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[要 約] 

本報告書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

方向性を調査したものである。  

最初に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、日本の航空機産業における人材育成の現状を調査し、航空機産業に

おける人材育成の必要性を述べた。 

 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技術者の人材育成の現状を

調査し、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調査す

ると共に、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、国内の航空機関連企業における具体的な事

例として、機体メーカでの国際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、エンジン開発における人材育成、装備品メーカ等における人材育成について調査結

果をまとめた。 

 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活動を紹介した。 
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 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、ブラジルのエンブラ

エル社、イギリスのクランフィールド大学、イギリスのロールスロイス社等における人材

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等の人材育成状

況についてまとめた。 

 

第１章 はじめに 

１．１ 調査事業の趣旨 

財団法人航空機国際共同開発促進基金の平成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、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・検討を実施した。 

１．２ 調査目的 

本調査事業では、今後顕在化が予測される航空機業界での人材不足、レベル低下に対し

て、現状分析と人材育成システムの見直しと検討を目的とした調査・研究を実施した。 

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に、航空機等国際共同開発シーズ発掘等事業、

航空機技術者等国際交流促進調査事業、航空機等次世代国際共同開発基盤調査事業、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、今

年度は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実施した。   

１．４ 調査委員会の構成と運営 

委員会のメンバーは１５名より構成されている。委員会の運営は全員参加型の委員会活 

動と９名のワーキンググループ活動を実施した。 

１．５ 調査概要 

世界的に航空輸送需要が増大する中で若年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

とレベル低下を食い止め、将来の人材を確保することが大きな課題である。 

ここでは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

把握し、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した。また、これらを基に高レベルの航空機技術者の効率的な育

成方法についても検討・立案を実施した。 

次に、航空先進国である欧州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

した。 

１．６ 平成２０年度調査活動 
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 今年度実施した委員会による調査・研究活動をまとめた。 

 

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。 

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

とが目標として掲げるべきである。 

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。 

 現在世界中で約４０万人の航空産業従事者がいるが、日本の航空機産業はわずか２～３

万人で推移していることを考えると、今後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ためにも人材育成は大きな課題であり、解決策の検討と

提案が必要である。 

 

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。航空機やエンジン開発のサイクルのステップ毎にどの様な人

材が求められているのか、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。 

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、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ことが重要で、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。 
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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 

３．１ 大学教育と人材育成について 

 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。 

 日本の大学教育全般について考ると技術者育成の観点からは、専門的基礎知識の教育を

行うことにより、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、そういう

意味では、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。 

３．２ 技術者養成の視点からの大学教育について 

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、まとめた。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が必要であり、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が挙げられ、

このために大学でも各種「課題解決策教育」を行う大学が増えて来ている。 

  

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 

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。 
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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。 

４．２ 関連産業およ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・確保を図っている例もある。自動車産業やＩＴ産業の例を見ると、人材育成の観点

からは、例えば技術者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。 

 

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 

 各国に設置されている「公的研究機関」の位置付けは、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プロジェクトの実施主体となる場合もあ

り、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、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。 

 ここでは、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引き継ぐ宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が現在

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ことから、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。ＪＡＸＡでは技術者養成プログラムとして、開発研究系、経営管

理系、ヒューマンスキル、外部派遣、および能力開発支援などの研修プログラムが行われ

ている。更に研究開発系の研修プログラムとして、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、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、国内民間企業での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が、公的機関として果たすべ

き役割の観点で今後の議論の余地はあるかもしれない。 
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５．２ 学会活動などにおける人材育成 

学会活動は、研究者が論文を発表し、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、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。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は、人材育成に対して寄与している。 

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、特記事項として

次の２つが挙げられる。国際航空宇宙展の開催（4 年に 1 回。直近は２００８年１０月に

横浜で開催。）と、もう１つは国土交通省が毎年主催している「空の日」・「空の旬間」事業

の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、現地中学生との意見

交流などで国土交通省を支援し、航空の啓蒙活動に協力している。 

 

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 

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

ルの人材育成事例について概説する。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調査し、その結果を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。エンブラエルの人材育成を考える上で同社の基本戦略と戦略

上の人材配置が重要である。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

製造のインテグレーション（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。 

６．２ クランフィールド大学における人材育成 

イギリスのＣｒａｎｆｉｅｌｄ大学は産業界との繋がりが非常に強い特徴があり、この

特徴を生かした教育を行っている。学生グループによる航空機設計活動では、ＢＡｅＳｙ

ｓｔｅｍ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

間で行う活動と言え、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、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
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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。 

６．３ ロールスロイスにおける人材育成 

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、

１５％が女性。 研究開発のアウトソーシングを進めており、Ｒ＆Ｄの技術者は少ないが、

１０％以上がＰｈＤを持っている。新製品への研究開発費は売上高の約５％を投入。 

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～１００名。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。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

ていると考えている模様。 

６．４ エアバスにおける人材育成 

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内の航空産業は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が、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。 

 ロールスロイス社と同様に将来の技術者不足についての危機感は余り無く、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。  

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

置いているベルギーのフォンカルマン研究所は、ＮＡＴＯ市民の教育と、実験に比重を置

いた研究を担っている。研究活動としては、１０カ国５９の企業と４つの国際機関（ＥＳ

Ａ，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。 

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ＤＬＲの教育として、ＤＬＲは大学と企業の

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。また、政府内での位置付けは、２０００

年頃にＤＬＲの所管が教育を担当する官庁から経済産業と技術研究を担当する官庁に変更

され、理由は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

く行われており、ＤＬＲの航空分野活動のうち２０～２５％を占めている。 

６．７ 海外工業会における人材育成状況 
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フランス航空宇宙工業会の下部組織として、１９８０年にＩＡＳ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、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

いて、この団体の目的は国際パートナーのネットワーク構築であり、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。 

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が合同で主催し、Ｔ

ｅａｍ Ａｍｅｒｉｃａ Ｒｏｃｋｅｔｒｙ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ（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。 

 

第７章 まとめ 

本報告で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。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

クルの中の各ステップで、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

ト等を検討している。 

 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

て論じた。その上で、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、国内の航空機関連企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、

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
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結果をまとめた。一方、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、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の調査を纏め参考とした。 

 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論じた。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纏めている。 

 本報告書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

方向性を調査し、論じたものである。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 

 本調査・研究の中で日本、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、来年度以降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。 
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