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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（第５９回）  

議事録 

 

１．日時：平成２５年３月２６日（火）９：００～１２：００  

 

２．場所：経済産業省別館６階６２６、６２８会議室  

 

３．出席者：平澤委員長、太田委員、菊池委員、小林委員、鈴木委員、森委員、吉本委員  

 

（経産省出席者）  

川上大臣官房審議官（産業技術・環境担当）  

吉野産業技術政策課長  

藤原技術振興課長 

渡邉産業技術総合研究所室長 

渡邊研究開発課長  

事務局：岡本技術評価室長、杉村補佐 他 

 

 

○平澤委員長 

 それでは、定刻になりましたので、始めたいと思います。委員方もおそろいです。 

 今日は、予定していた案件が１つ先に延ばされたので、航空機関係だけということに

なります。１時間ぐらい早く終わることを期待しております。どうかよろしくお願いい

たします。 

 航空機関係は、施策と個別事業の評価という２つでありますが、まず最初に、配付資

料の確認からお願いいたします。事務局、よろしくお願いします。 

○岡本技術評価室長 

 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、座席表。それから、本日の説明者、１枚紙でございます。それから、黒いクリ

ップを外していただきまして、資料１「議事次第・配付資料」、それから、資料２、「委

員名簿」、資料３「航空機関連分野に係る技術に関する施策・事業評価報告書（案）」、資

料４「評点結果のポートフォリオ」、補足資料１「航空機関連分野に係る技術に関する施

策・事業評価の概要」、補足資料２「我が国航空機産業の現状と課題」。 

 以上でございます。不足がございます場合はお申しつけください。 

○平澤委員長 

 よろしいでしょうか。 

 本日の議題は中間評価ということですので、すべて公開で審議を行います。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、最初、第１の議題でありますが、技術に関する施策・事業の評価について、

航空機関連分野の施策評価、全体をまとめたお話をまず伺います。説明は20分、５分前

に１回予鈴を鳴らします。どうかよろしくお願いいたします。 
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 それでは、航空機武器宇宙産業課からの御説明をお願いいたします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 おはようございます。経済産業省の航空機武器宇宙産業課の伊藤と申します。隣にお

りますのが係長の松田と申します。本日、２人で対応させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 先ほど委員長から１時間ほど早く終わらせるめどとおっしゃっていただきましたので、

20分ということですが、全般的に相当圧縮して、私が申し上げるのもなんなのですが、

航空機は非常に専門的なものが多いものですから、私が聞いても難解なものが多いので、

できる限り簡潔に御説明して終わりたいと思っております。 

 それから、技術開発プロジェクトだけをお話ししても、航空機の全体像がおわかりい

ただきにくいと思っていますので、少し産業の全体像についての御説明をします。 

 施策の概要に入る前に、少しだけ歴史のお話をしておかないとなかなか御理解いただ

けないと思います。1945年はまさに終戦でございますけれども、ここから７年間、ＧＨ

Ｑ（連合国軍最高司令官総司令部）によって一切の航空機に関するものに日本は携わっ

てはならないということで、当然ながら飛行機はつくれない、ジェットエンジンはつく

れない、飛行機の修理も行えないという状況が７年間続きました。 

 これが朝鮮戦争などが１つのきっかけになりまして、まさに禁止が解除されて、そこ

から日本の戦後の航空機産業が立ち上がってきたと。実はこの７年間、世界的にはクリ

ティカルな７年間でございまして、まさにプロペラ型の飛行機からジェットエンジンの

技術革新が行われた時期でございまして、そのタイミングで技術革新そのものに携われ

なかったというのは、実は日本にとってはかなり痛手であったということを申し上げた

いと思っております。 

 その後、７年間の期間後、50年代の後半から、グラフの黄色が防需で青色が民需とい

うことですが、世界中どこでもそうですが、やはり航空機の世界は防衛と民間事業が相

互に関連し合っているということをはっきり申し上げておく必要があると思います。 

 戦後は、まさに米軍の修理みたいなところからスタートしたわけですが、当然、国内

の飛行機を新たにつくるという意味でいうと、やはり防衛省、自衛隊向けの飛行機を国

産で開発していく。あるいは、開発されたものを戦闘機などを中心にライセンス国産と

いうことで、まさにアメリカから図面を買ってきて、その図面どおりに同じように組み

立てて、それを自衛隊が使うということをやってきたということでございます。 

 これでは防需頼みになるということで、60年代の半ばぐらいからＹＳ―11プロジェク

トということで、国産の民間旅客機――ただし、これはプロペラでございましたけれど

も――これを開発するというプロジェクトが行われたわけです。これはいい機体であっ

たと聞いていますが、なかなかビジネス的にはうまくいかなくて、非常に残念ながら、

国家事業としては閉じることになるということです。 

 実は、これが終わった後に民需が相当伸びてきているというのは御覧いただけると思
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っています。この伸びている最大の理由は、字が小さくて恐縮なのですが、ボーイング 

767とかＶ2500のエンジンなのですけれども、こういったプロジェクトをやるようになっ

た。つまり、米ボーイング社とか海外のエンジンメーカーと一緒に製品を開発していく、

これを我々は国際共同開発と呼んでいるのですが、国際共同開発に入っていて、欧米の

有力なパートナーと一緒に開発していく。むしろ最初は下請的な部分が多かったわけで

すけれども、これをやってきた結果、民需が伸びて、今は実は防需を上回って民需のほ

うが大きくなっております。 

 これの代表例がボーイング 787でございまして、現在、まだ運航再開に至っていない

状況でございますが、これは日本の企業がありとあらゆるところに参画している、ある

意味国際共同開発の集大成みたいなところになっていまして、炭素繊維、複合材が使わ

れておりますけれども、それの原材料の繊維は全部日本の繊維メーカーが提供しており

ますし、機体も35パーセント担当している。あるいは、エンジンも２種類ございますけ

れども、それぞれで約15パーセント日本の企業が部品を供給しているということです。 

 そして、ボーイング 787を一番最初に買って飛ばすというローンチ・カスタマーがご

ざいますけれども、これを全日空が担ったということで、その結果、現在のトラブルで

痛手を大変被られているわけです。つまり、材料から運航のところまで幅広く日本の企

業が参画してつくり上げたプログラムだということが御理解いただけるかと思っていま

す。 

 国際共同開発そのものは、まさに国際共同開発の基金がございまして、そこを通して

支援させていただいているのですが、やはりそれに至るにはまだ不十分、つまり海外の

大手と直接やるには技術的にマチュア（成熟していること）でない部分などを我々が技

術開発プロジェクトでサポートさせていただいているというのが実態でございまして、

そういう意味では一般的に御理解いただきやすいプロジェクトとそうでないものが含ま

れているということになります。 

 その前提でまず目次から御覧いただくと、事業としては大きく分けてＡからＧまでご

ざいます。まず最初が超高速、その次が民間輸送機の開発調査ということで、Ｃが航空

機のシステム系、Ｄが空力設計、Ｅが炭素繊維複合材、Ｆがその他の材料の創製・加工

技術、最後がエンジンの研究開発という形になっております。 

 今回の評価につきましては、その下にございますように、平成24年11月29日及び25年

２月22日の２回、下にございます帝京大学の久保田先生を座長といたしまして、その他

４人の評価検討会委員の先生方に入っていただいて審議をしたということでございます。 

 次、５ページになりますけれども、施策の目的・政策的位置づけということで、資料

を御覧いただきますと、先ほどの歴史で御説明差し上げましたとおり、国際共同開発と

いうことをずっとやってきた。これは、言葉を換えれば、部品、モジュールの分担をや

ってきたということでございます。 

 この状況から脱却して、どうやって日本が航空機丸ごとができる世界的な拠点になる
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か。そういう意味では、海外でいうとアメリカのシアトルやフランスのトゥルーズとい

