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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、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテー

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「航空機産業発展のた

めの人材育成システムの調査研究」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２１年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

はしがき 

 

財団法人航空機国際共同開発促進基金は、平成２０年度調査研究事業の一つ

として、財団法人ＪＫＡの自転車等機械工業振興事業の補助を受け、社団法人

日本機械工業連合会からの受託事業「航空機産業発展のための人材育成システ

ムの調査研究」を実施した。本報告書は、平成２０年後に実施した調査研究に

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

の構築であるが、それらを構築して行くうえで一番の課題となるのは人的資源

の確保であり、若手の人材育成である。そしてそのための人材育成システムの

向上、確立が必須のものとなってくる。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

して来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た我が国の政策・方針のあるべき姿の検証、ア

ジア地域の重要性再分析、アジア調査に基づき、人材育成の現状と将来に向け

ての調査・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

研究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「航空機

産業発展のための人材育成システムの調査研究委員会」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

範囲な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、相互移転の一層の促進を視

野に入れた人材育成システムを構築すべく調査研究事業を実施した。  
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

び財団法人ＪＫＡ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２１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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委員長 戸田  勧 
早稲田大学 基幹理工学部 特任教授 

元 JAXA 理事 総合技術研究本部長 

伊藤  健 
宇宙航空研究開発機構 総合技術研究開発本部 

風洞技術開発ｾﾝﾀｰ主幹研究員 

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 

土屋 武司 
東京大学大学院 

工学系研究科 航空宇宙工学専攻 准教授 

板原 寛治 

 

(社)日本航空宇宙工業会 

国際部 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 航空機第二部 海外営業課長 

西川 秀次 
(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主幹 

板垣 道久 
横河電機(株) 

航空宇宙・特機事業部 技術部長 

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         

 

奥田 章順 
（株）三菱総合研究所 経営コンサルティング本部 

事業戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席研究員 

 

事務局 
高岡 武司 

山口 俊吉 

野﨑  明 

齋藤 讓一 

(財) 航空機国際共同開発促進基金 常務理事 

                 国際部長(H20-12-31迄) 

                 国際部長(H21- 1- 1から) 

                 国際部部長代理 
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宇宙航空研究開発機構 総合技術研究開発本部 

風洞技術開発ｾﾝﾀｰ主幹研究員 

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 
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富士重工業(株) 
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西川 秀次 
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杉浦 重泰 
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（株）三菱総合研究所 経営コンサルティング本部 

事業戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 主席研究員 

 

事務局 
高岡 武司 

山口 俊吉 

野﨑  明 

齋藤 讓一 

(財) 航空機国際共同開発促進基金 常務理事 

                国際部長(H20-12-31迄) 

                国際部長(H21- 1- 1から) 

                国際部部長代理 
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第１章 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運用され、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、付加価値が極めて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

置付けられる。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

技術を持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。また、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。 

 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、カナダのメーカが大半を占めている。

また、中国も小型民間用航空機の開発を進めている状況がある。一方、現在の世界状況は

大量の情報が一瞬のうちに世界中に伝搬される高度 IT 社会であり、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な基準・規格・標準・倫

理観の下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置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、２１世紀初頭のこのような

状況に的確に対応し、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

はかり、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

れを友好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はこのような趣旨に鑑み、昨年度まで「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」を実施してきた。

本調査の中では日本が主導権をもつ国際共同開発事業を開始するための必要条件について、

人材育成および能力開発の視点での調査検討も行われ、日本の今後の労働人口減少下にお

いて技術伝承を確実にするためにも、早急に産学協同の人材育成プログラムを立ち上げる

ことが重要であることが結論づけられている。これは世界的に見ても若い労働人口の減少

により、拡大する航空機産業に必要な人材の確保が難しい状況になりつつあること、更に

欧米に比べて日本では産学協同の人材育成はほとんど行われていないことがある。この為、

航空機産業における人材確保は重要な課題であることは明白である一方、具体的な課題の

抽出とその解決に向けた問題は山積している。 

このような背景を踏まえて、財団法人航空機国際共同開発促進基金としては平成２０年

度事業として社団法人日本機械工業連合会から財団法人ＪＫＡの機械工業振興資金の補助

を受けて、委託事業「航空機産業発展のための人材育成システムの調査研究」を実施する

ために、当基金内に「航空機産業発展のための人材育成システムの調査委員会」を設置し

て我が国の航空機産業の人材育成に対する産学官による課題解決に向けた調査・検討を行

うこととし、本年度は大学での人材育成の取り組み、国内の航空機産業および他産業にお

ける人材育成の現状と問題および課題解決、更に欧州航空機産業における人材確保の現状
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について調査・検討を実施した。 

 

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、共生と共栄であり、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。また、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、特に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上での重要な視点となる。 

一方、世界的に航空輸送需要が増大する中で若い労働人口が減少していることから、拡

大する航空機産業に必要な人材の確保が難しい状況になっている。このため、航空機産業

において人材確保が重要な問題であるが、現状は航空機産業従事者に必要な能力を養成す

るための教育システムの整備が不十分である。即ち、コアとなる航空機技術者の確保が将

来に向けて重要であり、日本の航空産業発展に不可欠なことである。 

本調査事業では、昨年度まで実施した「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」にて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構築のための調査・検討成果を取り込みつつ、今後顕

在化が予測される航空機業界での人材不足、特に設計・開発・製造・整備などに従事する

航空技術者の不足に対応した既存の人材育成システムの見直しと検討、更には近年の若年

層の理工系離れへの対策を検討し、現在進行している航空機技術者の減少とレベル低下を

食い止め、将来の人材を確保するための技術者育成システムを構築すべく、産学官連携に

よる航空機産業発展のための人材育成システムを調査・研究する。 

 

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。 

１．３．１ 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。  

 

１．３．２ 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
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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。 

 

１．３．３ 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。 

 

１．３．４ 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[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。 

１．３．５ 航空機産業発展のための人材育成システムの調査研究 [2008(H20)年～ ] 

       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おい

て実施してきた調査結果を反映して、航空機国際共同開発振興、曳いては航空機産業発展

に係わる検討の切り口を人材育成の観点から掘り下げ、課題・問題点等を明らかにすると

共に、将来の人材を確保するための育成システムの調査・研究をＨ２０年度から開始した。 

 

１．４ 調査委員会の構成と運営 

１．４．１ 調査委員会の構成 
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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１名、航空機関連業界１０名の合計１５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： 

主査伊藤健委員）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。 

 

１．４．２ 調査委員会の運営 

調査検討委員会の運営と方法は次のとおりである。 

（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。 

（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・グループの位置付け 

ア． 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 

イ． ワーキング・グループ  

具体的活動の推進 

ウ． 委員会運営の手法 

（ア）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 

（イ）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。 

（ウ）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 

航空機産業発展のための人材育成システムの調査事業内容として、次の項目の調査を推

進して行くこととした。また、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
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の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。 

 

１．５．１ 航空機技術者の人材育成システムの調査目的 

       世界的に航空輸送需要が増大する中で若い労働人口が減少しているため、拡大する航空

機産業に必要な人材の確保が難しい状況となっている。これに対して航空機技術者の減少

及びレベル低下を食い止め、将来の人材を確保するために技術者育成システムの調査・研

究を行い、産学官連携による航空機技術者の育成システムを提案する。 

 

１．５．２ 航空機技術者の人材育成システムの調査委員会活動 

日本及び諸外国の航空機技術者の現状を調査し、技術者不足の問題を具体的に把握する。

次に現在世界中で行われている進んだ技術者教育の事例を調査し、今後の技術者教育のあ

るべき姿を検討する。以上を基に高レベルの航空機技術者の効率的な育成方法について検

討・立案を行い、具体的な育成プログラムにまとめ提案する。 

 

１．５．３ 航空機技術者の人材育成システムの海外調査研究 

航空先進国である欧米各国の航空業界の技術者とその教育システムの現状を調査し、調

査委員会における産学官連携の技術者育成システム案作成の為のデータを確保する。平成

２０年度は欧州の航空業界（エアバス、RR、クランフィールド大学、DLR、VKI 等）を訪問

調査し、欧州の企業、大学、研究機関などでの技術者の現状を直接把握し、各機関との意

見交換を実施する。 

 

１．６ 平成２０年度調査活動 

１．６．１ 調査内容 

平成２０年度の活動方針は以下の項目を中心とした調査・検討の実施とした。 

 （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、及び航空機産業の事業構

造変化を目指す動きについての調査、検討。 

（２）航空機技術者の人材育成における他産業との比較  

航空機技術者の人材育成、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の調査、検討。  

（３）欧州各国との連携 

欧州の状況（海外調査の一環）および国際交流・国際共同開発の促進につい 

ての調査、検討。 

 

１．６．２ 調査活動 

       平成２０年度の調査委員会活動として、調査の進め方は３回の委員会開催、同じく３回

のワーキング・グループ会議を開催し、さらに海外調査(イギリス・フランス・ベルギー・

ドイツ)をとおして進めた。 

具体的には、以下のとおりである。 
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１．６．３ 調査委員会 

（１） 第１回委員会 

・平成２０年９月９日 

・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 

・委員会の活動計画概要について討議 

（２） 第２回委員会 

・平成２０年１２月２日 

・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 

      ・海外調査報告（イギリス・フランス・ベルギー・ドイツ）と報告内容討議 

（３） 第３回委員会 

・平成２１年２月２６日 

・平成２０年度調査内容の纏めと報告書の承認 

 

１．６．４ ワーキング・グループ会議 

（１） 第１回ワーキング・グループ会議 

・平成２０年１０月１４日 

・本事業の具体的調査の進め方と日程について討議 

（２） 第２回ワーキング・グループ会議 

・平成２１年１月８日 

・本事業での調査状況の確認と取り扱う各テーマの具体的な討議 

（３） 第３回ワーキング・グループ会議 

・平成２１年１月２９日 

・平成１９年度調査報告書原稿の取り纏めと検討 

 

１．６．５ 海外調査 

（１） 調査目的 

航空機産業発展のための人材育成システムの調査研究事業に係る欧州地域

調として平成２０年度は欧州各国の航空関係研究機関、大学、産業界の状況

調査を行った。 

（２）訪問先 

１０月２９日 Ｃｒａｎｆｉｅｌｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ 

 （イギリス、ベッドフォード州） 

      １０月３０～３１日 Ｒｏｌｌｓ－Ｒｏｙｃｅ 

 （イギリス、ダービー市）    

      １１月３～４日 Ａｉｒｂｕｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 

 （フランス、ツールーズ市） 

      １１月５日 ＶＫＩ （ベルギー、ブリュッセル市） 

      １１月６日 ＤＬＲ （ドイツ、ケルン市） 
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（３）期間 

      ２００８年１０月２８日～１１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 

 李家 賢一：調査委員会委員 

東京大学大学院工学系研究科教授 

 伊藤 健 ：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 研究開発本部 

風洞技術開発センター 主席研究員 

 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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第２章 日本の航空機産業における人材育成の目指すべき姿 

 

２．１ 日本の航空機産業の現状 

航空機産業が高度で付加価値の高い技術が必要とされる加工・組立産業の最上位にあり、

広範な関連産業と他産業への技術波及効果を有すること、また、航空機が重要な防衛装備

であることを考えれば、日本においても航空機産業が基幹産業の一つに位置付けられるこ

とが期待されている。事実、航空機産業の売り上げは、国際共同開発機を中心とした輸出

の大きな伸びのおかげで、防衛関係の減少にもかかわらず、この５年間漸増しており、航

空機関係で１兆１千億円を超える規模となっている。一方、ＧＤＰ比で見ると航空機産業

は０．２％程度に留まり、日本の産業全体に対してはわずかな割合を占めているに過ぎな

いのが現状であり、基幹産業と位置付けられるには、更なる飛躍が必要である。 
 

 
図２・１－１ 日本航空宇宙工業会「航空宇宙産業データベース（平成 20 年 7 月）」

より 
 
 基幹産業となり得ていない理由としては、戦後、国産民間機としてＹＳ－１１を開発し、

民間航空機市場への参入を目指したものの、それに続く国産旅客機の開発を果たせなかっ

たために、国際共同開発における製造分担の拡大が日本の航空機メーカの基本的な考え方

となっていることに一因があると考えられる。しかし、欧米の機体メーカが中国等の東ア

ジア諸国の航空機製造能力向上を背景に、日本以外の国々への外注や技術移転を進めてい

る現状に鑑みれば、将来に亙って我が国が製造分担によって産業規模を維持・発展させる

には限界があるとも考えられ、少なくとも日本の基幹産業となるまでの発展は困難になる

であろう。さらに、中国は国産リージョナルジェットで民間航空機市場へ参入しようとし

ており、また韓国も、日本にとっては法的ハードルの高い軍用機や無人機の輸出拡大によ

り１０年後には日本と同等レベルの産業規模になることを目指しているため、このままで
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は日本の航空機産業は、アジアにおける競争力をも失ってしまうことになりかねない。 
一方、航空エンジン分野においては、日本は技術力において大きなアドバンテージを有す

ることから、当面アジアで優位性を保つことは可能である。しかし、欧米エンジンメーカ

が絶対的優位にある中で、製造分担の拡大による産業成長には限界があるという点では航

空機分野と同じ状況にある。 
 この状況において航空機産業を継続的に発展させるためには、日本が主体的に航空機の

開発製造を推進していくことが、長期戦略として不可欠であると考えられる。現在、三菱

航空機（株）によって進められている、ＭＲＪの開発はこのための重要な一歩であり、防

衛省機の民間転用による国産機開発の計画も議論されていることから、国内での小中型機

開発を通して、国際共同開発の製造分担のみに甘んじている状況から脱却しつつあると言

える。ただし、世界の航空機の中心を占める中型から大型の旅客機の開発については、日

本で独自に行うには莫大な開発費が必要となるため、現在の国際的な経済情勢下では非常

に大きな困難が存在することは明白であり、引き続き国際共同開発の枠組みでの航空機開

発は続くものと予想される。 
しかしながら、国内で開発する機体の技術発展を背景に、更なる技術革新を図り技術力

をアピールすることで、日本が将来の国際共同開発にいて主導的なポジションを獲得でき

る可能性は残されている。すなわち、国際共同開発において、製造分担から製造主導へ、

設計分担から設計主導へと、重要な役割を担うことを目指し、技術力を高める努力を続け

ていけば、航空機産業が日本の基幹産業の一つへと発展することも期待できるといえる。

これらを踏まえ、日本の航空機産業は、小型旅客機の国内自主開発とともに、中大型旅客

機の国際共同開発への寄与と貢献を深め、最終的にはプロジェクトを牽引し、国際共同開

発を主導することを目標として掲げるべきである。以下では、これらの背景、目標を念頭

に実施した、本報告の目的である人材育成に関する課題調査の結果とその解決案について

述べる。 
 
２．２ 航空機産業における人材状況の分析 

日本の社会は今後、人口減少の時代に突入して行くと予想されている。総人口が減り、

経済に大きな影響を与えると共に、生産者人口の減少により技術開発を担う労働力、人材

も減ってゆくことになる。国立社会保障人口問題研究所の推計では２０１０年から２０２

０年の間に、総人口が１２７，１７６千人から１２２，７３５千人へ、１８～５９才人口

は６７，６７２千人から６３，０７７千人へと、４００万人以上の人口の減少と、それを

上回る労働者人口の減少を予想している。多少楽観的と見られる国連推計でも１２８，４

５７千人から１２６，７１３千人へと２００万人近い人口減少が見込まれている。 

一方、世界的には人口増加の顕著なインドのみならず、一人っ子政策が採られた中国で

も２０２０年頃までは人口が増えるとされており、これらの国々は今後の技術を担う人材

輩出の源になると言われている。また、米国でも移民社会であることの効果で、国連推計

では３１２，２５３千人から３３８，４２７千人へと年平均０．８％ほどの人口増加があ

ると予想されている。 

ただし人口増が見込まれ、かつ航空機開発を主導してきた米国においてでさえも、人材

確保は重要な課題になっている。 これは今後ベビー・ブーマの大量の技術者たちが退職、
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引退してゆく一方、９０年代に経験した航空機産業の冬の時代において行われた大幅な人

員整理の影響で、これを埋める技術者が不足してくるためである。また、人口増が見込ま

れるとは言え、高いレベルの技術を持った人材が獲得できるかという疑問もある。 
ヨーロッパにおいては、人口構成の極端な歪みや大規模な人員整理などの問題は少ないも

のの、人口は漸減傾向にある。これらの状況から、ボーイング、エアバスでも技術者の確

保は重要な課題とされている。 
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図２・２－１ 人口の推移（国立社会保障人口問題研究所 「総人口（出生中位／ 

死亡中位）推計」） 
 

振り返って我が国航空機産業は、ＹＳ－１１以後、旅客機開発の経験を積む機会に恵ま

れず、官需である防衛省機開発と、ボーイングに代表される海外メーカとの国際共同開発

の中で技術力の向上を図り、一定の事業規模を確保してきた。この結果、設計製造の技術

力については一定の高いレベルに到達し、機体・エンジンについて、共に世界に通用する

製品を産み出す技術力を持ち、部品・素材についても、炭素繊維や特殊鋼など、世界のト

ップを牽引するメーカが生まれている。その反面、カスタマであるエアラインへの販売を

念頭に置いた機体の企画、設計、製造、販売、メンテナンスなどを含む、ライフサイクル

全体をサポートする体制が構築されているとは言えず、今後、日本が主体的に航空機開発

を進めて行くためには、これらの分野を中心とする能力の拡充を図ることが重要な課題で

あろう。 
航空機の販売、維持に関しては、世界を相手に競争力のある価格でタイムリーに製品を

提供し、それを販売してメンテナンスして行く、あるいはそれらを前提とした設計製造を

行う能力などが不足していると言われている。これら、特に販売、維持の分野の能力や技

術は、人に備わるノウハウ、人脈などに基づくものであるため、優秀な人材の確保が重要

な鍵になってくるであろう。もちろん、高いレベルにあるとされている設計製造技術に関

しても、人口減少が予想される将来において、世界の中での競争力をさらに強化するため

には同様に人材の育成と確保が重要な課題である。このように日本の航空機産業が、自立

した産業として世界の中でのシェアを確保できるようになるためには、航空機を設計、製
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造、販売、維持してゆくライフサイクル全体を確実にグリップするに十分な人材の確保が

必要不可欠である。これらの人材の育成、確保について、航空機産業の状況を調査し、問

題点や課題を把握し、対策を講ずることは、今後の我が国航空機産業の発展に重要な意味

を持つものと考える。 
 
今日、日本で航空宇宙産業に携わる人員の数は下図に示すとおりであり、欧米に比べ非

常に小さな規模に留まっている（なお、航空と宇宙の割合は、世界的に航空分野が６割強、

宇宙分野が１割強、その他が２割強ほどを占めており、その割合は９０年代以降大きな変

化が無い）。 日本が当面ターゲットとしているリージョナルジェットの分野に着目しても、

ボンバルディア社のあるカナダと比べて日本の人員はその半数であり、倍増が必要である

ことが容易に想像できる。エンブラエル社を持つブラジルと比べれば人員は日本の方が多

いが、この評価にあたっては、エンブラエル社が機体システム設計および最終組立に特化

した技術開発戦略をとっていることに注意を払う必要がある。すなわち、これらの人員が

機体システム設計および最終組立に限って投入されているとして、日本が目指す主体的な

旅客機開発がより幅広い領域を見据えたものであるならば、その規模に合ったより多くの

人材が必要であるということになる。 従って、リージョナル機のレベルであっても、現

在の人材を倍増させることが必要と言えるのではないだろうか。 
さらに、大型の機体開発を視野に入れた場合、国際共同開発の形を採るとは言え、それ

を日本が主導することも目指すのであれば、産業規模としてアメリカやＥＵ全体の規模を

念頭に置かねばならない。これらの国と対等に、あるいは彼らを先導して共同開発を進め

て行くためには、背景となる人材規模は日本の現状の５倍から１０倍が必要になるとも言

えよう。 日本の航空機産業の特質にも考慮しつつ、今こそ、人材確保、育成に真剣に取

り組まねばならない。 
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図２・２－２  各国の航空宇宙工業従業員数の比較（２００６年） 

（日本航空宇宙工業会 航空宇宙産業データベース（平成２０年７月）より） 
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図２・２－３  世界の航空産業における従業員数の推移（ＡＩＡ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ    
Ｆａｃｔｓ ａｎｄ Ｆｉｇｕｒｅｓ より）  

 
ところで、日本の航空機産業の人員規模の推移を見ると、大きな増減は無く、ほぼ２万

～３万人で航空機の開発と製造を行ってきている。上述のとおり、今後の発展のためには

人材を倍増または一桁増大させる必要もあり得るが、これまで業界が経験してきた企業運

営経験にはそのような変化は存在しなかったため、大幅な人員増加のための人材確保の手

段や、人材育成のノウ・ハウは限られていると予想される。この原因の一つには、これま

で航空機産業が主として安定した規模で発注される官需に支えられてきたことが挙げられ

るが、今日、その産業構造は民需に対応するものへと転換しつつある。民需の伸びに対し

て、人員は官需から民需へとシフトさせることで応じてきたが、更なる需要増大には、も

はや社内の人材流用では追いつくことができず、新たな人材確保と人材育成に取り組むこ

とが必須の時期に至っている。 
 
現在、三菱航空機（株）では、ＭＲＪの開発に際し積極的な人材確保を進められており、

その人員規模は増加傾向にあると見られる。このため、ＭＲＪ開発におけるプロジェクト

の成否や問題点の把握とその課題解決の進め方は、人材育成の観点からも注視して行く意

味を持つものである。 また、長期的な視点で進めるべき航空機産業の特徴を反映して、

人材の採用が昨今の金融危機の影響を受けずに進められていることは、雇用の安定に対す

る寄与としても捉えることができる。 航空機産業が技術の先導という点だけでなく、長

期的な産業の安定とともに、国としての人材の安定確保と育成にも寄与するという側面が

あるということは大変興味深い。 
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 図２・２－４  国内の航空産業における従業員数の推移（日本航空宇宙工業会  
航空宇宙産業データベース（平成２０年７月）より） 

 
我が国における航空機産業の規模拡大のため、必要な人材の育成確保の目標としては、

上述の通り倍増から長期的には一桁増を目指すなど、大きな変革を促す必要があるとも考

えられる。しかし、人材をどのように確保し、どのように育成するかは、我々が未だかつ

て直面したことのない課題である。 この認識のもとに具体的な問題抽出と課題解決に向

けて短期的な人材確保だけでなく、企業内での長期的な視点での人材育成や、その前段階

である学校教育システムの中での興味喚起や能力発掘にも着目し、産学官全体で協力した

効果的な人材育成の方策を検討すべきである。 本報告書は、これらの課題や問題点の解

決策を提案することにより、人材育成の観点から日本の航空機産業の発展を促し、日本が

主導する国際共同開発の実現に寄与することを目的として、調査および議論の結果をとり

まとめるものである。 
 
参考文献 
（１）日本航空宇宙工業会「航空宇宙産業データベース（平成２０年７月）」 
（２）「我が国の航空機産業政策について」片瀬裕文、経済産業広報，新春特集２号，ｐｐ 

１６－２０，２００８．１．２８ 
（３）ＡＩＡ “Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｆａｃｔｓ ａｎｄ Ｆｉｇｕｒｅｓ” 
（４）国立社会保障人口問題研究所推計「日本の将来推計人口（平成１８年１２月推計）」 
 

２．３ 日本の航空機産業に必要な人材 

本節では、日本が国産航空機とエンジンを開発し、世界市場で競争していく場合に必要

な人材とは何かを検討する。このため、航空機やエンジン開発が図２・３－１に示す開発

のサイクルによって行われることを踏まえ、それぞれのステップ毎にどの様な人材が求め
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られているのか、そして日本に於ける人材の現状はどの様な状況にあるのかを分析し、こ

れからの育成上のポイントを明らかにする。 

 

２．３．１  テクノロジーの開発とデザインコンセプト 

航空機やエンジンを開発するためには、充分なマーケティング・リサーチを行い、エ

アラインのニーズに合わせることが求められるが、世界的には後発の日本が国産航空機や

エンジンを開発し、世界市場で競争してエアラインの発注を得るためには、現在の航空機・

エンジンに対し画期的なアドバンテージがなければならないと考えられる。  

次世代に求められる航空機やエンジンとは何か、どの様な方向を目指していくのかを

明らかにするためには、市場のニーズを分析し、必要な要件を見極めて、新しいテクノロ

ジーを導入するとともに、新しいデザインコンセプトを確立することが必要である。  

それに続いて、これらのデザインコンセプトを作り上げて行くにはどのような作業が必要

で、それらコンセプトを実現するためにはどの様な人材が求められるのかを考える必要が

ある。 

ロールス・ロイス社のＧｅｏｆｆｒｅｙ Ｋｉｒｋ（Ｖ２５００ Ｅｎｇｉｎｅの元チ

ーフ・エンジニア、チーフ・デザインエンジニア）は、２００８年国際航空宇宙展（２０

０８年１０月１日～５日）に於ける技術セミナー「次世代のエンジンテクノロジー」の中

で、改善には連続的なイノベーションと、非連続的なイノベーションの二種類があると述

べている。 

（１）連続的なイノベーション 

人々は未来の発展は過去のそれと同じ経緯を辿ると考えがちである。 航空機の発

達もほぼこの道筋に沿い、これまでに見られたイノベーションはそれぞれの直前のも

のからの理論的発展の同一線上にあり、これは連続的イノベーションと呼ばれる。こ

のイノベーションは課題、機会、あるいはトレンドに対応して行うものであり、競争

力を維持、強化し、リスクが低く、かつ最も一般的なイノベーションの形態である。 

（２）非連続的なイノベーション 

１９１１年に、経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、世界と社会に対する最も大

きな影響は、それ以前の技術とは無関係な非連続的なイノベーションによって与えら

れると述べた。これは既存パラダイム（ある時代や分野において支配的規範となる、

ものの見方や捕らえ方）と反する創造的思考によるものであり、よりリスクは高いも

のの、長期的発展には必要不可欠なものである。そして様々な場面に於ける競争とい

う側面に留まらず、世界が機能する仕組みに大きな影響を及ぼし得るものであり、ま

た、それほど頻繁に起こることはない。 輸送を例にとると、馬が引くものからエン

ジン付きの自動車へ、次には航空機へとわずか１５０年のうちに変化した。この次は

何か、というのが現在私達が直面している疑問である。（ロールス・ロイス技術セミナ

ー：次世代のエンジンテクノロジーより引用） 

 

非連続的なイノベーションとまでは行かなくても、これまでの考え方から全く異な

る発想により、新しいテクノロジーの開発（Ｇｅａｒｅｄ Ｔｕｒｂｏ Ｆａｎ、オ

ープンローターの開発等）を行うことは、日本の航空機産業ではあまり見受けられず、
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欧米の研究開発を後追いしていることが多い。 

これからの航空機・エンジンの開発上の課題は、騒音と排気ガスの両面で環境への

影響を低減すること、および燃料消費や信頼性の向上等による整備コストの低減によ

り航空会社の運営コストを引き下げることであると、上述の「次世代のエンジンテク

ノロジー」の中で、ロールス・ロイス社のＧｅｏｆｆｒｅｙ Ｋｉｒｋは述べている。 

これらの取り組みを行うには、既に現在の航空機・エンジンの要素技術の改善程度

では限界に至っており、次世代の航空機・エンジンには、これまでのアーキテクチャ

ーを変え得る画期的なイノベーションが求められている。 

欧米では未来の航空機の構想が盛んに研究されている。しかしながら、日本の航空

機産業界においては、従来の既成概念を捨てて、独自で全く新しい発想をすること、

またそれらの発想を具体的にまとめ、具現化していくプログラムは決して多くはない。   

この点の改善には、もっと創造力の豊かな人材の創出、そしてそれらの人材が生か

される環境が必要と考えられる。 日本の現在の環境では、誰も手をつけていないこ

とを発想しても、それらに対して支援や投資がなされることは少ないと予想される。

つまり、全く新しい発想を得ても日本の中では中々評価されず、そして、それらをサ

ポートする仕組みがなく、このような人材は育成されにくい環境がある。 周りの環

境を整備していかなければこのような独創性は育成されにくく、創造力のある人材育

成と同時に、それらを適正に評価できる人材としくみを作り上げる必要がある。 

また、近年日本では独自で民間航空機やエンジンを開発した経験が乏しく、研究開

発をしても実用化につながる機会が稀であったため、研究は論文を書くだけに留まり、

市場のニーズとかけ離れてしまった傾向にある。市場のニーズを充分に把握し、実用

化を目指した研究を行う体制の構築が急務である。 

 

２．３．２ 開発・詳細設計 

航空機やエンジンの開発についても、全体のシステム・インテグレーション、及びベン

ダーのマネジメント、プログラム・マネージメントを日本独自で行う機会がなかったため、

この分野の経験が不足している。 

以下、これらの課題に対する解決策をトピックごとに議論する。 

（１）デザイン・スペックの整備 

我が国は、これまで欧米の航空機メーカやエンジンメーカの下で国際共同開発と製

造を経験してきたが、航空機やエンジンの中枢部分については未経験であり、実績が

無いため、自らのデザイン・スペックを充分に保有していない。 欧米のメーカが保

有している、使用実績に伴うＬｅｓｓｏｎｓ Ｌｅａｒｎｅｄに基づく開発テストの

要目、設計仕様を纏め上げる能力の獲得が必須である。  

（２）プログラム・マネージメント能力の育成 

プログラム・マネージメントは学問的にも検討されており、教育システムに基づい

て育成することがある程度は可能である。しかし、実践において重要となる、全体的

なバランス思考、洞察力、ぶれないリーダーシップと決断力は、個人の持つ資質によ

るところが大きい。この資質の育成は、家庭環境から教育まで多くの要素が関わって

いると考えられ、一朝一夕に身に着けることが出来るものではない。むしろこのよう
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な人材を見出し、そのポストに就けることのできる仕組みを整備することが必要であ

ろう。 

（３）未経験領域の分野に対する開発・設計の後押し 

航空機やエンジンの開発・設計において、わが国が欧米のレベルに到達するために

は、経験の蓄積や実績データをベースとした試行錯誤の繰り返しが不可欠である。 

欧米では過去の経験を後進に伝承していくために、専門家（Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ 

Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ）によるＤｅｓｉｇｎ Ｒｅｖｉｅｗが行われ、あらゆる問題

点に対して議論をすることが日常的に行われている。わが国でも、品質保証の立場か

らＤｅｓｉｇｎ Ｒｅｖｉｅｗが行われる機会は増えているが、日本で未経験の領域

に関してこれらのノウ・ハウを得ることが難しい状況は変わっていない。 

今回ＭＲＪを開発するに当って、三菱航空機の技術者は、エンジンを担当するＰ＆

Ｗ社の経験豊富なエンジニアから、機体とエンジンのインターフェイス部分の開発・

設計について多くのことを学んでいることが推定される。エンジン・メーカにとって、

機体メーカはカスタマであるため、Ｐ＆Ｗの技術者は、航空機トータルとしてより良

い設計となるよう、自らの経験やノウ・ハウを隠す事無く、柔軟に対応しているよう

であるが、逆の立場（機体メーカ等のカスタマとのインターフェイス部位の開発・設

計をエンジン・メーカが行う場合）であればこのような経験を学ぶことは難しいこと

も考えられる。 

このような欧米の航空機・エンジンの開発実績と経験のほとんどは、通常は企業機

密として知りえないもの、また知的財産として採用できないものになっていることか

ら、如何にして彼等の持っているものを引き出せるかも重要である。 

（４）経験の蓄積と伝承 

航空機・エンジンについては、その求められる信頼性の高さから同じ不具合を繰り

返さないよう過去の実績を開発・設計に充分に取り込むことが必須である。このため

に欧米のメーカは、経験豊富な専門家をＣｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ

として高く処遇し、退職後もＦｅｌｌｏｗとして登録し、アドバイスを得られるよう

な職場環境を作っている。また、管理職だけが出世するシステムであると、専門家の

道は途中で閉ざされてしまい、経験の蓄積が生かされなくなってしまうことがあり、

専門家を高く処遇し、後進がそれらの専門家を目指すような風土を作っていかなけれ

ば、技術の伝承は上手くいかず、このような仕組みを企業として考え、構築すること

が急務である。 

  

平成１７年度に実施した「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」の報告書の３．２．２項「ＲＲの発展の背景」にあるよう

に、Ｒｏｌｌｓ Ｒｏｙｃｅ社は開発を担当した人材をそのエンジンのプロダクト・

サポート担当にするというキャリア・パスを設定している。こうする事によって、自

ら開発・設計したものが実際に運航されることでどの様な状態になって行くのかを直

接体験し、その実績を次のエンジン開発に反映させることが可能となる。このサイク

ルは、より信頼性の高い製品を作っていくプロセスの例であり、さらにこの成果を後

進に伝承して行くことが、最も重要な人材育成にもつながると考えられる。 
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２．３．３ 製造 

これまでに防衛省向けの機体やエンジンの開発・製造、欧米の航空機やエンジン・メー

カとの国際共同開発プログラム（ＲＲＳＰ：Ｒｉｓｋ ａｎｄ Ｒｅｖｅｎｕｅ Ｓｈｅ

ａｒｉｎｇ Ｐｒｏｇｒａｍ）、或いは下請け製造を通して、日本の航空機産業は徐々に航

空機とエンジンの製造技術を蓄積してきた。その結果、日本の航空機やエンジン製造にお

ける技術力は欧米に充分匹敵するレベルに到達していると言える。また、製造の効率化、

低コスト化によるコスト競争力の向上や性能向上については、一般的には職場のＱＣサー

クル活動のような地道な検討と改善活動により目標が達成されることも多い。 

これらはＣｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｉｍｐｒｏｖｅｍｅｎｔと呼ばれ、イノベーションと

は別の重要ポイントであるが、企業における品質向上（ＱＣサークル）活動などで自発的

に進められて成果を出している。これらの活動は、「ＫＡＩＺＥＮ」として英語にもなって

おり、日本が世界に広めた手法として大いに誇れるものであろう。 

これらの活動に中には、精度の高い技術や効率を高めるという点から日本独自の物づく

りの原点がある。 このような既に確立されたコンセプトをさらに向上拡大させて行くこ

とは、日本人の得意とする分野として重視すべきであろう。そして、これら日本人独特の

長所を維持向上させていくために、その原因を探り、何が重要なのかを分析していく必要

があると考える。 

 

２．３．４ 認証 

現在の日本は、欧米に比べて航空機・エンジンの開発経験が乏しいことから、国際的な

カスタマにアピールできる認証体制が充分ではない。 

認証体制自体は国土交通省航空局（ＪＣＡＢ）が整備するものであるが、この取り組み

は、申請する側の要望に基づいて始められるものである。また、申請し受験する側も認証

の準備がなければ、スムーズな対応は望めないため、開発の段取り、具体的な試験のやり

方、法規制の適応証明について事前に調査を行い、ＪＣＡＢとともに熟知しておく必要が

ある。 

また、ＪＣＡＢの型式証明を得ても、世界市場で航空機／エンジンを販売するためには

米国のＦＡＡ（Ｆｅｄｅｒａｌ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ ）

や、欧州のＥＡＳＡ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｓａｆｅｔｙ Ａｇｅｎｃ

ｙ）等の認証も取る必要があるため、同時並行的に申請を行うことになる。この場合に、

ＪＣＡＢの認証を得ても、法規の解釈の違いにより、ＦＡＡには通用しないケースも在り

うるため、ＦＡＲ（Ｆｅｄｅｒａｌ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎ）の運用

を熟知したＣｏｎｓｕｌｔａｎｔ ＤＥＲ（Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉ

ｎｇ Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅ）と契約を結び、事前に準備しておくことが最良の

方法であると考えられる。 

現在ＭＲＪの開発において、ＪＣＡＢの審査にはＣｏｎｓｕｌｔａｎｔ ＤＥＲととも

に対応していると聞いており、当面は問題がないと予想されるが、いつまでもこのように

ＤＥＲに依存している訳にも行かないであろう。よって、ＪＣＡＢに認証能力を育て、世

界の航空局との間で、相互承認できる体制を確立することが必要不可欠であり、これが世

界の流れである。そして、ＢＡＳＡ（Ｂｉ－Ｌａｔｅｒａｌ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｓａｆ
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ｅｔｙ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）の締結が認められればＦＡＡとの関係は対等の立場になる

が、このためには、ＪＣＡＢの体制強化と人材の育成が不可欠であり、ＭＲＪの開発を機

会に着々と実現されていくことを期待したい。 

 

