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日本の航空機産業の発展に向けた
課題と取り組み

Point
❶  完成機事業は、ものづくりだけではなくライフサイクル全体にわたるサービスの提供であり、駅伝
に例えられる息の長い事業である。

❷  年々高度化する安全確保の要求に応えるため、機体や製品の市場化には、認証とそのためのノウハ
ウ・試験が必須である。

❸  完成機事業の実施は航空機産業の核となるノウハウの蓄積になり、ひいては装備品産業や他分野に
も貢献する。

❹  産学官が連携したシームレスな研究・開発と、実務に即した専門高度教育を行っていく体制等、対
等に国際競争を行うための環境整備が望まれる。
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1．  はじめに　
～拡大する航空需要と激しい競争
世界の航空需要は国内総生産（GDP）の伸びよ

りもはるかに高い率で拡大してきており、今後も
年率5％弱で増加して20年後には現在の2倍にな
り、アジアが最大のシェアを占めると予測されて
いる 1。
近年日本の航空機生産額は大幅に増加し、直近

のデータでは落ち込みもあるが5年で 1.6 倍程度
に成長した。うち大手重工等が担う航空機機体が
約半分を占めている一方で、装備品については、
この10年程度の間、1,000億円強と横ばいである
（図表1）。
航空機産業は、投資規模に比べて国内市場だけ

では収益回収規模が十分ではないため、国際市場
に先に実機を出してスケールメリットを獲得した
企業が生き残ってきた。民間旅客機（以下「旅客機」
という）の完成機メーカー（以下「OEM」（Original 
Equipment Manufacturer）という）は激しい国際
競争の中で淘汰され、主要4社（国）体制が続い
ていた 2が、近年日本、ロシア、中国が参入し

た。また、2017年 10月に、カナダ・ボンバルディ
ア社系列のCシリーズ事業会社の株式の過半数を
欧州エアバス社が取得することが発表され、今後
どのような動きが見られるか注目される。
2008年のMRJ事業化決定を踏まえ、これまで

未成熟であった航空関連機関の連携を強化するた
めに、東京大学では、航空産業拡大と国内航空
ネットワークの充実による「空の活用」を推進す
るための母体として航空イノベーション研究会を
設置し、翌年、三菱重工業株式会社との連携によ
り、総長総括委員会の下に「航空イノベーション
総括寄付講座」を設置し、航空分野のイノベーショ
ンに向けた研究教育活動を進めている。ここでは、
そうした活動から導かれた日本の航空機産業のあ
るべき姿に関して論じたい。

2．完成機事業の特徴
（1）  安全な輸送を長期にわたり担保する高度で

複雑なシステムである
一般に旅客機は100万点単位の部品から構成さ

れ、重層的な国際的分業体制で製造される。同時
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1    渋武容、鈴木真二、“いま改めて航空機産業を考える”、ていくおふ（ANA総合研究所）、No.143（2016）、pp.4-15
2    ボーイング（米）、エアバス（欧）、ボンバルディア（カナダ）、エンブラエル（ブラジル）。

図表 1　航空機生産額の推移と内訳
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に、重大な部品の不具合等は10の 9乗時間に
1回未満という極めて高い安全性が求められてい
る。
このため、OEMは、機体に求められる機能を実

現するために機能と信頼性を細分化して下位のシ
ステムに割り付け、そのシステムをさらに下位の
サブシステムに割り付け、具体的に設計可能な装
備品・部品のレベルまで機能と信頼性を割り付け、
また組み上げたときに求められる機能等が確実に
実現されているかを検証し、証明していくことに
なる（図表2）。いわば、「棟梁」として、膨大か
つ複雑なシステムである航空機全体を熟知して作
り上げ、巨大な投資とリスクを負うと同時に大き
な価値を生み出す存在である（米国コンサルタン
トの推計によると航空機産業全体の1／ 3程度に
上るという）。
機体開発においては、型式証明の取得は大きな

ステップであるが、機体が引き渡されてエアライ
ンでの商業運航が開始された後も、運航現場での
問題を踏まえて大小さまざまな手直しや改善を加
え、よりよい機体に育てていくのが通常である。
同時にOEMは、運航開始後はトラブル発生や