うのはそうなっておりますけれども、そこに一歩でも近づけるかどうかというのが一番

のポイントでございます。 

 そういう意味で、下にアクションプランということで①、②、③とございますが、①

はやはり全機を日本で改めて開発できる能力を持つべきであると。これは、全機を開発

するだけではなくて、飛行機を丸ごとつくるということは、それを実際に売って、そし

てその後もサポートし続けないといけないということでございますので、単につくるだ

けの問題ではなくて、売るための営業活動が必要でございまして、当然先方が必要とな

るようなファイナンスなどもちゃんと担保しないといけないということですし、アフタ

ーサービスの体制をつくらないといけないということでございますので、そういったと

ころまでやっていくということでございます。 

 それから、②は、実は航空機、先ほど複合材が相当入ってきていると申し上げました

けれども、材料面でのいろいろな革新が進んでいまして、これは機体のみならずエンジ

ンでも相当進んでいます。そうなると、従来の金属系の機体を加工しているメーカーだ

けではなかなか対応できないということで、どうやって新材料を取り込んで、それを加

工して、最終的にそれを機体そのものの製造設計に生かしていけるかというところの能

力を持つことが大事で、ここをやっていくということでございます。 

 最後が３つ目でございますけれども、やはり航空機の世界は参入障壁が非常に高いわ

けでございますが、日本には非常に優れた加工技術を持つ中小企業がたくさんいらっし

ゃる。あるいは、逆に航空機は非常にハイエンドのものをつくっているわけですが、も

っと低コストで効率的に生産できる自動車とか電気とかその他の産業のノウハウもこの

世界で使える可能性があって、そういった人たちにうまくこの世界にも目を向けていた

だいて、一緒に取り組んでいただくことによって、さらに日本の航空機の競争力を高め

ていくというのが３つのアクションプランの最後でございます。 

 その上で、下に施策の目的・政策的位置付けということでございますけれども、航空

機の世界、安全性を担保する、これが大前提でございます。これを大前提とした上で、

当然環境適合性ということで、かなりの騒音を出す、あるいはＣＯ２、ＮＯｘといった

ものがありますので、その対応をやった上で、最近、非常に厳しいのはやはり燃料の問

題でございまして、燃料がどんどん高騰しているということで、とにかく燃費がいい飛

行機をつくっていくということが重要で、そのための研究開発をやるということで、先

ほど御説明したものとちょっと関連しますけれども、３つの方針ということで、民間機

を開発する、国際共同開発でよりいろいろなところを担当できるようにする、部品、素

材産業の高度化をするということに取り組んでいるということでございます。 

 次のページを御覧いただくと、どういった分野で具体的に取り組むかというと、５つ

ございまして、１つは材料・構造ということで、より軽量化、あるいは超高速みたいな

ものを実現するための材料とか構造に取り組んでいく。 
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 ２つ目が、飛行機は空力設計をどれぐらい工夫できるかどうかによって大きく燃費が

変わってきますので、こういった空力技術の開発。 

 それから、その次の装備品と書いてあるところは、実は最近、飛行機も相当電子化、

電動化が進んでいますので、いわゆる飛行機を駆動するための心臓部分に相当するとこ

ろが実は日本は弱いのですが、ここをしっかりやっていくということでございます。 

 ４つ目が、エンジンは飛行機にとって機体と同様の重要要素でありまして、まさにエ

ンジンそのものが燃費性能にかなり大きな影響を与えるということですので、ここの要

素技術をやる。 

 そして、その上でこういったものを組み合わせたインテグレーション能力をしっかり

もつということが最後の (５)になります。 

 こういったことを想定しながらいろいろな事業をやっている関係性が次のページでご

ざいまして、ロードマップがその次の下でございます。 

 その上で、次のページに施策の目的、位置付けの妥当性ということでいろいろと書か

れております。評価の概要ということで、簡単に施策の目的、政策的位置づけ、あるい

は国の施策としての妥当性を11ページで御説明差し上げると、基本的には現在の航空機

産業に対する政策、施策については、目的が明確で、最新の世界動向を把握のもとに、

具体的な目標設定がされているということであります。それから、中小企業による大手

航空機メーカーへの新しい提案を促進するような振興策を掲げたことなどもすばらしい

という御評価をいただいております。 

 ただ、２つ目の政策的位置づけのところに、政策的位置づけが適切になされているの

ですが、標準化みたいなところに言及するものが少なかったのが残念であるということ

をコメントとしていただいています。 

 それから、国の施策としての妥当性の中では、やはり産学官連携が非常に重要なわけ

ですが、そういう取組が行われているものが多くて、好ましい傾向であるとか、日本な

らではの高い技術力で、高付加価値の次世代旅客機の開発を主導していくということに

ついても妥当であるとか、防衛は航空機の一翼を担っているわけですけれども、そうい

う意味で防衛基盤の維持のために、航空機基礎技術の堅持が重要であるというコメント

もいただいております。 

 その上で、一番最後の行にございますけれども、予算、スケジュールはおおむね妥当

であるが、事業によっては加速したほうがいいものもありますし、多少総花的なプロジ

ェクト配置が見受けられるため、もう少し、“選択と集中”をやるべきであるということ

を言われています。 

 そういう意味で、最後の総合評価でございますけれども、全部を読み上げると時間が

なくなりますので、最後のパラグラフだけ読ませていただくと、国際的な施策動向、特

に国際標準化等に合致した事業が少ないように見受けられると。そういう意味では、日

本は、材料とか部品とか技術的には優れているわけですから、国際標準化とか規格化も
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含めて、世界をリードしていくような施策が必要であるのではないかとか、技術も重要

なのですが、戦略的な強さが必要だということでございましたり、「世界的レベル」に取

り組むだけでは意味がなくて、世界から頭一つ飛び出させるための仕掛けを考えていく

必要があるのではないかということを言っていただいております。 

 こういった評価もいただいておりますので、そういう意味で我々の対処方針だけ少し

御紹介しておくと、機体、エンジン、装備品、素材メーカーの連携とか製造現場の課題

を学問が解決するような場合も産学官の連携により、引き続き次世代旅客機の開発に向

けて、トータルなソリューションを日本がちゃんと提供できるような体制を構築すべく、

連携体制の強化に取り組んでまいりたいということでございます。 

 それから、選択と集中みたいな話がございましたので、まさにどういったものに我々

の強みが有るかどうかをちゃんと生かした上で、海外の動向などもしっかり踏まえた上

で、戦略的な研究開発の支援、促進を図ってまいりたいということで、おおむね全体の

施策についてはそういった御評価をいただいたという状況でございます。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。ここで、今御説明いただいた内容に関して多少質疑

をしたいと思います。また個別の事業を評価した後、戻ってきて、全体についての議論

の場をもう一度設けたいと思いますが、とりあえずここでいかがでしょう。どうぞ。 

○鈴木委員 

 多分、この後に御説明があると思うのでが、超音速の航空機については、今御説明に

あった６ページの重点３目標に余り合致しないというか、安全性とか環境適合性とか経

済性とか、関連はもちろんあるのでしょうが、これとは方向性としてかなり異なると思

うのです。それは、今までも超音速旅客機のいろいろな開発の失敗とか、実用化しない

事例とかあったと思うのですが、経済産業省としてはどういう方針を持っておられます

か。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 超音速の話、この後事業として御説明差し上げたいと思いますけれども、率直に申し

上げると結構悩ましいと思っています。というのは、海外の動向を見ていますと、超音

速旅客機を実際につくって飛ばすという計画は、はっきり申し上げて欧米においても今

のところはないという状況でございます。 

  ただ、実は超音速技術というのが民間のみの技術かというと、そうではない部分もご

ざいまして、ＮＡＳＡ（米航空宇宙局）などは単に宇宙と航空だけではなくて防衛とい

うことも想定しながら研究しております。そういったもので彼らは、我々よりも頭一つ

も二つも先に行っているという状況ですので、これに対して日本が何の取組もしていな

い状況のままでずっといいのかどうかというのは我々も悩んでいます。 

 ただ、出口がないまま進めても問題であるので、実は超音速については、ヨーロッパ
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が彼らも独自でやるにはなかなか難しいので、日本といろいろ研究できないかというこ

とで、これまでは日仏でやってまいりましたし、現在は日欧、欧州委員会の研究開発プ

ログラムと一緒に協力してやっていくということで進めておりますので、そうやってヨ

ーロッパとか海外とかも共同研究をしていきながら、単独で無理をするのではなくて、

何とか必要な要素だけ残していくということをやっていくのかなと考えております。 

○鈴木委員 

 さきほど御説明があった評価の概要の一番最後に関しては、もちろん防衛向けの目標

もあるべきだという御意見をおっしゃっている方もおられ、私もこれは別にそんなに表

立って言うのが難しいような話ではないと思っております。戦闘機ですとか、超音速が

必要な技術は民需だけではないことはちゃんと言っていただいて、政策の目標の１つと

して掲げてもいいと私は思うのです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 ありがとうございます。そういった御意見をいただけるのは我々としてもありがたい

ことで、そうしたいと思います。超音速については私自身が申し上げるのもなんなので

すが、防衛省と文部科学省と我々の間でどういう役割分担をしていくのかどうかもそう

いう意味ではっきりしていかないといけないところもあるのではないかと思っていまし

て、経済産業省としては、超音速をどっちかというと民間ということにしておりますが、

防衛や文部科学省の研究開発をサポートできないところもありますので、その辺の穴埋

めをお互いにどううまくやっていくのかどうかというのは課題かなと思っております。 

○平澤委員長 

 太田委員、それから森委員ということでお願いします。 

○太田委員 

 評価された方のコメントにありますけれども、国際標準化に関連して重要なことだと

書いてあるのですが、航空機のこういう部品等に対してはどういった国際標準が存在す

るのか。ＡＳＭＥ（米機械学会規格）ぐらいはありそうな気もするのですが、例えば欧

州なども含めて全世界で存在するのかしないのかということについてはいかがですか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐）  