２．３．５ マーケティング・セールス 

日本は航空機・エンジンの自主的な販売経験が少ないことから、マーケティングとセー

ルスに対する体制も充分ではない。ＹＳ－１１の失敗の一つはマーケティング・セ―ルス

にあったと言われているが、現在でもその問題点は解決されてはいない。 

一方で、ＹＳ－１１開発当時と比べると、現在の航空機・エンジンの信頼性は格段に向

上し、燃費が改善され、運航コストが激減している。従って、エアライン側も機体やエン

ジンの選定には各種の購入条件（値引き、Ｗａｒｒａｎｔｙ ＆ Ｇｕａｒａｎｔｅｅ等）

を提示し、初期投資の削減、経済的な運航コストの保証を求めるようになっている。これ

らエアラインの要求に対して、世界市場のスタンダードを理解していなければ、ライバル

との競争に勝てないばかりか、下手に購買契約の条件を認めて莫大な損失を被ることにも

なりかねない。このためには世界市場のスタンダードを知ることが必須であり、競争力の

ある契約条件を提示できる経営体制を作る必要性も浮上してくる。 

ＭＲＪのマーケティング・セールス活動には、エンジン・メーカであるＰ＆Ｗ社も機体

のセールス活動に参加し、機体のセールスを支援しているとの話である。 特に同クラス

の機体選定・導入の可能性のあるエアラインの抽出や、セールス活動の優先順位、航空会

社の機体選定のキーマンとの会合、セールス活動に関わる戦略立案などにおいて、Ｐ＆Ｗ

社の長年の経験が活用されているとのことである。 

マーケティング・セールス活動にはエアラインとの密接な関係が必要となるため、常にエ

アラインの関係者と話し合いを持ち、彼等の意図していることを理解できる体制、ネット

ワークの構築を急がねばならない。この点で経験のあるエンジン・メーカのテリトリーを

活用し、マーケティング主催のＣｏｎｆｅｒｅｎｃｅの開催、エアラインへの訪問活動を

通じて彼等のノウ・ハウを知ることは大いに有効であろう。 

最後にはエアラインの要求を何処まで理解し、それらに応えられるかがセールス活動の

分かれ目となるため、マーケティング・セールスの担当は、コミュニケーション能力、プ

レゼンテーション能力だけでなく、機体・エンジンの技術（メーカの技術と運航側の技術

の両面）にも精通している必要がある。従来、これらセールス担当には事務系の人材を当

てるのが常であったが、これからは、セールス・エンジニアとして、技術系の人材をこの

分野に対応させるよう育成することも重要である。 

 

２．３．６ プロダクト・サポート 

 日本のもうひとつの弱点が、プロダクト・サポート体制である。マーケティング・セ

ールスの項でも述べたが、最近の機体とエンジンの選定に当たり、スムーズな運航を支援

することはセールス活動の重要な条件である。即ち、故障が発生した場合の技術支援体制

や、部品のタイムリーな供給、補償等プロダクト・サポートがカスタマにとっての重要な

選定ポイントとなるわけである。 

また、プロダクト・サポートは直接エアラインと向かい合い、ネットワークを作る活動
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であることから、自ら開発したプロダクト（航空機・エンジン）の問題点、改善点を把握

し、次世代の航空機・エンジンの開発の基盤につなげる重要な業務でもある。 

特に日本の航空機産業は自ら開発した航空機・エンジンの使用経験に乏しいため、エア

ラインとの確実なネットワークを確立し、きめ細かい故障情報、原因究明、部品の寿命等

の使用実績データを蓄積することが、今後必要不可欠となる。 

プロダクト・サポート業務は、機体・エンジンの開発が継続的に行われることで、徐々

に充実されると考えられるが、初めての経験で的確なサポートを行うことは非常に困難と

予想されるため、一刻も早いメーカとエアラインの密接な関係強化が望まれる。 

また、航空機の安全性を維持するためには、生産性やコスト・インパクトを超えて大所

高所より決断をしなければならない場合もあり、問題点を隠さず、正面から自由に意見を

述べられる人材の育成と、風通しの良い企業風土を作ることが必須である。最近、特に食

料品の偽装問題が表面化したが、これらは企業風土を根本から変えねば解決できない問題

であり、トップダウンのマネジメント体制で、日頃から注意深く対応して行く必要がある。

この対応について、日本の航空産業界ではエアラインが最も進んでいると考えられる。 

 

２．３．７ アフターマーケット・ビジネス 

わが国は航空機・エンジンを自主的に販売・サポートする機会が少なかったことから、

航空機に対するアフターマーケット・ビジネスの体制も充分に整備されておらず、ＭＲＯ

（Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ Ｒｅｐａｉｒ ＆ Ｏｖｅｒｈａｕｌ）ビジネスを行ってい

る企業はエンジンや一部の装備品などに限定されている。 

今日、航空機・エンジンの国産開発を行う場合には、カスタマであるエアラインに対し

てＭＲＯを提供していくことが世界的な流れになっており、今後これらのビジネスに航空

機・エンジンメーカも参加することになると予想される。 

これまで日本で行われてきたＭＲＯビジネスは、欧米のメーカの傘下でのマニュアルに

従った運用にとどまっていたが、日本が開発した航空機／エンジンのＭＲＯを行う場合に

はプロダクト・サポート業務と連携する必要があり、エアラインのニーズに応えるビジネ

スを創造することになってくる。 よって、ここに対応する人材の育成にあたっては、現

在のＭＲＯ体制をベースに発展的な構想を作り上げる必要がある。 

 

２．３．８ システム・マネージメント 

航空機・エンジンを開発するには、航空機産業全体を見渡し、これまでに述べた各ファ

ンクションを有効に働かせるために適材適所に人を当てはめつつ、人員数の確保、ローテ

ーションやキャリア・パスの形成を実現する、人材マネジメントを行う必要がある。これ

らのシステム・マネージメントを実行する人材は、幅広い人間の能力を見極め、開発し、

最大限に伸ばす力を持っていなければならない。 

その一方で、リクルータとして、埋もれた人材を発掘し、教育する才能は、また別の特

性と考えられることから、人材育成をリードする立場の人材についてもダイバーシティの

有効性を考慮すべきであろう。 
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 図２・３－1    航空機・エンジンの開発サイクルと日本の現状 
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日本の航空産業界でも航空機・エンジンの

一部において経験・実績を保有している。 
20 

日本の航空産業界では経験

不十分と思われる領域 
  航空会社による経験・実績 
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第３章 大学における航空機産業技術者の人材育成について 

 

 本章では、一般論として大学教育について概観した後、技術者養成の視点から大学教育

について議論を行う。まず、文献（１）をベースとして、適宜他の文献も引用しながら、

日本での大学設立時から現在に至るまでの大学の特質と体制の変貌、今後大学がとるべき

方向性について、工学系に限らず広く一般的な大学教育についてまとめる。次に、技術者

養成の視点から大学に求められている教育面について考察する。そのために、当委員会関

係者も出席して意見を述べたパネルディスカッションの内容をベースにして、大学におけ

る航空機産業技術者の人材育成について議論する。 

 

３．１ 大学教育と人材育成について 

 一般論としての大学教育と大学における人材育成について日本の大学の特質を踏まえな

がら紹介する。 

 

３．１．１ はじめに －大学に対する一般の意見 

我が国において「学校教育法」の中で大学は明確に定義されている。その要点は、「学術

の中心であり、知識を授ける場であり、専門の学芸を教授するとともに、知的・道徳的・

応用的な能力を展開させる場」とまとめられる。大学は崇高な学術を追い求める場という

ことになるが、現実には大学に対してさまざまな見解があることも事実である。 

文献（２）に一般の人々の意見がいくつか紹介されている。理系出身者からは「大学は

勉強を教えてもらう場所ではなく、学生が自分自身で学ぶところではないか」という意見

が挙げられている。その一方で、文系出身者からは「大学の授業に学生が期待する方がお

かしい。自分で本を読んだり、友達と討論したり、あるいはアルバイトなどで社会経験を

積む、このようなことこそが大学生にとって貴重な時間の使い方である」といった意見が

挙げられている。日本では企業に入ってから社員を育てれば良いという意識を企業社会の

一部が有していることは一般に言われているが、この意識を背景として、極論すれば大学

で学生が専門学術を学ぶことを社会が期待していないことが２番目に挙げた意見に現れて

いる。このような意見は、 初に示した学校教育法の大学の定義（設立の考え方）とは、

全く異なっているものである。 

 

３．１．２ 日本の大学の特質 

次に、文献１）の記述をもとにして、日本の大学の特質について考える。 

 そもそも明治時代に大学（当時は帝国大学）が初めて創設されたときの理念は次の２点：

法学や医学のような高度専門職の教育を行うこと、および研究者専門職を養成する教育を

行うことであった。この 初に形づけられた理念の存在が現在でも日本の大学教育の根幹

に流れる特質になっている。すなわち大学内では学術専門志向が強く意識されている。

初にあげられた職業準備的教育は医学に代表される分野に今でも見られる。 

 一方、体制的にも大学創設時の理念をひきずる格好で、縦割りされた組織、専門化され

た小単位の講座といった形態をとるに至っている。その結果として学生も細分化された専

門領域を選択することになっている。 
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教育課程の特徴としては、フンボルト型教育理念を是認していることがある。フンボル

ト理念とは、１９世紀初頭にドイツで打ち出された理念であり、当時の近代大学のあり方

に影響を与えたものである。この理念では、 

教師はまず研究者であり、真理の探究を第一とすべき。 

講義では、自らの研究での体験に基づいて、真実の探求を再現するべき。 

学生の学習は自主的であるべき。 

となっている。このフンボルト理念に基づいて日本の大学が形づくられた結果、 

  １．講義は先端的学問成果を示す場との考えが強く、学生を理解させることが講義の 

第一の目的にならない、 

  ２．少人数の単位（研究室、ゼミ）での教育が主体である、 

といった特徴を有するようになった。 

このようなフンボルト理念的な発想は、文献（３）中の発言でもとりあげられており、

現在の大学教育においてもこの概念を底流に持ち続けていることがわかる。そこでは、「大

学教育の本来の目的の一つは方法論を教えることである。特定の科目、手法のみを身につ

けさせるのが大学教育ではない。全く新しい分野においても、どのようにすれば未知の点

を打開できるかという方法論を、日々の研究や教育の中で学生に身につけさせていくこと

である」とある。 

 

３．１．３ 大学教育の現状 

  以上述べた点を背景として、大学教育の現状について文献（３）をベースに整理して

みる。 

（１） 大学教育の目的 

  世界的に見ると大学教育の目的としては、以下の３項目がある。 

１．医師のような職業資格につながる資格を得られる場 

２．専門的な学術を志向する場 

３．一般的な知識やものの考え方を獲得させる場、すなわち教養志向の強い場 

上述のように、日本の大学では１と２に力点を置く傾向があった。３はアメリカの大学

にその傾向が見られる。 

（２）大学教育がとるべき手法 

  ここで、大学教育がとるべき手法について３つの異なる視点からまとめてみる。まず

教育組織と学習の枠という視点からは、 「タテ割り志向ｖｓ．総合志向」ということ

があげられる。これは、入学時点から細分化された専門を教育するのか、あるいは入学

後にある程度一般教養を身につけた後に専門を選択させるかという視点である。前者は

一部の例外を除くと日本の大学で主としてとられている方法であり、入学時には学生が

所属する学科が決まっているのが普通である。 

 次に教育形態からみると「自律志向ｖｓ．制御志向」ということがある。講義に触発さ

れて自立的に学生が学習を進めるのか、あるいはレポートや厳密な成績評価によって恒

常的に学生を制御するかという視点である。３．１．２節で述べたフンボルト理念に基

づいて歴史的に日本の大学では前者の自立的な学習を進める形態が推奨されてきた。 

 三番目に大学教育の目標として、「探求志向ｖｓ．修得志向」かという点である。勉学を
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通じて未知の問題を探求する姿勢を育成するのかあるいは明確に設定された目標を学習

させるかという視点である。この点も３．１．２節で述べたように日本の大学では未知

の問題を探求する姿勢を育成することを目標としてきた。 

 これら三点を表にまとめると表３．１－１のようになる。 

 

表３．１－１ 大学教育に見られる２類型（文献（１）に基づいて作成） 

 Ａ Ｂ 

教育組織・学習枠 タテ割り志向 総合志向 

教育形態 自律 制御 

学習目標 探求 修得 

 

表を見て分かるように、左列に分別した類型（Ａ類型）が上記のようにフンボルト理念

をベースとした大学教育手法であり、ヨーロッパや日本の大学で行われてきた大学教育

に見られる類型である。これに対して右列のＢ類型は、Ａ類型のいわば正反対の教育類

型である。一般教養を重視し、厳密な成績評価が行われ、かつあらかじめ定められた目

標達成をめざすというこの教育類型は、アメリカの大学で見られるものである。 

 

（３）大学教育と職業の関連 －過去の流れ－ 

 次に学生が卒業後に就く職業と大学教育との関係について考える。日本において、一

般企業が学生を採用する場合に、学生が大学で専門的に学んだことを重視するのではな

く、学生の基礎学力をもってその基準とすることが多かった（３．１．１節）。基礎学力

を判断する容易な方策として学生個人の能力を一人一人見るのではなく大学入試のレベ

ルの違いで判断することすらあった。このため新入社員として採用後に、その企業にお

いて必要な職業知識を与え、更には各職場において実務を経験することで実践知識を身

につけさせていく、というのが一般的な社員教育のスタイルであった。 

 このようなことを背景として一部には大学教育無用を極論する意見も出される場合があ

った。この無用論のベースになっているのは、上記した大学で学んだ理論や専門知識が

企業で役立たないという一種の思い込みである。この社会通念が拡がることによって、

「日本の大学教育は現代の競争社会の必要性を満たしていない」 （文献（４））、ある

いは「企業担当者の自国の高等教育に対する信頼度が一番低いのは日本である」（文献

（５））と言われるに至った。 

一方、大学における勉学とは別に、「アルバイト」のほうに学生は主体的に参加し、そ

れによって学生は深い経験が得られるため、社会的には基礎能力や自己・社会認識を高

めるとして評価されることもあった。 

 

（４）大学で教育すべき事柄 – 近の流れ－ 

  前項迄で述べたことを背景として、大学に対して社会が求める事柄として、専門知識

よりも一般的知識、社会生活する上で必要な 低限の態度や考え方といった基礎能力の

ほうが重要視されていた。 
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 しかしながら近年になり、以下のような社会的変質により、上記の考えが通用しなくな

りつつある。 

・大学入試制度が大きく変わりＡＯ（Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ Ｏｆｆｉｃｅ）

入試のような筆記試験を重視しない入試が盛んに行われるようになってきた結果、

入試レベルを見ただけでは学生の有している基礎学力を保証できない。 

・旧来は経験の蓄積に伴う着実な進化という形態が一般的であったものが、例えばイ

ンターネットに代表されるような大幅な社会的ブレークスルーを伴う非連続的な発

展が社会で起こるようになり、企業や社会で常識的に考えられてきた今までのやり

方が通用しなくなった。 

すなわち前記のように、ある程度の基礎学力が保証された学生を採用し、企業内で

教育と経験を積めばよいという従来の手法が成り立たなくなりつつあり、新しい社

会で通用する能力を大学内で教育することが求められるようになってきた。 

   このようなことを背景として、経済産業省では、「社会人基礎力」と題して、社会で

通用するために必要な能力の定義化を行っている（文献（６））。それによると「社

会人基礎力」とは、「学んだ知識を実践に活用するために必要な力」と定義しており、

以下に示す３つの要素で構成されている。 

・前へ踏み出す力（アクション）：すなわち主体性をもって物事を実行する力 

・考え抜く力（シンキング）：すなわち課題を発見し、想像力をもって計画をたてる力 

・チームで働く力（チームワーク）：すなわちチーム内で自分の意見を発信し、他人

の意見を傾聴し、柔軟性をもって状況を把握するとともにチーム内の規律を保つ力 

 

以上をまとめると、十分に思考し、他者と協調しながら行動を起こす能力が「社会人

基礎力」であるということになる。以前であれば入社後に社員教育の一環として教えら

れてきた内容が、大学で身につけさせる必要がでてきたことを意味している。逆に、大

学においては、「社会人基礎力」を在学中に学生に十分修得させ、それをもって学生の質

を社会に保証せざるを得なくなっている。 

 

３．１．４ まとめ 

  「日本の大学では講義中心で学生は聴講しているだけ、これに対してアメリカでは課題

が出されて学生が議論して仕上げていくプロジェクト的なもの（課題解決型教育）がなさ

れているように聞いている。後者のほうが発想力を高める教育に向いているのではないか」

というコメントが言われることがある。このような印象を日本の大学が持たれる背景には、

日本や欧州の大学では自立的に活動する研究者の養成が歴史的に第一の目的とされてきた

ことが挙げられる。社会で必要とされる能力の一部は企業社会に入ってから育成されると

いう意識のもとで日本社会は不自由なく活動をつづけることができた。しかしながら、近

年の社会の急激な変容により、以前とは異なる教育が大学に求められるようになり、ある

意味では今までとは正反対であるアメリカ的大学教育の有用性が認識されるようになって

きている。 

 本３．１節では、大学教育全般について考えた。本章の本来の目的である技術者育成の

観点から考えると、３．１．３節（１）項の２番目で示した専門的基礎知識の教育を行う
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ことにより、広い専門分野での基本的な考え方を体得させることが可能になり、専門的な

職業における基本的な思考方法を獲得させることにつながってきたといえる。そういう意

味では、このような手法により技術者のポテンシャルを有した学生が養成されてきたこと

は間違いない。そこで次節では、技術者育成に繋がる大学教育について考えていく。 

 

３．２ 技術者養成の視点からの大学教育について 

 前節では、技術者教育に限らずに、日本の大学で行われてきた教育の理念ならびに昨今

の情勢について考えた。次に本節では、航空機技術者養成に着眼する。 

 社団法人日本航空宇宙学会では、航空機技術者になり得る者を養成するためには大学教

育はどうあるべきかという視点から企業、研究所、大学からパネリストが集まってパネル

ディスカッションを行い、その内容が２００８年６月，７月号に日本航空宇宙学会誌に公

表された（文献７と８）。本委員会からも委員が出席して、本委員会の活動も引用しながら

の議論が行われた。本節では、その内容をまとめるとともに、大学での航空機技術者育成

につながる教育について考える。 

本パネルディスカッションは以下の形態で行われた。 

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』 

開催日時：２００７年１０月１０日（火） 

開催形態：日本航空宇宙学会主催第４５回飛行機シンポジウムの特別企画 

開催場所：北九州国際会議場 

出席者（敬称略）：コーディネータ：李家賢一（東京大学）、以下パネリスト：小林 孝 

（三菱重工）、石川主典（川崎重工）、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） 

 

３．２．１ 技術者について 

大学教育についてコメントする前に、まず技術者一般について意見が述べられた。 

（１）一般に社員に求められる資質 

 一般の社員に求められる資質が各パネリストから以下の通り提示された。 

・元気さ、明るさ、素直さ、誠実さ、良識、主体性・責任感、 

・人間関係構築力（コミュニケーション能力） 

・革新性・創造力、積極性・実行力・国際性 

初の２項目では人間的側面が重視されていることがよくわかる。専門知識（専門的な

ツール）などは会社に入ってから修得すれば十分とのコメントもあり、これは３．１節

での記述に合致している。 

 

（２）技術者の持つべき資質 

 技術者に求められる資質としては、以下のア～エに示す知識、能力、業務の流れに対応

した資質、その他の４項目が提示された。 

 

ア． 知識としては、“生きた”工学に関する基礎知識を身につけていることが要求される。

基礎工学とは、いわゆる四大力学（材料、機械、熱、流体）、制御工学、構造材料、電気
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電子工学などである。しかし企業関係者は、現実には、これらの知識を身につけていな

い若手技術者が多いと感じている（彼らは基礎知識の代わりに高度な解析ツールを使う

ことばかりを考える（下記注記２）参照）。この他に重要だが不足している知識として、

システム統合に関する知識が挙げられた。 

 

イ． 能力としては、上記（１）と重なる面も多いが、箇条書きにすると、 

・基礎的能力としての論理的思考力と自ら問題発見して解決する能力 

・多種多様な技術業務の変化に、柔軟且つ意欲的に対応できる能力 

（発想や思考の多様性は創造力や問題解決力の源である） 

・公正な判断力をもって決断できる能力 

（ただし、これは経験の積重ねを通じて身につける要素が強い） 

・利害関係等バランスをとって調和をとれる能力 

 

ウ． 業務の流れに対応した能力としては、３つのフェーズに分けて提示された、 

・要素研究フェーズ：専門知識、探究心、夢 

・開発設計フェーズ： 後までやり遂げる事、システム統合技術力 

・量産維持フェーズ：「泥臭い仕事もこなしていく粘り強さ」これには製造に密着し

た技術、運用にかかわる知識、生産技術、低コスト化技術、品質工学が含まれる 

二番目の開発設計フェーズでは、プロジェクトマネージメント能力の重要性も指摘され

た。これについては企業に入ってから力をつけていくべき能力であるが、現実には若い技

術者はプロジェクトをまとめる仕事を敬遠して専門分野に固まる傾向も見られるとの指摘

があった（下記注記の３番目参照）。 

 

エ． その他の項目としては、開発／製造のグローバル化に伴い世界で通用する人物であ

ること、そして体力と気力があげられた。 

 

 ここで、注記として 近の技術者に見られる傾向と問題点について３点まとめておく。 

・自分の守備範囲を自分で決めてしまい、手の届く範囲で話をまとめてしまう。問題が生

じた時の粘り強さに欠ける。 

・自分のアウトプットを自己評価できない、コンピュータで計算させることはできるが、

手計算でチェックすることができない（数値シミュレーションへの偏重や過信が強く見

られる）。 

・一人で作業することは得意だが、チーム活動は苦手である。（これには学校教育において

筆記試験の評価に重きが置かれてきたことが強く影響しているのではないか）。 

 

（３）社内での育成過程 

 会社毎に技術者の育成方法は異なるが、大筋については共通しているため、本項ではそ

れらについて簡単にまとめておく。 

新入社員として入社後しばらくの間は業務と平行して、どの分野にも共通する基礎工学

的な知識の伝授あるいは確認が行われる。その後、人物の特質に応じて以下のような３種
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類の人材に分化していく。 

・スペシャリストとして専門性の深さを追求していく人材 

・複数の技術分野を経験した後に、チーフデザイナーやチーフエンジニアを目指す人材 

・幅広い技術分野に加えて、日程管理、コスト管理も修得し、プロジェクトマネージャ

ーを目指す人材 

開発プロジェクトのトップの場合、トップダウンで各技術課題に分けていって、かつト

ップダウンでそれぞれの技術要素に関して目標レベルを決めていくことのできる人材が必

要とされている。 

 

３．２．２ 大学での技術者養成教育 

以上まとめた、技術者に関する一般的事柄を背景として、大学に望まれる技術者養成教

育について議論がなされた。 

 

（１）大学教育への要望 

 入社後に少しでも早く技術者として通用する人材に育つために、大学教育に要望される

事項として、以下のアからカまでの６項目が挙げられた。 

 

ア．基礎学力を付与すること 

会社で“使える技術”を身につけることが重要である。このためには次の３点に注意

する、すなわち、 

・基礎工学に基づいた考え方を理解していること 

・計算機上のバーチャルな空間内でのみ考えるのではなくて、現実の中に立脚した思考

をできること（別の言い方をすると、物理現象を肌で感じられるアナログ感覚を磨いて

いること） 

・繰り返し演習を重要視して学生に確実に身につけさせること。 

イ．自ら考える訓練をさせること 

卒業論文や修士論文は、このような自ら考える訓練に適しており、学生は、卒業研究

を通じて考える力（“深く考える”、“多面的に考える”能力）とやり抜く気力を磨くこと

ができるようになる。特に修士論文は、卒業論文のさらに上のレベルの修得に役にたつ。

たとえば、自分で実験方法を検討して実験し結果を評価するというプロセスを通じて、

課題発見能力や課題解決能力を磨くことに繋がっている。 

すなわち、大学と大学院時代に、主体的で積極的な取り組み姿勢のもとで、創造的な成

果を挙げる経験をすることが求められている。 

ウ．産業界と交流すること 

大学院生に特に求められるが、企業での研修やインターンシップ、逆に企業から派遣

された技術者との交流を通じて、大学での講義や研究が、産業界とどのような関係を持

っているのか知ることが重要である。現在の大学に対して抱かれる危惧として、大学の

研究テーマが産業界のニーズから離れているのではないかということがある。産学連携

を含めた実用的研究をできるだけ推進していくことで、企業が求める実用研究の中に、

大学で行うべき本当に新しい研究テーマが見つかる可能性もある。 
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エ．チームとしての活動意識を高めること 

企業内では個人で活動することは少なく、チーム内での行動が主であるため、大学の

なかで簡単なプロジェクトを立ち上げ、物事を前に進めようとするマネージメント能力

やプロジェクト推進能力を育成する機会を設けることも重要である。このためには、必

要とされるミッションの内容をよく理解し、ミッション達成に必要な作業（タスク）が

円滑に流れるように準備できる能力も必要である。 

オ．ものづくりの視点に立ち返る重要性の認識 

企業では、研究開発部門だけではなく、実際のもの作り部門にも優秀な人材が必要で

ある。そのためには大学において生産技術や品質工学などの講義の充実が要望される。

また、ものづくりのためには、図面が重要な出力（成果）だということを教える必要も

ある。設計ツールを利用して数値として考える能力に長けている若い技術者は多いが、

図面を描けない、図面を読めないという人も皆無ではないため、大学でそのような知識

を授けることが要望される。 

カ．産業界での新しい流れに対応できること 

近の航空機開発は、従来からの航空工学ではなく、情報工学等に代表される学際工

学的課題への対応が強く求められるようになってきた。特に航空機単独の開発を考える

のではなく、航空機を構成要素の一つとみなす大規模システム（これは“Ｓｙｓｔｅｍ 

ｏｆ Ｓｙｓｔｅｍｓ”と呼ばれる。航空機運航全体をシステムとして考えている）を

構想できる力が必要となっている。そのためには、未知の分野を含め、木（細部、例え

ば航空機の各構成要素）と森（大局的メカニズム、例えば運航システム全体）を同時に

見る能力が求められる。このような新しい流れに柔軟に対応できる人材の育成のために

は、例えば、アナロジーを利かせて未知の分野に素早くかつ深く入り込む能力を身につ

けさせることが必要である。そのためには広い分野にわたる技術的バックボーンを大学

で教育することが求められる。 

 

（２）大学での多様な人材育成の必要性 

 一方で、同じような能力を有した技術者ばかりが養成されることに対する危惧も表明

された。すなわち、技術者には多様な人間が多数いて、その中にはプロジェクトを推進で

きるリーダーの資質を有した者（プロジェクトリーダー（マネージャー））がいるだけでは

なく、その下で働く研究開発分野や製造分野で働く人々（チーフエンジニア、スペシャリ

ストや一般の技術者）にも優れた人材が必要であるということである。 

この中で、スペシャリストは比較的育成し易いと考えられている。しかしチーフデザイ

ナーやプロジェクトマネージャーのようなジェネラリストの育成が難しい。広い範囲の業

務内容を的確に見通すことのできる能力がこの職種には必要であり、大学の時から、チー

ムの中で自分の役割というものを認識させる教育も重要である。 

また大学は企業で働く技術者のみを育成するのが目的ではなく、大学の目的の一つであ

る学問に取り組む人材（研究者）を育成することも忘れてはいけないことが確認された。 

結局、大学の役割としては次の３項目に集約された。すなわち、 

・技術者にとって基礎となる技術を習得させて、社会・産業の発展に有為な人材を育て

ること 
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・世界 先端の技術分野において独創的な技術を作り出し、それを担う人材を育てるこ

と 

・エンジニアだけではなく研究職に進む人材を育成すること 

 

（３）まとめ－－－－航空関係教育の新しい取り組み 

 本３．２節では、航空機技術者養成の視点から大学教育について議論された内容を紹

介した。ここまでの議論での要点は、技術者に必要なさまざまな能力を習得させること、

しかし“多様な人材”の育成も大学の重要な役割であることを忘れてはいけないとのこと

であった。 

 ここで、日本人の特質という観点から上記の議論を見直してみる。一般に日本人は組織

としてまとまりのある仕事をきちんと、かつ常識的に成し遂げることに強みがあると見ら

れている。一方、アメリカは個人の能力を重要視し、それを 大限活用することで常識を

越えた新たな発想を生み出す土壌があると見られている。風土の違いがこのような両国の

差に表れている訳であるが、日本の現状に留まることを由としない時代になったことは、

３．１節の末尾で述べた通りである。すなわち、前例（経験）のない分野でイノベーショ

ンを起こすことが日本社会においても要求されており、その実現の方策が強く求められて

いる。人材の面で例えば、個人の能力をよく認識し、今まででは組織内で協調できない人

物として排除されやすかった人材も活用した上で、今までの日本にはない組織体制をつく

り、その中で新たな製品開発に取り組むといった方策も考えられる。しかしながら、組織

内で効率良く働く日本人の良さを再認識することも必要であり、場合によっては日本人に

不足している能力を補うために他国から新たな人材を求めることが有効である。 

 大学においても、このようなことを十分に認識した上で、今までと異なる視点で物事を

考えることのできる人材の育成が必要である。そのためには、国による個性の違いを認識

することが重要であり、在学中に他国の人との交流を深めること、例えば、インターンシ

ップ制度を活用して在学中に他国の企業において研修することは非常に有用であると考え

られる。しかしながら休学すること無しに長期間の海外研修を行うことは、現在の日本の

学制では不可能である。日本の教育制度の変更が望まれるところである。 

 一方、大学においても、上記した社会や企業からの要求の変貌に対応し始めていること

も事実である。ものづくりの重要性を認識し、具体的なものづくり活動を学生チームによ

って行うことで、課題解決型教育を行う大学が増えている。その一つの取り組みの例は、

５．２節で紹介されている。 
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第４章 企業活動における人材育成について 
 
４．１ 国内の航空機産業における人材育成状況 
４．１．１ はじめに 
我が国の航空機関連企業における人材、特にエンジニアの育成は、これまで社内における

ＯＪＴを中心に実施されてきた。 
その典型的な流れは、入社後大学等における専攻分野を生かして空力、制御、構造、装備、

電気、ソフトウエアといった研究・設計部門に配属され、バックボーンとなる専門技術を

身につけた上で開発プログラムに参加して、専門能力を発揮しつつ周辺分野の知識と人脈

を広げていく、というものである。この中で、リーダーシップやバランス感覚に優れた人

材には、新たなプロジェクトへの参画やローテーションにより幅広い能力を獲得させ、チ

ーフエンジニアやプロマネへと育て上げる一方で、専門分野を極めることに適した人材に

は、継続的な成長のチャンスを与えることが人材育成の基本であった。 
どちらの道を進むにしても、エンジニアが大きく育つためには実際に航空機やエンジンを

作り飛ばす経験が不可欠であることから、戦後民間機開発の途絶えた期間において、当時

の防衛庁や航空宇宙技術研究所、工業技術院等が主導した開発プロジェクトの果たした役

割は非常に大きなものであった。特にこれらプロジェクトにおいて、技術者達が会社の枠

を越えて机をならべ、切磋琢磨しながら幾多の困難を乗り越えてきたことは、決して充分

ではない我が国航空機産業のマンパワーで、国際レベルの成果と今日のアセットをもたら

し得た主要因であると考える。 
そしてＹＳ－１１の苦い経験の後、国際共同開発を経て国内開発に至った民間機ビジネ

スにおいては、企画、マーケティング、セールス、プロダクトサポートなど、新たに身に

付けるべき能力が明らかになり、今や世界的なカスタマとライバルを見据えた人材育成が

求められている。 

 

 写真提供：宇宙航空研究開発機構 (無断転写を禁ず) 
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４．１．２ 日本の機体メーカでの共同開発における人材育成 

戦後の空白期の後、我が国の航空機産業は米軍機の整備・修理から再スタートを切った。

その際、安全保障上の理由から、防衛航空機については早期に国内開発製造基盤を充実す

ることが必要とされたことから、Ｔ－３３Ａ練習機のライセンス生産を経て、Ｔ－１型ジ

ェット練習機を初めとする機体の国内開発に成功した。その後もこの方針に基づき、小型

高速機、中大型機及びへリコプタが官主導で開発製造され、この事業に各社の枠を越えて

参加することで多くの人材、特に若手技術者の育成が行われてきた。 

一方、民間航空機については、我が国の総力をあげて世界に挑戦したＹＳ－１１が、残念

ながらビジネスの上では成功を収めることができず、ＭＨＩのＭＵ－２やＭＵ－３００、

ＦＨＩのＦＡ－２００やＦＡ－３００、ＫＨＩのＢＫ－１１７など、各社独自の比較的小

規模な航空機開発に取り組むようになった。旅客機製造については、１９７０年代にそれ

ぞれが海外大手メーカの下請製造に乗り出して、それまで経験したことのない適用技術や

開発手法を目の当たりにするようになったが、この時点では海外メーカと共同して機体を

開発するレベルになかったのが実情であった。 

１９８０年代に入り、それまでに築き上げた国内各社の共同開発体制を生かして、ボーイ

ングと締結したＭＯＵに基づき中型旅客機７６７が開発された。この７６７が本格的な国

際共同開発の始まりで、日本は主に技術分野におけるノウハウや業務プロセスを学び、今

日活躍する人材育成、能力、国内各社の技術力・開発力の飛躍的向上のきっかけになった

ことは言うまでもない。これをきっかけにして、１９９０年代には幅広い範囲での技術開

発、新技術適用に結びつき、国内各社の国際的地位向上という役割をも果たした７７７の

共同開発、そして、２０００年代にはより深い技術開発に加えて、機体全体に関わる作業

であるプログラムレベルの作業の一部（空力、技術認証、プロダクトサポートなど）にも

参画しつつあり、新たに付け加えるべき能力課題や人材育成の要件が求められ、その対応

が重要になってきている。 

ここでは、上記のような経緯を踏まえて、これまでの共同開発によって経験してきた特徴

的なポイントや、各社単独開発に比較した相違点、具体的経験等について下記に纏める。 

（１）人材育成 

ア． 特に最近の海外共同開発プロジェクトは規模が比較的大きく、１００人単位での

リソースが必要になる。そのため、若手がプロジェクトに参画する機会は大きく広

がっている。つまり、若手技術者・作業者が新しい機体の設計から製造支援に関わ

る一連の開発を経験することにより、能力育成・発展の機会として大きく貢献して

いるという実情がある。現在技術部隊で活躍している者は、７７７へ若手として参

画した技術者が中心となっている。進行中の７８７においても多数の若手技術者が

経験を積んでいる最中で、将来のプロジェクトにおける中核としての活躍が期待さ

れる。 

イ． 最近のプロジェクトは作業分担が細かく枝分かれしている（部位・部品毎に） 

ことから、各々の分担作業を取り纏めるため、ある程度の数の中位リーダーが必要

となる。このリーダーに役割を与えることによって、リーダーシップの醸成・自覚

と、自らの役割についてのイニシアティブを付けさせることに一役買っている。 
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ウ． 国際共同開発や他企業との共同開発を通して、異文化交流による視野拡大や、企

業風土の違いによる視点の養成・意見の交換など、第三者的な目で自社の活動等を

見直す能力が醸成される。 

エ． 従来から参画している構造・装備関係等の技術分野以外においても、機会があれ

ば積極的に参画し、人材育成とノウハウの蓄積を図っている。最近の例では、７８

７において空力・型式証明・サプライチェーン・プロダクトサポートといったプロ

グラムレベル作業に要員を派遣し、経験を積んでいる。 

（２）共同開発のメリット・デメリット 
ア． 共同開発に参画する会社は、分野による得手不得手、または担当分野であっても

作業を実施するに当たっての適不適が存在する。この事象に対しては、共同開発の

元請会社やプロジェクト参画会社が肩代わりや作業代行をし、それにより余裕を生

じたリソースを別の得意分野に投入することで、プロジェクトを効率的に遂行する

一助になると考えられている。 

イ． 共同開発における情報共有においては、プロジェクトを総括する元請会社が情報

共有化を可能・容易にするインフラを準備し、プロジェクト参画会社が、そのイン

フラを利用して情報授受を行う手法が一般的である。 ここで、元請会社とプロジ

ェクト参画会社間の情報のやり取りはｇｉｖｅ－ａｎｄ－ｔａｋｅの原則に基づき

ほぼ問題なく行われるが、プロジェクト参画会社同士の間では、知的財産・ノウハ

ウ流出等の問題があり、上手く行われていないケースが存在している。 

ウ． 共同開発プロジェクト参画により、開発手法・設計・製造等についての新技術・

ノウハウの取得が可能になることが大きなメリットである。事実、従前の共同開発

プロジェクト参画では、プロジェクトを総括する元請会社から一方的に新技術・ノ

ウハウを学ぶことができた。しかし、現在のプロジェクト参画では、プロジェクト

参画会社も、ある一定の知的財産保護規定に則って、自らのノウハウ等を相互に供

出しながらＷＩＮ－ＷＩＮの関係を築いているのが実情である。 

エ． そのような意味で、最近の共同開発プロジェクト（必ずしも共同開発プロジェク

トに限らず単独契約プロジェクトにおいても然り）に関する契約においては、知的

財産の扱い・所有権・使用権について、詳細な規定が定められるのが一般的になっ

ている。従って、プロジェクト参画会社は、当該プロジェクトに参画するに当たり、

どのような知財・ノウハウをどのように生かしていくか・生かせるかについて充分

に検討した上で取り組む必要がある。 

オ． 大型機や７８７においては、デジタル設計手法の採用により、早いサイクルでの

コンピュータ、データ管理手法を会得することが出来たと同時に、設計・製造・出

荷までの一元管理を行うことが可能になった。 

（３）先例 

昭和６０年に７６７（日本側呼称「ＹＸ」）の開発記録を纏めた「ＹＸ／７６７開

発の歩み」（民間航空機㈱が編纂・編集主体、発行者は航空宇宙問題調査会）、及び、

平成１５年に７７７開発について纏めた「７７７開発の歩み」（編纂・編集、発行者

とも民間航空機㈱）の両開発記録誌において、ボーイング社との共同開発について
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の記述があり、人材育成関連の事案を含む経験、成果や苦労話が記録されているの