部品交換等に当たって世界的に速やかに対応でき
る体制を整え、航空機が安全に機能することをラ

イフサイクル全体（20～ 30年程度）にわたって
担保する。
つまり、完成機事業は、ものづくりに限らず、

旅客機という複雑なシステムを長期にわたって高
い稼働率で運航できる機能を含めたサービスの提
供であるといえる。

（2）  完成機事業は参入が大変だが、大きな実り
が期待できる「駅伝」である

上記の特徴により、新規参入時は、実績がない
ため販売に苦労し、機体開発のための莫大な投資
の回収が難しいのに加えて、世界的なサポート体
制の構築等の負担がある。さらに、派生機、次世
代機と、当初の投下資本を回収する前に次の開発
投資を行っていく必要がある。
一方で、完成機事業の実施により、旅客機全体

の設計・検証・製造の知識、また、型式証明にお
ける認証やサプライチェーン全体の取りまとめに
要するさまざまなノウハウ等を含む「インテグレー
ション能力」が身に付く。これはOEM指揮下で
は獲得できない。加えて、ユーザー（エアライン・
利用者）の反応や要望を直接吸収することができ
る。このような経験を積みながら、実績の蓄積が
有利に働き、後続の機体開発・販売を通じて、長

日本の航空機産業の発展に向けた課題と取り組み

図表 2　航空機という「システム」における完成機メーカーの役割（イメージ図）
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期にわたる完成機事業の期間全体で回収していく
こととなる。
このように完成機事業は、派生機、そして次世

代機といった世代間でタスキをつないで初めて成
功するものであって、いわば「駅伝」だと言える。
将来にわたっての派生機・次世代機といった開発
の継続および体制・ノウハウの継承は、技術面の
みならず事業採算面および営業面からも必須なの
である（図表3）。

3．市場に製品を出すに当たっての過程と課題
（1）市場に出すために不可欠な認証取得
旅客機を市場に出すためには上述のような極め

て高い安全性を持つことを証明する必要がある。
特にソフトウェアについてはプログラムが組まれ
た時点にバグ（不具合）を内在している可能性が
あるため、取り得る全ての動作を検証していく必
要がある。安全性を検証するツール自体の正しさ
も証明することも必要だ（図表4）。

産業技術

図表 3　長期にわたる完成機事業
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出所：経済産業省

図表 4　安全・開発保証の主なガイドライン
安全性の評価プロセス
（ARP ４７６１）
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これらの証明は具体的な証明方法や数値基準が
示されることは少なく、メーカーが自ら証明方法
を考えて証明する必要がある場合が多い。つまり、
新たに開発された技術や素材を実際の製品に適用
するためには、それが満足している数値自体が安
全面に照らして十分であることを、自らが運航実
績や試験データを示して証明していく必要がある。
このため、新製品を市場に出すためには、実機

や試験設備による各種試験および認証のクリアが
不可欠であり、認証ノウハウの蓄積やスピード
アップが、開発競争および市場への支配力を左右
することとなる。

（2）シームレスな開発が全体の価値を左右する
将来の競争力に大きな影響を与える研究計画や

技術開発は、市場動向を正確に見据えて行ったと
しても、データの蓄積から認証の取得に多大な時
間がかかってしまうと、他社に先んじて製品を市
場に投入できないリスクがある。
旅客機の認証取得は、素材メーカーから見れば

川下の話であるが、製品を市場に出すに当たって
必須の過程である以上、速やかな市場投入のため
にはこの早期取得が鍵であり、素材開発において
も、研究開発段階からこの出口の話を意識してお
くことは、自らの技術の市場価値を高めていくた
めに重要であろう。
すなわち、競争に勝ち抜くためには、技術力に

加え、川下の証明を考え、TRL（Technology 
Readiness Level、技術成熟度）の低い段階から研
究開発成果を引き継ぎ、シームレスに連携してい
くことが重要となる。

（3）国際ルール制定の道筋と規格制定活動
では、証明すべき国際ルールはどうやってでき

ていくのであろうか。これらは高度な安全性が必
要であり、また多岐にわたる分野や技術に関する
専門的知見が求められるため、個々のエキスパー
トたちによる議論や検討が不可欠である。このた
め、SAE（Society of Automotive Engineers）や

RTCA（Radio Technical Commission for 
Aeronautics）等の非営利の民間団体が製造業、エ
アライン、大学、研究機関などにより構成され、
これらの技術の検討を行っている。
民間団体とはいえ、各専門分野における知見を

集約しているため、連邦航空局（FAA）等の航空
当局は満たすべき安全性を定めるにあたり、ここ
における検討成果を参照し、また特定課題に関す
る検討を求めることがあり（近年では国際民間航
空機関（ICAO）からもある）、事実上ルール作り
に大きく参画していることになる（図表5）。