 国際標準とおっしゃっているのは、ある意味こういった仕様にしておくと、世界中で

大体どこでも認められるということをおっしゃっているのだと思うのです。私は、航空

機に当てはめて具体的に考えると、恐らく航空局の認証を取得する上で、どの国の航空

局でもこの仕様であればオーケーと言われるかどうかということをおっしゃっているの

ではないかと思っています。 

 実際には、この世界は通信のような国際標準みたいのがあるわけではなくて、むしろ

実態としては、アメリカの航空局が認可するかどうかというのがほとんどグローバルス

タンダードに近くなっていて、ヨーロッパはアメリカの航空局と相互認証協定を結んで

いますので、アメリカで認められるものはヨーロッパで認められる、ヨーロッパで認め
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られるものはアメリカで認められるという関係になっています。 

 ところが、日本は残念ながら、全機開発する能力も、こういった仕様を自ら提案でき

る能力も十分にあるわけではないので、ある程度世界で勝負しようと思うと、アメリカ

の航空局の認可を取りに行かないといけないということになっていて、ここが実はもの

すごく大きなハードルとなっています。ある意味ここに書いていらっしゃることを我々

の施策とか現状を踏まえて解釈すると、まさにＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）と

いうのは、日本のみならず世界の空を飛べるように、今、日本の航空局が審査していた

だいているわけですので、こういったものを通して、ＭＲＪというのは安全で、いい性

能の飛行機だねと世界が認められるようになると、それが１つの引き金となって、ほか

の部品も海外で認められるようになって、それが展開しやすくなると。こういったこと

にもっと取り組んでいくべきではないかというメッセージかなと好意的に解釈しており

ます。 

○森委員 

 航空機にはいろいろなクラスがあるわけですが、まず特にどのクラスに注目している

のでしょうか。航続距離、あるいは積載容量、重量、その辺についてプライオリティー

（優先順位）みたいなものは何かありますでしょうか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 シンプルに申し上げますと、座席数に分かれているのですが、一番上の 300席以上が

トリプルセブン（ボーイング 777）とか、もうちょっと言うと、ジャンボ（ジャンボジ

ェット、ボーイング 747）とか 380（エアバス A380）みたいなクラスからトリプルセブ

ンまでを大型機といっていまして、 250席前後、この辺が 787（ボーイング 787）クラ

ス、中型機といっております。 150席から 200席にちょっと掛かるくらいまでの間が中

小型機といっていて、米ボーイング社の 737とか欧州エアバス社のA 320みたいな世界。

それから 100席より下がＭＲＪみたいな世界になってくるわけですけれども、実は世界

の動向を見ますと、一番数が出ている、あるいはこれからも出ていくのは、中小型機、

いわゆるボーイング 737の世界なのです。 

 これはなぜかというと、ここで御説明しようと思っていましたけれども、いわゆるＬ

ＣＣ（格安航空会社）を始めた人たちがたくさん使うわけです。したがって、例えが車

でいいのかどうかはありますけれども、飛行機の世界のコンパクトカーに近い世界がこ

こでして、数は相当出る。ただし、若干薄利になっているところもあるということです。

ですので、ここが一番数が出て、そういう意味では売上げも相当立つし、収益的にもボ

リューム化するとかなり立つということなのです。これを挟み撃ちするようにして上下

があるということで、上のクラスの 787とかトリプルセブンというのは、どっちかとい

うと国際便で使う世界なので、下のクラスほど数は出ないのですけれども、やっぱりお

客も遠くに行くとなるとそれなりに単価を払いますので、これはこれである意味、収益

には貢献する世界ということで、それなりの開発投資が行われているということでござ
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います。 

 最近、ある意味、三菱が入ってくるということで注目を浴びていたのが 100席以下の

リージョナルジェットという世界で、かつてはプロペラエンジンでばんばん飛ばしてい

た短い距離を、ジェットエンジンで飛ばすという機体でして、アメリカなどが中心に需

要が伸びているという状況であります。 

 今は、日本はどっちかいうと大型と中型に近い世界をすごく強化しているのと、リー

ジョナルジェットに入ろうとしているのですが、理想としては軽自動車に相当するリー

ジョナルジェットから高級車に相当する大型機までの全部を網羅できるかどうかという

のが重要なポイントかなと思っております。 

○森委員  

 お話はよくわかるのですけれども、オールジャパンでかつ日本だけでやろうとします

と、最初から全部をカバーするのはなかなか大変なことと思います。特に燃費というこ

とを重視されているように伺ったのですが、そうしますと、コンパクトカークラスのと

ころに一番最初に適用するように技術開発を行っていくという流れでしょうか。それと

も、ほぼ共通性が高いから全部のクラスを念頭に同時にやってしまおうという感じにな

っているのですか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 そこは、今、このように需要全体を御説明差し上げたのですが、一方で機体の開発サ

イクルがありまして、当然、同時に全部の機体が新車で出てくるみたいな形にはなって

おりませんので、どのタイミングでどんな機体が出てきそうかということを想定しなが

ら、その機体が出てくるときに、ちゃんと技術が出るようになっているように開発を進

めていくというのが重要なポイントだと思っています。 

○平澤委員長 

 菊池委員、それから吉本委員の順でお願いします。 

○菊池委員 

 今説明していただいた中で、少し違和感を感じたのです。なぜかというと、私は単純

に素人ですので、飛行機というのは空飛ぶパソコンだと思っているのです。巨大なパソ

コンだと思っているのです。情報とかシステムとか、いわゆるＯＳ（オペレーティング

システム）系の問題があるとか、飛んでいれば当然地上にもいろいろなシステムがある

わけなので、数百万点に及ぶ部品をどうしたらいいか。セットしたらどうなるか。人間

は必要だろうけれども、この文章の中を見る限りその辺のところについて、施策として

ゆがんでいるのではないかと思うのです。 

 でも、そういう話が評価検討会委員の方々から出てこないとすると、十分に事情を知

っている方たちなのか、またはメンバー構成が悪いかどちらかになると思われます。例

えばもし私が入っていたならばそういう話をするはずですので、そのような話が出てこ

ないということは、政策評価という視点からすると、やや不十分なのではないかと思い
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ますが、いかがでしょうか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 空飛ぶパソコンとおっしゃっている部分は、どういう意味で、どういうものが欠落さ

れていると御認識されているか、もうちょっとだけ。 

○菊池委員 

 欠落というか、ここの資料の中に空飛ぶパソコン的な発想があるのだろうと思うので

す。例えば自動車であっても、その中にＯＳが入っているし、いろいろなものが組み込

まれているわけであり、技術の各部品 100万点ぐらいを開発の中でどこの部分を日本が

行って、どのようにしてというところと、単なるボーイング社とかシステムインテグレ

ーター、あるいは最終製品として組み上げるところまで考えていったときには、単なる

安全というレベルだけでなくて、制御系のシステムとしてのプロジェクト、または施策

がもっとどこかにあってもよろしいと思うのですが、そのような内容がこの中には余り

見受けられないように思えるのです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 航空機の世界において、システムの世界を何というかというと、装備品といいます。

先ほどの５ページの全体のアクションプランの②に装備品を含めた包括的なモジュール

単位での設計開発を書かせていただいているとおり、後ほど御説明するシステムの基盤

技術開発は、まさに装備品を想定しているわけですけれども、これの重要性を我々も認

識しておりまして、技術開発プロジェクトの中でも支援させていただいているというこ

とであります。 

 装備品と申し上げている部分が、飛行機の米インテル社みたいなところを日本が取れ

るぐらいの能力を持つべく、そこまでやれているかというと、実態としては残念ながら

そこの世界はもともとＹＳ―11のときから明らかだったのですけれども、やはり欧米が

相当牛耳っている世界でして、我々もそこに１枚でも２枚でもかめるかどうかというこ

とをここでやっているわけです。アーキテクチャー全体を握れるようなど真ん中の部分

を全部握るという高い理想は掲げたいのですが、実態となかなか合わないので、なるべ

くそこに近づけようということを言っているというのが実際のところになります。 

○菊池委員 

 インテル社の話が出てきましたが、まさにそのようなところはなぜアプローチしない

のでしょうか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

  まさにアプローチする必要性はあると思っていて、後ほど産業政策の中で申し上げよ

うと思っておりますが、例えて言うのもなんなのですが、今までチップセットをほとん

ど起こしたこともないような人たちがＣＰＵ（中央処理装置）に相当するところをやる

というのは、ある意味、自分たちの間尺に合わないといったところがありますので、少

しでもそこに近付けるように、外から徐々に攻め込んでいくということを実際にやって
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いるということを申し上げたいということです。 

○菊池委員 

 ちょっとしつこくなるのですが、具体的な話は後でと思うのですけれども、インテル

社の役割のところまで、航空のここの施策が引っ張ってくれなければ、安全とか標準化

のところで動いている人たちはそれぞれ部分的にいるにも関わらず、航空機関係のとこ

ろはなしとすると、では別のところで地上にあるようなプラントの中の話はオーケーと

か、自動車は入りましょうという話になってしまうので、明確に政策として引っ張って

くれなければ動かないという感じが私はするのです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 ほかの産業との関係で引っ張るべきだとおっしゃっているのですか。 