で、ここに紹介することとしたい。 

ア．「ＹＸ／７６７開発の歩み」 

７６７型機は日本の機体メーカ各社が本格的に国際共同開発を始めた初の事例で

あるため、海外の大企業ボーイング社との作業及びアメリカでの生活において見た

もの、聞いたものを物珍しく記述する、いわゆる見聞録的なものとなっている。 

歴史的マイルストーンであった開発に対する日本全体としての取り組み、経緯を中

心に記述がなされており、以下は記録誌の中の「共同事業の準備作業」についての

主要点である。 

（ア） まず、ボーイング社と初めて付き合い共同開発を行うに至ったが、資料やデータ

の不足や不慣れな業務プロセスなどのために、技術作業の計画策定が困難であっ

たことが記述されている。また、今では極普通に慣れ親しんでしまっている単位

（インチ、ポンド）の違いによる戸惑いも見受けられる。 

（イ） ボーイングは、７６７の開発にあたって日本の機体メーカとの国際共同開発に留

まらず、イタリアのアエリタリア社も共同開発会社として選定していた。シアト

ルにおいては３社の参画関係が微妙な関係をなしており、文化の違いや、国によ

るやり方の差異に悩まされた、なども回想されている。 

（ウ） 日本の機体メーカの取り纏め会社であったＣＴＤＣ（現在の日本航空機開発協会）

は、７６７プロジェクトにおいて技術以外の分野にも参画することを考えており、

そのときの方針が下記で、出来るだけ早く水に溶け込もうという意志が現れてい

る。 

 ① 特定部門に偏ることなく、幅広く多くの部門に参画する 

 ② ボーイングの組織に入り、ボーイング技術者と同じ扱いで仕事をする 

 ③ ＹＸ／７６７プロジェクトに貢献が大きい分野である 

 ④ 各社の分担以外の構造部門への参画 

（エ） また、技術以外の分野での参画も検討されており、当時から航空機開発の全ての

分野での知識・技能の修得、人材の育成が考慮されていたことが推し量られる。

それについては下記のように参画目的が示されている。 

 ① 技術管理：設計管理作業を通した大型機開発管理技術の修得 

 ② 市場調査：民間航空機最大手企業の市場調査活動、市場予測の手法の修得 

 ③ 顧客支援：技術支援、製品支援方式の計画時からの実施方法、体制、マニ 

        ュアル等の製作、整備支援方式の決定方法 

（オ） 最も懸念されていたことは、ボーイング技術者との意思疎通を図ることに必須の

語学（英語）能力についてである。当時は組織を挙げて英語能力の向上を図って

いたことがありありと記録されており、今でこそ多くの技術者が自由に英語を操

り、ボーイングとの意思疎通も問題なく行っているが、これが長年にわたり築き

上げてきた育成の成果・伝承の一つとも言えるであろう。 

（カ） 下記は海外赴任にてアメリカ人と接する場合の注意書きのようなものであり、当

時の「虎の巻」的なものとなっている。 
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① 以心伝心はない。自分の要求は口に出して伝えること。 

② 極めて独創性を大事にしている。 

③ ボーイングにおいては、日程を守ることが最も重要。 

④ 結局人と人とのつながりを重視して仕事をしている。 

 

 
 

イ．「７７７開発の歩み」 

記録誌の編纂がつい１０年ほど前であったこともあり、開発の内容・フェーズ毎

に細かな記述がなされており、事実記録の体裁であると同時に、プロジェクトや日

本企業全体の記録の他に、各社毎の取り組み・成果・失敗談等を開発・製造といっ

た各フェーズで取り入れていることが特徴である。７６７の開発を経験したあと、

各社独自に海外顧客との開発経験を積んだこともあわせて、７６７記録での「見聞

録」から開発に本格的に取り組む姿勢・態度が大きく進歩しており、内容もそれに

応じて発展していることは間違いない。以下は開発・設計作業参画についての主要

点ある。 

（ア） ７６７の場合と違って、冷静に設計手法、ツールの評価を行っている。７６７を 

含めてそれまで得てきた知識・技能をその後の国内・海外開発で試行・応用し、

能力、人材の質を高めてきた結果と見てよいだろう。「いくらシステムが立派でも

最終的には各担当者の意識、能力が十分でないと機能しない」と、人材育成や能

力の重要性を指摘していることも注目に値する。 

（イ） （国際）共同開発が「ビジネス成立の上で必要不可欠」との認識が見られた。「ネ

ットワークを介して設計デジタル情報を共有することによって、ＤＢＴ活動やコ

ンカレント・エンジニアリングを実践した７７７の開発はＣＡＬＳ（Ｃｏｍｐｕ

写真提供：Boeing Company  (無断転写を禁ず) 
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ｔｅｒ Ａｉｄｅｄ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｌｏｇｉｓｔｉｃ Ｓｙｓｔｅ

ｍ）的手法やグローバル・コラボレーションの先駆的例」と高い評価を行ってい

る。それに伴って、日本の航空機産業の育成に大きく貢献した、との評価が支配

的である。 

（ウ） 最後に、技術者の成長を言及した部分に触れねばならない。「技術者は機体の設計

から製造に亙る開発経験を生かして成長する」、「７７７開発作業の最も大きな成

果は多くの若い技術者が育ったこと」、などといった点が指摘されている。７６７

では懸念された語学能力についても、「英語を操りながら、世界一流のボーイング

社の中で堂々と自分の設計を説明できる技術者も確実に増えた」とのことで、確

実に人材育成、能力向上が進んでいる。 

 

 

 

（４）その他 

 海外プロジェクトは元請先のサイトで設計作業に参画するケースが多いため、コ

ミュニケーションの極めて多くの部分を英語で行う必要性が生じる。プロジェクト

への参画要員についても当初からコミュニケーション能力が備わっている訳ではな

い。初期段階は回りからのサポートを受けながら、自助努力を行いながらコミュニ

ケーションをとることが可能になってゆく。このように、海外プロジェクトは、自

己啓発・啓蒙の面でも有効であると思われる。 

（５）まとめ 

機体開発に必要な作業量の増大に伴い、資金を含めたリソース確保の点から共同

開発の必然性は高まり、これに対応するための人材育成は疑いなく必須となる。今

写真提供：Boeing Company  (無断転写を禁ず) 
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後、共同開発による技術開発は、これまで以上にその機会が増大すると予想され、

これを通じた技術者の人材育成はますます進むものと思われる。一方、７８７を通

じて、今後の機体開発に臨むにあたってはプログラムレベル作業への対応能力が重

要との認識を得ている。これらの能力開発は大きな課題ではあるものの、国内各社

にとってプログラムレベル作業を経験することが初めてではないことも認識してお

く必要がある。前述した各社独自開発機においては、該当作業を各社独自で行う必

要があり、海外に進出することによる人材獲得や、パートナー選定など、各社が工

夫し適切と判断した方法での開発の遂行のほか、１９８０年代後半にはボーイング

社との共同開発プロジェクト計画においてほぼ全てのプログラムレベル作業に人材

を派遣し、共同作業・訓練を行った経験を持つ。しかしながら、独自開発、共同開

発プロジェクト計画の経験の双方とも、終了後数十年が経過しており、そこでの経

験・修得した技能等は薄れつつあるのが実情である。従って、主に国際共同開発で

の人材育成を目論んでいくと同時に、ＭＲＪを初めとする各社の将来事業によって、

これらの分野の技能・知識を持つ人材を再び育て上げていくことが必要であると思

われる。 

 
４．１．３ 国産旅客機にかかる人材育成について 
ＭＲＪ開発に関しては、２０１１年の初飛行、２０１３年の型式証明取得／初号機納入

を目指し、２００８年４月に事業会社「三菱航空機株式会社」が発足、開発の途についた

ばかりである。従って、「三菱航空機株式会社」固有の人材育成手法は今後確立されて行く

事になるが、ここでは、その主たる母体である三菱重工業株式会社の人材育成をベースに

検討し、ＭＲＪに関する考察を加える事とする。 
（１）商品企画（概念検討） 

自社製品を持つ航空機メーカ、例えばＢｏｅｉｎｇでは、７３７、７４７、７５

７、７６７、７７７、７８７と幅広いプロダクトラインを持っており、又、その各々

の機種に派生型開発があり、開発作業や、それに先立つ事前検討や市場調査・商品

企画検討は幅広く実施されている。市場の動向と自社の商品競争力を睨み乍ら、常

にどういう打ち手があるかが検討されている。 
ところが日本の航空機メーカは自社製品を持っておらず、これ迄Ｂｏｅｉｎｇと

の国際共同開発（７６７→７７７→７８７）を中心に航空機開発を取進めてきた経

緯があり、開発と開発の間隔が１０年以上と長くならざるを得ず、航空機の商品企

画については、これらの業務を経験する機会が少ないのが実情である。開発間隔が

長いのは防衛機でも同じ様な状況にある。 

これをカバーする為、幾つかの民間機開発プロジェクトでは、Ｂｏｅｉｎｇ等の

海外メーカの市場、空力等の商品企画部門に人員を派遣し、海外の一流会社の技術

を習得する機会としており、有効な成果が得られている。但し、これらの派遣につ

いては、参画のエリア、及び人員規模に制限があるのが一般的であり、新規航空機

開発を実施する為の人材の育成には充分なものとはならず、補完的なものとならざ

るを得ない。従って、今回のＭＲＪ開発は、こうした分野での経験を積む上で、貴
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重な機会と言える。 
（２）設計、開発・試験、認証、製造・量産、研究開発 

一般的に航空機の技術者は、要素技術、理論を勉強するだけでは不十分で、実機

を飛ばすことによって生じる数多くの課題を克服する事により、技術者として成長

する。これら実機開発経験は、ＯＪＴの中でしか培われない実業の世界で、最も重

要な人材育成手段である。特に航空機の型式証明取得については、航空局の厳しい

検査に合格する必要があり、これらの実機開発で発生する課題に対して、航空機技

術者が、先輩の指導の下に他の機体の開発結果や実機の試験・解析結果を活用して

問題の解決にあたることにより、実機経験を有する本物の技術者となる。ＭＲＪ開

発は、実機経験を積む上で格好の機会であり、このチャンスを有効に活用して行く

べきである。 
認証については、三菱重工業株式会社は、ＹＳ－１１，ＭＵ－２，ＭＵ－３００

に続き、ＭＨ－２０００中型ヘリの開発に於いて型式証明の機会を設けてきた。  

この間にもＴ－２，Ｔ－２ＣＣＶ，Ｆ－２等の戦闘機開発により、認証のスタイル

は異なるものの、航空機の開発・審査を経験し、航空機の認証に必要となる知識、

経験の継続を図ってきた。 
しかし乍ら、昨今、航空局が定めた型式証明の取得プロセスに関し、ＩＰ（知的

財産）に対する各社の戦略意識が高まり、自社で開発した得意技術は出来る限り開

示しない、自社に取り込む事で商品競争力を維持して行こうとの動きがある。また、

技術の囲い込みと同時に、そのような得意技術を利用して収益を上げようとする動

きもある。 
従って、Ｂｏｅｉｎｇ等のパートナーとならず、独自で飛行機を開発しようとす

るならば、自前の技術を保有しないと競争力のある機体は開発できない。世界中に

ある技術を、鵜の目鷹の目で探して行くと共に、自社で得意技術を開発（他社との

共同開発を含む）していかないと、何も出来なくなり、常に下請けの立場に甘んず

る事になる。 
（３）営業（販売） 

ＭＵ－３００の事例では、米国テキサス州サンアンジェロに、現地子会社を設立

し、そこで営業担当者が育てられた。残念乍ら、現在は顧客に直接販売する完成機

を持っておらず、ＭＲＪの販売に際し、一からのスタートとなっている。一からの

スタートであるが故に、三菱重工業株式会社の現地子会社、現地事務所、商社、他

のパートナー等、あらゆるリソースを駆使して立ち上げる事が必要となった。やは

り、途絶える事なく、継続してプロジェクトを推進していく事が肝要である。 

民間航空機の販売を本格的に行うのは、およそ４０年振りのことである為、販売

ノウハウは蓄積されていない。又、世界の航空会社についての知識が絶対的に不足

していると同時に、人脈も皆無に近い。こうした中で営業の人材を育成するために、 

ボーイングで販売トップを努めた人材をコンサルタントとして起用し、セールス・

ファイナンスを含め、航空機販売のノウハウ、個別具体的な販売戦略立案等のサポ

ートを受け、個々人のレベルアップを図っている。その上で、上述のように海外の
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他社リソースも活用しながら、営業マンが実際に各国のエアラインを訪問し、信頼

関係を構築する、という活動が続けられている。 

（４）プロダクトサポート 
三菱重工業株式会社は、民間ターボプロップ輸送機ＹＳ－１１、及びビジネスタ

ーボプロップ機ＭＵ－２のプロダクトサポートを現在も継続しており、少数精鋭の

部隊によりこれらの機体のフィールドでの支援業務を実施している。これらの業務

では、技術の継承のため、敢えて若手が投入され、熟練技術者と共に業務を遂行す

ることにより、経験者の技能を吸収してきた。航空機については、古い機体程、機

体構造の亀裂や腐食等に対する経年対策を実施する必要があり、これらの機体側か

ら教えられる技術やノウハウの蓄積は、ＭＲＪ開発を始める場合の貴重なノウハウ

となっている。 
但し、ジェット旅客機に関して、世界のエアラインを対象としたプロダクトサポ

ートに乗り出すのは初めての経験であり、知識・経験の不足は大きな課題である。

先行している航空機メーカ各社との実力差は大きいものと思われる。 

従って、単独でプロダクトサポートを実施するのではなく、外部の施設、ネット

ワーク、人材も活用しながら、体制を作り上げていく必要がある。又、ボーイング

からのコンサルティング等のサポートも大きな効果が期待出来る。  

 

 

 

 

４．１．４ エンジン開発における人材育成 

（１）設計・開発・製造の技術者 

日本のエンジンメーカは、Ｊ３、Ｆ３などの防衛省向けエンジンの開発やその他

写真提供：三菱航空機㈱ (無断転写を禁ず) 
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のライセンスエンジン生産による経験を通じて、エンジンの部品要素を設計する技

術者や、エンジン全体の設計をまとめる技術者、高度な製造技術を必要とする部品

の製造工程を設計できる技術者を育成してきている。この流れは最近のＸＦ－７エ

ンジンの開発でも引き継がれており、自らの力でエンジン全体を設計・製造し、試

験を行って発生する様々な問題を克服する過程で、知識・経験が蓄積され、実力の

ある技術者が育成されている。これらの防衛省プロジェクトでは、最終的には航空

機に搭載されて実際に運用されるレベルまでエンジンを熟成させる必要があり、そ

のための総合的な技術力が培われ、それを担う人材が養成されている。 

また、ＨＹＰＲ、ＥＳＰＲ、エコエンジンと続いてきた経済産業省（旧通商産業

省）主導の先進技術開発エンジンプロジェクトを通じて、技術の蓄積、技術者の養

成が図られて来ている。これらのプロジェクトは、特定の技術の発展・実証に主眼

がおかれ、その技術に関して専門的な知識を持つ技術者を育てるのに役立った。例

えば、ローターダイナミックス解析の手法がＥＳＰＲプロジェクトで進歩し、その

後のエンジンの全体構造設計に役立っている例などが挙げられる。 

一方、ＳＴＯＬ機「飛鳥」に搭載するエンジンを開発するために始められたＦＪ

Ｒエンジンプロジェクトは、英国ロールスロイス社での試験を通じて同社と共同で

ＲＪ５００エンジン開発を始めるきっかけを作り、そのプロジェクトがＶ２５００

エンジンプロジェクトへと発展し、日本のエンジンメーカが民間旅客機向けエンジ

ンの設計・開発・製造に参画する道を開いた。これ以降、ＧＥ９０、ＣＦ３４、 

 

 

 

ＧＥｎｘ、Ｔｒｅｎｔ １０００といった海外大手エンジンメーカとの共同開発に

よる民間旅客機向けエンジンプロジェクトのビジネスは拡大し、その開発過程でエ

写真提供：宇宙航空研究開発機構 (無断転写を禁ず) 
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ンジン技術者の数も大幅に増加している。旅客機向けエンジンでは、耐久性、コス

ト、メンテナンスといった実用性の面で、防衛省向けのエンジンや技術実証エンジ

ンとは設計の力点が異なる部分も多くあり、海外大手エンジンメーカから多くのこ

とを吸収した結果、この分野の知識・知見も拡大してきた。 

    ここで、この流れについて少々具体的に記述しておく。民間エンジンプログラム

参入の初期には、進んでいる技術を吸収するために積極的に多人数をプログラム提

携先へ派遣し、現地で設計作業を行うなどによって設計者の技術向上を図っていた。

（コミュニケーションの面からも、現地で設計することが効率的であることも多か

った。）最近では設計作業を現地で行うケースは減っているが、代わりに共同プロ

ジェクトを円滑に遂行するため定期的（３～５年）に何名かの技術駐在を派遣し、

設計分野に限らずさまざまな技術的な交渉を通じて幅広い経験を積ませるなどの工

夫を行っている。特にエンジン全体におけるとりまとめ上の判断や、型式証明に関

する航空当局との交渉など、エンジンメーカとして必要な作業を、直接参加せずと

も身近に見ることによって広い視野をもった技術者を育てる努力をしている。それ

以外にも、技術・人材交流のために１年程度の駐在に派遣したり、教育的な目的も

兼ねて１～３ヶ月間の仕事を提携先の現地で行わせて経験を積ませるなど、様々な

工夫をして人材の育成に努めている。 

一方、前述の防衛省プロジェクト、先進技術プロジェクト、民間プロジェクトの

各流れにおいて技術者育成の面で十分でない点を挙げるとすれば、以下のようなこ

とが挙げられる。 

一点目は、大型の開発プロジェクトの間隔が大きく、総合的なエンジン開発を担

う人材の維持や知識・経験の継承が難しいことである。現状では防衛省の大型エン

ジンプロジェクトの間隔は２０年程度となっており、国内エンジンメーカでは前回

の開発を担当した人材を中心とした開発体制が組めず、過去の知識・経験が有効に

継承されないという問題が生じている。人材・知識を四散させず技術を継承するに

は、実機を運転するエンジン開発プロジェクトは少なくとも５年間隔で、また飛行

試験まで行うエンジン開発プロジェクトは少なくとも１０年間隔程度で行われる必

要があると考えられる。 

二点目は、民間エンジンプロジェクトにおいては、明確に分けられた担当部位の

みの開発を遂行することが多いため、他要素に関する知識・技術やエンジン全体に

関する技術はあまり向上できない場合がある。少しずつ担当する分野は増えて来て

はいるものの、安全保障など様々な制約から担当することができない部位もあり、

人材育成の面で十分とは言えない状況もある。特に、機体会社との交渉や飛行試験

への参加の機会がほとんどないことから、機体とのインテグレーション技術を担う

技術者が増えない状況にある。 

機体とのインテグレーション技術はエンジン開発を行う上で非常に重要であり、

この面での人材育成状況についてもう少し述べておきたい。 

インテグレーション作業は機体とのベストマッチングを図る作業であり、防衛省

プロジェクトにおいては国内エンジンメーカも国内機体メーカから様々な要求を受
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けてこの分野に関する作業を行っている。ナセルを担当する機体メーカと共同でエ

ンジンとナセルを改良して騒音を下げたり、エンジン設計時にはＣＡＤ（コンピュ

ータ製図）上で問題がなかった部品がナセルの開閉時に部分的に干渉することが判

明してエンジンを設計変更した例もある。このような問題を解決しつつ効率的に作

業するためには多くの経験が必要であり、経験を積む機会を増やすことで有効な人

材育成が可能となる。近年はＦＡＤＥＣ（全電子式エンジンコントロール）の発達

でエンジンの制御に膨大な制御プログラムを盛り込んでいるが、機体側の運用方法

やロジックを十分熟知せずにプログラミングして、機体側の指摘で修正することも

増えている。すなわち、機体の実情に詳しい人材を多く確保することは、効率的に

エンジン開発を進める上で非常に重要となっている。しかしながら、民間プロジェ

クトでは海外のプロジェクト主体メーカがこのような作業をほぼ独占して実施して

いるため、この分野の経験をする機会はほとんどないのが実情である。防衛省プロ

ジェクトにおいては国内機体メーカとの交渉機会を持つこともできるが、ボーイン

グ、エアバス、エンブラエルなどにおけるメーカごとに異なる機体設計フィロソフ

ィーや制御ロジックに触れる機会は無い、この分野での人材育成の機会を作ること

が戦略的には非常に重要と考えられる。 

（２）商品企画・営業分野の人材 

自社エンジンを開発し販売するためには、上記の設計・開発・製造の技術者の他

に商品企画、営業といった分野での人材を揃える必要がある。商品企画分野の人材

は、エアラインおよび機体メーカのニーズを把握する活動を通じて育成されるもの

であるが、国内ではそのような活動の場は多くはない。このため、この分野で国内

に十分な人材が居るとは言い難い状況となっている。営業分野も、実際に世界市場

で売る独自エンジンを持っていないために営業活動は行われておらず、やはり人材

はごく限定されたままとなっている。エンジンの販売では、単なる値引きだけでな

く、顧客の希望に合わせて機体への融資やメンテナンスオプションなど様々な提案

を組み合わせて提供するノウハウも必要とされるが、具体的な営業活動がない現状

では人材育成も容易ではないと思われる。この分野へ本格的に進出するならば、相

当の工夫を講じる必要があると考えられる。 

（３）カスタマーサポート 

国産エンジンの販売を想定する場合、販売後のフィールド支援業務を行う人材が

必要不可欠である。このカスタマーサポートの分野では、防衛省向けエンジンのサ

ポート業務や、エンジン（民・防）の整備（オーバーホール）事業が存在するため、

ノウハウを維持・蓄積することは可能となっている。また、整備事業により、様々

なエンジンの劣化・破損の情報が入ることは、結果として顧客（エアライン）がエ

ンジンに求める要求を直接知ることにつながり、エンジン開発と同様に蓄積される

知識も多く、人材育成にも役立っていると言える。 

（４）国産エンジンの開発に向けて 

以上を総括すると、日本の航空機産業が目指す、日本が主導する航空機エンジン

の企画、開発、販売と、運用のサポートに必要な人材は、まだまだ十分とは言えな



 43

い状況にある。技術者の充実のためには、より多くのプロジェクトを、十分な頻度

で行うことが有効と考えられるが、特に、製品企画、販売分野の人材の充実には、

例えばＭＲＪプロジェクトにおける機体メーカの人材育成手法は参考になると思わ

れる。これらも踏まえ、有効な育成手法の工夫をエンジンメーカも行う必要があろ

う。 

 

４．１．５ アビオ二クスメーカにおける人材育成 
（１）人材育成の現状 

電機メーカの場合、新卒採用は電気系、機械系、情報系の出身者が多く、航空宇宙分

野出身の学生は少ない。入社後の配属は、新人教育（総合及び専門）を経たのち本人希

望、素養・適性、事業部要請を踏まえて各事業部に配属される。その際、ビジネス規模

が小さいこともあり航空宇宙分野のアビオニクス事業への新人希望者は少ないのが現状

である。 
さて、新卒採用者は、全社的に展開される技術導入教育後、配属先で実務を通じて人

材育成していくことになる。ここでは、専門分野に特化し技術力を強化していくと共に、

航空宇宙分野で必要となる製品知識、システム、ＳＰＥＣ、信頼性及び耐環境性等を中

心とした教育をＯＪＴによって実施している。一人前になるには１０年は実務経験を積

む必要があり、時間をかけて人材を育成していくことが不可欠である。 
ハード系及びソフト系の領域の専門能力を持つ人材は、他事業部でも貢献できること

から、キャリア形成の一環で他事業部（別分野）へ異動希望する者もおり、時間をかけ

て育成したアビオニクス事業の人材が一瞬にして居なくなってしまうことがあるのも機

器メーカの実情である。 
一方、海外に目を向けるとアビオニクスの分野でも欧米では合従連衡が進み、システ

ムインテグレータがメインでビジネスを展開している。これらのメーカは総合力を強み

とし、機体開発毎に、各種システム製品、技術力、コスト競争力を強化してきた。これ

に比べ、日本メーカは防衛省の機体を中心に開発を進めてきているものの、競争力では

明らかに格差が生じている。 
（２）今後の人材育成について 

航空機の開発は大規模化し、トータルコストを低減するコスト競争力や技術力を持つ

サプライヤが選定されるとともに、そのサプライヤのリスクシェアリングパートナーと

しての責任範囲も拡大してきている。一方で、日本市場は総じて規模が小さく、将来に

向けてビジネスを拡大するのであれば世界市場（民間機ビジネス）へ打って出る必要が

あり、これに必要となる若手の人材育成は急務である。 
民間機ビジネスへ展開していくためには、分野別（ハードウエア、ソフトウエア及び

システム）の技術力強化だけでなく、機体メーカ及び海外アビオニクスメーカとの共同

開発は人材育成上、有効な手段である。 
アビオニスクメーカの場合、電気系、機械系共に専門分野のスペシャリストとして成

長はするが、ビジネス展開ができるエンジニアの育成が難しい。このため、機体メーカ

へ出向することで、機体システムを実践の中で理解し、実機経験を積んで幅の広い技術
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を身につけることは、人材育成の有効な手法であると考えられる。 
また、総合力を持つ一流の海外アビオニクスメーカとの共同開発では、契約・交渉、

マーケティング、設計・評価手法、型式証明、リスク管理、サプライチェーンマネージ

メント及びコスト競争力等、技術的な側面以外にも多くを学ぶことができる。ビジネス

感覚を磨きビジネスができるエンジニアの人材育成には欠かせないステップである。 
ただし、人材育成が出来ても新たな開発案件がなければ役立てることが出来ず、次の

人材も育たない。人材育成はビジネスの継続・拡大に深く関わっていることが重要なポ

イントである。 
 

４．１．６ 航空機装備品メーカにおける認証取得と人材育成 

ここでは、装備品メーカが、機体のＦＡＡ（Ｆｅｄｅｒａｌ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ａｄ

ｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）認定取得に向けて、装備品レベルでの支援が要求されるシス

テムサプライヤーとして民間機開発に参画した事例と、その中で認識された装備品メーカ

としての人材育成課題を紹介する。尚、事例での対象装備品は、油圧装置及び電子制御装

置を含むシステムであり、且つ、構造部材に該当するものである。 

（１）装備品メーカの認証取得事例 

認証取得に向けたシステムサプライヤーとしての開発参画の事例では、従来の装備品

メーカでの開発作業、例えば、防衛省機体の装備品開発、あるいは民間機開発へのベン

ダーとしての参加等と比較すると作業範囲に大きな違いが見られる。加えて、効率的な

認証取得を目的に、日々の業務が認証取得を意識した形で進められている点が、本事例

での大きな特徴である。従来、装備品メーカにとっての開発作業は、機体メーカやシス

テムサプライヤーから機器あるいはシステムの詳細を規定した仕様書を入手し、それら

に合致するものを設計することに限定されていた。一方、本事例では装備品メーカは機

体レベルの要求を受けるだけであり、機器やシステムの設計仕様書の作成は装備品メー

カが担当する等、作業範囲は大幅に拡大している。 

以下に例を挙げる。 

 ア．すべての開発作業は、ＦＡＡガイドラインに基づいたプロセスで進められており、

これは、従来型の開発作業を実施してきた装備品メーカにとっての初めての経験とな

る。例えば、ソフトウエア開発では、認証取得、開発、評価、形態管理および品質保

証に関する合計５種類の計画書を作成し、加えて、要求性能、設計方法、及び、コー

ディングに関する合計３種類の設計標準を準備した上で、実設計、つまり製品設計に

入るという手順で進められる。これらの文書は全てＤＥＲ＊１の承認対象であり、すべ

て英文で作成されている。 

 注＊１： ＤＥＲ（Ｄｅｓｉｇｎａｔｅｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｒｅｐｒｅ- 

ｓｅｎｔａｔｉｖｅ）ＦＡＡによる承認行為の代行が認められている代行者 

 イ．設計仕様を規定する過程においては安全性解析が重要視され、解析の妥当性、その

解析結果の設計仕様への適切な反映等について、ＤＥＲの厳しい審査を受けている。

部品レベルの故障が機体レベルに及ぼす影響を検討するハザードアナリシスを徹底し

て行うのがこの作業の中心である。しかし、この領域に関する装備品メーカでの経験
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は十分ではなく、海外から経験のあるエンジニアを招き、手法の習得に努めている。 

ウ．民間機では機体メーカからの要求に加え、顧客満足やライフサイクルコストの低減

の観点から、エアラインでの標準的整備方法に適応した製品を開発することも重要視

されている。その為、整備マニュアルの基準となる航空機整備プログラムの情報を収

集し、航空機整備プログラムを十分に理解した上で、システム設計に臨んでいる。 

エ．認定を効率的に取得する為に、意識として日々の業務そのものを承認の対象と捉え

て開発を進めている。図面、仕様書、適用規格、解析書等の文書類は適宜、ＤＥＲの

承認を受け、また、実際の開発作業で発生する文書類の変更は、内容、根拠、誰が何

時、どんなメンバーで協議し決定したかを記録し、頻繁にＤＥＲの確認を受けている。

尚、その為、特別な管理システムとして要件管理チェックツールを新たに導入し、確

実な変更管理と記録を実施している。 

これらを進める上で、装備品メーカとしては、機体レベルの要求を受けて機器やシス

テム仕様書を作成できる技術者、つまりシステム設計者が不足しているのが現状である。

これまでには経験の少なかった領域でもあり、社内での育成には時間を要するのは明ら

かである。このため、海外の経験豊富な技術者、特に、ＦＡＡ認定取得に必要となる安

全性解析に精通した技術者を国内の開発チームに加え、実作業を担当させるとともに、

ＯＪＴリーダとしての役割も与え、日本人技術者への教育を進めている。加えて、コン

サルタント契約の元ＤＥＲを活用し、認定取得に向けて必要な指導を受けている。 

（２）人材育成上の課題 

上述の通り、機体レベルの要求を機器、あるいいはシステムの仕様書に落としこめる

システム設計能力の向上が、装備品メーカの今後の人材育成の大きな課題と言えよう。

特に、末端の故障が与える機体レベルへの影響を適切に予測し、その危険度を判断する

安全性解析能力の向上が重要課題であり、今後、海外の経験豊富なメーカと競合してい

く為には、この課題の克服が装備品メーカにとって不可欠と思われる。これは企業内で

の教育テーマであるとともに、今後の大学教育等でも考慮されることが航空機産業発展

の一助になるのではないかと感じられる。一方、仕様書に基づく製品設計（強度解析、

性能解析、図面作成等）や製造に関しては、装備品メーカが従来培った能力で十分に対

応できることが上記事例の中で確認されており、本領域でのこれまでの人材育成が適切

であったことが示された。 

最後に、開発組織における作業分担と責任の所在について述べる。一般的な装備品メ

ーカでは、機能・性能、強度、安全性、信頼性、整備性等の要求される諸用件に関する

多くの作業を、限られた技術者が兼任するのが開発組織の現状であろう。しかしながら、

本事例の経験から、個々の用件に関する責任所在を明確にできる組織作りと、それぞれ

に関するスペシャリストの育成も忘れてはならない課題であると思われる。 

 

４．１．７ 航空機産業に関連する商社の活動と人材育成 
（１）商社の活動 

ここでは、商社の活動として、まず航空機産業に限らない一般的な商社の果たす典型

的な役割を挙げ、その中で航空機産業における商社の活動状況の事例を幾つか以下に列挙
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する。 
ア．アドバイザ・コンサルテーション機能 

ＭＲＪの事業化が正式に決定される過程において、経済産業省は産業構造審議会航空

機宇宙産業分科会航空委員会の下部委員会として小型旅客機開発事業推進専門委員会を

設置した。その委員会は久保田弘敏 東海大学総合科学技術研究所教授を座長として、

産・官・学より総勢２２名により構成されたが、その中に総合商社４社からも委員が選

出されている。本委員会における商社のアドバイザ・コンサルテーション機能を発揮し

た証左として、第１０回委員会において４商社より提出された合同コメントを以下に紹

介する。 
「第１０回小型機開発事業推進専門委員会における４商社合同コメント」 
  航空機自体の設計コンセプト・性能・価格がエアラインのニーズに合致しているとい

う前提の下、航空機の販売を更に伸ばすために必要なものの一つは「投資適格な商品と

しての認知」を獲得することではないかと推察される。 
 ① Ｂ７３７シリーズ、Ａ３２０シリーズ等市場で人気の航空機は、同時に航空機リー

ス会社、投資家、ファンド等が投資の対象として適格と評価する機材。 
⇒ これらの機種の約３０％が航空機リースからの見越し発注。 

② 航空機の購入金額（＝投資金額）は一定期間の航空会社からのリース料支払いと将

来の航空機の中古市場での処分価格で回収する。 
 航空機リース会社・投資家・ファンドが負担する主なリスク 
  ⇒ 残価リスク（中古市場での処分価格） 
  ⇒ 与信リスク（航空会社からのリース料などの支払い） 

③ 投資意欲醸成のための必要条件 
製造メーカの支援 

    将来価格保証供与 
    品質保証供与         
    将来買戻保証供与        

国としての支援 
国内・海外のエアラインによる購入が容易になる税制特別処置の検討 
国内投資家がリース機材として当該航空機を所有することにインセンティブ

のある税制特別処置の検討 
    イ．セールス・マーケティング・オーガナイザー機能 

戦後、旧財閥が企業グループという形で復活したかたわら、銀行が中心になって芙蓉

グループ、三和グループ、第一勧銀グループなどが形成され、グループ内の商社・銀行・

メーカが一丸となって活動する中で、商社は企画機能と総合的調整機能とを担ってきた。

また、重工業化と国際化の進行の中で、商社は取扱い商品を多角化しながら、システム

化したプロジェクトの登場に際して、関連する多数の商品・産業部門を組合せ・統合す

る能力を示し、諸産業のオーガナイザとなって機能するようになった。それに関連して、

商社は資源開発・情報収集・分析の機能を併せもつようになった。 
一方、我が国の航空機産業は、敗戦から７年間、航空機の研究から製造までが禁止さ

市場価格の大幅下落のリスクから投資家を解放 
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れ、１９５２年から新しく出発することを余儀なくされた。この再出発に際し、商社の

航空機産業との関わりが現在の防衛省に対する海外メーカの売込みから始まったと言っ

てよい。各商社は優良な製品を作る海外メーカの代理店になることで商権を獲得して行

ったが、対象は機体、エンジンのみならず、装備品、武器、特殊材料、ソフトウェア等

へと拡げて行った。更に、防衛省と日本メーカの要請、及び安全保障上の観点から単な

るセールスのみならず、海外メーカから日本メーカへのライセンス国産をオーガナイズ

する機能も付加して行った。この流れは現在も基本的に変わりはない。 
更に、航空機による大量輸送時代の到来を睨み、代理店の対象は民間航空機の海外メ

ーカにも広がって行った。現在では大・中・小型機のみならず、ビジネス機、リージョ

ナル機のほとんどの海外メーカは商社を代理店として起用している。 
他方で、長年の海外メーカとの良好な関係を活用し、日本のメーカの製品を海外メー

カへ売込み、採用の実績を積み上げて来ており、現在の国際共同開発の流れへと発展し

て行った。今後は我が国の航空機産業界が国産完成機を海外に販売して行く中で、商社

の果たすべき役割を考える時、以下の機能が挙げられる。 
 ① リース・ファイナンス 
  一般的にリースの形態として、購入価格の全額をリース料でカバーするファイナン

