 
For example helicopter rotor blades 
A : Yes, but not easy. No computational model is available at this moment. 
 
Activity of Aeronautical Departments in Japan  --- T.Watanabe 

 Collaboration with companies, institutes and other related organizations is 
strongly promoted. 

 Cooperation with foreign universities and organizations are also highly desired. 
Educational Activity  --- K.Rinoie 

 Design education has been becoming more important and larger than before. 
      Graduate design course for each undergraduate student 
      Group design project for several graduate students 
Q(A.Dallalah) : How Japanese government supply funds to universities ? 
                 Entirely sustainable ?  Formula of work ? 
A : Basically Japanese universities and institutes are independent organizations. The 
government funds are decreasing by 1% per year, so we need to increase the 
supplementary funds from outside contract works. 
Q(O.Chirachon) : What is the frequency range of the blades in the vibration system ? 
A : Natural frequency range of the blades in this test hardware is 80Hz ~ 100Hz. 
Q(A.Murakami) : What is the status of the relationship between your university and 



industries ? 
A : We started to create the relations with domestic and foreign industries recently and 
we want to have much more in future. Nowadays Japanese industries are changing to 
give their funds to domestic organizations rather than foreign ones. 
 
The Aerospace Sector in Thailand --- Industry  --- A.Dallalah 

 In Thailand there are more airline operators and more maintenance service 
providers rather than manufacturers. 

 In Thailand airline traffic recovered at 2004 from September 11 terrorism, SARS, 
economic crisis, so on. 

Q(K.Rinoie) : Is there any airport for general aviation in Thailand ? 
A : No. All the airports are only for schedule and charter large aircrafts. 
 
The Aerospace Sector in Thailand --- Academia  --- A.Dallalah 

 The universities in Thailand offer the following three kinds of the programs. 
        Aerospace Engineering 
        Aviation Business Management 
        Aviation Technology 

 Kasetsart University has the successful international double degree program for 
bachelors of engineering in aerospace engineering & Business management in 
cooperation with RMIT (Australia). 

Q(A.Murakami) : Are there any government support for the international program ? 
A : In the program students study at KU for 3 years and study at RMIT for 2.5 years.  
Q( ? ) : Can the graduates of KU get a job at aeronautical companies ? 
A : Minimal numbers. 15%-25% of them go to automobile companies and others go to 
part suppliers. 
Q(S.Toda) : Do you have any international program with Asian institutes of technology ? 
A : No. They run the programs mainly for master and doctor degrees but KU does not. 
Q(H.Itahara) : What is the maintenance capability in Thailand ? 
A : The companies in Thailand have the following capabilities. 
   Thai Airways --- A-, B-, C-Check for Aircrafts, Engine Overhaul(test cell), so on 
   Bangkok Airways --- C-Check for Aircrafts 
   Chromally --- Engine Parts Repair(Blades, Vanes, so on) 
Q(T.Ito) : How much volume of space activity is in Kasetsart University ? 
A : There is the minimal volume(10%) and are only 2 or 3 space related classes in KU. 
Q(T.Ito) : In Japan(JAXA) the budget for space sector is increasing but that for 



aeronautical sector is decreasing. How is in Thailand ? 
A : As the space technology is always highly confidential, it is very difficult to learn it 
and to get PhD in other countries. 
Q(T.Ito) : Do you have much cooperation with RTAFA ? 
A : Yes, there is the strong relationship especially for master degree. 
The cooperation is exchanging students, using both facilities, so on. 
 
Overview of Organization of JAXA, APG and IAT   --- T.Ito 

 In JAXA there are two groups, Aviation Program Group(APG) and Institute of 
Aerospace Technology(IAT), for aeronautical research and their budgets are smaller 
than that for space research groups 

 There are 5 aeronautical research teams in APG and they are supported by the 
technology and the facilities of IAT. 

(A.Murakami) : JAXA has been supporting Japanese aeronautical developments, 
MRJ(MHI), Eco-Engine(IHI), so on. 
Q(I.Herszberg) : Who is in charge of three dimensional structure design of composite 
material ? 
A : Dr. Susuki is the high level specialist for it. (Smart Ball Technology?) And further 
than that Dr. Ishikawa will be responsible for all composite issues. 
 