○菊池委員 

 いや、ほかの産業はともかくとして、航空のところでインテル的なジャパンのチップ、

または組込みの石ころでもいいですけれども、そういうものをつくっていただけないと、

産業として引っ張れないのではないかと思うのです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐）  

 我々は引っ張るつもりはあるわけでして、引っ張っていくための目標を掲げるという

ことは、今、産業構造審議会でも相当議論しておりますし、やっていこうとしています。

ただ、それと実際に技術開発の中でやるものが世界を引っ張るだけの中身ができ上がっ

ていますかというと、そこは乖離がありますということを申し上げているだけです。 

○平澤委員長 

 吉本委員、時間が余りないので手短にお願いします。 

○吉本委員 

  １点だけ、技術の話ではないのですけれども、資料の我が国航空機産業の現状と課題

の中にありますようなスーパーTier１の存在が非常に重要になってくるかと思うのです

が、サプライチェーンの中で日本でこういうプレイヤーが育つ可能性はあるかどうかと

いう点の質問です。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 そこは、育てていかないとまずいという危機感はあり、議論していますが、実態とし

てはなれていないので、悩ましい課題で、どうしていきますかね、ちゃんと伸ばさない

といけないですよねというのが正直な状況だと思っています。 

○小林委員 

 質問でなくてコメントですが、後でまたいろいろなお話が出てくると思いますけれど

も、やはりこういう航空機産業、特に日本の場合には、世界が 400兆円ぐらいに対して

１兆円ぐらいの収益規模ということなので、やはりとがった技術で引っ張っていくとい

うか、それがほかの技術の牽引になる部分があると思います。 

 例えば東レ社の炭素繊維が使われていて、自動車への応用となると、まだ、問題があ
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るわけなのですけれども、今菊池委員がおっしゃったような情報システムについても、

こういうところは牽引していく部分があっていいのではないかと思うのです。クローズ

で１つにできるわけなので、そういうところも是非やっていただきたいと思います。こ

れはコメントです。 

○平澤委員長  

 航空機に関係した施策という対象に課題を置いたときに、恐らく何度も繰り返し議論

されてきたと思いますけれども、ＹＳ―11の失敗の原因があったわけですし、その後、

部品供給で個々の技術に関しては磨いてきた部分があるのですが、90年代に入ったぐら

いか、もうちょっといっていたかもしれませんが、当時の運輸省で航空機産業をどうす

るかということをエアラインとか航空機メーカーも一緒になって、２年間か３年間議論

する場がありました。 

 その中で、産業政策として議論したことがあるのですが、その当時は、認識としては

１つのまとまった航空機をつくるというところまでは技術的にはいかないという考え方

でした。特にメーカーの側からはそれを目指したいというのがあったのですが、キャリ

アの側からではとてもそういう状況にはないなという意見が強かったように思っている

のです。 

 そういう議論を経て、とはいえ、多くの部品について、世界的に評価されるというこ

とができてきたわけですので、この時期に航空機産業をどのように将来展開するかとい

うことを見据えて、やはりターゲットを絞っていくということが必要になるのだろうな

と思っているわけです。 

 最後に御説明があったように、マーケットの構造が全く変わってきているわけです。

それで、それに合わせたような新しい参入の切り口もできてきているわけです。特に維

持サービスの部分はそうだと私は思っているのです。ですから、技術開発の課題につい

ても、維持サービスというのが簡便にというか、安くできるような機体開発というのも

１つのターゲットに当然なるのだろうと思うわけです。 

 いずれにしろ、これは今までの他の分野における産業構造の転換という多くの教訓例

があるわけなので、それらを踏まえながら、世界の市場の構造の変化も一方で押さえて、

日本としてどこにどのように入っていくか。これも１つである必要はなくて、メーカー

が頑張って潜り込んでいける部分はそれなりに任せ、あるいは多少の支援をすればいい

わけですけれども、国として日本の航空機産業をどうするかということを検討していた

だければと思っているわけです。 

 多分、お話しされたことで尽きていると思いますけれども、何かコメントはあります

か。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 この後御審議いただく技術開発プロジェクトは、現在議論している部分を十分取り込ん

だ上で、過去技術開発プロジェクトをちゃんと立てられていたかというと、実態としてそ
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うではないところがかなりありまして、委員方にとって違和感があることは、私にとって

も違和感があるところも当然ありますが、だからこそ今、そこに対する非連続な変化を我

々自身もそうですし、産業界に対しても訴えかけようとしている部分があります。こうい

うことをやろうといっていた割には、中身が全然そうではないのではないかと言われてし

まうと、非常につらくなる部分がありますので、あらかじめあえてそのことを申し上げた

上で、この後の個別事業のいろいろと首を傾げたくなるかもしれない中身についてお話を

聞いていただきたいと思っております。 

○平澤委員長 

 心中、苦悩しておられるということはよくわかります。しかし、中間評価をするという

こと自体は、今のような大きな枠組みの中にそれを位置付けて、それでどのように改善し

ていくかという教訓を学び取ることですので、決して評価が悪かったからだめといった話

で終わることではないだろうと思っています。プラス思考で考えていっていただければと

思います。 

 それで、この施策全体については、あえてコメントを付ける必要がないかなと思います

が、むしろ技術開発の側からしか考えないようなある一部の傾向に対して、それではだめ

だという担当課の認識を応援するような意味で、施策全体の構造について我々なりにコメ

ントを付けさせていただこうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 そういうパースペクティブ（見通し）の下で、次の技術課題の検討に移りたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 それでは、本体の資料の15ページ、超高速輸送機実用化開発調査ということで、長年や

ってきているのですけれども、超高速機について、国際共同開発を日本が中長期的にやっ

ていけるようにするための重要要素開発を行うということで、どんなことをやってきたか

というと、その下の16ページでございます。空力の最適化設計技術ですとか、低騒音化技

術とか、安全性向上技術ということでございましたり、材料とか構造関係でいうと、次の

17ページの左側にございますけれども、軽量化の構造設計とか低コストということをやっ

てきたということでございます。 

 実は、超高速は総合評価のところでもこれだけ読むと比較的前向きなコメントで、ＮＡ

ＳＡや米国企業が将来の超音速機に関する研究を発表しており、中長期的に日本でも取り

組む必要があるとか、一番下の行で国際共同開発で有利な立場に立つためには、欧米の下

請となるのではなく、欧米の持っていない技術力を有することが重要ということをおっし

ゃっていただいています。 

 次の20ページを御覧いただくと、左側の提言ということで、超音速機技術の開発は、多

くの先進要素技術を生み出す苗床である、個別の技術開発だけではなくて、超高速輸送機

全体に対する事業シナリオや亜音速機への応用計画などを検討してほしいということを書
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いていますということで、要は超音速機だけだとなかなか出口が難しいので、亜音速機へ

の適用をもっと考えるとか、やるのだったら全体をどうするのかみたいな議論をしていく

必要性があるというのをいろいろなところでいただいております。 

 関連して、その次の事業も御説明しておくと、ジェット騒音低減技術開発というのはど

ういう技術開発かというと、基本的には超音速の場合は低バイパス比エンジンと書いてお

りますけれども、最近の航空機のエンジンというのは、高バイパス比エンジンというのが

多くて、つまり実際に燃料を燃焼するコアエンジンがありまして、このコアエンジンで得

られた力を大きな扇風機のようなファンを回して、その空気を大量に吸い込んで実際に飛

んでいくという仕組みなのです。超音速機とか戦闘機みたいなものは、大形のファンを取

りつけると、確かに燃費はいいのですけれども、すごい大きな加速が生み出せないという

ことがありますので、基本的にはコアエンジンかそれに近いような形で、そこで燃焼した

もので離陸していくことになります。そうなると、当然戦闘機が離陸するときに非常に大

きな音が出るように、超音速機も離陸するときに非常に大きな音が出るということで、か

なりの騒音問題になるということですので、それをマイクロジェットの噴射ノズルという

デバイスを開発することによって、ジェット騒音を低減できないかというのがこの開発で

して、技術的には細かい部分が多いのです。 

 22ページの下に成果がございますけれども、フランスとの共同研究を実際にはやってい

るというところがポイントだと思いますが、ただ、ここでも言われているのは、次のペー

ジで直接的な実用化というのがなかなか見えてこないので、亜音速機への適用ができない

かとか、もう少しこの成果をどう使うかを考えるべきではないかということをコメントと

していただいております。 

 それから、26ページは、同じ超音速機の話で、今度は通常、超高速で飛ばす場合には、

液体水素なども結構検討されているのですけれども、液体水素だと推力は大きいのですが、

燃料のコストが高いとか、タンクが結構大きくないといけないということなので、ＬＮＧ

（液化天然ガス）を使ったＬＮＧロケットエンジンというものの可能性を追求してきた研

究であります。 

 これも次の27ページを御覧いただくと、推進モジュールなどの概念設計のところにＥＡ

ＤＳ社と。ＥＡＤＳというのは、御存じのエアバス社の親会社であるヨーロッパを代表す

る航空機のビッグメーカーでありますけれども、こことある意味連携したという意味では、

そこは御評価いただいているということなのかなと下の総合評価を見ていると理解できる

と。つまり、ＬＮＧ技術が評価されて、ＥＡＤＳからの機体システム等のインターフェー

ス情報により検討が具体的になっているのが評価できるということをおっしゃっていただ

いております。 

 ここもやはり全体を通した提言は全部に共通する話で、これだけでやっていくのはなか

なかしんどいので、亜音速機とかほかへの適用みたいなものを考える必要があるのではな

いかというコメントをいただいていまして、我々としての提言は共通しています。30ペー
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ジの右側にございますけれども、要素技術開発だけではなくて、全体のシナリオ検討とか