スリース（借り手資産）と、中古機となったときの査定価値をあらかじめ差し引いた

価格でリース料を設定するオペレーティングリース（貸し手資産）の２種類ある。近

年は航空会社側にとって初期投資を抑制できることからオペレーティングリースの需

要が高まっている。このリース事業強化の為、各商社とも合弁会社を相次いで設立し

ている。 
一方、上述のＤＲＹリースと呼ばれているリース形態に対し、運行、操縦、整備の

サポートまでリースするＷＥＴリースと呼ばれる形態もあり、米国では一般化されて

きている。ファイナンス手法も日々進歩している為、相手国事情に対応するモデルを

構築する必要がある。 
② オフセット提案 

 中・大型機であれば機体の購入の見返りに機体の一部や部品の製造を相手国に与え

る直接オフセットは可能であったが、小型機の場合オフセットに出すだけの物量を期

待することは難しい。このため、研究開発や訓練といった間接オフセットを提案でき

るという意味で、その国・地域と様々な産業分野で取引のある商社ならではの機能と

なろう。 
③ プロパガンダ 
 上述の通り、その国・地域と様々な産業分野で取引があることによって蓄積された人

脈や世界のネットワークを最大限活用することで、その商社の持つブランド力が広告と

しての機能を果たすと思われる。 
ウ．サプライチェーンマネジメント（ＳＣＭ）・ロジスティクス機能 

ＩＴを活用したトータルロジスティクス機能は、機体販売に欠かせないプロダクトサ

ポート体制構築、業務遂行（受発注、在庫管理、物流）に寄与するものであろう。 
（２）商社の人材育成 
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自らは生産設備を保有しない（Ｊ／Ｖ、Ｍ／Ａ等は別にして）商社にとっては「人材」

こそが最大の資産と言われ、「人材育成」は将来を左右する重要な課題としている。ここ

では各商社が公表している「求められる人材像」と「人材育成システム」を紹介する。 
 
ア．求められる人材像 

各社共、その求める人材像について以下のような「標語」にして表現している。 
① ＩＰＯ（I：Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ 誠実、Ｐ：Ｐａｓｓｉｏｎ やる気・情熱・開拓

者精神、Ｏ：Ｏｒｉｇｉｎａｌｉｔｙ 独創性） 
② 知識力（幅広い基礎能力と高度な専門能力を備えた、市場価値の高いプロフェッ 

ショナルな人材） 
 ③ 発想力（環境の変化やグローバル化に迅速に対応し、過去の常識にとらわれない 

自由な発想で、常に新しい価値の創造に挑戦するパイオニアスピリッツ溢れ

る人材。物事の本質を見極めたうえで、適格なソリューションを提案できる

人材） 
 ④ 実現力（強いリーダーシップのもと、周囲とのコミュニケーションを通し、発想を 

実現へと結びつける行動力を持った人材） 
⑤ 世界人材 

イ．人材育成システム 
各社独自の人材育成システムを採用しているが、共通しているのはＯＪＴとＯｆｆ－

ＪＴに大別されることであろう。以下にその典型的なプログラムの概要を紹介する。 
 ① Ｏｆｆ－ＪＴ 

階層別研修（新入社員研修、中堅社員研修、課長研修、イグゼクティブ研修など）： 
一例として新入社員の研修項目には、財務、法務、会計、外為、貿易実務、コン

プライアンス、物流等があり、基幹的業務遂行に必要となる知識の習得を徹底さ

せている。 
海外研修（語学研修、修業研修、ＭＢＡ等） 
異業種交流研修 

 ② ＯＪＴ 
指導員制度：新入社員には入社後１年間は配属部署の先輩社員がマンツーマンにて

指導にあたる。単なる仕事上の知識、スキル、ビジネスマナーに留ま

らず、率先垂範することにより企業文化の継承を行うもの。また新入

社員自身も将来指導者となり、人に教えることで自身の成長を促す。 
ローテンション：入社後ある一定期間内には必ず複数の部署、業務を経験させる。

また、管理職でも一定期間を過ぎれば必ず他部署への配置換えを

行う企業もある。 
（３）まとめ 

昨今、航空機業界における以下のような産業構造の変化が顕著である。 
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、下請け企業までを巻き込んでの価格競争激化 
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③ 業界の再編統合が促進 
④ 新事業モデルの導入 

最小投資・最大利益の追求 
     リスクのオフロード 
     サプライチェーンの再編強化 
     サプライヤの負担とリスクが増加 
⑤ 技術革新（環境対策） 
斯様な環境下、我が国の機体・エンジン・装備品メーカが独自開発なり、国際共同開発

においてプロジェクトを推進して行く上で、上述に述べた商社の機能を最大限活用するこ

とは、プロジェクトの成功への一助となろう。 
また、人材育成の面では、商社の有する海外店、現地における産・官・学との人脈を活

用し、人材交流の機会を提供することも可能と思われる。 
 

４．１．８ 実績の無い領域に対する対応 

本章においてここまでに紹介された企業活動の現状を踏まえ、未経験の領域への対応が

必要とされていることがわかる。しかし、実際には経験の蓄積がなければ未知の領域に適

切な対応を取ることは不可能であり、たとえ優秀な人材であっても、ただ単に実績が無く

未経験の領域を担当するだけでは、世界と競争力のあるレベルに到達することは困難であ

り、何らかの工夫が必要である。これらへの対応方策について検討、議論を行った結果を

以下にまとめる。  

（１）欧米の航空機産業からの経験者の採用 

     欧米から経験者を雇うことは彼等からその経験を学ぶことが出来ると思われるが、

果たして彼等が日本の航空機産業界に何処まで貢献してくれるかは未知数である。 

但し、欧米人と日頃から付き合うことによって世界観が醸成され、欧米人の考え方を

知ることは必要不可欠であり、企業の中にこのような欧米のカルチャーを取り入れる

ことは航空機産業においては必要であると考えられる。 

（２）欧米の大手航空機／エンジンメーカとのコンサルタント契約 

  欧米の大手航空機／エンジンメーカとコンサルテイング契約することは有効であ 

ると思われるが、将来の競合相手と考えられる日本の航空機産業育成のために彼等が

何処まで貢献してくれるかは保証の限りではなく、むしろ最低限のことしか対応しな

いとも考えられる。三菱重工業㈱はＭＲＪの開発にあたり、海外の国々のＴｙｐｅ 

Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ取得や、技術支援などについてボーイング社とコンサルタン

ト契約を結んでいるが、充分なコンサルテイングを得られるのかは、今後その対応に

ついて注視していく必要がある。 

（３）欧米の大手航空機／エンジンメーカとの国際共同開発 

      欧米の大手航空機／エンジンメーカと対等な立場でＪｏｉｎｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ

を確立することが出来れば、多くのことを学び、取り入れることが出来ると考えられ

る。これまでの実績として、日本はＩＡＥ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｅｒｏ 

Ｅｎｇｉｎｅｓ）に参加してⅤ２５００ Ｅｎｇｉｎｅ の開発を行ってきた。 
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この時の経験は日本の民間エンジン開発の基盤となっており、ＩＡＥに参画して得た

ものは限りなく大きかったと言える。これは国際共同開発に於いて日本がイコール・

パートナー・シップであったことが重要な要素であり、民間エンジン分野で経験の無

い日本の航空エンジン開発チームにとって、欧米のエンジン・メーカから多くのこと

を学んだと言われている。 

また、ホンダ・ジェットはそのエンジン開発とプロダクト・サポート体制を確立する

ためにＧＥ社とＪＶ（５０：５０）を作ってＧＥのノウ・ハウを獲得しようとしてい

る。この中でエンジンの開発は技術的には全てホンダが行い、デザイン・レビューを

ＧＥの経験を活用できる契約を結んでいるとのことで、重要な過去の実績などにアク

セスできる有効な契約形態を採っていると考えられる。 

（４）欧米の航空機メーカに出向させての人材育成 

      Ⅴ２５００以降、国際共同開発としてイコール・パートナーシップを採れる様な 

契約形態は難しい状況にあるが、最近はＲＲＳＰ（Ｒｉｓｋ ａｎｄ Ｒｅｖｅｎｕ

ｅ Ｓｈａｒｅ Ｐｒｏｇｒａｍ）契約が盛んに行われている。この契約内容は多

岐・多様に亙っており、部品の下請け製造的なサプライヤー・レベルのものから基本・

詳細設計を含む契約のものまである。 

      ＲＲＳＰは開発プログラムを、ＯＥＭ（Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ 

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ）が全て主管するため、限定された部位しか経験出来ない

ことにもなるが、欧米のメーカの中に入り込んで一緒に作業を行うことから、貴重な

経験を蓄積することが出来る。適切な部署に配属され、経験を積むことが出来れば人

材の育成の観点からその意義は大きい。 

ＭＲＪの開発において、エンジンメーカであるＰ＆Ｗ社は三菱重工業(株)の技術者

をＰ＆Ｗ社に招いて共同開発を行う提案をしている。航空機開発において、エンジ

ン・メーカは機体メーカを客先として扱い、優遇処置を取ることもあるため、これら

の機会は大いに活用すべきと思われる。 

（５）エアラインとの共同作業（Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ） 

     日本のエアラインは、これまで欧米の航空機やエンジン・メーカに対して運航に於

ける各種の不具合情報やデータの提供を行うと共に、プロダクト・サポート担当と一

緒になって、航空機やエンジンの改善に取り組んできた。これらの経験は航空機／エ

ンジン・メーカにとって、次世代航空機やエンジンの開発に重要な役割を果たしてい

る。 

最近の新しい航空機やエンジン開発では、ＷＴＴ Ｍｅｅｔｉｎｇ（Ｗｏｒｋｉ

ｎｇ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ Ｔｅａｍ Ｍｅｅｔｉｎｇ）による活動が定着してきた。

これは航空機メーカやエンジン・メーカがエアラインの要求を充分に取り入れた航空

機とエンジンを開発するために、Ｄｅｓｉｇｎ Ｒｅｖｉｅｗをエアラインと一緒に

行う活動である。 

日本の航空機／エンジン・メーカはこれまでに殆どエアラインとの連携を図って

来ておらず、現実にエアラインの要求が理解されているとは言えない状況である。 

エアラインの技術担当経験者で、メーカと直接業務を行っていた人達と連携する
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ことは、顧客のニーズを先取りできるだけでなく、欧米のメーカの対応についても

知ることが出来、その意義は大きい。 

国産航空機の開発に当たっては、日本のエアラインを顧客としてではなく航空機

／エンジンの共同開発担当として対等に協力関係を得ることが重要ではないだろう

か。 

 

参考文献： 

（１）「ＹＸ／７６７開発の歩み」【民間航空機㈱編、航空宇宙問題調査会発行】 

（２）「７７７開発の歩み」【民間航空機㈱編／発行】 
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４．２ 関連産業及び他産業における人材育成について 

他産業における人材育成を見た場合、基本的にはＯＪＴを中心に技術、ビジネス、キャリア

などの研修を実施している。また、ビジネスのグローバル化に対応した人材育成や人材育成を

行なうための専門機関の設立なども行なわれている。 航空会社では人材開発で大学と提携、

人材の育成・確保を図っている。 

ここでは幾つかの例を簡単に記すが、人材育成の観点からは、例えば技術者（エンジニア）

においても技術だけでなく、ビジネスや自らのキャリアを含めて人材育成を考えることが必要

であり、また、ビジネスのグローバル化への対応も重要となってくると考えられる。一方で、

こうした人材育成を実施していくためには、専門機関や外部（大学など）が活用されている。 

 

４．２．１ 自動車産業の人材育成 

自動車産業における人材育成は、国内の大手自動車メーカの場合、ＯＪＴを中心とした教育

を実施するとともに、グローバルな事業展開への対応にも注力されていると考えられる。 

例えば、２００３年に公表されたトヨタ自動車の人材育成に関する資料（Ｅｎｖｉｒｏｎｍ

ｅｎｔａｌ ＆ Ｓｏｃｉａｌ Ｒｅｐｏｒｔ）においては、人材育成としてＯＪＴを中心と

した計画的な教育・異動、トヨタウェイの共有、トヨタインスティテュートの設立について述

べられている。 

（１） ＯＪＴを中心とした人材育成では、事務・技術職に対しては「プロ人材」を、技能職

には能力の幅を広げて日常業務を確実に運営できる「Ｔ字型人材」をそれぞれが求め

る人材像として、全社的に資格別教育を実施するとともに部門別専門教育、語学教育、

専門教育などの知識・スキル教育も併せて実施している。ここで「プロ人材」とは、

付加価値を自ら創り出し、社会に貢献できる人材であり、かつチームワークの中で力

を発揮できることなどが要件となっている。また、Ｔ字型人材とは、英語力や業務知

識などの幅広い能力（Ｔの横棒部分）に加え、一つの分野での深い専門的な知識や経

験（Ｔの縦部分）を併せ持った人材を言う。このように、人材育成では求めるべき人

材の姿を明示している。 

（２） トヨタウェイの共有とは、同社では２００１年４月に「トヨタ基本理念」を実現する

ために、社員として共有すべき価値観と行動指針を明示した「トヨタウェイ２００

１」を策定している。これは、グローバルトヨタの発展と現地への権限委譲をスムー

ズに進めていくために、これまで暗黙知に伝承されてきたトヨタの経営哲学、価値観、

実務遂行上の手法を明文化したもので、「人間性尊重」「知恵と改善」の２つを柱に、

「チャレンジ」「改善」「現地現物」「リスペクト」「チームワーク」の５つのキー

ワードでまとめられた行動原則となっている。 

（３） トヨタインスティテュートは２００２年１月に社内組織として設立されたもので、ト

ヨタウェイの共有を軸に各事業体の有機的な結合強化を目的とした人材育成機関であ

る。設立のねらいとしては、真のグローバル化を推進し、新しい価値観を進化させる

ことによって、グローバルトヨタの人材育成の牽引役として教育体制の整備推進が目

指されている。そして、具体的プログラムとしては、「グローバルリーダー育成スク

ール」と、「ミドルマネジメント育成スクール」などが設置されている。 
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４．２．２ 国内主要航空会社での人材育成 

航空会社では、例えば、日本航空の場合、人材開発プログラムはビジネス・プログラム、

キャリア開発プラン、自己選択研修プログラムから構成されている。 

また、日本航空、全日空ともに人材育成・確保の視点から、大学との人材育成協力が結

ばれている。 

 

        表４．２．２－１ 航空会社と大学の人材育成協定 

・2008年4月より『全日空エアラインプログラム』を実施

・全日空が客室乗務員を講師として派遣、ホスピタリティやエアラインサービス等の講義や、『接遇のた
めの英語』等の英語プログラムの講義やインターンシップを実施。客室乗務員や地上職、ホテル等を
含む観光関連業務・サービス業で必要とされる接客について基礎から実務まで学ぶことができるとい
う実用的な講義となっている

京都ノートルダム

女子大学

・埼玉女子短大の国際コミュニケーション学科に専任の講師を派遣し、全日空グループの人材を活用
すると共に、航空会社での現場経験を教育の場に生かしていくことが目的。そのほか、インターンシッ
プの実施や教材の共同開発等

・埼玉女子短大では、2004年度からエアライン・ホスピタリティコースを設けている

埼玉女子短期大学

・早稲田大学の基礎理工学部の機械科学・航空学科に全日空が技術者の講師を派遣。整備士の育成
を目的としている

早稲田大学

・2007年12月にANA総研と城西国際大学が、航空関連産業で活躍する人材育成のための協定を締結

・成田全日空ホテルや空港内の全日空関連施設でインターンシップし、空港関連産業への就職を後押
しするもの

・城西国際大学が成田空港の近くにキャンパスがあるという利点を生かし、本格的に空港関連産業に
就く人材育成が取り組まれた

・学生の一日研修の実施や、3～4日の短期集中研修講義が開かれ、その後、社員を教員として講義
設置予定（※2007年設置時点）

・この他、大学とANA総研で物流分野の研究に関する情報交換が進められる計画

城西国際大学

・全日空グループのANA総研と同志社女子大が2007年9月に人材育成や研究で協力する協定締結

・同志社女子大に講師を派遣、3年生を対象として、航空産業の現状を紹介する講演会を実施

・平成20年を目途として、全日空グループ企業での就業体験（インターンシップ）を組み入れた新講座を
設置の予定（※2007設置時点）

同志社女子大学

・秋田・東北・アジアの観光の発展を目指して提携

・ANA総研では、大学と航空産業とのコラボレーションで優秀な人材を育成し、航空会社だけでなく、観
光なども含めた業界全体の人材需要に対応できると考えており、一方大学側は、1年から専門科目を

学び、現場を経験した講師から活きた様々な知識を得ることにより、職業適正を十分に考慮した上で
納得の行く就職先を選ぶことができ、且つ目的意識をもった4年間を過ごすことができるとの考えを

持っている

・東京客室部でインフライトマネージャーを務めるCAが講師となり「ホスピタリティー論」の講義を2007
年の前期より開始（「ホスピタリティーと文化」について、西洋、東洋の宗教等からホスピタリティーの
歴史を考えるという内容）

ノースアジア大学

・名古屋外国語大学では、航空業界や旅行、ホテル等の就職先を視野に入れた現代国際学部現代英
語学科を設けている。国際観光論、観光社会論、観光英語等を２年時から学べる。

・JALと教育提携を結び、『エアライン・ホスピタリティプログラム』を始動

・JALグループから現代英語学科の教授しJALグループから2名が教えている

・エアライン業界への就職実績として、2006年度卒業正では44名が就職

・JALの空港、ホテルにおいてのインターンシップを実施

名古屋外国語大学日本航空

・金城学院大学 英語英米文化学科では、キャビンアテンダントや空港グランドスタッフをめざす学生の
ための「エアラインプログラム」を導入。3年次にJALでのインターンシップ（実地研修）を実施

・高度な英語を学べることと、過去から航空業界への就職実績は多く、今後も航空業界への就職をサ
ポートする体制

金城学院大学

・2006年4月、日本で初めての航空機操縦士養成コースとして開設された工学部航空宇宙学科 航空
操縦学専攻において、全日空とパイロットの養成に関して連携、操縦士ライセンス取得を目指す学生
を対象に全日空講師を派遣

・その後、2007年には、双方の連携をもとに大学生と社会人を対象とした、観光学を中心とする新たな

教育プログラムを共同で開発を進めていくことで基本合意書に基づき協定を締結

東海大学全日空

概 要大 学企業

・2008年4月より『全日空エアラインプログラム』を実施

・全日空が客室乗務員を講師として派遣、ホスピタリティやエアラインサービス等の講義や、『接遇のた
めの英語』等の英語プログラムの講義やインターンシップを実施。客室乗務員や地上職、ホテル等を
含む観光関連業務・サービス業で必要とされる接客について基礎から実務まで学ぶことができるとい
う実用的な講義となっている

京都ノートルダム

女子大学

・埼玉女子短大の国際コミュニケーション学科に専任の講師を派遣し、全日空グループの人材を活用
すると共に、航空会社での現場経験を教育の場に生かしていくことが目的。そのほか、インターンシッ
プの実施や教材の共同開発等

・埼玉女子短大では、2004年度からエアライン・ホスピタリティコースを設けている

埼玉女子短期大学

・早稲田大学の基礎理工学部の機械科学・航空学科に全日空が技術者の講師を派遣。整備士の育成
を目的としている

早稲田大学

・2007年12月にANA総研と城西国際大学が、航空関連産業で活躍する人材育成のための協定を締結

・成田全日空ホテルや空港内の全日空関連施設でインターンシップし、空港関連産業への就職を後押
しするもの

・城西国際大学が成田空港の近くにキャンパスがあるという利点を生かし、本格的に空港関連産業に
就く人材育成が取り組まれた

・学生の一日研修の実施や、3～4日の短期集中研修講義が開かれ、その後、社員を教員として講義
設置予定（※2007年設置時点）

・この他、大学とANA総研で物流分野の研究に関する情報交換が進められる計画

城西国際大学

・全日空グループのANA総研と同志社女子大が2007年9月に人材育成や研究で協力する協定締結

・同志社女子大に講師を派遣、3年生を対象として、航空産業の現状を紹介する講演会を実施

・平成20年を目途として、全日空グループ企業での就業体験（インターンシップ）を組み入れた新講座を
設置の予定（※2007設置時点）

同志社女子大学

・秋田・東北・アジアの観光の発展を目指して提携

・ANA総研では、大学と航空産業とのコラボレーションで優秀な人材を育成し、航空会社だけでなく、観
光なども含めた業界全体の人材需要に対応できると考えており、一方大学側は、1年から専門科目を

学び、現場を経験した講師から活きた様々な知識を得ることにより、職業適正を十分に考慮した上で
納得の行く就職先を選ぶことができ、且つ目的意識をもった4年間を過ごすことができるとの考えを

持っている

・東京客室部でインフライトマネージャーを務めるCAが講師となり「ホスピタリティー論」の講義を2007
年の前期より開始（「ホスピタリティーと文化」について、西洋、東洋の宗教等からホスピタリティーの
歴史を考えるという内容）

ノースアジア大学

・名古屋外国語大学では、航空業界や旅行、ホテル等の就職先を視野に入れた現代国際学部現代英
語学科を設けている。国際観光論、観光社会論、観光英語等を２年時から学べる。

・JALと教育提携を結び、『エアライン・ホスピタリティプログラム』を始動

・JALグループから現代英語学科の教授しJALグループから2名が教えている

・エアライン業界への就職実績として、2006年度卒業正では44名が就職

・JALの空港、ホテルにおいてのインターンシップを実施

名古屋外国語大学日本航空

・金城学院大学 英語英米文化学科では、キャビンアテンダントや空港グランドスタッフをめざす学生の
ための「エアラインプログラム」を導入。3年次にJALでのインターンシップ（実地研修）を実施

・高度な英語を学べることと、過去から航空業界への就職実績は多く、今後も航空業界への就職をサ
ポートする体制

金城学院大学

・2006年4月、日本で初めての航空機操縦士養成コースとして開設された工学部航空宇宙学科 航空
操縦学専攻において、全日空とパイロットの養成に関して連携、操縦士ライセンス取得を目指す学生
を対象に全日空講師を派遣

・その後、2007年には、双方の連携をもとに大学生と社会人を対象とした、観光学を中心とする新たな

教育プログラムを共同で開発を進めていくことで基本合意書に基づき協定を締結

東海大学全日空

概 要大 学企業

 
出所）各社ホームページ及び新聞等のデータから作成 
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４．２．３ ＩＴ産業、エレクトロニクス産業での人材育成 

エレクトロニクスの大手メーカでは、新入社員から役員までを対象に、企業によ

っては３００以上の研修プログラムを実施している。これらの研修プログラムでは、

技術だけではなく、ビジネス、キャリアについてのプログラムも展開されている

（ただし、こうしたプログラムの特徴はエレクトロニクス産業に限ったことではな

い ）。  

例えば、ソニージャパンの公表資料によれば、技術研修には基幹技術研修、先端

技術研修、技術基礎研修などがあり、ビジネスではマネジメント・ベーシックス、

リーダーシップ実践基礎、問題解決、交渉術／プレゼンテーション／ビジネス文書

などがある。また、この他にキャリア向けの研修などがある。 

同社は２０００年にソニーユニバーシティを設立、事業責任者クラス等のリーダ

ー育成等を目的とした研修プログラムを展開している。具体的には事業責任者、部

長、課長クラスの次世代リーダーとしての３～４か月間のプログラムを実施してお

り、事業責任者向けは年１回、それ以外の層は年２回実施、１回のプログラムにつ

き２０人程度を指名している。この他、選抜式プログラム以外に本人の意思により

参加できる『Ｗａｎｄｅｒｓ！』というプログラムを実施している。 

これ以外に技術者の育成を目的にＤｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄ Ｅｎｇｉｎｅｅ

ｒ制度（２００６年導入 ）、 Ｓｏｎｙ ＭＶＰ認定制度（２００３年導入）などが

行なわれている。前者は、高い専門性の発揮によりその技術領域をリードしている

キーマンを選出し任命する制度で、後者は専門的な技術や知識を活用・発揮し、新

たな価値創造に貢献したキーパーソンを、年に一回ソニーグループ全体から自らの

立候補を含めて探し出し、顕彰する制度である。 

パナソニックの人材育成も、新入社員研修、専門能力研修、マネジメント研修と、

語学研修などの自己啓発およびＯＪＴなどから構成されている。そして、グローバ

ルな人材育成に関してはＯＪＴだけでなく、Ｏｆｆ－ＪＴを含めて実施されている。 

一方、ＩＴ分野の人材育成では、どのようなスキルが求められるかについて、経

済産業省からＩＴスキル標準が公表されている。ここではスキル・フレームワーク

に示すように、専門分野ごとにスキルレベルが定められており、人材に求められる

スキルが明示されている。 

 

 



 

 

 

 

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

販
売

チ
ャ

ネ
ル

戦
略

マ
ー

ケ
ッ

ト
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

訪
問

型
コ

ン
サ

ル
テ

ィ
ン

グ
セ

ー
ル

ス

訪
問

型
製

品
セ

ー
ル

ス

メ
デ

ィ
ア

利
用

型
セ

ー
ル

ス

Ｂ
Ｔ

（
B
u
sin

e
ss T

ran
sfo

rm
atio

n
）

ＩＴ

パ
ッ

ケ
ー

ジ
適

用

ア
プ

リ
ケ

ー
シ

ョ
ン

デ
ー

タ
サ

ー
ビ

ス

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

シ
ス

テ
ム

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

開
発

／
ア

プ
リ

ケ
ー

シ
ョ
ン

開
発

／

シ
ス

テ
ム

イ
ン

テ
グ

レ
ー

シ
ョ
ン

ア
ウ

ト
ソ

ー
シ

ン
グ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

サ
ー

ビ
ス

ｅ
ビ

ジ
ネ

ス
ソ

リ
ュ

ー
シ

ョ
ン

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

開
発

プ
ラ

ッ
ト
フ

ォ
ー

ム

シ
ス

テ
ム

管
理

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

分
散

コ
ン

ピ
ュ

ー
テ

ィ
ン

グ

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

業
務

シ
ス

テ
ム

業
務

パ
ッ

ケ
ー

ジ

基
本

ソ
フ

ト

ミ
ド
ル

ソ
フ

ト

応
用

ソ
フ

ト

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

フ
ァ

シ
リ

テ
ィ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

シ
ス

テ
ム

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ
ン

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ
ン

カ
ス

タ
マ

サ
ポ

ー
ト

研
修

企
画

イ
ン

ス
ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

レベル７

レベル６

レベル５

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

職種 マーケティング セールス コンサルタント ＩＴアーキテクト プロジェクトマネジメント ＩＴスペシャリスト
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

ソフトウェア
デベロップメント

カスタマサービス オペレーション ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾝ

専門分野

ハ
イ
レ
ベ
ル

ミ
ド
ル
レ
ベ
ル

エ
ン
ト
リ
レ
ベ
ル

ハイレベル：社内において当該職種／専門分野に係るﾃｸﾉﾛｼﾞやﾒｿﾄﾞﾛｼﾞ、ﾋﾞｼﾞﾈｽをﾘｰﾄﾞするﾚﾍﾞﾙ。特にﾚﾍﾞﾙ7は、市場全体から見ても先進的なｻｰﾋﾞｽの開拓や市場化をﾘｰﾄﾞする。ｽｷﾙ開発においても、社内戦略の策定・実行に大きく貢献することが求められる。

ミドルレベル：ｽｷﾙの専門分野が確立し、自らのｽｷﾙを駆使することによって、業務上の課題の発見・解決をﾘｰﾄﾞすることができるﾚﾍﾞﾙ。ｽｷﾙ開発においても、自らのｽｷﾙの研鑽を止めることなく、また、下位ﾚﾍﾞﾙの育成に積極的に貢献することが求められる。

エントリレベル：ｽｷﾙの専門分野が確立するにはいたっておらず、当該職種の上位ﾚﾍﾞﾙの指導の下で、業務上における課題の発見・解決を行うことができるﾚﾍﾞﾙ。ｽｷﾙ開発においては、自らのｷｬﾘｱﾊﾟｽ実現に向けて積極的なｽｷﾙの研鑽が求められる。

出所）経済産業省「ＩＴスキル標準」資料から作成 

図４．２．３－１ スキル･フレームワーク 
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この時の経験は日本の民間エンジン開発の基盤となっており、ＩＡＥに参画して得た

ものは限りなく大きかったと言える。これは国際共同開発に於いて日本がイコール・

パートナー・シップであったことが重要な要素であり、民間エンジン分野で経験の無

い日本の航空エンジン開発チームにとって、欧米のエンジン・メーカから多くのこと

を学んだと言われている。 

また、ホンダ・ジェットはそのエンジン開発とプロダクト・サポート体制を確立する

ためにＧＥ社とＪＶ（５０：５０）を作ってＧＥのノウ・ハウを獲得しようとしてい

る。この中でエンジンの開発は技術的には全てホンダが行い、デザイン・レビューを

ＧＥの経験を活用できる契約を結んでいるとのことで、重要な過去の実績などにアク

セスできる有効な契約形態を採っていると考えられる。 

（４）欧米の航空機メーカに出向させての人材育成 

      Ⅴ２５００以降、国際共同開発としてイコール・パートナーシップを採れる様な 

契約形態は難しい状況にあるが、最近はＲＲＳＰ（Ｒｉｓｋ ａｎｄ Ｒｅｖｅｎｕ

ｅ Ｓｈａｒｅ Ｐｒｏｇｒａｍ）契約が盛んに行われている。この契約内容は多

岐・多様に亙っており、部品の下請け製造的なサプライヤー・レベルのものから基本・

詳細設計を含む契約のものまである。 

      ＲＲＳＰは開発プログラムを、ＯＥＭ（Ｏｒｉｇｉｎａｌ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ 

Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒ）が全て主管するため、限定された部位しか経験出来ない

ことにもなるが、欧米のメーカの中に入り込んで一緒に作業を行うことから、貴重な

経験を蓄積することが出来る。適切な部署に配属され、経験を積むことが出来れば人

材の育成の観点からその意義は大きい。 

ＭＲＪの開発において、エンジンメーカであるＰ＆Ｗ社は三菱重工業(株)の技術者

をＰ＆Ｗ社に招いて共同開発を行う提案をしている。航空機開発において、エンジ

ン・メーカは機体メーカを客先として扱い、優遇処置を取ることもあるため、これら

の機会は大いに活用すべきと思われる。 

（５）エアラインとの共同作業（Ｗｏｒｋｉｎｇ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ） 

     日本のエアラインは、これまで欧米の航空機やエンジン・メーカに対して運航に於

ける各種の不具合情報やデータの提供を行うと共に、プロダクト・サポート担当と一

緒になって、航空機やエンジンの改善に取り組んできた。これらの経験は航空機／エ

ンジン・メーカにとって、次世代航空機やエンジンの開発に重要な役割を果たしてい

る。 

最近の新しい航空機やエンジン開発では、ＷＴＴ Ｍｅｅｔｉｎｇ（Ｗｏｒｋｉ

ｎｇ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ Ｔｅａｍ Ｍｅｅｔｉｎｇ）による活動が定着してきた。

これは航空機メーカやエンジン・メーカがエアラインの要求を充分に取り入れた航空

機とエンジンを開発するために、Ｄｅｓｉｇｎ Ｒｅｖｉｅｗをエアラインと一緒に

行う活動である。 

日本の航空機／エンジン・メーカはこれまでに殆どエアラインとの連携を図って

来ておらず、現実にエアラインの要求が理解されているとは言えない状況である。 

エアラインの技術担当経験者で、メーカと直接業務を行っていた人達と連携する
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ことは、顧客のニーズを先取りできるだけでなく、欧米のメーカの対応についても

知ることが出来、その意義は大きい。 

国産航空機の開発に当たっては、日本のエアラインを顧客としてではなく航空機

／エンジンの共同開発担当として対等に協力関係を得ることが重要ではないだろう

か。 

 

参考文献： 

（１）「ＹＸ／７６７開発の歩み」【民間航空機㈱編、航空宇宙問題調査会発行】 

（２）「７７７開発の歩み」【民間航空機㈱編／発行】 
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図４．２．３－１ スキル･フレームワーク 
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第５章 その他の分野における人材育成について 

 

５．１ 公的研究機関における人材育成 

５．１．１ はじめに 

 各国に設置されている「公的研究機関」の位置付けについては、多様な考え方と、時代

の流れに応じた変遷はあるものの、一般的には、営利目的の企業活動と、大学での基礎研

究の中間を埋める役割とされている。また、政策を実現するための大きなプロジェクトの

実施主体となる場合もある。このため、技術者の人材育成に対する公的研究機関の役割と

しては、自己の組織で必要とされる人材の育成だけでなく、育成された人材の企業等への

供給という観点や、さらに、広く一般に向けた科学技術の広報宣伝などの機能も非常に重

要である。 
 特に、航空機技術の分野においては、その技術が特殊かつ大規模であることから、歴史

的に公的機関が技術開発において大きな役割を担ってきており、人材育成に関しても、同

様の重要な位置付けがあると考えられる。日本においては、現在、科学技術の観点から宇

宙航空研究開発機構が、防衛技術の観点からは防衛省航装研が、また、運航技術の観点か

らは国交省電子航法研がその役割を担っている。特に、戦後の航空機開発において、日本

での航空技術研究および試験設備整備の中心とされてきた旧航空宇宙技術研究所をひきつ

ぐＪＡＸＡは、現在も日本の航空技術における公的機関としての中心的役割を担っている。

本章では、公的機関が果たすべき役割を論じると共に、ＪＡＸＡにおける人材育成につい

て言及し、今後の課題を提示する。 
 
５．１．２ 公的研究機関の役割 

航空機技術において、公的研究機関での技術開発には、以下の意義がある。 

・ 中長期的な視点での技術研究実施 
・ 技術研究成果を公開し、広く技術のレベルの向上に視する。 
・ 大規模設備の整備、維持運営 
これらの特徴を踏まえ、公的機関における技術者の養成は、以下が中心となる。 
・ 先行的な技術開発を行い、論文等に発表、公表する。 
・ 一般の国民への広報活動により、技術レベルの向上を図る。 

諸外国における公的機関も、一般的には上記の考え方を基本として運営されている。ド

イツの公的研究機関であるＤＬＲは、ヨーロッパにおけるエアバスの企業活動と、大学で

の基礎研究の間を埋める役割を担っている。研究は中長期の視点で行われているが、企業

活動との連携が重視され、開発された技術を企業に移すことが政策として合意されている。

教育の観点でも、地元の学校と連携し、研究者が直接子供に科学教育を行う活動を恒常的

に行っているとのことであった。ベルギーではＶＫＩが比較的大学に近い立場で基礎的な

研究を中心に実施すると共に、公的研究機関として評価を得られる世界的にも有数の成果、

設備を保持している。人材育成に関しても、教育の観点を重視しているが、やはり公的研

究機関の立場を踏まえ企業技術者のレベル向上に有効なレクチャーコースや長期研修プロ

グラムを充実させている。 
さて、日本の公的機関であるＪＡＸＡでは、その設置法において、航空科学技術に関し
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ては「機構の目的」として以下の記述がある。「…、航空科学技術に関する基礎研究及び航

