
 1

調査・研究報告書の要約 
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[要 約] 

１章 はじめに 

１．６ 平成１９年度調査概要 

（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 
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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。 

 

２章 日本の航空機産業の現状 

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。 
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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。 

 

３章 事業ライフサイクル／事業戦略における他産業との比較 

「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

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
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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。 

 

４章 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、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
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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。 

 

５章 日本の航空機産業の発展のために 

５．１ 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

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。 

５．２ 人材育成 

（１）技術者教育における産学連携 
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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。 

（２）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

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。 

５．３ 能力拡充 

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 
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・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。 

（１）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。 

（２）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

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。 
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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。 

（３）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。 

（４）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。 

 

（５）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
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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。 

５．４ 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

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。 

 

６章 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
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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章 まとめと考察 

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

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
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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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