亜音速機への適用みたいなものを検討する必要性があるのではないかとか、それからマー

ケットリサーチとか日本独自の価値が提供できるような取組をやっていく必要性があるみ

たいなことを対処方針として書かせていただいておりますという状況でございます。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。時間がかなり押しているので、私から最初に質問させ

ていただきます。今の３つの課題が選ばれてくるプロセスというのはどうだったのか。こ

の内容から見ると、こういう技術を開発したいというシーズ側からの発想で、それぞれ出

てきたのではないかと思うのですがいかがでしょうか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐）  

  そこは、実は結構悩ましいところです。 

 ただ、個別の技術要素を見ると、確かに我々がマイクロジェット噴射ノズルで開発して

もらったほうがいいのではないかということを自ら言うとは思えないので、こういった部

分は恐らく民間からの御提案があって、我々として採用してきたということなのではない

かと思っております。 

○平澤委員長 

 ある程度将来的な産業としてのニーズを見ながら選ばれたと考えてよろしいのですか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 そうです。今後に関していうと、評価検討会委員の先生方のコメントにもありますけれ

ども、やはり実ニーズがあって、これをやっていくと最終的に何かに具体的に使える可能

性があるというのを想定しながらやっていかないといけないと思っていて、今後超音速に

関することをやっていく際には、我々はそこを非常に重視していかないといけないという

のが、今回の技術評価を通してさらにより一層強く認識したところでございます。 

○平澤委員長 

 超音速、あるいは亜音速といった領域に限定した技術開発として、何かコメントがおあ

りでしょうか。小林委員どうぞ。 

○小林委員 

 個別の技術というよりは、こういう場合の技術開発の戦略がどうあるべきかと考えたの

ですが、どこかに欧米の下請ではなく日本の独自の価値を提供できるようにというコメン

トがあって、独自の価値は全然使えない可能性もあるようです。今おっしゃられましたよ

うに需要があるかどうかが問題です。やはり需要がある中でやっていかないと当然使われ

ないわけですね。 

 ただ、その中に独自の技術を出していって、かつそれがエッセンシャル（不可欠）な技

術になるような戦略があるとよいと思います。要するに、日本の技術がないと飛ばないと

いうような状態にどのようにもっていけるのかというのが１つの戦略かなと思うのです。
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むしろ全部インテグレーションをもっていくというのも１つの戦略ですけれども、それは

かなり大変であると思います。使われない技術を一生懸命つくっても意味はありませんし、

使われる技術だけを下請的につくってもいけないだろうというお話なので、その戦略が必

要かなという気がいたしました。 

○平澤委員長 

 課題として先行的にどこまで技術面でも読み切るかということが必要だということにな

るのでしょうか。だから難しいことかと思います。鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 

 そういう意味では、３番目の課題だけはまだ中間というか、平成25年が終了年度になっ

ているのです。だから、そんなに額は大きくないのですが、出口が見えないのであれば、

今からでも計画を修正なさってもいいのではないかという気もします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 おっしゃるとおりで、超音速は本日の評価小委員会もそうですが、そもそもその前に御

評価いただいた中で、ある意味選択と集中が必要だといろいろとおっしゃっていただいて

いますので、我々もそれを踏まえためりはりをつけないといけないかなと思っています。 

○鈴木委員 

 その場合に、冒頭申し上げたように、私は本来だったら防衛目的でやらなければいけな

い技術の維持を民需に衣をかぶせるみたいな形でアンダーグラウンドでやるのは余りよろ

しくないと思っており、実際に防衛で使うのであれば、次期戦闘機で超音速の技術として

どういうものが必要なのかとか、そういうシナリオをちゃんと描いて、出口を見据えた研

究テーマをもっと堂々とやるべきだと私は思うのです。 

 そういう省庁連携こそがプログラム化する意義の１つではないかと思っていますので、

是非それは考えていただいたほうがいいと思います。 

○菊池委員 

 １番目の超音速輸送のところで、特許が19件ぐらい出願されているのですが、例えばこ

ういう領域の場合には、防衛省がどうかかわるかは別にして、その場合に特許の出し方は

かなり工夫して出すわけです。または、こういう先導的なところで差し当たり出してしま

う。いわゆるブラックボックスにしないで、わざわざ体系的に出していってしまう。いず

れそのうち開示されてオープンになってしまうというやり方も１つあると。 

 いや、そうではなくて、本気でここのところはアメリカの痛いところだから、ここは触

っておきましょうということでやる。そこら辺のめりはりがあってしかるべきだと思うの

ですが、ただ単に19と書いていて、評価検討会委員の人たちがそこまで読んでいるか知ら

ないが、本来だったらもし私がここの評価検討会委員になったら、19は何だったのか求め

るでしょうね。多分、開示されていないとすれば、守秘義務に関してどういう分野なのか

を見て、これは当然取るべきだったとか、ここはわざとというか、戦略的に取って、あと

は公開で行こうとか、そのようなことをやってしかるべきだと思うのです。 
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 または、ここは非常に機微に関係するので、防衛省と秘密技術的なところで対応しよう

とか、日米の協定の中で対応しようというのは考えてもいいはずなのですが、そこら辺の

話は全く出てこないのです。なぜなのかというのがよくわからない。にもかかわらず、大

した金額ではないからというわけではないのでしょうけれども、ここをやるのであれば、

しっかりとそこら辺の成果はむしろバイプロダクト（副産物）のような特許、出願件数は

評価項目として書かなくてはいけないから書いただけだと思うのです。でも、その中の精

査はしていないはずだし、そのプロジェクトリーダー、また研究開発リーダーが明らかに

そういうのを意識してやっているかが読めないのです。そういう感じがします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 特許をどうしているのかまで我々もこの瞬間知りませんけれども、委員がおっしゃろう

としている部分というのはよく理解していまして、ある意味戦略を立てようと思うと、当

然ながら全体の戦場がどこまであるのかとか、相手の戦力がどうなっているのかというの

をグリップしないと戦略なんて描けないわけでして、果たして彼らが世界のランドスケー

プ（眺望）を理解した上で、日本として何をやるべきかどうかをグリップできているかと

いうと、産業界も研究者もそういったことをちゃんと理解してやっているとは思えないの

で、この分野もそうですけれども、日本全体の大きな課題だと思っていますので、そこを

解決していかないと、実際の戦略は全くなくて、せいぜい戦術しか生み出せないかなと思

っています。 

○平澤委員長 

 大分時間が押しているので、これぐらいにしようかと思いますが、もう少しサポーティ

ブな御意見はありませんか。 

○小林委員 

 サポーティブなつもりでいっているのですけれども。 

○鈴木委員 

 今の特許の話などでいえば、例えば米国とかフランスなどは秘密特許の制度などももっ

ていますよね。なぜか日本はないのですが。 

○菊池委員 

 ないけれどもあるので、それを使っているはず。 

○鈴木委員 

 米国からの協定出願のような例もあると思うので、それに類するような制度の整備は経

済産業省としても考えられてもいいと思うのです。 

○平澤委員長 

 今のＡ全体に関して、幾つかのコメントを書くことにいたしましょうか。１つは、大き

いことからいうと、もう少しターゲットを見据えた政策連携というもののが省庁間であっ

てもいいのではないかと点。それから、技術戦略として本当のターゲットとなる技術をど

のようにして見つけ出すかということについて、もう少し考えてみていただきたいという
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点。それから、アウトプットをどのように押さえるか、アウトカムにしていくかというと

ころで特許戦略のあり方というのがやはり重要であるという。このような御意見だったか

なと思いますが、それらを付けさせていただきたいと思います。 

 それでは、次にＢについての御説明をお願いいたします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 時間がなくなってきたので、私も委員長とともに進行を非常に心配し始めておりますが、