Discussion --- International Cooperation for Raising Aeronautical Engineers 
(A.Murakami) : “IPM” is a good chance to have mutual understandings for international 
cooperation of educating and training engineers. 
Q(I.Herszberg) : If young engineers or researchers from foreign countries come to work 
in Japanese Industries for six months, can they get work permits in Japan ? 
(A.Murakami) : JAXA can accept students and engineers from other countries but only 
problem is the funds for their schemes. 
(T.Watanabe) : JSPS provides funds to wide range schemes for human exchanges with 
foreign universities. IADF funds for aeronautical developments are very limited only for 
distinguished people and only for short time. 
(A.Dallalah) : KU has been carrying out the well organized international cooperation 
with RMIT, ESTACA, Cheng Kung University(Taiwan), so on. 
(A.Murakami) : Japanese students go to foreign countries for short time but foreign 
students are difficult to come to Japan because of the language problem. 
(I.Herszberg) : My observation is that English speaking is more common in Europe than 
in Japan. 



(T.Watanabe) : IHI has been receiving some students from foreign universities. Recently 
IHI received the student from Cincinnati University for 6 months. 
(A.Okuda) : Automotive industries are doing more activities of exchanging people. 
(H.Itahara) : IHI has been sending young engineers to foreign countries. 
(I.Herszberg) : Do we have enough qualified engineers for aerospace sectors ? 
(Y.Hirakami) : I think we have the enough engineers in Japan. 
(A.Murakami) : It is very important to have a face to face meeting like “IPM” to create 
our mutual understanding of aircraft developments in Asian and Oceanian region. We 
would like to conclude that we should have people exchange programs especially for 
students and young engineers of aeronautical society. IADF study committee will 
continue to discuss this issue and will create a new scheme for them with IADF 
financial support. I hope we can discuss again in the next IPM in Bangkok(?). 
 
Closing Address 
(T.Watanabe) : Nowadays in Japan aeronautical developments(MRJ, Eco-Engine, so on) 
are very active and will probably reach to the higher level in the near future. Therefore 
we should have more cooperation in this region through “IPM”. 
(I.Herszberg) : Thank you for the arrangement IPM 2007. I had the fruitful time in IPM 
and also with JAXA, MHI, and FHI. 
(O.Chirachon) : Thank you for the arrangement IPM 2007. I am glad to have attended 
IPM2007 in the end in spite of the scheduling problems. 



C. Aeronautical Tour at IHI and at JAXA 
                                      
October 19, 2007   9:10    Arriving at IHI Museum(Akishima Office) 
 

10:10    Greeting and Introduction of IHI Mizuho 
                  Aero Engine Division 
 

10:30    Shop Tour 
                  New Engine Production 

Engine MRO 
 

11:20    Q & A 
 

11:30    Lunch 
 

12:30    Leaving IHI for JAXA(Headquarters) 
 

14:00    Arriving at JAXA and Greeting 
 

14:10    JAXA Museum 
National Aerospace Research Institute 

 
14:45    Facility Tour at JAXA(Airfield Branch) 

Low-speed Wind Tunnel 
Experimental Aircrafts 
Flight Simulator 

 
15:50    Q & A 

 
16:00    Leaving JAXA 



Time Table of IPM2007<October 18, 2007>at Tokyo International Forum room G504

No. Activity Name Organization

From To

1 10:00 10:10 Opening Address S. Toda Chairman

2 10:10 10:20 Self Introduction All participants

3 10:20 10:35 Introduction of IPM2007 and IADF S. Yamaguchi Secretariat

4 10:35 11:00 Overview of Japanese Aerospace Industry H. Itahara SJAC

5 11:00 11:10 Coffee Break

6 11:10 11:35 Overview of Aerospace Composite Structure I. Herszberg CRC-ACS

7 11:35 12:00 Aerospace Engineering Status in Thailand
O. Chirachon /A. Dalallah
/C. Klampol Kasetsart Univ.

8 12:00 13:00 Working Lunch

9 13:00 13:25 Aerospace Business Status in Thailand
O. Chirachon /A. Dalallah
/C. Klampol Kasetsart Univ.

10 13:25 13:50 Activity of Aeronautical Department in Japan T. Watanabe /K. Rinoie University of Tokyo

11 13:50 14:15 Research Activities on Aeronautics at JAXA T. Ito JAXA

12 14:15 14:25 Coffee Break

13 14:25 15:10
Discussion "a" --- International Cooperation for Raising
Aeronautical Engineers All participants

14 15:10 15:55
Discussion "b" --- International Cooperation for Aircraft
Developments

All participants

15 15:55 16:05 Closing Address T. Watanabe Senior Member

Time
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University of Tokyo
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General Manager, International Affairs Division
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Mr. Akinobu Okuda Committee Member
Research Director, Industrial Strategy Department
Mitsubishi Research Institute, Inc.
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