空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、…航

空科学技術の水準の向上…を図ることを目的とする」。なお、ここで、「基盤的研究開発」

とは、共通的なもの、多数部門の協力を要するもの、重複設置が不適切な多額経費施設設

備を要するもの、を指す。また、「機構の業務」として、「…航空科学技術に関する基礎研

究並びに…航空に関する基盤的研究開発を行うこと」、「…成果を普及し、及びその活用を

促進すること」、「施設及び設備を…科学技術に関する研究開発…を行う者の利用に供する

こと」、「…航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図る

こと」とある。これらを踏まえ、ＪＡＸＡは、上述された中長期的な技術研究を、大規模

設備の活用によって成果を出しつつ、併せて人材の育成を担う責任があるものと解される。 
 
５．１．３ 技術研究者の育成 

 公的研究機関内における技術者の養成プログラムとして、ＪＡＸＡでは研修プログラム

として、開発研究系、経営管理系、ヒューマンスキルの研修、外部派遣、および能力開発

支援などの活動が行われている。研究開発系の研修プログラムとしては、専門分野外の職

員への入門講習プログラムおよび現場実習を実施する専門技術研修、プロジェクトマネジ

メントおよびシステムエンジニアリングに関する研修、専門的技術、知識、経験等の修得

ならびに幅広い視野の滋養を目指す長期派遣研修、および、国内民間企業において、内部

では得ることができない経験を積む企業派遣研修などが行われている。これらの育成研修

の効果は内部的には一定の成果をあげていると思われるが、公的機関として果たすべき役

割の観点で、今後の議論する余地はあるかもしれない。 
なお、国の政策立案の観点では、国家政策としての技術者材育成の制度設計、構築が重

要なポイントとなる。ただし、公的研究機関であるＪＡＸＡとしては、現在、この種の制

度設計に対する寄与、関与はほとんど無いのが現状と思われる。このため、この制度設計

を議論する場所や、その議論の方向性について、検討しておく必要があると思われる。 
具体的には、日本における人材育成を促進するための制度として、育成そのものを支援

する制度と、育成の効果を認定する制度がある。特に後者については、技術士を初めとす

る各種資格試験の扱い、その位置付けについての考察、議論を考慮する必要があろう。 
 
５．１．４ 一般に向けた航空技術研究の広報 

理科離れや、技術軽視の風潮を打破すべく、日本でも近年一般に向けた科学技術の啓蒙

活動が進められている。航空技術分野においては、いまだ十分であるとは言い難いが、Ｊ

ＡＸＡでは以下に述べるような活動を行っており、今後この種の活動を拡大させつつある。 
・ サマー・サイエンスキャンプ：日本科学技術振興財団主催。 

 会期（２００８年）：８月５日（火）～ ８月７日（木）の２泊３日 
 募集人数：２０名 
 プログラム 

 なぜ飛行機は飛ぶの？セミナー：飛行機が飛ぶ原理 
 飛行安全技術セミナー：航空機を安全かつ確実に飛行させるための技術研究  
 空気力学セミナー：空気力学について理解し、スーパーコンピュータを用い
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たＣＦＤ（計算流体力学）技術や人工的に空気の流れを作りだす風洞技術を

体験。  
 構造・材料技術セミナー：航空機や宇宙機に用いる軽量で高温にも耐える材

料や航空安全に重要な機体の構造に関する技術研究 
 エンジン技術セミナー：航空機エンジンの技術研究 
 プロジェクトセミナー：研究開発の目的や進め方 

・ 空の日・宇宙の日イベント：絵画コンクール表彰式、工作教室、展示室公開。 
 日程（２００８年）：９月７日（日） 
 後援： 調布市、調布市教育委員会、三鷹市、三鷹市教育委員会 
 絵画コンクール 

 テーマ：「描いてみよう！夢のヒコーキ」 
 応募資格：幼児（４歳以上）・小学生 
 応募方法：色えんぴつ、クレヨン、絵の具などで描いたＢ４サイズの作品 

 工作教室 
 「生物に学ぶ飛行機」に関する講師の「お話し」と工作  
 応募資格：小学生 
 募集定員：６０名 

 展示室公開 
・ 一般公開：事業所としての一般への公開。 

 設備公開、研究紹介の他、おもしろ宇宙実験教室、月面ロボット作業実験場公開、

風洞体験、飛行船シミュレータなどのイベントを実施。６，４６７名の来場者 
・ 飛行機教室：近隣の小学校高学年を対象とした出張授業 

 目的：地元の小学生に対して研究活動を紹介し、飛行機への興味を持ってもらう

とともに、飛行機の飛ぶ仕組みと機能の理解を通じて物事を多面的、総合的に考

えることに寄与する。また、について必要なことを調べ、者を作る楽しさを知っ

てもらう。 
 対象：小学４～６年生 
 内容：講義：６０～９０分（工作キット製作を含む） 

・ 親子航空教室イベント： 
 目的：ゴム動力飛行機、ハイプレーンの工作を通じて親子で航空技術に対する興

味や関心を喚起すると同時に、物作りの田尾示唆を知ってもらう。 
 対象：幼児（４才以上）から小学生と、保護者の２人で一組。各回３６組。 

・ サイエンスパートナーシッププロジェクトの一環として、高校生への講義、設備公開 
・ 公的機関への技術講習（１９年度２件） 
このように、航空技術の普及のための技術相談、広報啓蒙などのいくつかの活動は行われ

ている。今後、これらの活動の検証と、より効果的な活動の探索が必要である。より効果

的な広報活動を実現するため、社会的な背景や具体的な広報啓発活動の手法についての課

題を抽出することが重要である。以下では、平成１９年度報告としてまとめた航空技術へ

の興味喚起などについての調査結果を要約し、今後の議論の土台とする。 
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５．１．５ 社会の理解、興味喚起、世論の醸成の重要性 
 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、国家プロジェクトとしての認知が必要である。また、空を飛

ぶことは憧れや畏れを抱かせつため、直感的なイメージや印象で航空機産業が評価される

可能性があり、特に社会の正しい理解を得ることが大切である。実際には高いレベルにあ

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。 
さて、日本人にとって航空機は、ごく稀に遠方へ移動する際に利用する輸送手段であり、

その開発や製造には、特に興味が無いという認識が一般的であり、道具として成熟した分

野として評価されている。一方、欧米人にとっては、航空機は自らも操縦する機会のある

身近な移動手段であり、安全保障や救難などにも不可欠と捉えられていると同時に、その

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がある。日本と諸外国では、

航空機技術開発の重要性の理解度が異なると考えるべきであろう。しかし、航空機が人間

の憧れの具現化であることから、日本においても、技術者を引きつけ高いモティベーショ

ンを持たせることが可能な産業であるはずである。利益追求を最大目標とする日本社会の

風潮の下で、理工系技術者が報われないと感じる社会的構造の中にあって、航空技術の魅

力を広めることは、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

かとも期待される。 
 さて、航空機産業のメジャー化には、いくつかの鍵が存在する。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ある。この貴重な知識層を協力者と

していかに取り込むかは重要なポイントである。航空機の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の影響がある。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必要であろう。ま

た、社会的環境や背景には、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などの大局的な課題も存在する。 
 これらを踏まえ、航空機に関する広報啓発活動を検討する必要がある。欧米に比べ、日

本では、ＹＳ－１１以来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い。また、自家用機については、日本の気象や地形の影響

もあり、飛行機の保有や操縦は現実的ではない。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機会も日本では限られている。これらのように日本の航空技

術に関する広報活動は、残念ながら、欧米との大きな差があるのが現状である。これらを

改善させるためには、博物館やエアショーなどのイベントは一つの案であるが、一般の人々

の興味が低く、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

げる機会を逸し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

て、一歩を踏み出すことが必要である。 
 実際、航空機開発そのものが最大の広告塔であることは明らかである。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
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ングであると考える。新たな防衛省機の完成も一つのきっかけに出来る可能性もある。こ

れらを種々のイベントや関係機関などで積極的に取り上げ、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を目指すべきである。また、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。軍用機については、最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。また、航空機を身近に感じることができる世界

としてスカイスポーツもある。ただし、一般の人々にとってそれぞれハードルは高く、自

家用機操縦では技術的困難さの改善、法規制の見直しや、スカイスポーツ用具の安全性向

上や飛行場所の拡充、体験の機会を増やすことが重要である。このため、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環境を実現することも必要であろ

う。さらに、後述する鳥人間コンテストなどのイベントも貴重な広報啓発の場であり、マ

スコミによる影響力は非常に高い。これらの手法、手段を考慮しつつ、広報啓発を進めて

いくことが必要であろう。 
さて、航空機産業について一般社会への理解を図るにあたり、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述べる。まず、航空機に対するネガティブ・イメー

ジとして、航空機の騒音・公害（環境適合性）や、墜落の危険（安全性）などがある。し

かし、長年にわたる技術改良により、一般的なイメージよりは格段に改善されているのが

現実であり、その情報を広めることも重要である。博物館等の展示のアップデートや、航

空機技術の最新情報の開示が有効である。研究開発機関や工場見学ツアーなどを通じ、技

術の最先端に直接触れる機会を増やすことも重要である。 
 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。整備工場の一般公開や、機体への日本の技術や部品の

活用の宣伝などが、日本人カスタマへのアピールになるのではないか。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を期待したい。 
 以上のように、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。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

になるヒントを示したものであり、今後さらに議論が深められ、新たな展開が生まれるこ

とが期待される。 
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５．２ 学会活動などにおける人材育成 

５．２．１航空機技術関連の学会、講演会、シンポジウム 

研究者の成果の発表と議論の場としての学会活動は、論文を発表し、その成果を広く知

らしめ世の中に役立てるという役割や、学生が研究者として大学の中から外へ研究成果発

表の形で第一歩を踏み出すという観点で、重要な人材育成の場であり、また、企業や公的

機関の研究者にとっても、多様な分野の関係者が一堂に会する貴重な情報交換の場である。

ここでは、まず、航空機技術に関する学会活動、特に日本の航空技術の中心を担う日本航

空宇宙学会の概略について示し、人材育成に対する役割や寄与などについてまとめる。 

日本航空宇宙学会は、「航空宇宙に関する学理および応用の研究についての発表および連

絡，知識の交換，情報の提供等を行う場となることにより，航空宇宙に関する研究の進歩

普及を図り，わが国における学術の発展に寄与することを目的としている」とされている。

学会の前身は昭和９年に設立された日本航空学会であり、昭和２１年の終戦による解散と

昭和２８年の航空再開による再設立、昭和４３年に日本航空宇宙学会と改称され現在に至

っている。学会の活動としては、学会誌、和文論文集、欧文論文集の発行、講演会，シン

ポジウム，見学会の開催、航空宇宙技術に関する各種の調査研究の受託、科学技術奨励金

等の受賞候補の推薦などに加え、学会賞として、論文賞、技術賞、奨励賞、学生賞を設け、

年１回の表彰を行っている。 

また、講演会およびシンポジウムとして、年間２０回におよぶ講演会やシンポジウム、

見学会などを主催している。主要な講演会、シンポジウムとしては、 

日本航空宇宙学会年会講演会（３９回）、構造強度に関する講演会（５０回）、 

流体力学講演会（４０回：航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム同時開催）、 

飛行機シンポジウム（４６回）、スカイスポーツシンポジウム（１４回）、 

航空原動機・宇宙推進講演会（４８回）、再使用型宇宙推進系シンポジウム（９回）、 

などが開催され（括弧内は２００８年までの開催回数）、それぞれの分野または多分野の研

究者、技術者を集め、活発な議論と交流が行われている。 

世界的な視点で見ると、国外の大きな学会としては、アメリカのＡＩＡＡ、ヨーロッパ

のＣＥＡＳなどが存在する。やはり、産業規模の大きさに比例して学会活動も活発になっ

ているといえ、活発な学会活動がまた有効な人材育成の場になっていると言える。国際的

な学会活動の中心はアメリカの学会であるアメリカ航空宇宙学会ＡＩＡＡが最も大きい。

ＡＩＡＡでは、９つの論文集（と月刊の学会誌を発行するともに、各分野での専門書の発

行や、航空宇宙技術に関連した基準の策定、各種表彰の実施など、活発に活動している。 

 

ＡＩＡＡ発行の論文集（ｗｗｗ.ａｉａａ．ｏｒｇより） 

AIAA Journal 
Journal of Aircraft 
Journal of Energy 
Journal of Guidance, Control, and Dynamics 

Journal of Hydronautics 
Journal of Propulsion and Power, 
Journal of Spacecraft and Rockets 
Journal of Thermophysics and Heat Transfer 

Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication 

 

 61



また、講演会、シンポジウムの開催活動としては、ＡＩＡＡは、年会に相当するＡｅｒ

ｏｓｐａｃｅ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ Ｍｅｅｔｉｎｇ ａｎｄ Ｅｘｈｉｂｉｔに始まり、

以下に示す数十におよぶ学会を開催している。 

ＡＩＡＡ主催の国際会議（２００９年）（ｗｗｗ．ａｉａａ．ｏｒｇより） 

開催月 学会名 

Jan. 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit 
Feb. 12th Annual FAA Commercial Space Transportation Conference  
 U.S. Air Force T&E Days 2009  
Mar. 2009 Aerospace Markets Conference  

- The Decade Ahead A Teal Group Forum...Hosted by AIAA  
 2009 Congressional Visits Day  
 7th Annual U.S. Missile Defense Conference  
Apr. AIAA Infotech@Aerospace Conference  

and Exhibit AIAA Unmanned...Unlimited Conference and Exhibit  
 7th Responsive Space Conference (AIAA Los Angeles and Orange County Sections)  
May 20th AIAA Aerodynamic Decelerator Systems Technology Conference and Seminar  
 18th AIAA Lighter-Than-Air Systems Technology Conference  
 AIAA Balloon Systems Conference  
 50th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics,  

and Materials Conference 
 17th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference  
 11th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference  
 10th AIAA Gossamer Spacecraft Forum  
 5th AIAA Multidisciplinary Design Optimization Specialists Conference  
 15th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference (30th AIAA Aeroacoustics Conference)  
 2009 Fellows Dinner 
 Inside Aerospace-An International Forum for Aviation and Space Leaders  
 Aerospace Spotlight Awards Gala  
Jun. 27th International Communications Satellite Systems Conference (ICSSC)  
 19th AIAA Computational Fluid Dynamics  
 1st AIAA Atmospheric and Space Environments  
 27th AIAA Applied Aerodynamics  
 39th AIAA Fluid Dynamics Conference  
 40th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conference  
 41st AIAA Thermophysics Conference  
Aug. 45th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit  
 7th Annual International Energy Conversion Engineering Conference  
 AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference  
 AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference  
 AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference  
Sep. AIAA SPACE 2009 Conference & Exposition  
 9th AIAA Aviation Technology, Integration, and Operations Conference (ATIO)  
  and AIAA/AAAF Aircraft Noise and Emissions Reduction Symposium (ANERS)   
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これらのＡＩＡＡ主催の学会や、大型航空機メーカであるエアバスを抱える欧州では、

非常に参加者が多く、高い技術レベルでの継続的な新しい知見が産み出されると共に、航

空機メーカや国家プロジェクトを担う公的機関などからの明確な技術ニーズや、産業とし

ての方向性が示されることで、産学官が密接に連携し、高い目標を共有しつつ航空機産業

の発展に寄与している。翻って日本の状況と比較すれば、学会規模や活動規模は、当然の

ことながら相対的に高くない。航空機産業の規模を考慮すれば、当然の結果であり、学会

活動に問題が存在するわけではないが、将来の産業発展の一翼を担うという観点で、さら

にその産業を支える人的資源育成と交流の場であることを踏まえれば、学会活動の活性化

は重要な課題であると考えられる。 

なお、学会活動をより活発なものに変革していく試みとして、近年、学生の育成の観点

に主眼を置き、学会が中心となって実施されるコンテストも開催されている。次項で詳細

に紹介される全日本学生室内飛行ロボットコンテスト（４回）や、手作り紙飛行機コンテ

スト（１０回）などが実施されている。実際に飛行機を製作し、その性能を競うコンテス

トは、将来の航空技術者を育てる貴重な人材育成の場であるといえる。また、コンテスト

については、教育的な視点だけではなく、技術向上やイベント性も強い。読売テレビが主

催して実施している鳥人間コンテスト選手権大会は、既に３２回の開催を数える歴史を持

ち、その注目度は高く、人材育成の場として見たときにも非常に重要な位置を占めている

といえる。本コンテストには学生チームが数多く参加することから、日本航空宇宙学会も

後援として参画するとともに、スカイスポーツシンポジウムではその技術報告などで活発

な議論と交流が行われている。 

 また、日本には、研究者や技術者に関係の深い学会以外にも、航空に関連する関連団体

が数多く存在する。たとえば、日本航空協会は日本で最も歴史の長い航空に関わる団体で

あり、文化事業、航空遺産継承事業、調査研究事業、航空スポーツ普及振興事業、などを

事業の柱として活動している。日本航空協会は東京代々木で国内初の動力飛行が成功した

１９１０年（明治４３）の３年後、民間主導による航空振興を活動目的として１９１３年

（大正２）に創立された帝国飛行協会に始まる。戦争時に、他の航空団体と統合し改組し

た大日本飛行協会は終戦時に解散されたが、航空再開とともに、現在の日本航空協会とし

て再出発した。現在、航空会館を拠点とし、航空図書館の運営、航空関係者の表彰、各種

講演会・セミナーの開催、教本書籍・統計書籍の出版、航空スポーツの普及振興育成、国

際航空連盟（ＦＡＩ）の日本代表機関業務、日本記録の認定・管理、世界記録の申請、な

どを担っている。人材育成の視点では、文化事業としての一般向けの講習会、講習会や、

スカイスポーツの普及振興では重要な役割を担っている。スカイスポーツ関連団体として

は、日本気球連盟、エクスペリメンタル航空機連盟、（社）日本航空機操縦士協会、（社）

日本滑空協会、日本模型航空連盟、日本パラシューティング委員会、（社）日本ハング・パ

ラグライディング連盟、ＮＰＯ 日本マイクロライト航空連盟、日本パラモーター協会な

どがあり、日本航空協会はこれらの競技の記録認定を通じ、普及振興を図っている。一般

に向けた航空技術への広報啓蒙の視点では、関連する団体の数とそこに参加する人数は、

数万人の規模に及び、影響力も大きく、これらの活動も念頭に置いて航空技術の人材育成

や広報普及を検討することは重要である。 
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名称 会員数 愛好者数全体 機体数 

日本気球連盟 1589 人 10000 人 411 機 

エクスペリメンタル航空機連盟 200 人 290 人 263 機 

日本航空機操縦士協会 約 600 人 約 2700 人 約 583 機 

日本滑空協会 652 人 3000 人  

日本模型航空連盟 7300 人 100000 人  

日本パラシューテイング委員会 800 人 900 人  

日本ハング・パラグライディング協会 12019 人 31224 人  

日本マイクロライト航空連盟 640 人 2200 人 2158 機 

日本パラモーター連盟 1312 人 3000 人 1058 機 

（日本航空協会平成１９年度事業報告書より） 

 

なお、後述する鳥人間コンテスト開催に当たっては、これらの日本航空協会傘下スポー

ツ８団体のひとつであるエクスペリメンタル航空機連盟が審査員の派遣し、安全確保、競

技規定策定などに寄与している。そもそも、鳥人間コンテストの第１回大会（バードマン

ラリー）の開催はこの連盟の会長（故人）のアイデアから生まれたものとされており、イ

ギリスのある湖で行われているフライ・インがヒントになり、記録の比較の観点で現在の

プラットフォームなどの規定が作られたとのことである。このエクスペリメンタル航空機

連盟（ＥＸＡＬ）は、１９６８年に自作航空機愛好家が参集して設立された日本自作航空

機協会（ＪＥＡＡ）から、自作航空機連盟（ＪＡＢＡＬ）を経て、１９９７年から現在の

名称となっている。個人が製作・組立てた航空機と呼ばれる乗り物の製作に対する技術指

導、安全性評価、運航支援などを主な目的とし、製作技術の講習会や安全教育を行ってい

る。航空機技術の観点では、スカイスポーツ団体の中でもは最も技術的な視点を持つ団体

であり、本連盟の活動内容は参考になるのではないかと思われる。 

 
５．２．２ 全日本学生室内飛行ロボットコンテスト 
（１）背景 

日本の大学教育の問題点として常に指摘されているのは、大学の入学は厳しいが、

卒業は甘いという点である。また、卒業生のレベルに差があるという指摘もある。こ

れは大学教育が座学と答えのある実験を中心とした教育であり、大学入学後の学習意

欲の低下が原因の一つと言われている。さらに、日本の教育システムでは欧米に比べ

て独創性的な人材が育っていないという指摘もある。これらの指摘に対し、正解が必

ずしも存在しない課題を出し、回答の独創性を競い合う大学等における新たな人材育

成法が重要視されてきている。その一つが、日本航空宇宙学会主催による学生室内飛

行ロボットコンテストである。ミッションを与え、それを達成する飛行ロボット（ラ

ジコンの模型飛行機）を学生自ら設計、製作、飛行させることを目的としたコンテス

トであり、新たな人材育成法として注目されている。 
飛行ロボットコンテストは日本航空宇宙学会に設置された「大学教育認定制度検討

委員会」によって企画されたものである。大学などの高等教育機関で個別に行われて
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いる工学教育プログラムが社会の要求する一定水準以上のレベルにあるかどうかを

評価、認定するため、米国のＡＢＥＴ（Ｔｈｅ Ａｃｃｒｅｄｉｔａｔｉｏｎ Ｂｏ

ａｒｄ ｆｏｒ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を手本

に、ＪＡＢＥＥ（Ｊａｐａｎ Ａｃｃｒｅｄｉｔａｔｉｏｎ Ｂｏａｒｄ ｆｏｒ 

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）「日本技術者教育認定機構」という

非政府団体が１９９９年に設立された。これを受け、日本航空宇宙学会内に機械分野

（航空宇宙工学部門）の工学教育への対応を検討するための「大学教育認定制度検討

委員会」ＷＧが設置された。ＪＡＢＥＥが要求する工学教育で特徴的なものは、学生

が問題解決の方法を自ら獲得する「デザイン」教育にある。航空宇宙工学教育はもと

もと設計技術を指向するものであるが、図面レベルの検討に留まり、航空機や宇宙機

を実際に設計して製作して試験することは現実には容易でない。一方、最近、半導体

センサ、バッテリー等の電子機器の発展、安価で軽量・高強度の材料の開発があり、

小型無人機（Ｕｎｍａｎｎｅｄ Ａｅｒｉａｌ Ｖｅｈｉｃｌｅ）であれば、大学レ

ベルでも設計、製作することが可能になってきた。米国では模型飛行機を設計、製作

し、飛行させて競うコンテストがＡＩＡＡ（Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 

ｏｆ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ ａｎｄ Ａｓｔｒｏｎａｕｔｉｃｓ）等の主催で開

催されている。日本においても、同様のコンテストを開催したいという気運が高まり、

ＪＡＢＥＥの要求にも沿うことからコンテスト開催に至った。 
 

（２）概要 
日本では屋外でラジコン飛行機を飛行させられる場所が限られ、屋外ではコンテス

ト開催日も天候に作用される。そこで、東京都大田区の大田区産業プラザ大展示ホー

ルの室内で実施している。また、本来であればＧＰＳ等を利用した自動飛行を行う無

人航空機を対象にしたいところであるが、学部レベルのコンテストとしてはレベルが

高く、また室内ではＧＰＳの利用も困難なため、ラジコン操作を基本とした。おおよ

そ以下のようなレギュレーションとルールで実施している。 
機体は飛行機タイプ（固定翼機）、または飛行船タイプとする。飛行機の離陸重量

は１５０グラム以下、飛行船の全長は１．５ｍ以下とする。電源と無線機を備えた１

５グラムの超小型カメラを機体に搭載し、飛行区域の床に置かれた紙に印刷された文

字を読み取る（図５・２・２－１）。読み取りは離れた位置にあるモニターの映像か

らチームのメンバー１名が行う。飛行時間の短さ、読み取りの正確さ、機体重量を加

味して得点計算し、順位を決定する。 
さらに、プレゼンテーション能力向上も工学教育の課題の一つである。そこで、第

１、２回コンテストでは機体設計コンセプト、設計製作方法の発表と審査員からの質

問の時間を設けた。第３回コンテストからは海外からの参加もあり、また参加チーム

も増えたため、英語でのポスターセッションを行っている。 
以上の飛行競技とプレゼンテーションの結果から、飛行競技の得点順位より決ま

る賞以外に、ベストプレゼンテーション賞、ベストデザイン賞、ユニークデザイン賞、

ベストクラフト賞、ベストパイロット賞を設けている。参加チームによってはユニー

クな形状の機体を飛ばしたいというモチベーションもあり、こうしたアイデアを評価
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する意味を持つ。 
 

 カメラモニタ

観測フィールド

スタート・フィニッシュライン

R 10 m 

50 m

26 m

通過ゲート

A

C

１

８ 

文字板

映像受信アンテナ

カメラから送信

 
図５・２・２－１ 飛行競技フィールド 

 
（３）実施結果 

コンテストは平成１８年から平成２０年まで４回開催された。図５・２・２－２に

示すように、平成１８年１月開催の第１回コンテストから平成２０年１０月開催の第

４回コンテストまで、参加チーム数と校数は増加してきている。第４回コンテストで

チーム数が減少したのは、開催時期が変わり、第３回コンテストと第４回コンテスト

の間が７ヶ月しかなかったためである。特徴的なのが、航空関連学科の大学数は４回

ともほぼ同一であるが、航空以外の学科の大学数、高専など大学以外の参加校が増加

している。航空を専門とする学生以外へも感心が高まっていることは特筆すべきこと

である。 
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図５・２・２－２  参加チーム数と校数の推移 
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第１回 第２回 第３回 第４回

ID Flyer（東大）

主翼面積 1680 cm2

機体重量 106 g

Mayfly（秋田高専）

主翼面積 4230 cm2

機体重量 93.5 g

Libellen-07（日大）

主翼面積 1735 cm2

機体重量 136 g

Mayfly2（秋田高専）

主翼面積 4080 cm2

機体重量 89 g

第１回 第２回 第３回 第４回

ID Flyer（東大）

主翼面積 1680 cm2

機体重量 106 g

Mayfly（秋田高専）

主翼面積 4230 cm2

機体重量 93.5 g

Libellen-07（日大）

主翼面積 1735 cm2

機体重量 136 g

Mayfly2（秋田高専）

主翼面積 4080 cm2

機体重量 89 g  
図５・２・２－３  飛行機タイプ優勝機体 

 

第１回 第２回 第３回 第４回

じゃんぼしっぷ
（都立科技大）

Kiroff
（筑波大）

じんべえ
（都立科技大）

飛燕
（東京工芸大学）

第１回 第２回 第３回 第４回

じゃんぼしっぷ
（都立科技大）

Kiroff
（筑波大）

じんべえ
（都立科技大）

飛燕
（東京工芸大学）  

図５・２・２－４  飛行船タイプ優勝機体 
 

飛行機タイプでは、開催回数を重ねるごとに参加チームのレベルが全体的に向上し

てきており、墜落等で機体が損壊し失格になる割合が減少し、翼面荷重に一定の傾向

が見えてきた。さらに、第１、２回コンテストではオーソドックスな形状の機体が優

勝していたところ、第３、４回コンテストでは、秋田工業高等専門学校が安定な高迎

角飛行が可能な低アスペクト比翼機を出場させ、ほぼ完璧にミッションを遂行して優

勝するようになった（図５・２・２－３）。これは予想外の結果であった。飛行船タイ

プは、飛行機タイプほど参加チームが多くないが、高度維持などの自動制御を導入す

るチームも出てきている（図５・２・２－４）。 
 
コンテスト後、参加者に実施したアンケートによれば、本コンテストへの参加に価

値があったとする好意的な意見が以下のように大半を占めた。コンテストの趣旨が的

確に伝わっていることが確認できる。 
大学での教育との関連について： 
・航空専攻であるが飛行機を作った経験が無かったので良い経験になった。 
・設計・製作を通じて航空に関する理解が深まった。 
・もの作りの楽しさが分かった。もの作りに興味を持った。 
・実際の素材に接して現場を知ることの大切さを学んだ。 
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・英語のポスターセッションはコミュニケーションやプレゼンテーション力を磨く良

い場であった。 
共同作業について： 
・チーム一丸で議論し対処するといった経験は、講義では得ることができない経験で

ある。 
・個人競技ではないため仲間との連携も要求される。こうした体験は社会でも役に立

つと感じた。 
他チームとの交流について： 
・いろいろなアイデアがあることが学べ、知見も増えた。 
・他の大学と交流できることで新しい発見があった。 
・自分以上に、飛ぶものを愛する人の存在を知ることができた。 

 
（４）まとめ 

従来、大学等の高等教育機関における工学教育は講義を中心とした教育であり、学

生の学習意欲を掻き立てることに成功してきたとは言えない。 航空工学教育も講義

を中心にし、実践面における教育も図面レベルの設計教育にとどまってきた。 そこ

では学生が持つ創造性が発揮される機会は少なく、それが評価されることも少なかっ

た。しかし、最近、模型飛行機レベルの小型航空機を設計から製作まで行うことが可

能となり、学生向けの飛行ロボットコンテストが開催された。本コンテストは、学生

に講義で学んだ事を理解し直し、創造性を発揮する機会と、プロジェクト体験を与え

ることに成功している。 以上、飛行ロボットコンテストは大学等、高等教育機関で

の新しい人材育成法として注目されている。 
 
５．２．３ 鳥人間コンテスト選手権大会 

読売テレビ株式会社が主催する鳥人間コンテスト選手権大会は、飛行機の設計製作に広

く一般の誰もが参加するチャンスを提供する貴重な人材育成の場であるといえる。本大会

は、日本航空協会、エクスペリメンタル航空機連盟、日本航空宇宙学会の後援で実施され、

社会人から学生まで幅広い参加者を得て、飛行機に対する興味の喚起と、人力機や滑空機

という非常に高度な技量を要求される設計製作を通じて、技術が磨かれている。 
本大会は、１９７７年に第１回が開催され、毎年７月に滋賀県彦根市の琵琶湖の松原水

泳場を会場として、実施されている。競技は湖上１０ｍに設置されたプラットフォームか

らの飛行距離の長さを競うものが基本で、当初はハンググライダーに類似した形態の滑空

機が中心であったものが、機体が洗練されて飛距離が伸びると共に、人力プロペラ技術の

確立に伴い、飛行機と呼べる距離を生み出す人力プロペラディスタンス部門として独立す

るなど、技術の進歩と共にコンテストそのものの形態が変化、進化している。近年では、

ディスタンス部門では距離競技の限界が琵琶湖の大きさに制約されてしまったため、折り

返しに関する新たなレギュレーションが設定されると共に、時間を競うタイムトライアル

部門が設置されるに至っている。また、滑空機部門についても、５００ｍ近いフライトが

実現し、機体設計とフライト技術が極限に達しつつある状況の一方で、新たなアイデアや

発想を生かす観点で、機体サイズに制約をはめたフォーミュラ部門では、独創的な機体形
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態や設計思想を組み込むことが可能となり、メディアとしての注目度を上げるだけでなく、

技術開発とその人材育成に大きく寄与していると考えられる。２００８年には、ディスタ

ンス（人力プロペラでの距離競技）、タイムトライアル（人力プロペラでのタイム競技）、

滑空機オープン（翼幅制限あり）、滑空機フォーミュラ（翼幅制限あり）、の４部門に分け

て競技が行われた。ディスタンス部門では、レギュレーションの限界の琵琶湖の対岸近く

までの往復である３６ｋｍのフライトが実現され、次回さらなる目標設定が必要となって

いる。タイムトライアルでも速度の向上に特化しつつゴールまで到達できる性能を両立さ

せる機体が、非常に高度な設計と製作技術に支えられて実現されている。 
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図５．２．３－１ 鳥人間コンテスト最高飛行距離の変遷（滑空機部門） 
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図５．２．３－２ 鳥人間コンテスト最高飛行距離の変遷（人力プロペラ部門） 
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さて、人材育成の観点では、本コンテストへ取り組むプロセスを考慮することが重要で

ある。コンテスト出場に向けては、まず設計図による書類審査により参加者が選定される

が、審査をパスするとともに最終的なフライトで高い性能を発揮するための優れた設計が

必要となる。その前の段階には、よりすぐれた機体を設計するための基礎技術を保持して

いるかどうかが重要な鍵となってくる。たとえば、構造設計に必要な材料技術では、近年

はカーボン材料の製作、加工と、強度確認の技術を保持しているかどうかは最も重要な技

術基盤であろう。また、空力設計、プロペラおよび動力系の設計、舵面を持つ機体であれ

ば、これらの駆動システムなど、ハードウエア、ソフトウエア共に、持っている技術レベ

ルが設計結果に表れる。これは、旅客機の開発と同様の状況であり、技術分野も旅客機開

発の縮小版であるとも言え、これは航空機技術の基礎を経験する観点で非常に重要な機会

であるといえる。このような経験を踏まえて、航空機産業での開発に関与する場合には、

その経験を生かした人材育成、すなわち、大学で個別の要素技術のみ、またはシステム技

術を座学のみで学んできた学生とは異なる視点で育成することも必要となるかもしれない。 
機体の製作にあたっては、上述で確立された多分野に亘る基盤技術を組み合わせること

から、専門的な知識を獲得した担当者による分業制での製作を行う場面が生じる。分担作

業において、それぞれの分野の進捗管理や、計画と異なる設計変更が生じた場合の他分野

との調整などに際しては、当初の設計思想に沿った意識の共有と組織的な活動が必要不可

欠である。これらは基盤技術の構築で培われた個別の技術力の上に、全体の構成と各部位

の重要性、特徴を踏まえたシステム技術、さらには人間関係を良好に維持し、モティベー

ションを確保するリーダシップなど、多岐に亘る技術の理解と各種の経験が可能である。

これらの技術、経験は、大学においては先輩から後輩へ受け継がれてゆくもの、新入生な

どの新たな発想により付け加わるもの、担当教官の指導によるもの、カリスマ性を持つリ

ーダの出現により急にレベルが向上するもの、あるいはその逆のケースなど、チームによ

って、またはその時期と人材によっても大きな変化が生じる。そういう意味では、このコ

ンテストによって理想的な経験を積み、良好に育成された人材は多くはないかもしれない。

しかし、チーム状況、レベルには差があるとはいえ、多様な経験を積んだ人材が生まれる

という観点で、企業活動における多様な業務、場面で力を発揮できる人材が産み出される

可能性がある、有効な人材育成の場であると言えるのではないか。 
一般に、コンテストへの出場や記録更新などの高い目標を掲げ、斬新なアイデアのもと、

組織でその目標に向けて努力、工夫を積み重ねる活動は、最先端の技術を駆使し高い性能

を総合的に実現する巨大システム技術である航空機産業に必要とされる取り組みと重なる

部分も多いといえる。もちろん、コンテストでの経験がそのまま航空機開発に直結する訳

ではないことや、企業活動の中でその経験を生かす工夫も必要である。しかし、このよう

なコンテストへの参加は、人材育成における非常に効果的な手法の一つであるとも考えら

れ、コンテストへの取り組みやこれを応用した手法を検討し人材育成に役立てることなど

は考慮に値するのではないかと考えられる。 
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５．３ 日本航空宇宙工業会における人材育成 
日本航空宇宙工業会は、教育という面では、特別の活動を行っていないが、小中学生向

けでは、次の２つを挙げることができよう。１つは、４年に一度の国際航空宇宙展を開催

し、その中で、小中学生向けのイベントを開催し、航空宇宙に関する啓蒙活動を行ってい

る。最近では、２００８年１０月に横浜で開催されている。もう１つは、国土交通省の支

援で、中学生に対する航空宇宙の啓蒙活動に協力することである。 
 
５．３．１ 国際航空宇宙展ＪＡ２００８でのパブリックイベント 
（１）「宇宙ステージ」の開設 

ＪＡＸＡや近隣のファッション学院、ＩＳＴＳ浜松実行委員会などの協力をお願

いし、３つのステージを開設し、幅広く航空宇宙への啓蒙活動を２日間にわたり行

った。それらは、①月周遊衛星「かぐや」公式レポート、②宇宙の暮らしトークシ

ョー、③宇宙ファッションショー、④「宇宙の日」記念行事であった。図５．３．

１－１は宇宙服を身につけたファッションショーの一場面である。 

 
図５．３．１－１ 宇宙ファッションショー 

 
（２）ローバー操縦体験 

展示場の横に専用コースを設け、ラジコン操縦により、障害物を乗り越える宇宙

探査車（ローバー）の操縦を体験してもらい、科学への好奇心を持ってもらう試み

を行った。家族連れの参加もあり、男子の女子参加もあり好評であった。（図５．

３．１－２） 
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図５．３．１－２ ローバー操縦体験 

（３）スタンプラリー 
高校生以下へのイベントとして、会場内に設置した９か所のチェックポイントを

回ると記念グッズをもらえるという催しが行われた。指定した場所として、ＪＡＸ

Ａブース、防衛庁ブースのほか、ＪＡＬ・ＡＮＡの航空会社ブースや産・学・地域

連携ゾーンなどを巡るもので、研究開発、製造、運用など幅広い航空宇宙分野を見

聞してもらうことを意図しており、多くの参加を得ることができた。図５．３．１

－３はラリー中の１場面である。 

 
図５．３．１－３ スタンプラリー 
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（４）「宇宙の日」記念行事 
「宇宙の日」記念行事主催団体が主催で、記念行事として全国小・中学生作文絵