次、Ｂに入らせていただきます。 

 ２分ぐらいで御説明したいと思うのですが、小型民間輸送機等開発調査ということでご

ざいますけれども、シンプルにいいますと、防衛省で開発された航空機を民間に転用して

使えないかということでの調査であります。どうしてそんなことをやらないといけないか

というと、防衛予算が全体的に終焉傾向にある上に、当然こういった機体もどんどん装備

が高度化していますので、開発費が上がっていく。一方で予算は減っていく。 

 さらに、性能が上がって、それなりに航続距離が伸びたり、耐久性が高まったりします

ので、調達機数が減るという苦しみがありまして、そうするとメーカーとしてはせっかく

開発したのに、これだけだと投資が回収し切れないので、ほかの用途に使えないかという

ことで、でき上がったものを何らかの形で改造して民間で使えないかということで、想定

しているのは２種類の飛行機でございまして、一番上の概要にございますけれども、次期

固定翼哨戒機、あるいは次期輸送機とありますが、どっちかというと次期輸送機のＣ―Ｘ

というのを民間の貨物輸送機に使えないかということと、もう１つは、ＵＳ―２という飛

行艇といっていますが、水陸両用機を消防飛行艇とか民間用の救難飛行艇として使えない

かということの調査をやったということでして、まず貨物輸送は下にございます。実は最

後の総合評価に書かせていただいているのですけれども、30年で90機しか売れないという

ことなので、なかなか厳しいのではないかということがコメントとしていただいていると

ころであります。 

 それから、ＵＳ―２のほうは、右上で消防とか救難ということであるのですが、これも

総合評価の下にございますけれども、セールス次第で固い需要が創出できると考えている

が、一方でアフターサービスをどうしていくかなどの議論が必要ではないかということで、

確かに民間転用で改造してつくるということができるにしても、これが本当に民間の運航

会社がちゃんと買って、彼らに対して必要なサービスを提供できるかどうかまでの議論が

されないと、その先が難しいのではないでしょうかということをコメントとしていただい

ております。 

 以上でございます。 

○平澤委員長  

 ありがとうございました。こういう調査が実際の開発に移る前に十分行われる――ＦＳ

（実現可能性調査）に近いようなものかもしれませんが――ということ自体、私は非常に

評価したいと思います。 
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 結果は余りポジティブではないようなのですが、何とか今のような防衛で磨いたという

か、培った部分を民間に転用できないかというアイデアが生かせる部分があれば、それは

是非生かせるようにしていただきたいと思いますので、こういう調査をいろいろ展開され

るということは非常に結構であると思います。 

 委員方から何かありますか。森委員、どうぞ。 

○森委員 

 趣旨としては大変結構だと思うのですけれども、結果がどうあれ、この中に世界の他機

種、あるいはほかの会社の競合相手は一体誰なのかということが余りはっきりしていない

気がするのです。もしも競争相手がいないならば売れるでしょうけれども、そうではなく

て、実際には非常に強力な相手がいるから大変だという話ではないかと思うのですが、そ

の辺がよくわからない感じがします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 そこは、実際には彼らもそれなりに調査しているところがあって、評価書の中に全部入

っているかどうかは別として、ＹＣＸ（次期輸送機Ｃ－Ｘを転用する民間貨物輸送機）な

どでも当然ながらボーイング社とかＥＡＤＳ社とかが輸送機を開発していますので、それ

らの機体との関係でどの程度競争力があるかどうかということですし、飛行艇については

ロシアとカナダがつくっていまして、それらの機体との関係だと思います。 

 やはり問題は、日本製の場合はコストがどうしても高くなってしまうというのがありま

すので、本来であればこういった機体まで全部自国開発でやらずに、国際共同開発でなる

べく共通経費を一緒に下げていきながら、でき上がったものをいろいろな国で使うという

のが本当は理想だと思うのですけれども、この辺は日本もかつて武器輸出三原則とかいろ

いろ制約が厳しかった時代がずっとありましたし、今も自民党政権になって大分見直しを

掛けていただいたところがございますが、そういったことでいろいろ苦しんできている部

分があるということは併せて申し上げておきたいと思います。 

○森委員 

 外国の場合には軍用機の払い下げみたいなのがありますから、コスト的にいうと確かに

苦しいです。そこで本事業ではこれがセールスポイントだということが書いてあると評価

しやすいのではないかという気がするのです。例えば燃費が圧倒的にいいとか、メンテナ

ンス性が圧倒的にいいとか、コスト以外で何か売りがないと世界市場で戦うのは厳しいか

なという気はどうしてもします。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 おっしゃるとおりだと思います。 

○平澤委員長 

 ほかにありますか。鈴木委員どうぞ。手短にお願いします。 

○鈴木委員 

 もちろん委員長がおっしゃるように、こういう検討をするのはいいと思うのですけれど
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も、10年かけて総額10億円使ってやっておられるのですが。そんなにすごい調査なのかと

疑問に感じられるところです。実際にはどのような内容をやられたのですか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 10年間で10億というのが果たして投資対効果として適切だったのかどうかというのは、

我々も検証すべき部分はあると思いますけれども、実際に市場調査をするといっても、海

外のいろいろなところに行かないといけないことになります。逆にライバルメーカーの情

報も一般の旅客機であれば、簡単に入手できる情報もありますけれども、そうではない機

体となると、当然ながらいろいろコンサルタントを使ったり、そういった部分も必要にな

ってくるので、それによって多少コストがかさんだ部分はあると思いますけれども、全体

としてそれ以上にコストが膨らんでしまっている部分というのは、重複がいろいろあった

のかもしれませんし、私もなぜそうなのかというのは、全部コスト構造がわかっているわ

けではないですが、投資対効果が余りよくなかったプロジェクトであるのかなと思ってい

ます。 

○平澤委員長 

 ほかによろしいでしょうか。これについては、私は専門分野の調査は結構費用がかかっ

てしまうのではないかという気はします。ただ、10億円までかかるかどうかというのは別

ですが、普通の市場調査とは多少違うと見てもいいかと思います。 

 ただ、そういう専門性を持っているような者が受注してやったのかどうかということに

関しては、ある程度疑問ではあるという感じはしますが、全体としてマーケットを調査す

るということ自体はいいというか、非常に望ましいことで、むしろこういうことを積極的

に展開し、デュアルユース（軍事用と民生用のどちらにも利用できる）と呼ばれているよ

うな分野で何か新しい目を出せないかということを今後検討されるというのは、それなり

に結構なことではないかと思っております。 

 これについては、やはりサポーティブな意味でコメントを付けるということにいたしま

しょうか。 

 それでは、次に行きましょう。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 ありがとうございます。Ｃなのですけれども、Ｃの中に８事業ぐらいございますので、

一個一個先ほどのように説明していると多分時間がなくなってしまいますので、簡単に申

し上げると、先進システムというところがまさにさっき菊池委員にコメントいただきまし

た、いわゆるシステム系の話がいろいろ含まれている部分でございます。この中にボーイ

ング社とかその他のメーカーとの共同開発の部分を想定したものがあったり、そうでなか

ったりというのがあります。 

 まず、全体的にどんな感じだったかというと、中には国としてやるべき重要なものもあ

るし、中には各社の個別の技術開発をなぜ国がやらざるを得ないのだと評価されているも

のも両方含んでおりますので、御説明させていただきながら、そういったニュアンスも多
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分委員方に感じていただける部分があると思いますので、簡単に全体を御説明します。 

 まず、最初のものが航空機用エンジンギアシステムということで、これは中小型機用エ

ンジンへの適用を念頭にということで、まさにエンジンの発電機のギアをより低損失にす

るという技術開発でございます。ＣＦＤ（数値流体力学）解析などを行った上で、まさに

どうやってその損失を低減できるかということをやってきたという技術開発であります。 

 それから、その次の42ページのＣ (２)でございますが、先進パイロット支援システム

ということであります。これは、別名落ちない飛行機と我々呼んでいるもので、突風とか

こういったものを避けて飛行する。何らかの故障とか突風で姿勢を一旦崩したとしても、

安定的に操縦できるような飛行システムを無人機を使って実証したというプロジェクトで

あります。 

 それから、その次の48ページがいわゆる電波関係の技術研究開発でありますが、ステル

ス対応みたいなこと、防衛とのデュアルを想定したような研究開発であります。 

 それから、53ページになりますけれども、航空機用再生型燃料電池システムということ

です。これは、飛行機全体の電動化がどんどん進んでいく中で、今、ＧＳユアサ社のリチ

ウム電池のスポットライトが当たっておりますけれども、将来燃料電池を飛行機の中でも

って、これで実際に発電した上で電源を確保するということで、実際にボーイングの 767

機に実験的に搭載して、研究をするというプロジェクトでありました。 

 それから、その次、58ページのＣ (５)は次世代の電子冷却システムということで、航

空機は設置スペースが非常に限られていますので、その中でも安定的に熱が放熱できるよ

うなヒートパイプを開発するということであったり、それから絵の下にございますけれど

も、いわゆる扇風機のようなファンをつけると、場所的にもいろいろな問題があるので、

ピエゾ素子で動くと空気を吸い込んで吐き出すといった冷却装置を開発したということで

あります。 

 それから、Ｃ (６)、その次、63ページになります。飛行機においては、落雷とか帯電

といったことによって、まさに燃料が引火すると重大な事故が起きますので、そういった

防爆性の確保ということに配慮してきたわけですけれども、複合材とかこういったものが

入ってくると、帯電特性というのは非常に難しくなってきますので、これを実際に落雷と

か帯電の電気的現象というのを際限した上で、まさに複合材を大量に使った場合でも、こ

の金属材料と同じような耐雷・防爆技術を確立できるように開発したということでござい

ます。  

 その次が68ページ、Ｃ(７)でございますけれども、電源安定化システムでございます。

電気アクチュエータを今たくさん使って、電動化がどんどん進んでいて、アクチュエータ

が油圧から電源アクチュエータに変わっているということでありますけれども、これを使

うとアクチュエータから逆起電力が発生して、それが全体的に電源システムに悪影響を与

えるということなので、これを変換技術とか蓄電技術を用いることで安定化させるという

ことを想定した技術開発であります。 
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 それから、８つ目の73ページでございますけれども、デジタル通信システムということ