図表 5　米国における認証制定方式

・航空規則制定諮問委員会（ARAC:Aviation Rulemaking｠Advisory｠
　Committee）｠
　常設の諮問委員会

・航空規則制定委員会（ARC:Aviation｠Rulemaking｠Committee）
　特定の課題に対する臨時委員会（製造業、エアライン、大学、研究機関）

連邦航空局（FAA）

・RTCA、SAEなど
　製造業、エアライン、大学、研究機関などにより構成され技術検討を行う

非営利民間団体

出所：筆者作成

このような規格制定活動は民間における非営利
活動であり一種ボランティアのような性格を持つ
が、一方で、実態として新技術の囲い込みや規格
への反映といった思惑も働いていると聞く。
先に述べたように、複雑化していくであろう高

度な安全への要求を満たした証明方法が必要であ
り、新技術の開発等には認証を取得するための各
種試験、証明が不可欠である。そこができなけれ
ば、製品化できないか、他に認証取得の能力ある
企業の下で製品化するほかない。たとえ優れた技
術があっても、果実と実績を得られなくなるわけ
である。例えば複合炭素繊維においても、順次実
績とデータを蓄積しながら、採用の幅を広げてき
ているのはご存じの通りである。

日本の航空機産業の発展に向けた課題と取り組み
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（4）規格制定活動への参画の有益性、必要性
一般論として、どんな製品でも、いずれはコモ

ディティ化し価格競争に追い込まれる可能性があ
る。これに対応するためには、市場の技術面・運
用面の課題がどこにあるかを発見し、それを解決
するソリューション、新たな価値を創造して果実
を取得することが肝要である。航空機産業、特に
装備品産業を拡大していくためにも、市場競争力
を持つ新技術を盛り込んだ新製品を輩出すること
が不可欠だ。
一方で、安全面等の高度な要求に応えるために

技術開発費用は大型化しており、回収期間は長期
にわたる。このため、先読みに加え、自社の技術
や製品が、将来の潮流から外れず、価値や競争力
を失わないこともリスクの軽減には重要である。
つまり、将来にわたるリスクを軽減し、「頭取り

の果実」を継続して得ていくためには、市場を先
読みした開発や投資を行っていくとともに、上述
した規格制定活動に積極的に貢献・参画して、自
社の強みや技術が規格に反映されるようになるこ
とが極めて重要になる。

4．  国際競争力の確保と、日本の航空機産業の
発展への課題および取り組み

（1）  飛行試験機および大規模（または基幹的）
試験設備の必要性

耐空性の証明へ向けては、立証に耐える、精緻
な各データの取得が必要になる。仮に技術が優れ
ていても、試験設備を持たず具体的なデータを示
さなければ採用されない。実機による飛行試験で
は、試験対象である装備品等の搭載による機体の
耐空性を国内で判断できる国産機が望まれる。大
規模または基幹的な試験設備が必要な場合もあり、
これらは往々にして個々の企業の経営努力ででき
る範疇を超える。
個々の企業努力はもちろん不可欠であるが、技

術開発から製品化・参入までに共通するこのハー
ドルをクリアするためにどのような環境整備が必
要なのかを考える必要がある。
米と欧、カナダとブラジルが、世界貿易機関

（WTO）で禁じられた、自国企業への不正な支援
であるとしてそれぞれを相手取りWTOパネルに
て争い、いずれの事案もさまざまな支援が「クロ
判定」となっている 3が、これは、それぞれの国
が実態として航空機産業に各種支援を投入する必
要があると認識し、腹をくくった対応をしたので
はないかとも解釈できる。

（2）産学のマッチングと技術伝承
今後国際競争を対等以上に行っていくために

は、日本としても、最新のニーズに見合った教育
や研究、製品開発の最終ゴールである認証に向け
た、TRLを意識した産学官のシームレスな連携が
必要である。
世界三大クラスターの一つであるカナダ・ケ

ベック州の非営利団体であるCRIAQ（ケベック州
航空宇宙研究革新連合体（仮訳）、2002年設立）
では、共同研究の促進と中小企業に対する技術移
転に関する取り組みが進められている。これは、
国内外の大学や研究機関複数と企業複数が連携し
て取り組むことを要件として共同プロジェクトを
支援するものだ。併せて、国内の機体やエンジン
のOEMから、装備品メーカー、下請けの中小企
業への技術移転や人的交流の促進がなされ、国内
外における産学がまたがった人的技術的ネット
ワークを構築している。
また、航空機産業には、技術開発競争や大規模