画コンテストの表彰式を開催した。（図５．３．１－４） 
 

 
図５．３．１－４ 全国小・中学生作文絵画コンテスト表彰式 

 
５．３．２ 「空の日」の支援 

国土交通省が主催している「空の日」・「空の旬間」事業が毎年行われており、８つのイ

ベントのうち、中学生派遣事業でＳＪＡＣ会員が協力している。 
中学生派遣事業とは、国内および海外における製造メーカ、空港設備など見学を通じて、

航空機に親しみを持ってもらうもので、理数科分野への興味喚起を促すものに繋がってい

る。Ｈ２０年度は、国内では、３日間かけて中部国際空港での航空教室、管制官との懇親

会、三菱重工業、川崎重工業、富士重工業などの航空機製造工場の視察、海上本庁救難訓

練の見学と、広く航空分野の紹介を行っている。一方海外では、６日でシアトルにあるボ

ーイング工場見学、サンフランシスコにあるＪＡＮナバ・パイロット養成訓練所、サンフ

ランシスコ国際空港施設、現地中学生との意見交流などを行っている。 
 
参考文献 
（１） 土屋武司，鈴木真二：第１回全日本学生室内飛行ロボットコンテストを開催して，   
   日本航空宇宙学会誌，Ｖｏｌ．５４，Ｎｏ．６３２，２００６，ｐｐ．２７７－ 
   ２８０． 
（２） 土屋武司，鈴木真二： 第２回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト開催報告， 

日本航空宇宙学会誌，Ｖｏｌ．５５，Ｎｏ．６４３，２００７，ｐｐ．２３０－ 
２３１． 
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（３） 鈴木真二，土屋武司： 第３回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト開催報告， 

日本航空宇宙学会誌，Ｖｏｌ．５６，Ｎｏ．６５５，２００８，ｐｐ．２２０－ 
２２１． 

（４） 鈴木真二，土屋武司，大会実行委員会： 学生飛行ロボット大会を開催して， 
  第４６回飛行機シンポジウム（２００８） 
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第６章 諸外国における航空技術者の人材育成 

 

６．１ エンブラエルにおける人材育成 

ここでは航空機メーカにおける人材育成の事例として、リージョナルジェットで世界

的なトップメーカのひとつとなったブラジルのエンブラエルの事例についてとりあげ

る。特に、エンブラエルがどのような人材を求め、育成・獲得していったかについて述

べることで、我が国の航空機産業における人材のあり方、課題、人材育成の参考とする。 

 

６．１．１ エンブラエルが必要とした／する人材 

リージョナルジェットで世界的に高いシェアを獲得しているエンブラエルの人材育

成を考えるにあたっては、同社の基本戦略と戦略上の人材の位置付けを考えることが重

要となる。 

航空機メーカとしてのエンブラエルの基本戦略は、航空機を製造するにあたりインテ

グレーションに特化（即ち、インテグレータに特化）することにある。このため、自社

内（子会社を含めて）で基本設計、主要部位の開発、ファイナルアセンブリーを行う一

方で、企業活動としてマネジメント、調達、マーケティング、プロダクトサポートなど

に注力している。そして、国内外のパートナー、サプライヤ、研究機関と良好な関係を

構築するとともに、ブラジル政府やサンパウロ市などの支援を効果的に活用している。 

即ち、エンブラエルは単に航空機メーカという「ものづくり」メーカだけではなく、

ビジネスとして見た場合、航空機の事業化プログラムを企画立案、事業化することに注

力している企業である。そして、実際の「ものづくり」の多くをアウトソーシングする

戦略をとっている。このことがエンブラエルが言う革新的（イノベーティブ）で、かつ

低コストの航空機の開発を実現化している。 

このような戦略に立脚したエンブラエルの場合、会社が求める人材は単にある技術分

野に強い人材ではなく、全体を把握しマネジメント能力の高い人材である（後述する自

動車分野のＴ字型の人材につながる）。 

一般に企業のリソースは、技術、人、物（設備・施設等）、情報（知的財産、ノウハ

ウ等）、金、環境（企業風土等）から構成されるが、エンブラエルにおいては、特に人

材が重要な位置付けにあると考えられる。 

もっともＢＲＩＣｓを形成する１国であるブラジルは、教育レベルは十分ではなく、

同社が求める優秀な人材の獲得は決して容易ではない。結果、同社にとって人を育てる

こと（人材育成）は極めて重要な課題となっている。 
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市場開拓における成功

・成長市場への参入と好機をつかまえるのに成功

民営化により
マネジメント力
を一層の強化

・戦略的決定力
・アライアンス
・製品開発力

グローバル
プレゼンス
の構築

技術競争力

インテグレータに特化

・設計：主要部位開発、ファイナルアセンブ
リーに特化

・マネジメント、調達、マーケティング、サ
ポートを強化

・パートナーシップの強化（国内外、官民）

基本戦略

・イノベーションと低コストを売りとする

選択と集中
＋柔軟な戦略

この中で重要な役割を

果たしているのが「人」

であり人材育成

地域の裾野産業

・ハイテクの集積地

・エンブラエルからの
スピンオフ

国の支援

・研究開発支援

・輸出補助金等

海外パートナー

連 携

人 材

 

図６．１．１－１ エンブラエルの基本戦略と人材の位置付け（出所：ＭＲＩ） 

 

６．１．２ エンブラエルにおける人材の課題 

（１）民営化によるリストラと１９９０年代の人材不足 

エンブラエルのもともとの母体は１９４１年に設立されたＭＡｅｒ（航空省）が

１９４５年に設立したＣＴＡ（Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 

Ｃｅｎｔｅｒ）である。エンブラエルは、このＣＴＡの技術者、エンジニア１５０

人により１９６９年に設立された。１９９４年に民営化されるまでは国営企業で、

特に軍の影響力の大きい企業であった。 

１９９４年に民営化された時点で大幅なリストラを実施、従業員数は６，０８７

人まで減少した。さらに従来のエンブラエルは景気が良いときに多くの人材を採用

したが、景気が悪くなると人材をカットしていたため世代間に山谷ができ、かつ、

ブラジルのベビーブーム世代の山谷がこのことに拍車をかけた。結果、民営化の際

にリストラを実施したものの、その後１９９０年代を通じてエンブラエルは人材不

足に直面することとなった。 

 

 （２）人材の現状 

２００２年及び２００７年におけるエンブラエルの人材構成を下図に示す。全体

的に２０歳代後半から３０歳代前半の比率が高く、２００２年と２００７年を比べ

た場合、この世代の伸びが特に大きいことがわかる。一方で２０歳代前半は減少、

３０歳代後半が増加する傾向が見られる。 
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図６．１．２－１ エンブラエルにおける人材の推移と課題 

出所）エンブラエル資料から作成 
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8,302人

10,334人 11,408人
12,227人 12,941人

14,658人
16,953人

19,265人

23.734人
23,878人

（2008年3月）民営化に伴うリストラ、
ただし元エンブラエル
従業員が複数の企業
を設立、エンブラエル
のアウトソーシング先
となるとともに、裾野
産業を強化 若手・女性

28%

若手・女性

48%

1990年代のエンブラエルの人材不足
・民営化に伴い人員削減
・ベビーブーム世代が過ぎ去り人材供給減少
・Eシリーズ開発着手による人手不足

1990年代のエンブラエルの人材不足
・民営化に伴い人員削減
・ベビーブーム世代が過ぎ去り人材供給減少
・Eシリーズ開発着手による人手不足

ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ
設立

ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙ
民営化

ﾎﾜｲﾄｶﾗｰ：1,200人、
ｴﾝｼﾞﾆｱ：500人解雇

黒字
転換

同時多発
テロ後、
15%の

従業員解雇

ｴﾝｼﾞﾆｱ3,591人
・大卒（博士、修士
を含む）が38%

・合併会社も含め
中国人は200名

1949年
ITA設立

（Aeronautics Institute 
of Technology）
当初は米国MIT、
ドイツから教官を
招聘

1980年代
フランスと人材
育成に関する
協定を結ぶ
（人材育成

プログラム）

SPC開始
（Special Corporate 
Program）

SPCにより150人
がブラジルの
Second level 
School Certificate
を取得

ESP開始
Engineering 
Specializati
on Program

SPC開始
Embeaer Institute of 
Education and Research
（EIERの一部として
Juarez wanderley
Schoolを開校

将来のｴﾝﾌﾞﾗｴﾙのｴﾝｼﾞﾆ
ｱを教育

・ｱｾﾝﾌﾞﾘ工場と隣に270
万をかけ設立

・Juarez Wanderley School （ﾌﾞﾗｼﾞﾙのトップ15に入る高等学校）

・San Jose des Campos周辺の公立学校の生徒（裕福でない世代）が対象

・毎年200人を選抜（英語と数学）

・2005年で5,400人が受験、合格率は3.7%
・3年のコース、1日9時間の授業＋3時間の宿題 ・3食付、送迎無料、制服支給

・95%が卒業し、大学に進学（2年間で約400名） ・多くが私立大学の奨学金を獲得

・その他、公立大学の進学ではｴﾝﾌﾞﾗｴﾙが1人、5年間で約1万ﾄﾞﾙを支給する制度が

ある

・さらに大学でｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞを学びたいという生徒（約40%）向けに、学校内に新たな学

校を設立

・生徒は数学と物理の特別授業を受けることができる。これは、1つ1万6千ドルするﾗ
ﾎﾞｽﾃｰｼｮﾝを10ﾗﾎﾞ有する。これらはｴﾝﾌﾞﾗｴﾙとﾌﾞﾗｼﾞﾙ海軍が低コストで地域性を勘

案して開発したものである。

短期的に海外
ｴﾝｼﾞﾆｱ雇用

（ﾛｼｱ、ｲﾝﾄﾞﾈｼ
ｱ、韓国等）

人材育成 2001年3月

ブラジル：21,057人（ELEBを含む）
ポルトガル：1,660人 アメリカ：636人
中国：276人 フランス：213人
シンガポール：36人

（※2008年3月時）

航空機産業の人材問題の2つの要因

◆採用：景気（経済状況） ⇒ 良ければ多く採用、悪ければカット

◆供給：ベビーブーム世代の山谷 ⇒ 「団塊の世代」の問題と同様
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２００８年３月末時点でのエンブラエル従業員の構成は約７割が高校卒、２４％が大学卒と

なっており、大学院、博士は６％となっている。一方、エンジニアの数は２００７年で３，５

９１人となっており、このうちの３８％が大卒以上である。なお、３，５９１人の中には中国

の合弁会社（ハルピン・エンブラエル航空機製造）の２００人の中国人エンジニアが含まれて

いる。さらにエンブラエルのエンジニアに占める女性の比率は１５～２０％と、日本企業など

と比較すると高い特徴がある。 
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図６．１．２－２ エンブラエルの人材構成（２００２年及び２００７年） 

出所）エンブラエル資料から作成 

 

      

70%

24%

4% 2%
0%

20%

40%

60%

80%

高等学校 大学（学士） 修士課程 博士課程

 

  図６．１．２－３ エンブラエルの従業員の最終学歴の構成 

           （２００８年３月３１日） 

出所）エンブラエル資料から作成 

 

（３）人材の分野 

エンブラエルにおける人材の分野は、後述するＥＳＰ（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓｐｅｃ

ｉａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ）のプログラムなどを見ると、エンジニアについては

設計、空力、構造・材料からなる基本分野の他、ソウトウェア、電気・電子、油圧などから構

成されるシステム分野、およびメンテナンス・サポートから構成されている。 
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６．１．３ エンブラエルにおける人材育成（ＥＳＰの概要） 

これまで述べたように、１９９０年代になりエンブラエルは人材不足に陥ったが、こうした状

況に対応するため、同社では人材育成プログラムとして、２００１年にＥＳＰ（Ｅｎｇｉｎｅｅ

ｒｉｎｇ Ｓｐｅｃｉａｌｉｚａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍｍｅ）を立上げている。ＥＳＰの概

要は下記のとおり。 

（１）ＥＳＰの概要 

ア．ＥＳＰの概要と目的 

・ブラジル国内の優秀な若いエンジニアを確保すること 

・航空以外の学科（主に機械、土木・建築）を卒業した若いエンジニアの教育に焦点を当

てたプログラム 

イ．ＥＳＰの教官の１０％は海外から採用している 

ウ．ＥＳＰの採用と採用者の特徴 

（ア）ＥＳＰの試験の実施 

・ブラジル国内の１２都市でＥＳＰの試験を実施 

・約４，０００人の学生が受験するが、合格率は２％程度 

・英語力、技術、論文（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ ｗｒｉｔｔｅｎ ｅｘａｍｉｎａｔｉｏ

ｎ）、グループ別のパーソナルプロファイリング、最終選考面接により合格者を決定 

・合格者には奨学金制度がある 

・給与はブラジル内では好条件 

（イ）合格学生の概要（２００６年時） 

・平均年齢は２６～２７歳 

・うち７％が女性 

・ ２００６年時点でＥＳＰを合格したエンジニアは５７４名、２００１年～２００７年

までに７３７名が受講している  

 

ＥＳＰ試験

・英語力

・技術論文

・ﾊﾟｰｿﾅﾙﾌﾟﾛﾌｧｲﾘﾝｸﾞ

最終選考面接

（合格率：２％）

ＥＳＰ合格者

・平均年齢２６～２７歳

・７％が女性

・１クラス約８０名

ＥＳＰ合格者

・平均年齢２６～２７歳

・７％が女性

・１クラス約８０名

ブラジル国内
１２都市

約４，０００人

■２００１年～２００７年で７３７名

■２００１年～２００４年に１，８００万ドルを投じた

 

図６．１．３－１ エンブラエルのＥＳＰ試験と合格者 

出所）エンブラエル資料から作成 
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（２）ＥＳＰのコース 

ＥＳＰはフェーズ１～フェーズ３までのプログラムで構成されており、全体で１年半以上に

わたる人材育成プログラムとなっている。プログラムはフェーズ１までで航空に関する基礎的

な内容を学び、フェーズ２でさらに専門分野のコースを受講する。そして、特徴的なのがフェ

ーズ３で、ここではグループに分かれてチームプロジェクトを実施、航空機事業の企画計画か

ら設計、開発、さらにはプロジェクトの遂行までを行なう形をとっている。この中でスケジュ

ール管理や市場分析、予算作成、プロジェクト・マネジメント、トップへのプレゼンテーショ

ンなど、実践的なプログラムを経験する。 

 

ＥＳＰ合格者

ｴﾝﾌﾞﾗｴﾙの

各部に配属

（専門別）

・空力

・構造

・飛行制御

・ｱﾋﾞｵﾆｸｽ

・電気・電子系

ｼｽﾃﾑ

・ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞ･ｿﾌﾄ
ｳｪｱ

・ｶｽﾀﾏ･ｻﾎﾟｰﾄ

・・・・・・・

・・・・・・

約2ヵ月半

10週間

全体で1,600時間（請識・チームプロジェクト）＋1,000時間（自主的勉強）

フェーズ1
（ﾍﾞｰｼｯｸｺﾝｾﾌﾟﾄ）

：6ヶ月

フェーズ2A
：3ヶ月

フェーズ2B
：3ヶ月

１５コース

・空力

・ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞ
ﾆｱﾘﾝｸﾞ

等

・・・・・

・・・・

２７コース

３２コース

（ｱｴﾛﾉｰﾃｨｸｽ）

・空力

・構造

＜システム＞

・ｱﾋﾞｵﾆｸｽ

・推進機関

・空気圧

・油圧

・・・

■例えば

「ｱｴﾛﾉｰﾃｨｸｽ」

・空力／負荷

・構造分析

・構造ｲﾝｽﾚｰｼｮﾝ

■例えば「ｼｽﾃﾑ」

・ｿﾌﾄｴｳｪｱ

・電子・電気系

・油圧機械系

個別部署

（基 礎）

航空ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｺｰｽ

（航空工学等の基礎）

専門分野ｺｰｽ

（航空の専門知識）

専門分野コース

（より詳細な専門知識）

ＥＳＰのプログラムコース
（※フェーズ３で学生からプロの航空エンジニアへ転換）

※フェーズ３のチームプロジェクトの
内容については次頁参照

フェーズ3 ： 6ヶ月

○ﾁｰﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

・企画計画 ・設計

・ACD：Aircraft 
Characteristic Definition
・PD：Preliminarg Definition
・ｽｹｼﾞｭｰﾙ管理

・市場分析 ・予算作成

○ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの遂行

・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

・TQT（Total Quality 
Techniques）

航空ビジネス実習

（チームプロジェクト）

２５グループに分かれる

メンテナンス及びサポート

・教室授業
・ﾋﾞﾃﾞｵ･ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
・WEB授業
・e-leaning

８０コース

 

図６．１．３－２ エンブラエルＥＳＰコースの内容 

出所）エンブラエル資料から作成 

 

 

  

初期設計

（Initial 
definition, 

Preliminary 
design）

2ヶ月

ごとに

進捗

報告

最終フェーズ

マネージャ、ディレクターへのプレゼン

（EVDC：Embraer Virtual Design Centerにおいて）

【コンセプトの例】

・UAV（無人機）

・25席ｸﾗｽQC貨物機（QC：Quick Change）
・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｼﾞｪｯﾄ ・ﾘｰｼﾞｮﾅﾙｼﾞｪｯﾄ（33席）

・先進軍用練習機

フェーズ3の
チームプロジェクト

の内容

 

図６．１．３－３ エンブラエルＥＳＰコースのチームプロジェクト（フェーズ３）の概要 

出所）エンブラエル資料から作成 
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Aeronautical SystemsAerodynamic Loads

Metallization Landing Gear

Aeronautical 
Fisiology

Noise and Vibration
Structural Repair

Applied Fly-by-wire

Aviation Business

Applied 
Aeroelasticity

Integrated systems

Systems inter-
operability

Boarded Computerized 
Systems

Softwares
Certification

Aircraft Type 
Certification

Advanced CATIA-
Nastran

Avionic Systems 
Arquitecture

Interiors Conception 
and Design

NASTRAN

Data Link

Market IntelligenceComputer Based 
Tools for Design

Design-to-Cost 
Concept

Boarded Electrical 
Systems

システム基 礎 設計・ツール

認 証

メンテナンス

マーケティング

ビジネス

 

         図６．１．３－４ ＥＳＰのコース内容の例 

出所）エンブラエル資料（エンブラエル資料を元に一般のカテゴリーごとにとりまとめてみたもの） 

 

（３）ＳＰＣ（Ｓｐｅｃｉａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Ｐｒｏｇｒａｍ） 

エンブラエルでは人材レベルを向上させるためにＳＰＣを実施しており、ＳＰＣではブラジル

のＳｅｃｏｎｄ ｌｅｖｅｌ Ｓｃｈｏｏｌ Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅが取得できる。エンブラ

エルでは、ＥＩＥＲ（Ｅｍｂｅａｅｒ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ ａｎ

ｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）の一部としてＪｕａｒｅｚ ｗａｎｄｅｒｌｅｙ Ｓｃｈｏｏｌ（高等

学校）を開校、将来の同社のエンジニアの教育を手掛けている。 

 

【参考】ブラジル－フランス間の科学技術分野での協力に関する合意 

ブラジルでは１９８１年にフランスと人材開発の協力についてプログラムを実施している。航空

宇宙分野の人材開発の参考として下記に概要を示す。 

■１９８１年１２月２１日に下記の２つの機関の間で締結 

・ブラジル： ＣＮＰｑ 

（Ｔｈｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｕｎｃｉｌ ｆｏｒ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ 

ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ） 

・フランス： ＦＩＡＳ 

（Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃ ａｎｄ Ｓｐａ

ｃｅ Ｔｒａｉｎｉｎｇ Ｃｅｎｔｒｅ）  

■ＣＮＰｑ ⇔ ＣＴＡ、ＩＮＰＥ、エンブラエルと人材開発で協力 

・国外の研究者、技術者の能力開発プログラムへの取組み 

・海外の航空宇宙分野の専門家との協力関係作り 

■ＦＩＡＳはブラジル人専門家の教育・訓練に関心を持ってきた 

・フランス国内の航空宇宙関連の研究機関で教育コース 

・フランス人の専門家、インストラクタのブラジルへの派遣 
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・特にブラジル人の技術者、エンジニアをフランスの大学コース（the Grandes Ecoles d’ingemieurs）で訓練する

＋

フランスの産業界、研究センターでのインターンシップ

短期コース

中期コース
博士コースや航空宇宙分野の専門コース

・ブラジルの研究機関と協力してブラジル国内に先進的な特別コースを設置

・その他、ブラジル国内での技術者の訓練に係わる事項

CNPq（ブラジル） FIAS（フランス）

・ブラジル国内でのプログラムの推進とコーディネー
ション

・ブラジル人専門家の選定・雇用

・ブラジル人専門家の受け入れ

・フランス語、科学技術のプレスタディ

・文化交流（フランス企業、家庭の訪問、ブラジル人専門
家が関心のある休日の旅行、文化活動のアレンジ等）

・フランス滞在中に生じるであろう課題への対応

・四半期ごとのブラジル人研究者についての報告

・フランスの学校、研究所からの学位、証明発光）

・フランスの学校、研究機関へのオリエンテーション

・フランス人専門家、インストラクターのブラジル国内で
のコーディネイト

・ブラジル滞在期間中に必要なアレンジ

・フランス人専門家、インストラクタの選定と派遣（CNPq
の了承を得る）

※上記の点について、費用分担に関しても細かく取り決められている

■訓練プログラムの概要

  

 

     図 ６．１．３－５ 両国間の合意で示された訓練プログラムの概要 

出所）Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ， Ｔｒｅａｔｙ Ｓｅｒｉｅｓ Ｖｏｌ．１３０５， Ｉ－

２１７４８から作成 

 
 
６．２ クランフィールド大学における人材育成 

イギリスにおいて、航空技術者の育成力を入れているクランフィールド大学を訪問し、調査を行っ

た。所在地は、英国Ｂｅｄｆｏｒｄ州Ｃｒａｎｆｉｅｌｄ村（Ｌｏｎｄｏｎ、Ｅｕｓｔｏｎ駅から特

急で約３０分、Ｍｉｌｔｏｎ Ｋｅｙｎｅｓ Ｃｅｎｔｒａｌ駅下車、車で約２０分の田園地帯内に

位置）である。以下では、この訪問、調査の結果を示す。 
（１）英国の大学とＣｒａｎｆｉｅｌｄ大学における教育の概観 

英国の大学で航空宇宙工学を修学しても、他の産業に多くが就職する傾向があるのは否めない。

若い学生がＡｅｒｏｓｐａｃｅを魅力あるものとして捉えるような努力を大学側でも行わねば

ＣＴＡ ： Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｅｎｔｒｅ 
（Ｃｅｎｔｒｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃｏ Ａｅｒｏｓｐａｃｉａｌ） 

ＩＮＰＥ： Ｉｎｓｔｉｔｕｔｏ ｄｅ Ｐｅｓｑｕｉｓａｓ Ｅｓｐａｃｉａｓ 
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ならない。 
Ｃｒａｎｆｉｅｌｄ大学は産業界との繋がりが非常に強い特徴がある。この特徴を生かした教育

を行っている。 
・英国と欧州の教育制度について 

英国では従来高校卒業後（１８歳）に３年間の大学（学部、卒業後の称号はＢＥｎｇ）、１

年間の修士課程（同じくＭＳｃ）という制度であった。近年では、大学の制度改革により学部

が４年間に伸び（称号はＭＥｎｇ）、そのあとで修士課程（ＭＳｃ）をとるようになりつつあ

る。なお、大学（学部）が５年間という欧州諸国もあり、ＥＵ諸国内でと統一がとられていな

い（末尾に述べるＰＥＧＡＳＵＳの活動で、この点を議論している）。 
 
（２）Ｃｒａｎｆｉｅｌｄ大学について 

・大学の特徴 
 学部生はいない、院生のみ。産業界との関係が非常に強い。 
・大学の歴史 
 １９４６年にＣｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓとして創設。１９６９年に

工科系大学のＣｒａｎｇｆｉｅｌｄ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｉｇ

ｙへ発展。１９９３年にＣｒａｎｆｉｅｌｄ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙに名称変更。航空宇

宙関連は大学のＳｃｈｏｏｌ ｏｆ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ内で主として行われている。 
・主な学部構成 
 航空工学、機械工学、マネージメント（経営工学）、環境工学、バイオエンジニアリング、

防衛 
・授与する学位 
 修士号（ＭＳｃ、ＭＢＡ）、博士号（ＰｈＤ， ＥｎｇＤ）、その他（Ｐｏｓｔ Ｇｒａｄ

ｕａｔｅ Ｄｉｐｌｏｍａ） ＥｎｇＤはＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇに関する研究を行うと

共に、Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ関係についても修学する学位のこと 
・学生について 
学生数約２９００人、フルタイムの学生は６０％弱、学生の内２６％は研究主体。２２％

が女性。１００カ国から、ＥＵ諸国からは７７％の学生。統計上は、毎年英国の航空宇宙

関連企業に就職する学生の５７％はＣｒａｎｆｉｅｌｄ卒、英国で博士号を取得する内の

１０％はＣｒａｎｆｉｅｌｄから。 
・収入について 
 英国の大学が得る総研究費の内、１４％はＣｒａｎｆｉｅｌｄで１位．。その他はＩｍｐｅ

ｒｉａｌ Ｃｏｌｌｅｇｅ、Ｎｏｔｔｉｎｇｕｍ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ、Ｏｘｆｏｒｄが

多くの割合を占めている。 
・航空関連の大学施設 
飛行場を所有。客席非常脱出シミュレータ、フライトシミュレータ、飛行実験用航空機、着

氷風洞、ロールスロイス社協同研究設備（ＵＴＣ、別項で説明あり）等。 
・学費 
 英国あるいはＥＵ諸国の学生：年間３，３００ポンド（約５５万円）、その他の諸国の学生：
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１６，０００ポンド（約２５６万円）。英国とＥＵの学生が安いのは、ＥＵ等からの援助があ

るため。 
・大学の年間予算 
 １億３５００万ポンド（約２１０億円） 
・総スタッフ数：２０００人 
・生涯教育にも力を入れている 

 
（３）航空宇宙関連の産学連携活動について 

・産業界へのＦｅｅｄｂａｃｋのため、以下の３ステップをとっている 
  Ｉｎｃｕｂａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｒｅ（最初のレベル） → Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｃ

ｅｎｔｒｅ → Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｐａｒｋ（企業が大学敷地内で活動） 
 ＴＲＬレベルでいうと、通常の大学の活動がＴＲＬ＝１，２，３とするとＣｒａｎｆｉｅ

ｌｄはＴＲＬ＝４，５レベルを目指している。 
・航空関連のＳｔｒａｔｅｇｉｃ Ｐａｒｔｎｅｒには以下の企業がある 
  ＢＡｅＳｙｓｔｅｍ、Ａｉｒｂｕｓ、Ｒｏｌｌｓ Ｒｏｙｃｅ、Ａｓｔｒｉｍ（ＵＡＶ

関連）、Ｂｏｅｉｎｇ等 
・学内に企業をおこして活動もしている。 
 Ｃｒａｎｆｉｅｌｄ Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｌｔｄ．：Ｂｏｅｉｎｇ Ｘ４８Ｂの開発に協

力（Ｂｌｅｎｄｅｄ Ｗｉｎｇ Ｂｏｄｙ機） 
・ＩＶＨＭ （Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｍａｎａｇ

ｅｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｒｅ） 
 Ｂｏｅｉｎｇとの共同でセンターを設立：航空機のみならずビーグル全般を対象として、

設計、技術面以外でも実運用、整備、ロジスティックス等の広い範囲で、安全な運用を常に

モニターするシステムの開発を行っている。 
・Ａｅｒｏｓｐａｃｅ Ｖｅｈｉｃｌｅ Ｄｅｓｉｇｎ ＭＳｃ Ｃｏｕｒｓｅについて 
 学生グループによる航空機設計活動であり、ＢＡｅＳｙｓｔｅｍとの密接な関係のもとに、

概念設計から構造設計に至る詳細な設計作業を１年間で行っている。会社内での多人数によ

る数年に亘る設計開発の一部を大学内で簡略化し短期間で行う活動である。このコースに参

加した学生が修得できるシステム統合化能力とチームワーク能力は、このコースの経験者が

企業内で実際の設計作業に携わるときに役に立つと高い評価を受けている。フルタイムの学

生だけではなく企業からパートタイムでも学生が派遣されている。 
 
（４）ＩＡＤＦからのＱｕｅｓｔｉｏｎｎａｉｒｅに関する議論 

・航空関連の学生数： 
  フルタイムで航空を学ぶ学生は年間２００名程度である。 
  この数字は、過去１０年間で大きくは変わっていない。 
・英国全体でも航空関連技術者の数は減少傾向にあると認識している 
 航空のコースの途中でｄｒｏｐ ｏｕｔする学生も多いことが関係しているかもしれない

（航空の勉強がハードなため）。 
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 一方、他国の大学と連携して、二つの大学で平行して学ぶことにより学位を２つ得るＤｏ

ｕｂｌｅ ｄｅｇｒｅｅの制度もある。たとえばドイツやフランスの大学との間でこのよう

な制度がある。この制度によって海外からの学生を少しでも多く集めたい。 
 これに関連して、以下のＰＥＧＡＳＵＳなる活動も行っている。 
・ＰＥＧＡＳＵＳ （Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ｏｆ ａ Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｇｒｏｕｐ 

ｏｆ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃｓ ａｎｄ Ｓｐａｃｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｉｅｓ） 
  ＰＥＧＡＳＵＳは、１９９８年に欧州の航空宇宙工学関連の学科を有する大学が集まり結成

された。 
  ＥＵの８カ国から２０の大学が参加している（これらの大学から航空関連で約２５００

名の卒業生を出している）。 
  その目的は、各大学における教育研究活動を効率化するとともに、良い学生を航空宇宙

関連の学科へ引きつけるための方策を検討することにある。 
 
（５）まとめ 

航空工学のために設立された機関が発展して現在の姿になった大学である。このため、実

用的な航空に関する研究活動が非常に強い。この点を背景として、産業界との連携活動を徹

底的に行っている（共同研究のみならず、企業のニーズに則ったコースの設置や大学による

会社経営）。他大学（特にＥＣ内）との連携を強め、これによって学生の確保を狙っている。

航空機を大学内で実際に飛行させ、これを教育と研究に利用している点は、世界でも数少な

い。 
 
 
６．３ ロールスロイスにおける人材育成 

世界の主要なエンジンメーカの一つであるロールスロイス社（イギリス、ダービー）を訪問し、人

材育成について調査を行った。以下では、その訪問調査の結果を示す。 
（１）航空機技術者の現状と人材育成システムについて 

ロールスロイス社の従業員４万人の約半数が英国籍。技術者は８５００名で、その内、１

５％が女性である。研究開発のアウトソーシングを進めているのでＲ＆Ｄの技術者は少ない

が、１０％以上がＰｈＤを持っている。ロールスロイス社の新製品の研究開発費は売上高の

約５％を投入している。毎年の新入社員は大部分が若い人材で大卒の技術者は８０名～１０

０名である。これに並行して数は少ないが、熟練した専門家やＵＴＣ関連の博士も入社して

いる。 
技術者の最終目標（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｄｉｒｅｃｔｏｒｓ， Ｃｈｉｅｆ Ｅｎ

ｇｉｎｅｅｒｓ， Ｆｅｌｌｏｗｓ）を目指してリーダーシップ育成プログラムが完備され

ている。１９９７年より“Ｓｋｉｌｌ Ｇｒｏｕｐ”のシステムを導入し、改良しつつ、拡

大している。主要なＧｒｏｕｐはＤｅｓｉｇｎ、Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ、Ｃｏｎｔｒ

ｏｌ Ｓｙｓｔｅｍｓ、Ｍａｔｅｒｉａｌｓなどであり、各Ｇｒｏｕｐに“Ｓｋｉｌｌｏｗ

ｎｅｒ”が指名され、そのＳｋｉｌｌの改良、管理、専門家の育成などを進める。 
ロールスロイス社は“ＵＴＣ（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｅｎｔ
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ｒｅ）”と呼ぶ世界中の大学との共同研究システムを構築し、Ｒ＆Ｄのアウトソーシングを進

めている。この中でロールスロイス社はかなり高額の研究費を供給し、技術研究、技術者育

成などを行っている。このネットワークには１００名以上の博士及び３００名以上の研究者、

技術者、学生などが従事している。また、各種の技術賞を設けて先進的なアイデアを発掘す

るとともに若い世代（中学生、高校生）の技術志向を育てるためにインターンシップなどの

機会を増やしている。 
 コーヒーブレイクに参加したＰｅｔｅｒ Ｐｒｉｃｅ（Ｄｉｒｅｃｔｏｒ ｏｆ Ｃｉｖ

ｉｌ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ）はＣｏｌｉｎ ＳｍｉｔｈとＭａｒｋ Ｋｉｎｇにレポー

トする立場であり、現在のロールスロイス社はＣｉｖｉｌが上下動がはげしく、Ｍｉｌｉｔ

ａｒｙはフラットでＭａｒｉｎｅだけが右上がりだと説明してくれた。 
 
（２）Ｔｒｅｎｔ１０００組立工場、エンジン試験設備、および展示館視察 

 Ｐｅｔｅｒ Ｂｌａｋｅの案内でトレント１０００エンジンのモジュール組立とＰＴＳの

ラインを視察した。量産化を目標にして看板方式を考慮したフローラインになっているらし

い。７８７の遅れの影響と思われるが、工場の負荷は軽くなっているようであった。続いて

視察したエンジン試験設備では、５万ポンド～１０万ポンドのトレント５００、７００、８

００、９００エンジンの性能試験、出荷試験などを行っており、量産エンジンとオーバーホ

ールエンジンでかなり、稼働率は高いとのことであった。最後にトレーニングセンター（Ｌ

ＤＣ）の入口にある展示館（Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｃｅｎｔｒｅ）を見学した。高価な初期の

ロールスロイス車に始まり、初期の航空用レシプロエンジンから現在のＡ３８０用トレント

９００までのエンジンが並んでおり、歴史的に貴重な資料が保存されていた。 
  
 （３） まとめ 

    ロールスロイス社としては将来の技術者不足についての危機感はあまり無く、会社として

十分な対策を行っているとの考えらしい。このような機会に本音を確認することは難しいが、

一般の技術者不足よりもハイレベルのマネージメントの確保が問題と認識している模様であ

った。 
 
 
６．４ エアバスにおける人材育成 

世界の中でボーイングと並ぶ航空機メーカであるエアバス社（Ｔｏｕｌｏｕｓｅ、フランス）を

訪問し、調査を行った。  
 （１）航空技術者の現状と人材育成システムについて（Ａｉｒｂｕｓ ＣＥ） 

 エアバスは適切な場所に適切な人材を供給するために１年前から解析を進めており、

これにより人材の育成か専門家の雇用か（Ｔｒａｉｎｉｎｇ ｏｒ Ｂｕｙ）を判断してい

る。ここで、ＥＵの航空産業は７５０の企業（ＥＡＤＳ、ロールスロイス、ＢＡＥ、サーブ、

タリス、ダッソーなど）、４５万人の従業員から成っている。毎年、必要な航空技術者は３０

００名でＥＵ内で３０００名＋５００名（ＰｈＤ）の航空技術者が育成されている。エアバ

スの技術者は平均的に１５０００名程度である。 
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２００７年のＥＵ従業員ランキングでＥＡＤＳ（エアバス）はフランスで１位、ドイツで

１０位、イギリスで１４位である。フランスではＥＡＤＳ以外にダッソー、タリスなどの航

空企業が上位、ドイツではアウディ、ポルシェ、ＢＭＷなどの自動車関係が上位、イギリス

は官庁、製薬会社などが上位、スペインはグーグル、マイクロソフト、ＩＢＭなどのＩＴ及

びエレクトロニクスが上位を占めている。 
ＥＵでの技術者の定義、教育システムは各国で少しずつ差はあるものの、概ね同様なルー

ルで運用されており、３－５－８のシステム（学士３年、修士５年、博士８年）でＥＵを統

合する方向へ進んでいる。 
ＥＵの航空宇宙教育は各教育機関において異なっているが、基本的には次のカテゴリーに

分類される。 
基礎科学――― 数学、物理学 
基礎工学――― 機械工学、情報通信、ソフトウエア 
航空宇宙工学――― 空気力学、推進系技術、航空機設計 
一般知識――― 財務、マネージメント、語学 
工学演習――― 研究所、企業などでの実地研修 