で、これから飛行機が地上と通信していく上で、かつてアナログだったものがどんどんデ

ジタル化していって、さらにデジタル化していった上で情報量がどんどん増えて行く中で、

狭い周波数帯域で高速通信と広域通信を両立させるための通信技術の開発を行うというこ

とであります。 

 もう一個あります。Ｃ(９)です。最後、78ページになりますけれども、これが先進パイ

ロット支援システム、機体・システムの統合化ということで、右下に絵がございますが、

飛行機のみならず、こういった尾翼に付いていますさまざまなアクチュエータを統合して

提案するための技術、統合技術の開発を行うというプロジェクトでございます。 

 こういった９つの事業をまとめてこの中でやっているわけですけれども、82ページにま

とめとして書かせていただいているのが評価検討会委員の先生方の評価でして、先ほど申

し上げましたけれども、最初のパラグラフでいうと、諸外国の後塵を拝さないために、独

自の技術として早期確立が望まれる技術については、スピード感を持った取組みが必要で

あるということでありますが、中で国の施策として行うべきなのか、企業の研究開発とし

て行うべきかどうかの整理が必要だということをコメントしていただいています。そうい

う意味で言うと、この中で本当に国がやるべきものとやるべきでないものをちゃんと精査

するべきではないかというコメントをいただいたということかと思っております。 

 非常に雑ぱくな説明で恐縮ですけれども、Ｃは以上でございます。ありがとうございま

した。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。 

 最初に私から質問したいのですが、今の９つの課題は、ほかに比べて評価点がいずれも

ほぼいいですね。私、開発の内容を伺っていて、役に立つことをやっておられるのではな

いかと受け取ったのですが、この９つの課題はどういうメカニズムで採択されたのでしょ

うか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 この辺も難しくて、中にはボーイング社からこういったことを日本の企業とやりたいの

で、その上で日本の企業が単独でやるにはなかなか難しいので、経済産業省もサポートし

てもらえないかと。例えば燃料電池などはそうだったと聞いています。一方で、民間企業

からこういうことをやりたいので、是非経産省でもサポートしてほしいみたいな話なども

あったと聞いていまして、例えば落ちない飛行機というのは、ある程度自分たちで全機開

発をやっていく上で、Ｃ (２)などはそういう形で来たとか、海外メーカーから言われた

り、民間企業から直接そういった話があったり、いろいろな形で選んできている部分もあ

ります。 

 あるいは、国として結構重要だと思ったりしているのは、Ｃ (６)の耐雷・帯電特性の

ところなどはそうでして、 787なども実は開発が３年遅れたりしたことの大きな要素の１
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つとしては、まさに雷対策とか帯電対策が非常に難しくて、ここをどれだけ効率的にやれ

るかどうかというのは、機体開発のスピードを上げていくという意味で、日本が担当して

いる部分をより低コストにつくるために非常に重要でして、そういうところで国としても

必要だからやってきた。最初から必要だから問題提起してやってきたという部分も含まれ

ていて、幾つかの要素がミックスになっているというのがこの事業でございます。 

○平澤委員長 

 そうすると、採択を決める評価委員会のようなものを個別につくって、担当課で意思決

定してきた、そんな受け取り方でいいのでしょうか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 プロジェクトを選ぶ際は、規約手続上も必要なものですが、公募を募って審査をすると

いう形でプロジェクトは採択させていただいております。別途、ボーイング社とのマッチ

ングのような形で広く募るという形のものもありました。 

○平澤委員長 

 そうすると、一応公募はしておられる。国際公募になるのですか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 当省で公募をかけたものもありましたし、いずれにしても当省の委託なり補助を行う際

には公募が必要になってくるので。 

○平澤委員長 

 それから、全部は確認していないのですが、これは委託事業なのでしょうか 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長）  

 委託事業です。 

○平澤委員長 

 委託なので、国がやるべきかどうかという議論が出てくるのかもしれないが、これらは

本当に役に立つといったら変ですが、そういう地に足のついているような課題が選ばれて

いるという気がしました。 

 私は、航空機というのは社会技術に属するものではないかと思っているのです。営利企

業として、もちろん運営されるのですが、それだけではなくて、社会の安全性とか利便性

とを確保するという面がもう一方ではあって、勝手に企業がやればいいという領域ではな

いと思っているのです。 

 ですから、今のような社会的な利便性とか基盤をつくっていくという観点からとらえ直

せば、これらはそれぞれ非常に立派なもので、これは上位施策としてはものづくり産業と

いう枠組みの中で考えているのですが、その枠組みだと営利企業がやっていくのを補助す

るという側面が強調されるかもしれませんが、もう一方では安全性といったような今のよ

うな発想があってしかるべきだと思っています。 

 小林委員方、どうぞ。 

○小林委員 
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 今のお話のように、全体としてはいい方向に向かっていると思いました。特に６番の耐

雷・帯電特性解析技術というのが事業化、波及効果の評点が2.60になっています。こんな

に高いのを見たのは初めてぐらいなのですが、それだけニーズがはっきりしているという

ことなのだろうと思うのです。 

 一方で、８番のデジタル通信システムというのは、事業化が1.80と低い評点になってい

ます。ほかと比べればもちろん高いのですが、この中では相対的には低くなっており、コ

メントを見ると総花的だというお話があるのです。これ自体、まさに平澤委員長がおっし

ゃったように社会技術の１つで、１つの航空会社がやるような話とはまた違うと思います。

このあたりの見通しをお聞かせいただければと思います。それと、もう１つ、その後に先

進パイロット支援システム、機体システムの統合化というのがあります。これも先ほど菊

池委員がおっしゃったように、航空機の中のシステム化というのは１つのいい例だと思い

ますが、もっと情報システムを使って航空機をベースにした１つのシステムのあり方みた

いなのがあると思うのですが、そのあたりの方向性とかでいかがでしょうか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐）  

 委員方がおっしゃっている部分は重要だと思っていて、航空工学の先生方ともお話をし

ていて、例えば東京大学の鈴木先生などとお話をしていると、自動車の自動運転というの

は相当議論になっていますけれども、飛行機も自動の離発着というのが現実にいろいろ議

論になっていて、空港のトラフィックが相当過密になってきていますので、そうするとパ

イロットが一人一人やるよりも、むしろある程度自動的にやったほうがいいのではないか

という議論も出てくると。 

 そうすると、地上のシステムと機体のシステムとの間で相関関係がないと、当然ながら

成立しないわけでして、そういう議論が出てきているわけですから、日本としてもそうい

うところに入っていく必要性があると思うのですが、結局、飛行機の運航の仕組みそのも

のが欧米主体でつくられていて、日本が輸入していて、飛行機を飛ばすだけでも日本人同

士でも英語をしゃべれないといけないということになっているように、極めて欧米、特に

米国を中心とした参入障壁の高さというのがあります。そこを乗り越えながらここに入っ

ていくためにどうするかというのは結構悩ましい部分がありまして、実は先ほどの評価点

が厳しめだった８ページなども、実はヨーロッパメーカーと共同研究をやっていくという

方向で最初スタートして、いろいろな事情があってなかなか難しかったのですが、ある意

味、欧米の大手メーカーと組みながら、こういった世界にほんのちょっとでも引っかかっ

て日本が入っていくということが大事なのかなと思っています。 

○平澤委員長 

 時間が大分押しているので、このままだと12時までやっても終わらなくなる可能性もあ

りますので手短にお願いします。太田委員どうぞ。 

○太田委員 

 燃料電池がかなり注目されているということで出ているわけなのですけれども、確かに
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私はその方向は絶対正しいと思うのです。ただ、この成果の内容を見たときに、ＮＡＳＡ