な開発を円滑に進めるため、技術面に加えマネジ
メント等の知見を持った人材が必要である。OEM
を有する各国の産学一貫した実務専門高等教育の
取り組み例について、別にまとめたので参照され
たい。4

産業技術

3    例えば、米欧間ではWTOのDS316 及びDS353 により手続きが 10年を超え今も継続中である。
4    渋武容、伊藤一彦、鈴木真二、“航空機産業育成への先行国の産学官連携した特徴的な取り組み”、日本航空宇宙学会誌、Vol.65、 
No.10（2017）、pp.297-302
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中部圏、首都圏、各地域においてクラスター設
立などの動きがあり、羽田空港近隣にも先端産業
拠点構想がある。こういう動きにつながっていく
ことを期待したい。

5．さいごに
（1）  わが国として ｢航空 ｣をいかに有効に

使っていくか
わが国はヒト・モノ・情報の極めて高度な流通

システムを有して産業や経済の発展を支え、また
陸海空の輸送手段においても世界トップクラスの
実力を有している。自動車・船舶は世界トップを
争っており、鉄道では超高速鉄道、超高密度の都
市鉄道、郊外用ハイブリッド、そして豪華列車な
ど多種多様な輸送サービスと新たな価値を生み出
すことに成功している。
ただ航空機だけは例外であった。世界トップレ

ベルにある航空輸送、空港と合わせて、航空の三
つの要素がそろうことにより、わが国の航空にお
いて新たなサービスを生むことが可能になる。ま
た、大気観測等、国産機に対する期待の動きも既
に起きている。
また、例えば自動車は、自動運転が浸透すれば

開発段階から高度な安全性のチェックおよび証明
が必要になるだろう。同様に、他の分野でも今後
開発プロセスや安全確保への要求事項が複雑化・
高度化し、類似の取り組みが求められるようにな
る可能性は十分ある。この点からも、航空機産業
が直面している高度な開発保証や認証のプロセス
のノウハウは、必ずわが国経済にとって大きな財
産となると考えられる。

（2）  全体を俯瞰して取り組みを考える機能の
創設

先行各国と競争していくためには少なくとも対
等の競争環境を整備していく必要がある。上述の
他にも、航空機産業という、個人や個別の組織で

は見渡せない、いわば「大きな象」の姿をとらえ
て共通認識をしっかり作り、先々を見据えて必要
な投資を含む各種の取り組みをそれぞれの関係者
に進めていってもらえるように、今後どうなって
いくか全体を見ながら分析し提案や調整を行う機
能が必要になる。他分野の新技術や経済の動き等
を観察し機敏に反応する ｢ウォッチタワー ｣のよ
うな機能も有効である。
以上関係者との議論、また昨今の動きを踏ま

え、課題と取り組み提案を述べた。皆様の実情も
伺いながら議論や取り組みを深めていきたい。

【参考文献】

1）  一般財団法人日本航空機開発協会：民間航空機に関

す る 市 場 予 測 2017‒2036、2017 年 3 月、http://

www.jadc.jp/fi les/topics/118_ext_01_0.pdf

2）  一般社団法人日本航空宇宙工業会：「航空と宇宙」

工業会活動（航空機生産額（平成 20 年～平成 28

年））

3）  渋武容、伊藤一彦、鈴木真二、“航空機産業育成へ

の先行国の産学官連携した特徴的な取り組み”、日

本航空宇宙学会誌、Vol.65、No.10（2017）、pp.297-

302

4）  渋武容、鈴木真二：いま改めて航空機産業を考える、

ていくおふ、ANA総合研究所、No.142-144（2016）

5）  Prince, C., Petitjean, C., Benyouci, S., Beaulieu, R. 

and Nolet, D. :CRIAQ and CARIC : An Innovation 

Journey-Insights on How to Build Successful Research 

and Development Collaborations in Aerospace : The 

Case of the Quebec and Canadian Ecosystems, Journal 

of Innovation Management, 4, 2（2016）、pp. 6-15

6）  東京大学航空イノベーション研究会・鈴木真二・岡

野まさ子：現代航空論：技術から産業・政策まで、

東京大学出版会、東京、2012

7）  中村洋明：航空機産業のすべて、日本経済新聞出版

社、東京、2012

日本の航空機産業の発展に向けた課題と取り組み