エアバスは航空宇宙関係の大学、研究機関と共同研究、人事交流などの関係を維持してお

り、ＥＵ内ではＥＣＡＴＡネットワーク、ＰＥＧＡＳＵＳネットワーク、ＥＵ外では早稲田

大学などとの活動を進めている。良好な関係を維持するために各機関へエアバスの代表者を

送り込んでいる。 
 航空機技術者はイギリスでは不足しているが、フランス、ドイツは不足していない。必要

があれば技術作業をアウトソーシングすることになる。女性技術者は２０％で将来は３０％

になるだろう。ＥＵのなかでフランスは女性が最も働きやすい国である。 
 
（２）Ａ３８０最終組立ラインの視察 

  Ｊｏｈｎ Ｃｈａｒｌｅｓｔｏｎからサブ・アッセンブリー（胴体、主翼など）のイギ

リス、ドイツからの輸送 ―― 船（海）＝＞ ボート（運河）＝＞ トレーラー（道路） 

―― の説明があり、その後、最終組立ラインを案内された。エアフランス、シンガポール、

カンタスなどの機体の組立が行われており、大きな工場で６機程度の組立が並行して進んで

いた。 
  
（３）まとめ 

 ロールスロイス社と同様に将来の技術者不足についてはあまり危機感は無く、現在の大学、

研究機関との関係を維持できれば良いとのことであった。 
 エアバスとしては“Ｔｒａｉｎｉｎｇ ｏｒ Ｂｕｙ”と言う考え方で必要な技術能力を

確保するので社会全体の技術者不足の影響は受けないとの考え方のようであった。 
 
 
６．５ フォンカルマン研究所における人材育成 
ヨーロッパにおける公的研究機関の一つであり、その規模に比較して人材育成を重点に置いている
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ベルギーのフォンカルマン研究所（ＶＫＩ：ｖｏｎ Ｋａｒｍａｎ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｆｏｒ 

Ｆｌｕｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ）について、訪問し、調査を行った。 
（１）ＶＫＩの概要： Ｐｒｏｆ． Ｃａｒｏｂｎａｒｏ 

 第２次世界大戦後、５２年前の１９５６年に設置された。ＮＡＴＯ市民の教育と実験に比

重を置いた研究を担う。歴史的には、それ以前にベルギー政府によって設立された研究機関

に始まっており、１９２４年には低速風洞が整備されている。さらに、１９３２年には歴史

的な飛行とされるタンデムロータヘリ（Ｆｌｏｒｉｎｅ ２）の飛行試験など、興味深い成

果も存在する。運営はいくつかのＮＡＴＯ国家のメンバーから成るＢｏａｒｄ ｏｆ Ｄｉ

ｒｅｃｔｏｒによって管理され、予算は１２のＮＡＴＯ加盟国によって４８％が拠出されて

いる、それ以外は、受託研究等によって予算を獲得している。 
 ＶＫＩのミッションは主として３つである。①技術者および科学者のトレーニング：Ｐｏ

ｓｔ－Ｇｒａｄｕａｔｅ Ｄｉｐｌｏｍａ ｃｏｕｒｓｅ （９ヶ月）、Ｓｈｏｒｔ ｔｒａ

ｉｎｉｎｇ ｐｒｏｇｒａｍ （２－３ヶ月）。②レクチャーシリーズ（１週間）および関連

書籍の出版、学会運営。③ＰｈＤ ｐｒｏｇｒａｍ／Ａｐｐｌｉｅｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ｐ

ｒｏｇｒａｍ（１－４年）、企業，ＥＳＡ，ＥＵからの受託研究。ＰｈＤは、大学ではないた

め学位はだせないが、研究を実際に実施。理論、実験、数値解析による流体力学を、国際的

な多様な文化の中で実施。在籍者の国籍は１０－１２に及ぶ。 
 職員は約９９人。内訳は、Ｆａｃｕｌｔｙ １２， Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｅｎｇｉｎｅｅ

ｒｓ １７， Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ／Ｔｅｃｈｎｉｃｉａｎｓ ２０ ａｄｍｉｎ １３， 

Ｍｅｃｈａｎｉｃｓ／ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ ３０， Ｃａｎｔｅｅｎ／Ｓｅｃｕｒｉｔｙ 

６。メカニクスはいわゆるブルーカラー（高卒相当）。テクニシャンは大卒・高専卒に相当（欧

州の３年コースに相当すると思われる）。研究、実験のため４８の設備が存在する、そのうち

３つは世界で唯一またはトップの設備であり、評価が高い。伝統的に実験研究に重点を置く

研究所だが、近年は、計算環境も充実中。 
 約１００人の職員に対し、１２０人程度の学生数となっており、適切な規模と考えられて

いる。ＶＫＩの人員規模は、職員数でなく学生数（および研修者数）で評価されている模様。

人数は全体的に多少増加しつつある。歴史的には、ＶＫＩの基盤であるＤｉｐｌｏｍａ ｃ

ｏｕｒｓｅが当初から一定数を維持。ＰｈＤコースは１９６５年頃から始まり、多少増減し

ながら２０年前（１９９５年頃）最大であった。最近、再度増加し始めている。Ａｐｐｌｉ

ｅｄ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｐｒｏｇｒａｍは１９７５年頃から開始、やはり１９９５年に極

大。在籍する女性は１５人、うちＰｈＤに１０人程度。現在、２９人のＤｉｐｌｏｍａ ｃ

ｏｕｒｓｅに１２カ国から参加， ２８人がディプロマを取得。なお、ＮＡＴＯ国からはＴ

ｕｉｔｉｏｎは不要で参加できる。ＰｈＤコースには ４２人が １１カ国から参加。４人

が ＰｈＤ取得。 
 予算は、ＮＡＴＯ予算が３．１５ＭＥｕｒｏ、ベルギー国家予算から０．８１ＭＥｕｒｏ、

受託等の収入として４．４１ＭＥｕｒｏ。合計８．３７ＭＥｕｒｏ（約１０億円程度）であ

る。日本関係としては、最近ではＫＨＩから１０ヶ月のコースに参加した例がある。大学と

の関係について、歴史的にはベルギーの大学との連携が強かったが、現在も個人のつながり

をもとに、ルーアン大、ブリュッセル大、バレンシア大、パリ大、イタリアの大学などと関
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係を持ち、大学でも教えつつ、ＰｈＤの学生に対する教育および研究をＶＫＩで行い、これ

ら大学との連携を元にその大学で学位を出す形をとっている。 
 研究活動としては、１０カ国５９の企業からと、４つの国際機関（ＥＳＡ，ＥＵ，ＩＮＴ

ＡＳ，ＩＳＴＣ）からのファンドによって研究を実施している。米国との関係も存在し、Ｎ

ＩＨからのファンドを元に共同研究の枠で実施しているものもある。 
 研究分野は、主として①航空と航空宇宙、②環境および応用流体（風力、電熱、音響）、③

原動機の三つ。詳細は別紙スライド資料を参照。 
  実験：風洞を中心に、宇宙方面の設備 
  フライト：ＥＸＰＥＲＴ実験機への搭載。 

ＣＦＤ：エンジン、全機、電磁流体 
空力音響：ジェットノイズ、ＣＦＤ，固体ロケット進藤 
低速風洞：３ｍ×２ｍ×２０ｍ・建築物風。砂飛散、南極基地の雪飛散 
Ｇａｓ ｄｉｓｐｅｒｓｉｏｎ  Ｌａｅｒ ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ， ＰＩＶ，

車の排気ガス 
数値解析：ジェットインピンジ、ＬＥＳ，・・・ 
溶融金属の実験研究：鋳造のため 
二層流： 
生体流体： 
原動機： 
マイクロターボ１２ｍｍ 
ＭＤＯ、逆問題 

 なお、１０年にわたりＰｒｏｆ．ＣａｒｂｏｎａｒｏがＶＫＩのＤｉｒｅｃｔｏｒを努め

ていたが、１０月末で退任した。後任はＥＳＡから来ているとのこと。現在のＶＫＩの位置

付けや、今後のＶＫＩの組織の位置付けや方向性へが示されているとも思われる。 
 
（２）子供の科学教育：Ｄｒ． Ｐａｔｒｉｃｉａ Ｃｏｒｉｅｒｉ 

Ｙｏｕｎｇ ｐｅｏｐｌｅの分析、教育の内容についての取り組みについて報告があった。

具体的には、ＶＫＩで実施されているＳｃｈｏｏｌ－ｌａｂ Ｐｒｏｊｅｃｔが紹介された。

これは、科学者と市民のコミュニケーションの必要性にこたえるため、一般市民が科学を理

解しなければいけない（理解してもらわなければ行けない）という思想のもと、実施されて

いる。 
 現状のデータとして、ＲＯＳＥ調査結果を例に、科学にどれくらい理解を示しているかと

いう解析結果が紹介された。平均点（２．５点）に対し、先進国は低く発展途上国は高い。

これは、生活レベルが低く、自分たちの身近に無い科学を発展途上国の子供たちは科学を信

じているためと考えられるとのこと。男女比も分析されており、日本は特に男女差が激しい。

なお、本調査結果は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｌｓ．ｕｉｏ．ｎｏ／ｅｎｇｌｉｓｈ／ｒ

ｏｓｅ／で確認でき、今後の人材育成のための貴重な情報になると思われる。本調査は、２

００４年１１月１１日付けの朝日新聞でも取り上げられたとのこと。 
 科学教育が必要な時期についての紹介があった。一番重要なのは、小学校の年齢層であり、
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この時期にサイエンスに興味を持たせることが重要である。この年代の間に科学に対する理

解とその発展による夢の実現を心に描くことが、その後の科学への興味の持続と増大につな

がる。難しい科学をわかりやすく伝えるために、科学者の助けが重要であり、必要不可欠で

ある。中学校から高校の時期には、現状では科学の勉強のうちの９５％が単なる理科の「勉

強」になっている。実験やトレーニングによる科学への取り組みとともに、科学が現実の生

活にどうつながるかを示すことが必要。大学では、さらにアカデミックな理論が中心となっ

ている（これを補うためＶＫＩで実技、実験を実施してきた）。男女比について、女の子は、

ｈａｒｄ ｓｃｉｅｎｃｅは女の子の興味を削ぐとのコメントがあった。 
 実際の取り組みとして、Ｕｓｕａｌ ｍｕｓｅｕｍ ｓｔｒｕｃｔｕｒｅという考え方の

もと、大学、研究所は、Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ ｔｅａｃｈｅｒとして、一般の人々に直接コ

ミュニケートするべき。このため、Ｓｃｈｏｏｌ－ｌａｂ Ｐｒｏｊｅｃｔを実施。具体的

には、ＶＫＩでは、実験のセットを供給し、科学的アプローチ（仮説を作り、仮説を調べ、

計測し、法則を作り、予測モデルを作り、現実との関係を示すこと）を示し、教育している。

ＶＫＩには、教え方のノウハウ、物作りのノウハウ、国際的な雰囲気があり、また、教育と

研究と応用が近いことを示すことができることも特徴である。Ｓｃｈｏｏｌ Ｌａｂでの効

果として、明確な興味の向上が現れている。もともと科学への興味が低い層の方が向上の率

が高く、興味の底上げに有効であった。男女比に言及があり、男の子が実験そのものを楽し

んでいる野に対し、女の子は仲良く実験が出来るのが楽しいという面があった。これらの成

果については、心理学的な側面が重要である。 
 ヨーロッパでの共同プロジェクトＲＥＳｔＡＲＴＳ （Ｒａｉｓｉｎｇ Ｅｕｒｏｐｅａ

ｎ Ｓｔｕｄｅｎｔ Ａｗａｒｅｎｅｓｓ ｉｎ Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃａｌ Ｒｅｓｅａ

ｒｃｈ Ｔｈｒｏｕｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ－Ｌａｂ）があり、５機関（ＶＫＩ， ＣＩＲＡ， 

ＤＬＲ， ＩＮＣＡＳ（Ｒｏｍａｎｉａｎ）， Ｕｎｉｖ． ｏｆ Ｌｅｉｃｅｓｔｅｒ（Ｕ

Ｋ））により、具体的なプロジェクトを示し、教育を実施している。プロジェクト内容は、近

年の技術課題に即した課題として「飛行機の飛行」「航空輸送のグリーン化」「顧客満足およ

びセキュリティ」について、①科学者が学校の先生に説明し、②実験について考えて構築す

ると共に、③それを先生が自分の教室で試すとともに、④科学者と先生がＳｃｈｏｏｌ－Ｌ

ａｂでも試し、⑤その反応の違いを評価し改善してゆくものである。⑥さらに本共同プロジ

ェクトのヨーロッパの学校中にも広げていくことを目指している。 
 また、子供が継続的に科学に触れ、興味を持ち続けるため、日常的な科学の教育、啓蒙が

重要である。実際にＶＫＩがこれを行うのは不可能だが、日常的な教育を行っている学校の

先生を教育することで、これを実現することが出来ることから、これも重要な課題であり、

その趣旨のコースも持っている。このような活動は国家の教育方針のレベルに近いようにも

見えるが、一研究機関が実施していることは興味深い。 
 
（３）その他 

 技術者の減少に関し、ヨーロッパでも技術者が少ないと認識している。特に、若いエンジ

ニアはアメリカへ行ってしまう傾向があるために減っている。このため、産業界はインドと

中国から技術者を得ているが、長期的には心配もある。 
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 日本のインターンシップの２週間については短いとの指摘。トリノ大学は２週間の例があ

った模様だが、これは非効率であった。３ヶ月程度が適切である。フランスやドイツでは５

～６ヶ月のインターンシップも行われている。 
さらに、設備調査として、エンジン、風洞等、多様な設備を視察した。 

 
 
６．６ ＤＬＲにおける人材育成 
 ヨーロッパを代表する公的研究機関であるドイツ航空宇宙センター（ＤＬＲ：Ｄｅｕｔｓｃｈｅｓ 

Ｚｅｎｔｒｕｍ ｆüｒ Ｌｕｆｔ－ ｕｎｄ Ｒａｕｍｆａｈｒｔ）のケルン研究所を訪問し、調

査を行った。 
（１）人材育成についてのディスカッション 

 まず、日本で対応する研究機関であるＪＡＸＡとの協力関係について、航空分野について、

ドルニエ（機）に関する協力、ヘリコプタ研究についてＯＮＥＲＡ－ＪＡＸＡとの３者協力

を継続していくこと、エアトラッフィクマネージメント、パイロットシステムについても協

力を進めているとの話があった。長期の協力としては、ＰＳＰおよびＴＳＰなどの風洞技術

や、空力弾性の協力が行われてきた。今後も良い関係を構築していきたいとのこと。 
 技術者の減少について、日本側からＭＲＪの開発に伴い人材の不足感があることを紹介し

た。 
 ＤＲＬに存在する問題について紹介があった。学生数は減っているか同じであるが、エア

バスの拡大により不足している。近年は空力研究者が車などの他の分野へ行ってしまうとい

う問題がある。エアバスは、各方面と協力するスキームを持っており、ＰｈＤの学生に企業

経験を積ませつつ技術者として集めているが、ＤＬＲでも独自に人材を集める努力をしてい

る。ただし、エアバスに比べ給料が安いこともあり、若くて有能な技術者が集まらないとの

言及があった。ただし、研究の自由は存在するとのことである。 
 また、若い人（子供）の興味を引く為の活動について紹介もあった。地元の学校からの要

求もあり、研究者が科学の教育を子供に行う活動を、毎日行っている。当然の事ながら研究

者が対応できる作業量ではなく、このために専任の先生（職員）を配置している。航空に興

味を向ける科学分野であるためか、特に空気力学（流体力学）を中心に扱っている模様。 
 ＤＬＲの研究テーマとして重視されている課題についての紹介があった。空力における現

実の機体で境界層の層流かを実現するＨｙｂｒｉｄ Ｌａｍｉｎａｒ Ｆｌｏｗ技術、ＣＦ

Ｄの拡大とその検証のための風洞試験及び飛行試験、特に新たに導入したＡ３２０飛行実験

機によるシステム、構造、エンジン、機体、ＡＴＭなどの多岐に亘る飛行試験、などがトピ

ックになっている。 
 ＤＬＲの技術者数は２０００人に及ぶ。（職員数全体は５７００人）。このうち、航空関係

の技術者数は７００人である。ＤＬＲの中では、宇宙分野の技術者数が最大であり、続いて

航空技術が３０％、そのほかＬｏｇｉｓｔｉｃｓ分野、およびエネルギー分野、などが技術

分野として分かれている。航空技術が成熟し、研究が必要ないという声もあるが、ＤＬＲと

しては、まだ、航空技術はｈｉｇｈ ｓｏｐｈｉｓｔｉｃａｔｅｄ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

であり、研究が必要と認識されている。最新の航空機はｒｅａｌｌｙ ｈｉｇｈ－ｔｅｃｈ
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であり、企業では実施できない高度な研究開発要素が存在する。ただし、これはアカデミッ

クではなく、企業と結びついていることが重要であり、研究予算を研究機関につけ、開発さ

れた技術を企業に移すことが政策として合意されている。これはエアバスが産業として成功

していることも、将来の技術に対してお金を使うことの合意形成につながっているといえる。

日本でも、ＭＲＪが成功すれば、さらに高度な技術を付加するための研究開発が研究機関に

要求されるのではないか。なお、ヨーロッパでは企業とＤＬＲと大学のＪｏｉｎｔ Ｐｒｏ

ｊｅｃｔの形での活動があり、それぞれの立場を生かして研究開発が行われている。 
 教育については、ＤＬＲが大学と企業の中間に位置する立場を生かし、ｙｏｕｎｇ ｓｃ

ｉｅｎｃｅ ｐｒｏｇｒａｍによって、１４の分野で５００人のＰｈＤを育成している。 
  就職先としては、ＤＬＲの研究の自由、大学の教員や公務員への進路を保持する位置づけ

で研究者が集まってくる。ＤＬＲの環境は、Ｈｅａｄが大学のＰｒｅｓｉｄｅｎｔが来るこ

とから 
  政府の中での位置づけは、２０００年頃に、ＤＬＲの所管は教育を担当する官庁からは経

済産業と技術研究を担当する官庁に変更された。これは、現在の企業との協力作業の増大に

伴う物と思われる。一方で、防衛関連の活動も多く行われている。ＤＬＲの航空分野の活動

のうちの２０～２５％を占めている。これは、ドイツの一般の人の意見が第二次世界大戦直

後とは変わってきていることもあり、Ｐｅａｃｅ ｍｏｖｅｍｅｎｔという言葉を用いて説

明していた。大学でも防衛研究は許容されており、多くはないが戦闘機やヘリコプタなどの

例はある。ドイツは、実際に中東への軍事派遣も行っており、研究機関が防衛に関与するこ

とに問題が少なかったと同時に、日本でＮＡＬが軍事研究を実施できなかったために防衛庁

３研が存在してきたのとは異なり、ＤＬＲが全て技術開発を担ってきたことも背景にある。 
ＤＬＲの機関評価は５年に一回。 

 
（２）設備調査 

・ＩＳＳ実験管制および彗星探査機管制設備。彗星到着は２０１４年１１月 
・超音速、極超音速、アーク加熱風洞： 
・材料およびコーティング技術開発。ＤＬＲで開発した酸化アルミセラミック材料。現在はＤ

ＬＲが出資した企業へ技術移転。 
・航空医学：乗務員の環境、乗客の環境、周辺住民の環境。隔離試験設備。加圧減圧試験設備。

遠心重力試験設備。その設備の横でスクールラボの授業が行われていた。 
 
 
６．７ 海外工業会における人材育成状況 
 航空宇宙産業は、海外においては重要な基幹産業と位置付けられており、ＧＤＰ比でフランスが

最も高い１．７０％で、イギリス１．４３％、米国１．２６％、ドイツは０．８４％を占めており、

日本は０．２８％と水をあけられている（（社）日本航空宇宙工業会 世界の航空宇宙工業より）。 
この産業にとって有能な人材確保は、ベビーブーマーの大量退職やＩＴ・金融などに人材が流れて

いるといった世界状況に直面していることから、各国工業会とも重要案件と考えて対策を取っている。

これには、単に即戦力のエンジニアや技能者を雇用することにとどまらず、若い世代が理数や自然科
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学に馴染んだり、興味を持ってくれることや、研修制度などを設定して海外の学生を留学生として引

き入れ自国の産業の活性化を図る、といった活動を行っている。聴取した情報に限界があるが、フラ

ンス、および米国の航空宇宙工業会等の活動を以下に報告する。 
 

６．７．１ フランス航空宇宙工業会（ＧＩＦＡＳ） 
フランス航空宇宙工業会の下部組織として、１９８０年にＩＡＳ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔ Ａｅｒｏ

ｎａｕｔｉｑｕｅ ｅｔ Ｓｐａｔｉａｌ ｉｎ Ｆｒａｎｃｅ）が設立され、航空宇宙産業会、フ

ランスの大学、政府との協調をとって国際パートナーの育成を図ってきた。対象は海外の学生ではな

く、企業や政府系の団体での従事者である。また、ＩＡＳはＧＩＦＡＳだけでなく、日本の文部科学

省、外務省とも緊密な関係にある。ツールーズに事務所を構えており、この団体の目的は、次ぎのと

おりである。 
① 国際パートナーのネットワーク構築で、各国の中心的な役割をする企業、団体などに対し、航

空と宇宙の分野それぞれを対象にしている。学術的カリキュラム、研究協力、連続した教育や現

場教育などがある。 
② フランス工業会の会員会社向けにプロジェクトの展開の支援を行っている。 

欧州地域は対象外ですべての国との共同プログラムを実行しており、地域的にはアジアを重点志

向しており、インドと中国がその中心である。 
 

（１）活動概要 
ＩＡＳは、３つの活動がその柱であるとしている。それらは、①海外ミッションの受け入れ、

②ＦＡＳＩＡ（Ｆｒｅｎｃｈ ＡｅｒｏＳｐａｃｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｗａｒｄ）プログラ

ムの実行、③プロジェクト展開の支援、である。 
ア．１つ目の海外ミッションの受け入れでは、アジア、アフリカ、南米、中米、中東、東欧な

どからの訪問団を受け入れ、フランス国内にある会員企業（航空会社、空軍、大学、研究所、

航空産業、民間航空局、宇宙庁、宇宙産業）のパートナーとの面談などを行っている。 
イ．２つ目のＦＡＳＩＡ（フランス航空宇宙産業表彰）という活動では、つぎの４段階から構

成され、約一年かけて教育している。 
第一ステップ： ＩＡＳの国際パートナーに対し、ＩＡＳのパッケージトレーニング（フ

ランス語、企業訪問など導入教育）を行う。 
第二ステップ： 大学などの教育機関で工学および経営（Ｂｕｉｓｉｎｅｓｓ）コースを

卒業させる。 
修士課程コースは、①基本設計として、空力、宇宙システム、装備品システム、

システム工学、ＤＮＭなどを、②運用技術として、整備支援をテーマに、電子

機器、航空機整備、ヘリコプタ工学、宇宙通信など、③民間航空として、対空

性審査、衛星を使った通信、管制、監視など、④航空宇宙管理では、航空宇宙

ＭＢＡ。航空輸送管理などを習得させるものである。 
第三ステップ： 実作業もしくは企業絵の研修 

ここでは、国内の企業に研修生として送り込み、ＯＪＴで研修させるものであ

る。派遣先企業としては、ユーロコプター、ＥＡＤＳ、Ｔｈａｒｅｓ、Ａｉｒ



 94

ｂｕｓ、ＡＴＲ、Ｄａｓｓａｕｌｔ、Ｓａｆｒａｎなどフランスを代表する企

業があげられる。 
第四ステップ： ＦＡＳＩＡ卒業式 

 
なお、教育費用は以下のような分担としている。 

授業料はＩＡＳとＧＩＦＡＳが準備する、生活費（含む宿代）は、参加者本人あるいは原籍

企業、フランス外務省としているが、政府出資の詳細は不明である。渡航旅費は参加者持ち

としている。このプログラムを使って年間４０～４５人が参加しており、１５－２０カ国が

応募してくる。個別教育でなく、集合教育方式を取っている。 
ウ．３つめのプロジェクトの展開支援では、ＧＩＦＡＳ会員やＩＡＳパートナーに有益になる

プログラムであり、３つのコースを用意している。 
（ア）個別のエンジニアリング教育 

・プロジェクト的アプローチで、会員会社が教育的に好ましいテーマについて解を見

つけさせるもの 
・航空宇宙の分野で個別案件について設計をさせるもの 
・国際的な関係の中で特別案件について教育するもの 

（イ）教育的な組織管理 
・保守整備の面からの管理 
・工学的な専門家や教区的な専門家を集めること 

（ウ）教育目的で設置された組織に対する経営工学 
・教育によるコストを試算する 
・予算を獲得する 
・予算の超過を監査する 
 

（２）成果など 
２５年以上継続してこの活動を行ってきたが、すべてのプラグラムで年間１００人以上の海

外からの修了者を出してきた。現在１５の国際的な教育プロジェクトに参画している。全世界

で１００カ国、１０００名を超える卒業生を輩出した。 
 
６．７．２ 米国航空宇宙工業会（ＡＩＡ） 

アメリカ航空宇宙工業会は、フランス航空宇宙工業会とは別の対応を取っている。国内の中学の

理数科への親しみを持ってもらうことや、高校、大学生に航空宇宙産業会へ直接就職してもらいたい

との意図している。２００２年にＡＩＡとＮＡＲ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏ

ｆ Ｒｏｃｋｅｔｒｙ）が合同で主催し、Ｔｅａｍ Ａｍｅｒｉｃａ Ｒｏｃｋｅｔｒｙ Ｃｈａｌ

ｌｅｎｇｅ（米国チーム・ロケットコンテスト）を開催した。これは航空１００周年を記念したイベ

ントとして１度限りの開催で行われたが、開催してみると、反響が大きく、継続してこの大会を開催

する要望が強く出された。 
毎年約７，０００名の学生が全米から参加し、毎年開催し、２００８年で７回目を迎えた。競技

の内容は、設計、製作、飛行をおこなわせるもので、現在は、７５０Ｆｔ（約２２９ｍ）の高度まで
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上昇すること、滞空時間は４５秒、２つの卵を壊れることなく回収すること、としている。 
地区予選を勝ち抜いた１００チームが毎年ワシントンＤＣに５月に集まり、決勝戦を行う。報償

は、＄６０，０００（約５４０万円＠９０円／＄）の現金を含み、最終１０校に奨学金として分配さ

れる。ＮＡＳＡは最終２５校にＳｔｕｄｅｎｔ Ｌａｕｎｃｈ Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅに招待してい

る。ＡＩＡ会員で宇宙企業のロッキードマーチン社やレイセオン社は、パリやファンボローで開催さ

れる国際航空宇宙展への滞在費や旅費を奨学金として優秀な学校に出している。なお、ＡＩＡ会員で、

スポンサーとなっている企業は２００９年向けで３４社あり、Ｂｏｅｉｎｇ社、Ｌｏｃｋｈｅｅｄ 

Ｍａｒｔｉｎｅ社、ＢＡＥ社など名だたる米国企業が支援している。 
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第７章 まとめ  

 

本報告は、日本の航空機産業における人材育成に関する初期的な調査と検討、および議

論の結果についてまとめたものである。まず、人材育成の目指すべき姿として、日本の航

空機産業の現状を調査し、航空機産業における人材育成の必要性を述べた。その上で、具

体的に日本の航空機産業に必要な人材の分析と方向性を示し、必要な人材として、航空機

開発のサイクルの中のステップ毎にどの様な人材が求められているのか、これからの育成

のポイントを検討している。具体的には、テクノロジーの研究開発とデザインコンセプト

における非連続的なイノベーション、開発設計における未経験領域への取り組み、製造に

おける日本のアドバンテージの分析、実機の主体的開発を通じた認証に係る人材育成、エ

アラインの要求を理解したマーケティング／セールス、エアラインとのネットワークを確

立したきめ細かなプロダクトサポートなどの重要性が指摘された。 

 次に、技術者の人材教育の第一歩である大学における航空機産業技術者の人材育成とし

て、大学教育と人材育成との関係から、大学に対する一般的な意見と、日本の大学の特質

を述べ、さらに、大学教育の基本的な目的、方法、職業との関連、教育すべき事項につい

て示した。その上で、技術者養成の視点からの大学教育について論じるため、技術者の持

つべき資質と企業内での育成過程を分析し、大学での技術者養成教育として何が要望され

ているかを踏まえ、多様な人材育成の必要性を述べ、航空関係教育の新しい取り組みを紹

介した。 

 また、企業活動における人材育成について、国内の航空機関連産業における具体的な事

例として、機体メーカでの共同開発作業における人材育成、国産機開発にかかる人材育成

について、エンジン開発における人材育成、アビオニクスメーカにおける人材育成、装備

品メーカにおける認証取得事例と人材育成、航空産業に関連する商社の活動と人材育成に

ついて調査、まとめを行った。一方で、企業内で実績のない領域について人材育成の観点

から必要な対応について述べ、問題提起を行っている。また、航空機産業以外の分野での

状況を参考にするため、関連産業および他産業における人材育成として、自動車産業の人

材育成、国内主要航空会社での人材育成、ＩＴ産業、エレクトロニクス産業での人材育成

について述べている。 

 さらに、公的研究機関における人材育成として技術研究者の育成だけでなく、一般に向

けた広報や啓発活動も含めた人材育成について論じるとともに、学会活動等における人材

育成の現状として、航空関連学会および団体の活動や、育成の貴重な場であるコンテスト

の紹介の意義、工業会の活動としての人材育成について述べた。さらに、今後の課題とし

ての、人材育成の方法、人材の発掘、人材の維持などについてまとめている。 

 最後に、諸外国における航空技術者の人材育成の調査報告として、長期的戦略に基づき

教育システムを構築してきたブラジルのエンブラエル社、大学での人材育成例としてイギ

リスのクランフィールド大学、企業関連として、イギリスのロールスロイス社、フランス

のエアバス社における人材育成状況を、また、公的研究機関として、ベルギーのフォンカ

ルマン研究所、ドイツ DLR の人材育成状況についてまとめた。 
 
以上の人材育成に関する問題提起、国内外の大学および企業の状況調査の結果から、日
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本の航空機産業における技術者の人材育成に関し、下記のような着眼点が得られた。 
・ 次世代似向けた画期的なイノベーションのため、創造力のある多様な人材育成。 
・ 大学での専門的基礎知識の教育による技術者のポテンシャルの向上は、引き続き重要。 

・ 具体的なものづくり活動を通じた課題解決型教育。 

・ 個人の能力を認識し、創造性や多様性を活用できる新たな日本の組織体制。 

・ 組織内で効率的に働く日本人の良さは重要。不足能力を他国から補うことも有効。 

・ 国外のインターンシップ制度の活用は有用。日本の教育制度の変更が必要。 

・ 企業技術者として、独自機開発や海外進出によるプログラムレベル作業への対応能力

が重要。現在、経験や技能等が薄れつつあり、再教育が必要。 
・ 国産機開発に関しては、開発全体への参画という意味で願ってもない人材育成の機会。 
・ 経産省、防衛省、JAXA 等、関連機関が協力した技術と人材の戦略的保有維持が重要。 

・ 販売、プロサポについては、ボーイング等の人材や海外他社リソースの活用が必要。 

・ エンジン関連では、民需のエンジンインテグレーションを担う人材の確保が重要。 
・ アビオニクス関連では、機体システムの実機経験や海外メーカとの共同開発が重要 

・ 装備品関連では、機体レベルの要求を、機器/システム仕様書に落とし込めるシステム

設計能力の向上が重要。 

・ 商社の持つアドバイザー・コンサルテーション機能、セールス・マーケティング・オ

ーガナイザー機能の最大限の活用。商社の海外店や、現地の産官学との人脈の活用。 
・ 他産業および諸外国の人材育成の状況の把握。日本の航空産業への適用、応用。 
・ 公的研究機関、各種団体、コンテストなどでの有効な事例の把握とその発展。 
これらについては、引き続き詳細な調査の実施と対応策の議論が必要と考える。 
 
本報告では、日本の航空機産業の将来目指すべき姿が、国産機開発の継続とその先の国

際共同開発において主導的な役割を果たすものであるとして、そのために必要な人材育成

の方向性を議論したものである。技術立国を国策の重要な柱とする日本にとって、その基

盤を支える技術者の育成が最重要課題であることには疑問の余地は無い。本報告を踏まえ、

今後さらに議論を深めてゆくことで、日本の将来を担う優れた人材の輩出に繋がるものと

期待する。 
 



第８章 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、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になることが期待されている。 
一方、世界的に航空輸送需要が増大する中で、若年労働人口の減少傾向等のため、拡大す

る航空機産業に必要な人材の確保は難しい状況になってきている。 
本委員会はこの様な状況の中で、航空機技術者の減少とレベルの低下を食い止め、人材

を確保すると共にレベルアップを図り、我が国の航空機産業の飛躍的発展に寄与せんがた

めに、航空機技術者の現状と育成システムの調査・研究を行い、産・学・官連携による航

空機技術者の育成のための人材育成システムを提案すべく「航空機産業発展のための人材

育成システムの調査研究」事業を行うものである。 
初年度となる今年は日本、および諸外国の航空機技術者の現状を調査し、技術者不足の

問題を具体的に把握し、課題の抽出を実施した。更に、世界中で行われている進んだ技術

者教育の事例を調査し、今後の技術者教育のあるべき姿の検討も実施した。 
具体的な活動としては、航空関係の企業、大学、研究機関等からの専門家による調査委員

会とワーキング・グループ会議（合計６回）を実施し、検討を進めると共に、航空機技術

者の人材育成システムの海外調査研究については、航空先進国である欧米各国の航空業界

の技術者とその教育システムの現状を調査し、調査委員会における産学官連携の技術者育

成システムを提案するための基礎データを蓄積した。また、本年度は欧州の航空業界（エ

アバス、ロールス・ロイス、クランフィールド大学、DLR、VKI）を訪問調査し、フラン

ス・イギリス・ベルギー・ドイツの先進航空企業、大学、研究機関での航空機技術者の現

状と育成システムに関する実地調査と打合会議を行った。 
 この中で日本、および諸外国においても航空機技術者の不足と育成は大きな課題となっ

ていることが分かり、程度や方策は各国で異なるものの、育成のために各種方策が検討さ

れ、一部は実施されていること、更に充分な方策を講じるには産・官・学の連携は固より、

国際的な強力も必要であることが明らかになって来た。 
 本年度の調査・研究で得られたデータと成果を基に、来年度はそれぞれの課題を掘り下

げ、検討を深めると共に、海外の実地調査も継続して実施し、有効と思われる航空技術者

の育成システムの提案に繋げることを目標に「航空機産業発展のための人材育成システム

の調査研究」事業を継続実施する予定である。 
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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付録（APPENDIX） 

 

Ａ.１ 平成２０年度海外調査報告書 

 

Ａ.１.１ 欧州における航空技術者調査報告書まとめ 

（イギリス・フランス・ベルギー・ドイツ） 

Ａ.１.２ クランフィールド大学調査報告 

Ａ.１.３ ロールス・ロイス社調査報告 

Ａ.１.４ エアバス社調査報告 

Ａ.１.５ フォンカルマン研究所調査報告 

Ａ.１.６ ＤＬＲ調査報告 
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Ａ.１.１ 欧州における航空技術者調査報告書まとめ  
 
１．概要  

本年度の IADF 調査委員会のテーマである航空機産業における人材育成についての

調査活動の一環として欧州の航空機関連企業、大学、研究機関などを訪問し、航空機

技術者の現状と育成システムについての調査と意見交換を実施した。  
 
２．調査団メンバー  

・戸田委員長 ――― 早稲田大学特任教授  
・李家委員 ――― 東京大学教授  
・伊藤主査 ――― JAXA 主幹研究員  
・山口（事務局）――― IADF 国際部  

 
３．調査内容要約（添付による）  

・2008 IADF Overseas Survey Itinerary 
・欧州航空技術者調査結果要約  
・調査訪問先応対者リスト  
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 2008 IADF Overseas Survey Itinerary   8-Oct-08  

        

28-Oct-08 Tokyo 11:15 => London(Heathrow) 14:25   BA006   

 London at "Copthorne Tara Hotel London Kensington"   

        

29-Oct-08 London 8:30 => Cranfield 10:00   <surface>    

 Cranfield University     

  Discussion of Human Resources for Aeronautical Engineering 

  Facility Tour and Q&A    

 Cranfield 17:00 => Derby 19:00   <surface>    

 Derby at "Legacy Aston Court"     

        

30-Oct-08 Derby       

 Rolls Royce      

  Discussion of Human Resources for Aeronautical Engineering 

        

31-Oct-08 Derby         

 Rolls Royce      

  Shop Tour and Q&A     

 Derby 15:00 => London 17:30   <surface>    

 London at "Copthorne Tara Hotel London Kensington"   

        

1-Nov-08 London       

 London(Gatwick) 19:30 => Toulouse 22:10   BA7955   

 Toulouse at "Best Western Athenee"    

        

2-Nov-08 Toulouse       

        

3-Nov-08 Toulouse       

 Airbus       

  Discussion of Human Resources for Aeronautical Engineering 

        

4-Nov-08 Toulouse       

 Airbus       

  Shop Tour and Q&A     

 Toulouse 13:00 => Paris(Chales de Gaulle) 14:30   AF7785  

 Paris => Brussels <surface>     

 Brussels at "Crowne Plaza Europa Brussels"   
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5-Nov-08 Brussels       

 VKI       

  Discussion of Human Resources for Aeronautical Engineering 

  Facility Tour and Q&A    

 Brussels => Cologne   <surface transport>    

 Cologne at "Hilton Cologne"     

         

6-Nov-08 Cologne       

 DLR       

  Discussion of Human Resources for Aeronautical Engineering 

  Facility Tour and Q&A    

        

7-Nov-08 Cologne 8:50 =>  London(Heathrow) 9:15  LH4784   

 London(Heathrow) 12:35 => Tokyo 9:10 [8-Nov-08]   BA005  
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欧州航空技術者調査結果要約 

  クランフィ

ールド大学  

ロールス  

ロイス  

エアバス  VKI DLR 

航空技術者の現状に

ついて  

          

＊技術者（研究者）の

人数は？  

  8500 名 (女

性 15％）  

15000 名（女

性 20％）  

50 名  2000 名（航

空 700 名）

＊技術者数のトレン

ドは？  

  新入社員

100 名/年  

3000 名/年    減少傾向  

＊研究、設計、開発、

製造、サービス、品質

の各種技術者の分布  

  設計１

５％、製造

１４％、材

料７％など  

    技術者、研

究者、管理

者など  

＊技術者の年齢分布

（２０代、３０代、４

０代、５０代）  

          

＊技術者の教育レベ

ル分布（高卒、学士、

修士、博士）  

          

・航空関係の卒業生数

は？（学士、修士、博

士）  

200 名/年、

大学院生の

み  

    全学生数

120 名  

  

・卒業生数のトレンド

は? 

過去 10 年

間一定  

        

・卒業生の就職先分布

（航空関係企業、非航

空関係企業、政府、研

究機関、大学）  

          

・卒業生の就職先名

は？  

          

近い将来に技術者不

足が起こりますか？ 

この点についてのコ

メントは？  

技術者は減

少傾向、若

者教育が必

要  

RR の技術者

は不足しな

い、若者教

育  

イギリスは

不足、フラ

ンスとドイ

ツは OK 

欧州の技術

者は減少、

子供の科学

教育の調

査、分析（男

女）  

技術者は減

少傾向、若

者の科学教

育  

 

 

 

 

 



  
104

  クランフィ

ールド大学  

ロールス  

ロイス  

エアバス  VKI DLR 

航空技術者の教育シ

ステム  

          

教育システムの構成

は？  

  技術リーダ

ー育成プロ

グラム  

      

教育システムの方針

は？  

実用的な航

空工学  

  Training or 

Buy 

    

教育システムの内容

は？  

PEGASUS

の活動  

Skill Group       

他の企業、大学、研究

機関などと連携した

教育システムはあり

ますか？  

産業界

（BAE、RR、

エアバス、

ボーイン

グ）とのつ

ながりが非

常に強い、

学内企業

（ボーイン

グ X48B) 

UTC(World 

wide)ーー共

同研究、技

術者育成、

インタ－ン

シップ  

大学との共

同研究

（ECATA、

PEGASUS、

早大）-- エ

アバスの人

員派遣  

ベルギーの

大学との連

携、KHI、

MHI、JAXA

との共同研

究、インタ

ーンシップ

は三ヶ月以

上必要  

ONERA、

JAXA との

連携、企業

との連携

（エアバ

ス）、軍事

研究  
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調査訪問先応対者リスト  

クランフィールド大学  

 Professor Kevin Garry --- Professor of Experimental Aerodynamics, Department of Aerospace Sciences

 Mr. Andrew Ashdown --- International Development, Business Development Organization 

 Mr. Ian Baines --- Sector Development – Aerospace, Business Development 

  

ロールスロイス  

 Susan Witting --- Head of Talent Development – Civil and Engineering 
 Erica Tyson --- Talent Development Consultant 
 Dr Michael Hicks --- Materials and Mechanical Behavior Executive 
            Rolls-Royce Engineering Fellow 

 Samuel Truesdale --- Interstaff Co-ordination Manager 
 Peter Price --- Director of Engineering & Technology – Civil 
 Dave Greenwood --- Financial Controller, Risk and Revenue Sharing 
 Peter Blake --- Project Manager, Blisk Strategy 
  

エアバス  

 Thomas EHM --- Vice President, Employment Training & Competence Management 
 John Charleston --- Director, International Cooperation 
 Patrick TEJEDOR --- VP Business Development, Strategy and Future Programs 
 Mikael BUTTERBACH --- Senior Manager, Recruitment and Employment Marketing 
 Dr. S. DWARAKANATH --- Director, International Cooperation 
  

VKI 

 Mario Carbonaro --- Senior advisor to director 
 Dr Tony Arts --- Head of department turbomachinery and propulsion department 
 Michel L., Riethmuller --- Head of Environmental and Applied fluid dynamics department 

 
Dr. Patricia Corieri --- Senior research engineer, Environmental and Applied fluid 

dynamics department 
  

DLR 

 Horst Huners --- Program Director, Aeronautics 
 Guido Plutzer --- Investment Manager, Aeronautics/ Head of Research Aircraft A320,  
                  Flight Operations Braunschweig 

 Dr Thorsten Nix --- International Cooperation, Corporate Development and External 
                    Relations 
 Dr Mathias Basner --- Chief of Department Flight Physiology, Institute of Aerospace 
                      Medicine 
 Dr Stefan Reh --- Deputy Director, Institute of Materials Research 
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A.２ .２  クランフィールド大学調査報告  

 

１．訪問日：平成 20 年 10 月 29 日（水）10:30-15:00 

 

２．大学の所在：英国 Bedford 州 Cranfield 村（Cranfield, Bedford, MK43 0AL, U.K.）  

       （London、Euston 駅から特急利用で約 30 分、Milton Keynes Central 駅下車、

車で約 20 分の田園地帯内に位置している）  

 

３．会議場所：School of Engineering 83 号棟 2 階 Cayley 会議室  

 

４．出席者：  

Prof. Kevin Garry (Professor of Experimental Aerodynamics, Department of Aero-  

space Sciences) 

 Mr. Andrew Ashdown (International Development, Business Development Organization) 

 Mr. Ian Baines (Sector Development – Aerospace, Business Development) 

戸田委員長、伊藤主査、李家委員、山口国際部長  

 

５．議事：  

戸田委員長が謝意を述べた後、山口国際部長から IADF の調査目的が説明された。

その後 Prof. Garry から簡単な全体説明があった後に、Mr. Ashdown から Cranfield 大学

全体の紹介、Mr. Baines から大学における Aerospace 関係の活動紹介（主に産学連携活

動）が行われた。IADF からの Questionnaire をベースにした議論を行った後に、School 

of Engineering の幾つかの研究施設について見学が行われた。  

 

（１）英国の大学と Cranfield 大学における教育の概観  

   英国の大学で航空宇宙工学を修学しても、他の産業に多くが就職する傾向があるの

は否めない。若い学生が Aerospace を魅力あるものとして捉えるような努力を大学側

でも行わねばならない。  

Cranfield 大学は産業界との繋がりが非常に強い特徴がある。この特徴を生かした教育

を行っている。  

 

・英国と欧州の教育制度について  

   英国では従来高校卒業後（18 歳）に 3 年間の大学（学部、卒業後の称号は BEng）、

1 年間の修士課程（同じく MSｃ）という制度であった。近年では、大学の制度改革に

より学部が 4 年間に伸び（称号は MEng）、そのあとで修士課程（MSc）をとるように

なりつつある。なお、大学 (学部 )が 5 年間という欧州諸国もあり、EU 諸国内でと統一

がとられていない（末尾に述べる PEGASUS の活動で、この点を議論している）。  

 

（２）Cranfield 大学について  
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・大学の特徴  

    学部生はいない、院生のみ。産業界との関係が非常に強い。  

・大学の歴史  

    1946 年に College of Aeronautics として創設。1969 年に工科系大学の Crangfield 

Institute of Technology へ発展。1993 年に Cranfield University に名称変更。航空宇宙

関連は大学の School of Engineering 内で主として行われている。  

・主な学部構成  

    航空工学、機械工学、マネジメント（経営工学）、環境工学、バイオエンジニアリ

ング、防衛  

・授与する学位  

    修士号（MSｃ、MBA）、博士号（PｈD, EngD）、その他（Post Graduate Diploma） 

EngD は Engineering に関する研究を行うと共に、Management 関係についても修学す

る学位のこと  

・学生について  

学生数約 2900 人、フルタイムの学生は６０％弱、学生の内 26%は研究主体。22%

が女性。100 カ国から、EU 諸国からは７７％の学生。統計上は、毎年英国の航空宇

宙関連企業に就職する学生の 57%は Cranfield 卒、英国で博士号を取得する内の 10％

は Cranfield から。  

・収入について  

    英国の大学が得る総研究費の内、14%は Cranfield で 1 位 .。その他は Imperial College、

Nottingum、Cambridge、Oxford が多くの割合を占めている。  

・航空関連の大学施設  

  飛行場を所有。客席非常脱出シミュレータ、フライトシミュレータ、飛行実験用

航空機、着氷風洞、ロールスロイス社協同研究設備（UTC、別項で説明あり）等。  

・学費  

  英国あるいは EU 諸国の学生：年間 3,300 ポンド（約 55 万円）、その他の諸国の

学生：16,000 ポンド（約 256 万円）。英国と EU の学生が安いのは、EU 等からの援

助があるため。  

・大学の年間予算  

 1 億 3500 万ポンド（約 210 億円）  

・総スタッフ数：2000 人  

・生涯教育にも力を入れている  

 

（３）航空宇宙関連の産学連携活動について  

・産業界への Feedback のため、以下の３ステップをとっている  

    Incubation Centre（最初のレベル） → Innovation Centre → Technology Park

（企業が大学敷地内で活動）  

    TRL レベルでいうと、通常の大学の活動が TRL=1,2,3 とすると Cranfield は  

TRL=4,5 レベルを目指している。  
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・航空関連の Strategic Partner には以下の企業がある  

    BAeSystem、Airbus、Rolls Royce、Astrim（UAV 関連）、Boeing 等  

 

・学内に企業をおこして活動もしている。  

    Cranfield Aerospace Ltd.：Boeing X48B の開発に協力（Blended Wing Body 機）  

 

・ IVHM (International Vehicle Health Management Centre) 

    Boeing との共同でセンターを設立：航空機のみならずビークル全般を対象として、

設計、技術面以外でも実運用、整備、ロジスティックス等の広い範囲で安全な運用

を常にモニターするシステムの開発を行っている。  

 

・Aerospace Vehicle Design MSｃ  Course について  

    学生グループによる航空機設計活動であり、BAeSystem との密接な関係のもとに、

概念設計から構造設計に至る詳細な設計作業を 1 年間で行っている。会社内での多

人数による数年に亘る設計開発の一部を大学内で簡略化し短期間で行う活動である。

このコースに参加した学生が修得できるシステム統合化能力とチームワーク能力は、

このコースの経験者が企業内で実際の設計作業に携わるときに役に立つと高い評価

を受けている。フルタイムの学生だけではなく企業からパートタイムでも学生が派

遣されている。  

 

（４） IADF からの Questionnaire に関する議論  

・航空関連の学生数：  

    フルタイムで航空を学ぶ学生は年間 200 名程度である。この数字は、過去 10 年間

で大きくは変わっていない。  

 

・英国全体でも航空関連技術者の数は減少傾向にあると認識している  

    航空のコースの途中で drop out する学生も多いことが関係しているかもしれない

（航空の勉強がハードなため）。 一方、他国の大学と連携して、二つの大学で平行

して学ぶことにより学位を２つ得る Double degree の制度もある。たとえばドイツやフ

ランスの大学との間でこのような制度がある。この制度によって海外からの学生を少

しでも多く集めたい。 これに関連して、以下の PEGASUS なる活動も行っている。  

 

・PEGASUS（Partnership of a European Group of Aeronautics and Space Universities）  

    EGASUS は、1998 年に欧州の航空宇宙工学関連の学科を有する大学が集まり結成

された。 EU の 8 カ国から２０の大学が参加している（これらの大学から航空関

連で約 2500 名の卒業生を出している）。 その目的は、各大学における教育研究活

動を効率化するとともに、良い学生を航空宇宙関連の学科へ引きつけるための方策

を検討することにある。  
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（５）所感とまとめ  

航空工学のために設立された機関が発展して現在の姿になった大学である。  

このため、実用的な航空に関する研究活動が非常に強い。  

この点を背景として、産業界との連携活動を徹底的に行っている（共同研究のみな

らず、企業のニーズに則ったコースの設置や大学による会社経営）。  

他大学（特に EC 内）との連携を強め、これによって学生の確保を狙っている。  

航空機を大学内で実際に飛行させ、これを教育と研究に利用している点は、世界で

も数少ない。  

     

以 上  

 

 

 

 

          クランフィールド大学側出席者と会議室にて 

 

 

 

 

 

 

 



  
110

A.2.3 ロールスロイス出張報告  
 
１．訪問日： 2008 年 10 月 30 日及び 31 日  
 
２．訪問場所：  
   10 月 30 日――― Rolls-Royce Learning and Development Centre Room T304 
            Wilmore Road, Derby 
   10 月 31 日――― Trent 1000 Build Line at PTF、Test Bed 54 及び  
            Heritage Centre 
 
３．訪問者： 戸田委員長――― 早稲田大学教授  

李家委員 ――― 東京大学教授  
伊藤主査 ――― JAXA 主幹研究員  
山口（事務局）――― IADF 国際部  

   
４．調査内容  
（１）航空機技術者の現状と人材育成システムについての会議（10 月 30 日）  
 １）対応者：Susan Witting --- Head of Talent Development – Civil and Engineering 

Erica Tyson --- Talent Development Consultant 
Dr. Michael Hicks --- Materials and Mechanical Behaviour Executive 

               Rolls-Royce Engineering Fellow 
Samuel Truesdale --- Interstaff Co-ordination Manager 
Peter Price --- Director of Engineering & Technology – Civil 

 
 ２）議事内容  
    Susan Witting（RR ダービーに着任してから１年ほどの米国人女性）が RR 側の

代表として会議をチェアし、次のような RR からのプレゼン、質疑応答、意見交換

を行った。  
・Developing Engineering Capability --- Erica Tyson 
・Engineering Skill Groups and the Role of the Skillowner --- Mike Hicks 
・Rolls-Royce University Technology Centre Network --- Sam Truesdale 

 
    RR の従業員４万人の約半数が英国籍でその内 Engineer は 8500 名、且つその内

15％が女性である。研究開発のアウトソーシングを進めているので R&D の

Engineer は少ないが、10％以上が PhD を持っている。  
    RR の新製品への研究開発費は売上高の約５％を投入している。  
    毎年の新入社員は大部分が若い人材で大卒の Engineer は 80 名～100 名である。

これに並行して数は少ないが、熟練した専門家や UTC 関連の博士も入社している。  
    Engineer の最終目標（Engineering Directors, Chief Engineers, Fellows）を目
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指してリーダーシップ育成プログラムが完備されている。  
    1997 年より“Skill Group”のシステムを導入し、改良しつつ、拡大している。

主要な Group は Design、Manufacturing、Control Systems、Materials などであ

り、各 Group に“Skill Owner”が指名され、その Skill の改良、管理、専門家の

育成などを進める。  
    RR は“UTC（University Technology Centre）”と呼ぶ世界中の大学との共同研

究システムを構築し、R&D のアウトソーシングを進めている。この中で RR はかな

り高額の研究費を供給し、技術研究、技術者育成などを行っている。 このネット

ワークには 100 名以上の博士及び 300 名以上の研究者、技術者、学生などが従事し

ている。  
   また、各種の技術賞を設けて先進的なアイデアを発掘するとともに若い世代（中学

生、高校生）の技術志向を育てるためにインターンシップなどの機会を増やしてい

る。  
   コーヒーブレイクに参加した Peter Price（Director of Civil Engineering）は Colin 

Smith と Mark King にレポートする立場であり、現在の RR は Civil が上下動がは

げしく、Military はフラットで Marine だけが右上がりだと説明してくれた。  
 
 （２）組立工場、運転設備及びミュージアムの視察（10 月 31 日）  

RR 側対応者：  David Greenwood --- Financial Controllor – RRSP Group 
Peter Blake --- Project Manager Blisk Strategy 
Eric Neal --- Heritage Tour 

 １）トレント１０００組立工場  
     Peter Blake の案内でトレント 1000 のモジュール組立と PTS のラインを視察

した。量産化を目標にして看板方式を考慮したフローラインになっているとの事。  
787 の遅れの影響と思われるが、工場の負荷は軽くなっているようであった。  

  ２）Test Bed 54 
     5 万ポンド～10 万ポンドのトレント 500、700、800、900 エンジンの性能試験、

出荷試験などを行っており、量産エンジンとオーバーホールエンジンでかなり稼働

率は高いとのこと。  
  ３）Heritage Centre 
     トレーニングセンター（LDC）の入口にあるミュージアムを視察。高価な初期

のロールスロイス車に始まり、初期の航空用レシプロエンジンから現在の A380 用

トレント 900 までのエンジンが並んでいた。  
 
５．所感  
   RR 社としては将来の技術者不足についてはあまり危機感は無く、会社として十分  

な対策を行っているとの考えの模様。このような機会に本音を確認することは難しい  
が、一般の技術者不足よりもハイレベルのマネジメントの確保が課題である模様。  
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A.2.4 エアバス出張報告  
 
１．訪問日：2008 年 11 月 3 日、4 日  
 
２．訪問場所：＠Toulouse   
   11 月 3 日及び 4 日 ――― Airbus CE, VIP room 4 
   11 月 4 日 ――― A380 Final Assembly Line 
 
３．訪問者： 戸田委員長 ――― 早稲田大学教授  

李家委員 ――― 東京大学教授  
伊藤主査 ――― JAXA 主幹研究員  
山口（事務局）――― IADF 国際部  

 
４．訪問調査内容  
（１）航空技術者の現状と人材育成システムについての会議（11 月 3 日、4 日）  
 １）対応者：  

Thomas EHM --- VP, Employment, Training & Competence Management 
John Charleston --- Director, International Cooperation 
Patrick Tejedor --- VP, Business Development, Strategy and Future Programs 
Mikael Butterbach --- Senior Manager, Recruitment and Employment Marketing 
Dr. S. Dwarakanath --- Director, International Cooperation 

 
 ２）議事内容  

エアバスは適切な場所に適切な人材を配置するために 1 年前から内部分析を進め

ており、これにより人材の育成か専門家の雇用か（Training or Buy）を判断してい

る。  
  

EU の航空産業は 750 の企業（EADS、ロールスロイス、BAE、サーブ、タレス、

ダッソーなど）、４５万人の従業員から成っている。  
 

毎年、必要な航空技術者は 3000 名で EU 内で 3000 名＋500 名（PhD）の航空技

術者が育成されている。エアバスの技術者は平均的に 15000 名程度である。  
 

2007 年の EU 従業員ランキングで EADS（エアバス）はフランスで 1 位、ドイツ

で１０位、イギリスで 14 位である。フランスでは EADS 以外にダッソー、タレス

などの航空企業が上位、ドイツではアウディ、ポルシェ、BMW などの自動車関係

が上位、イギリスは官庁、製薬会社などが上位、スペインはグーグル、マイクロソ

フト、IBM などの IT 及びエレクトロニクスが上位を占めている。  
 



  
113

EU での技術者の定義、教育システムは各国で少しずつ差はあるものの、概ね同様

なルールで運用されており、３－５－８のシステム（学士 3 年、修士 5 年、博士 8 年）

で EU を統合する方向へ進んでいる。  
 

EU の航空宇宙教育は各教育機関において異なっているが、基本的には次のカテゴ

リーに分類される。  
・基礎科学――― 数学、物理学  
・基礎工学――― 機械工学、情報通信、ソフトウエア  
・航空宇宙工学――― 空気力学、推進系技術、航空機設計  
・一般知識――― 財務、マネージメント、語学  
・工学演習――― 研究所、企業などでの実地研修  

 
エアバスは航空宇宙関係の大学、研究機関と共同研究、人事交流などの関係を維持

しており、EU 内では ECATA ネットワーク、PEGASUS ネットワーク、EU 外では早

稲田大学などとの活動を進めている。良好な関係を維持するために各機関へエアバス

の代表者を送り込んでいる。  
 
   航空機技術者はイギリスでは不足しているが、フランス、ドイツは不足していない。

必要があれば技術作業をアウトソーシングすることになる。女性技術者は２０％で将

来は３０％になるだろう。EU のなかでフランスは女性が最も働きやすい国である。  
 
（２）A380 最終組立ラインの視察（11 月 4 日）  
   John Charleston からサブ・アッセンブリ（胴体、主翼など）のイギリス、ドイツ

からの輸送 ―― 船（海）＝＞ ボート（運河）＝＞ トレーラー (道路 ) ―― の

説明があり、その後、最終組立ラインを案内された。エアフランス、シンガポール、

カンタスなどの機体の組立が行われており、大きな工場で６機ぐらいの組立が平行し

て進んでいた。  
 
５．所感  
   RR と同様に将来の技術者不足についてはあまり危機感は無く、現在の大学、研究  

機関との関係を維持できれば良いとのこと。  
エアバスとしては“Training or Buy”と言う考え方で必要な技術能力を確保するの  

で社会全体の技術者不足の影響は受けないとの考え方のようであった。  
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            エアバス側出席者と会議室にて 

 

 

 

 

 

           会議終了後の訪問者一同とエアバス関係者 
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A.2.5 フォンカルマン研究所調査報告  
 
１．訪問日：2008 年 11 月５日  
 
２．訪問場所： VKI（ベルギー、ブリュッセル）    
 
３．訪問者： 戸田委員長 ――― 早稲田大学教授  

李家委員 ――― 東京大学教授  
伊藤主査 ――― JAXA 主幹研究員  
山口（事務局）――― IADF 国際部  

 
４．訪問調査内容  
（１）VKI 側出席者  

Mario Carbonaro: Senior advisor to director 
Dr Tony Arts: Head of department turbomachinery and propulsion department  
Michel L., Riethmuller: Head of Environmental and Applied fluid dynamics 

department. 
Dr. Patricia Corieri: Senior research engineer, Environmental and Applied 

fluid dynamics department. 
 
（２）VKI の概要：  Prof. Carobnaro が説明  
    VKI は第２次世界大戦後、52 年前の 1956 年に設立された。NATO 市民の教育と

実験に比重を置いた研究を担う。歴史的には、それ以前にベルギー政府によって設

立された研究機関に始まっており、1924 年には低速風洞が整備されている。さらに、

1932 年には歴史的な飛行とされるタンデムロータヘリ（Florine 2）の飛行試験な

ど、興味深い成果も存在する。運営はいくつかの NATO 国家のメンバーから成る

Board of Director によって管理され、予算は 12 の NATO 加盟国によって 48％が

拠出されている、それ以外は受託研究等によって予算を獲得している。  
     

VKI のミッションは主として３つである。  
①技術者および科学者のトレーニング：Post-Graduate Diploma course (9 ヶ月 )、
Short training program (2-3 ヶ月 )。②レクチャーシリーズ（１週間）および関連

書籍の出版、学会運営。③PhD program/Applied Research program(1-4 年 )、企

業 ,ESA,EU からの受託研究。PhD は、大学ではないため学位はだせないが、研究

を実際に実施。理論、実験、数値解析による流体力学を、国際的な多様な文化の中

で実施。在籍者の国籍は 10-12 に及ぶ。  
   職 員 は 約 ９ ９ 人 。 内 訳 は Faculty 12, Research Engineers 17, Engineers/ 

Technicians 20 admin 13, Mechanics/ Workshop 30, Canteen/Security 6。メカニ

クスはいわゆるブルーカラー（高卒相当？）。テクニシャンは大卒・高専卒に相当（欧
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州の３年コースに相当すると思われる）。研究、実験のため４８の設備が存在する、

そのうち３つは世界で唯一またはトップの設備であり、評価が高い。伝統的に実験

研究に重点を置く研究所だが、近年は、計算環境も充実中。  
    約 100 人の職員に対し、120 人程度の学生数となっており、適切な規模と考えら

れている。VKI の人員規模は、職員数でなく学生数（および研修者数）で評価され

ている模様。人数は全体的に多少増加しつつある。歴史的には、VKI の基盤である

Diploma course が当初から一定数を維持。PhD コースは 1965 年頃から始まり、多

少増減しながら 20 年前（1995 年頃）最大であった。最近、再度増加し始めている。

Applied research program は 1975 年頃から開始、やはり 1995 年に極大。在籍す

る女性は１５人、うち PhD に 10 人程度。現在、29 人の Diploma course に 12 カ

国から参加 , 28 人がディプロマを取得。なお、NATO 国からは Tuition は不要で参

加できる。PhD コースには  42 人が  11 カ国から参加。4 人が  PhD 取得。  
  

予算は、NATO 予算が 3.15MEuro、ベルギー国家予算から 0.81MEuro、受託等

の収入として 4.41MEuro。合計 8.37MEuro（約 10 億円程度）である。日本関係と

しては、最近では KHI から 10 ヶ月のコースに参加した例がある。大学との関係に

ついて、歴史的にはベルギーの大学との連携が強かったが、現在も個人のつながり

をもとに、ルーアン大、ブリュッセル大、バレンシア大、パリ大、イタリアの大学

などと関係を持ち、大学でも教えつつ、PhD の学生に対する教育および研究を VKI
で行い、これら大学との連携を元にその大学で学位を出す形をとっている。  

  
研究活動としては、10 カ国 59 の企業からと４つの国際機関 (ESA,EU,INTAS, 

ISTC)からのファンドによって研究を実施している。米国との関係も存在し、NIH
からのファンドを元に共同研究の枠で実施しているものもある。  

    研究分野は主として、①航空と航空宇宙、②環境および応用流体（風力、電熱、

音響）、③原動機の三つ。詳細は別紙スライド資料を入手。  
 

・実験：風洞を中心に、宇宙方面の設備  
   ・フライト：EXPERT 実験機への搭載。  

・ＣＦＤ：エンジン、全機、電磁流体  
・空力音響：ジェットノイズ、ＣＦＤ，固体ロケット進藤  
・低速風洞：３ｍ×２ｍ×２０ｍ・建築物風。砂飛散、南極基地の雪飛散  
・Gas dispersion  Laer concentration, PIV, 車の排気ガス  
・数値解析：ジェットインピンジ、ＬＥＳ，・・・  
・溶融金属の実験研究：鋳造のため  
・二層流：  
・生体流体：  
・原動機：  
・マイクロターボ 12mm 
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・ＭＤＯ、逆問題  
 

なお、１０年にわたり Prof. Carbonaro が VKI の Director を努めていたが、10 月

末で退任した。後任は ESA から来ているとのこと。現在の VKI の位置付けや、今

後の VKI の組織の位置付けや方向性が示されているとも思われる。  
 
（３）子供の科学教育： Dr. Patricia Corieri 

Young people の分析、教育の内容についての取り組みについて報告があった。具

体的にはＶＫＩで実施されている School-lab Project が紹介された。これは科学者

と市民のコミュニケーションの必要性にこたえるため、一般市民が科学を理解しな

ければいけない（理解してもらわなければ行けない）という思想のもと、実施され

ている。  
    現状のデータとして、ROSE 調査結果を例に、科学にどれくらい理解を示してい

るかという解析結果が紹介された。平均点（2.5 点）に対し、先進国は低く発展途

上国は高い。これは、生活レベルが低く、自分たちの身近に無い科学を発展途上国

の子供たちは科学を信じているためと考えられるとのこと。男女比も分析されてお

り 、 日 本 は 特 に 男 女 差 が 激 し い 。 な お 、 本 調 査 結 果 は 、

http://www.ils.uio.no/english/rose/ で確認でき、今後の人材育成のための貴重な

情報になると思われる。本調査は、2004 年 11 月 11 日付けの朝日新聞でも取り上

げられたとのこと。  
    科学教育が必要な時期についての紹介があった。一番重要なのは、小学校の年齢

層であり、この時期にサイエンスに興味を持たせることが重要である。この年代の

間に科学に対する理解とその発展による夢の実現を心に描くことが、その後の科学

への興味の持続と増大につながる。難しい科学をわかりやすく伝えるために、科学

者の助けが重要であり、必要不可欠である。中学校から高校の時期には、現状では

科学の勉強のうちの９５％が単なる理科の「勉強」になっている。実験やトレーニ

ングによる科学への取り組みとともに、科学が現実の生活にどうつながるかを示す

ことが必要。大学では、さらにアカデミックな理論が中心となっている（これを補

うため VKI で実技、実験を実施してきた）。男女比について、女の子は、hard science
は女の子の興味を削ぐとのコメントがあった。  

  
実際の取り組みとして、Usual museum structure という考え方のもと、大学、

研究所は、Secondary teacher として、一般の人々に直接コミュニケートするべき。

このため、School-lab Project を実施。具体的には、VKI では、実験のセットを供

給し、科学的アプローチ（仮説を作り、仮説を調べ、計測し、法則を作り、予測モ

デルを作り、現実との関係を示すこと）を示し、教育している。VKI には、教え方

のノウハウ、物作りのノウハウ、国際的な雰囲気があり、また、教育と研究と応用

が近いことを示すことができることも特徴である。School Lab での効果として、明

確な興味の向上が現れている。もともと科学への興味が低い層の方が向上の率が高
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く、興味の底上げに有効であった。男女比に言及があり、男の子が実験そのものを

楽しんでいる野に対し、女の子は仲良く実験が出来るのが楽しいという面があった。

これらの成果については、心理学的な側面が重要である。  
 

  ヨーロッパでの共同プロジェクト REStARTS (Raising European Student 
Awareness in Aeronautical Research Through School-Lab)があり、５機関（VKI, 
CIRA, DLR, INCAS(Romanian), Univ. of Leicester(UK)）により、具体的なプロジ

ェクトを示し、教育を実施している。プロジェクト内容は、近年の技術課題に即し

た課題として「飛行機の飛行」「航空輸送のグリーン化」「顧客満足およびセキュリ

ティ」について、①科学者が学校の先生に説明し、②実験について考えて構築する

と共に、③それを先生が自分の教室で試すとともに、④科学者と先生が School-Lab
でも試し、⑤その反応の違いを評価し改善してゆくものである。⑥さらに本共同プ

ロジェクトのヨーロッパの学校中にも広げていくことを目指している。  
    また、子供が継続的に科学に触れ、興味を持ち続けるため、日常的な科学の教育、

啓蒙が重要である。実際に VKI がこれを行うのは不可能だが、日常的な教育を行っ

ている学校の先生を教育することで、これを実現することが出来ることから、これ

も重要な課題であり、その趣旨のコースも持っている。このような活動は国家の教

育方針のレベルに近いようにも見えるが、一研究機関が実施していることは興味深

い。  
 
（４）その他、質疑応答  
    技術者の減少に関し、ヨーロッパでも技術者が少ないと認識している。特に若い

エンジニアはアメリカへ行ってしまう傾向があるために減っている。このため、産

業界はインドと中国から技術者を得ているが、長期的には心配もある。  
   日本のインターンシップの２週間については、たとえば、トリノ大学？は２週間？

の例があったが、これは非効率であった。３ヶ月程度が適切である。フランスやド

イツでは５～６ヶ月のインターンシップも行われている。  
 
（５）設備調査  

エンジン・風洞等、多様な設備を調査  
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A.2.6 DLR 調査報告  
 
１．訪問日：2008 年 11 月６日  
 
２．訪問場所： DLR（ドイツ、ケルン）    
 
３．訪問者： 戸田委員長 ――― 早稲田大学教授  

李家委員 ――― 東京大学教授  
伊藤主査 ――― JAXA 主幹研究員  
山口（事務局）――― IADF 国際部  

 
４．訪問調査内容  
（１）DLR 側出席者  

Horst Huners: Program Director, Aeronaoutcs 
Guido Plutzer: Investment Manager, Aeronautics/ Head of Research Aircraft 

A320, Flight Operations Braunschweig 
Thorsten Nix: International Cooperation, Corporate Development and 

External Relations 
 
（２）人材育成についてのディスカッション  

 まず、日本で対応する研究機関である JAXA との協力関係について、航空分野に

ついてドルニエ（機）に関する協力、ヘリコプタ研究について ONERA-JAXA との

３者協力を継続していくこと、エアトラッフィクマネージメント、パイロットシス

テムについても協力を進めているとの話があった。長期の協力としては、PSP およ

び TSP などの風洞技術や、空力弾性の協力が行われてきた。今後も良い関係を構築

していきたいとのこと。  
     

技術者の減少について、日本側から MRJ の開発に伴い人材の不足感があること

を紹介した。  
    DRL に存在する問題について紹介があった。学生数は減っているか同じであるが、

エアバスの拡大により不足している。近年は空力研究者が車などの他の分野へ行っ

てしまうという問題がある。エアバスは、各方面と協力するスキームを持っており、

PhD の学生に企業経験を積ませつつ技術者として集めているが、DLR でも独自に

人材を集める努力をしている。ただし、エアバスに比べ給料が安いこともあり、若

くて有能な技術者が集まらないとの言及があった。ただし、研究の自由は存在する

とのことである。  
   また、若い人（子供）の興味を引く為の活動について紹介もあった。地元の学校か

らの要求もあり、研究者が科学の教育を子供に行う活動を、毎日行っている。当然

の事ながら研究者が対応できる作業量ではなく、このために専任の先生（職員）を
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配置している。航空に興味を向ける科学分野であるためか、特に空気力学（流体力

学）を中心に扱っている模様。  
  

DLR の研究テーマとして重視されている課題についての紹介があった。空力にお

ける現実の機体で境界層の層流かを実現する Hybrid Laminar Flow 技術、CFD の

拡大とその検証のための風洞試験及び飛行試験、特に新たに導入した A320 飛行実

験機によるシステム、構造、エンジン、機体、ATM などの多岐に亘る飛行試験、な

どがトピックになっている。  
  

DLR の技術者数は 2000 人に及ぶ。（職員数全体は 5700 人）。このうち、航空関

係の技術者数は 700 人である。DLR の中では、宇宙分野の技術者数が最大であり、

続いて航空技術が 30%、そのほか Logistics 分野、およびエネルギー分野、などが

技術分野として分かれている。航空技術が成熟し、研究が必要ないという声もある

が、DLR としては、まだ、航空技術は high sophisticated technology であり、研

究が必要と認識されている。最新の航空機は really high-tech であり、企業では実

施できない高度な研究開発要素が存在する。ただし、これはアカデミックではなく、

企業と結びついていることが重要であり、研究予算を研究機関につけ、開発された

技術を企業に移すことが政策として合意されている。これはエアバスが産業として

成功していることも、将来の技術に対してお金を使うことの合意形成につながって

いるといえる。日本でも、MRJ が成功すれば、さらに高度な技術を付加するための

研究開発が研究機関に要求されるのではないか。なお、ヨーロッパでは企業と DLR
と大学の Joint Project の形での活動があり、それぞれの立場を生かして研究開発が

行われている。  
    教育については、DLR が大学と企業の中間に位置する立場を生かし、 young 

science program によって、14 の分野で 500 人の PhD を育成している（育成して

きた？）。  
    就職先としては、DLR の研究の自由、大学の教員や公務員への進路を保持する位

置づけで研究者が集まってくる。DLR の環境は、Head が大学の President が来る

ことから政府の中での位置づけは、2000 年頃に、DLR の所管は教育を担当する官

庁からは経済産業と技術研究を担当する官庁に変更された。これは、現在の企業と

の協力作業の増大に伴う物と思われる。一方で、防衛関連の活動も多く行われてい

る。DLR の航空分野の活動のうちの２０～２５％を占めている。これは、ドイツの

一般の人の意見が第二次世界大戦直後とは変わってきていることもあり、Peace 
movement という言葉を用いて説明していた。大学でも防衛研究は許容されており、

多くはないが戦闘機やヘリコプタなどの例はある。ドイツは、実際に中東への軍事

派遣も行っており、研究機関が防衛に関与することに問題が少なかったと同時に、

日本で NAL が軍事研究を実施できなかったために防衛庁３研が存在してきたのと

は異なり、DLR が全て技術開発を担ってきたことも背景にある。  
    DLR の機関評価は５年に一回。  
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（３）設備調査  

・航空医学：乗務員の環境、乗客の環境、周辺住民の環境。隔離試験設備。加圧減

圧試験設備。遠心重力試験設備。その設備の横でスクールラボの授業が行われて

いた。  
・ISS 実験管制および彗星探査機管制設備。彗星到着は 2014 年 11 月  
・超音速、極超音速、アーク加熱風洞：  
・材料およびコーティング技術開発。DLR で開発した酸化アルミセラミック材料。

現在は DLR が出資した？企業へ技術移転。  
 

以上  
 
 
 
 
 
 

 
DLR 関係者との打合せ前の様子  
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         DLR 内の設備視察の様子 
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