で飛行機に積んで、再生型をやろうとしたのだけれども、結局は燃料電池と水電解装置２

つ積んで動かしましたという結論が出ている。特に日本の場合は燃料電池をどう使うかに

ついては技術がかなり進歩しているのですが、逆反応についてはなかなかちゃんとしたプ

ロジェクトができていないという現状の中で、原理確認とかどういうことだったのかなと

いう気はするのです。特に、使うほうではなくて水素を出すほうです。気液分離も書いて

あることは当然昔にやっているから、それほどではないと思っているのです。 

○平澤委員長 

 この内容についてはどうですか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 詳細にはなかなか答えられないかもしれないですけれども、今回の燃料電池システム、

再生型をやった上で１つ課題になったのが、要は水素をいざというときにどのように廃棄

するかというところが、航空機の安全性の観点から非常に課題になっておりまして、そう

なってくると、やはり排出するための弁とか分離するための槽といったところへどうして

も重量的に増加してしまうというところが１つ大きな課題としてありまして、そういった

課題をクリアした上で、飛行実証が世界で初めてできましたということになっています。

一応世界初の民間機での飛行実験の成功…… 

○太田委員 

 アメリカのボーイング社にしろロシアにしろ、水素を実際に積んで運航した事実はある

のだろうと思っています。燃料を積んだということでなくて、水素を積んで燃料として試

しにやってみたというレベルの話だったらあるような記憶はしています。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 充放電可能な双方向バッテリーとしては世界初です。 

○太田委員 

 それは燃料電池の問題ですよね。水素を積むということに関して。 

○平澤委員長 

 では、菊池委員、それから鈴木委員の順でお願いします。 

○菊池委員 

 長くなるので総論的なのですけれども、今までのいろいろな評価の中からすると、共通

指標とされているような評価を我々が判断するときに、ある程度客観化というか可視化さ

れているとか、またエビデンス（根拠）としてのところは割と具体的に書いてあるのです。

ところが、成果についてもアウトプットについても、非常に抽象的な表現にとどまってい

る。また、論文の数等もあるのですが、そこもゼロと言われてしまうと。または、国際標

準に対するコントリビューション（貢献）も目的では書いてあるのですが、実際にはゼロ

と書かれてしまうと、こういう事業評価をなさっている先生方は見ていらっしゃるのだと

思うのです。 
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 我々は、これを部分的に今日みたいに時間を背負って、門跡みたいな形で私たち立って

いるだけで、目の前をすうすう通り過ぎるわけで、そこからすると非常に嫌な感じがしま

す。なぜかというと、エビデンスとしてぱっと見たときに、そうなのだという書き方には

なっていないのです。過去そういう事例は散見されていたのですが、やはり我々はそこに

こだわって、例えば技術的なインデックスとしてはここがこのぐらい改善されたとか、ま

たは例えばデザイン、設計の指針がなされたら、それはこのようにしてキープされている

とか、または組織としてハンドルされているという書きっぷりがあったはずなのですが、

ここは共通指標もゼロが多くて、何を見て我々は判断したらいいのかというところが若干

弱い感じがするので、アウトプットの可視化は是非してほしいと思います。インプットは

金額が書いてありますので、それだけ使っただろうという感じはするのですが、もう少し

アウトプットの可視化についてのインフォメーションを書き込めるようにしていただけれ

ば幸いかと思います。 

○鈴木委員 

 この評価検討会委員のコメントがほぼ共通のコピー・アンド・ペースト（コピーした上

で貼り付けたもの）になっているような気がするのです。例えば政府がやるべきなのかど

うか再考を要するというのもほぼ全部についていますし、実際、そういう意味で非常に違

和感があります。 

 もう１つは、今、政府が本当にやるべきなのかという疑問について、６番のテーマとい

うのはまだ実施中のものですよね。経済産業省の今後の方針としても、それは再考したい

と書かれているのですが、実際、平成25～27年度に、６番についてはやる予定なのですか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 ６番の事業というのは、我々もそうですし、評価検討会委員の中でも非常に評価が高か

った事業でありますし、我々もこれをやっていく必要性は強く感じていますので、そのつ

もりではあります。 

○鈴木委員 

  そうであれば、６番についても国の施策として行うべきかとか、整理する必要があると

か、これが評価検討会委員のコメントとして本当に適切なのかどうかというのは、もうち

ょっとちゃんと考えられたほうがいいと思うのです。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 ここの提言と対処方針に関しては、コピー＆ペーストというよりも完全に同じものにな

っているのです。というのも、たしかプロジェクトごとに提言を出すということになって

いたので、先ほど説明した９個の事業に関しては同じものが入っております。 

○鈴木委員 

 個別のコメントはないということですね。 

○森委員 

 簡単にですが、もしそうであるとするならば、各課題が、最終的な目標である日本の航
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空機産業の中でどういう位置付けになって、どれぐらいのウエートがあるかという話がど

こかにあったほうがいいと思うのです。どれくらい必須なのかというところが示されてい

るほうが、国の施策としては多分説得力が出てくる。 

 燃料電池の話を読むと、例えばギアボックスの話、本当にミクロな話から通信とか大き

な話まで全部入っていますから、それがどのくらい重要なのかという総体的なものがあっ

たほうがいいように思うのです。 

○平澤委員長 

 委員方、大体よろしいでしょうか。個別には項目ごとの評価はやっておられるわけだけ

れども、コメントは全体についてということになっているかと思いますが、コメントの有

り様に関しては、委員方がおっしゃるような改善が必要だと思います。 

 ただ、全体としては、総経費で１億円を切るようなものから５億円ぐらいまでという比

較的小型のもので、共通指標は確かに良くないのだけれども、技術的な成果というのは結

局そこそこいいものができているという課題群だったという感じはしているわけです。 

 私としては、大きさにもよるし、それから選択していくときのメカニズムが多様だとい

う話だったのですが、この種のものというのは、自分として評価していいプロジェクトで

はないかと思いますので、全体のプログラム化ということを考えてみると、今委員がおっ

しゃったように、ターゲットを何にするのか、実際に運航される航空機のすぐ改善してい

くような技術に関係して、安全性とかもう１つ、さっきの先進性であるとか、こういった

ことを狙ったプログラムとして運用していくということならば、役に立つものができてく

るのではないかと思っています。 

 これらについても、今のようなまとめ方に関係した部分についてのコメントを付けさせ

ていただこうと思いますが、いかがでしょうか。何か御意見ありますか。――よろしいで

すか。 

 では、次に行きましょう。Ｄです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 ちょっと時間が押していて、ＤとＥを続けてやらせていただいてよろしゅうございます

か。 

○平澤委員長 

 どうぞ。結構です。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 Ｄは、先進空力設計等研究開発ということでありまして、遺伝的アルゴリズムを用いて

空力（空気力学）とか構造同時最適化技術とか、空力特性推定技術といったものを使いな

がら、最先端の空力の設計技術を開発するということと、まさに設計から組立てまでの図

面、工程等のデータを一元管理するための開発・生産プロセス技術を開発するということ

で、この中の５行目に書いていますので重要なのは、実大規模の航空機の供試体を用いた

実証を通じて、その成立性、有効性を実証するということで、これができれば航空機のみ
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ならず鉄道とか自動車とかその他のエリアにも適用ができるということでやっている事業

でございます。 

 個別の達成状況はございますけれども、総合評価として86ページを御説明すると、我が

国の航空機全体の設計能力を高める上では重要なテーマであるということで、まさに空力

だけでなくて開発・生産システムまで含めて研究を行っている点は評価できるということ

でありますが、最後のパラグラフに書いていますが、事業期間と予算規模を踏まえた費用

対効果を検証すべきとか、目標として掲げる５パーセントの燃費改善、２デシベルの気外

騒音低減という定量的な目標値と、今回の成果の連鎖が見えないということで、まさに全

体目標の達成のための貢献度合いが見えにくい点は今後改善すべきといったコメントをい

ただいております。 

 続いて、Ｅは炭素繊維複合材成形技術開発ということで、まさに現在 787の複合材など

もそうなのですけれども、プリプレグという方式になっていまして、要は炭素繊維を積層

させたものをオートクレーブという大きな釜に入れて焼くという仕組みになっていて、か

まの大きさが制約条件になりまして、釜で焼くと時間がかかります。それによって製造上、

コスト面でも時間上でも大きな制約があるということなので、この事業ではそうではなく

て、サランラップみたいに上からかぶせてそこで焼くみたいなＶａＲＴＭというオートク

レーブを用いない複合材の設計方法の開発と実証を行って、それを確立するということで、

これができ上がれば、航空機のいろいろな分野はもちろんのこと、自動車とか鉄道とか船

舶とかいろいろなところに使えるということで取り組んできているものでございます。 

 総合評価は次の91ページでございますけれども、素材分野は日本が今後力を入れるべき

領域であり、複合材料は他産業への応用も期待されると。ＶａＲＴＭはオートクレーブや

プリプレグを使わないことから、低コスト化や他産業への応用も非常に期待されるという

ことで、試作機の製作とか修理プロセスの検討も進んでいて、技術の確立が進んでいるこ

とも評価に値するということです。 

 ただ、最後から３行目ですけれども、最終目標で15パーセントの軽量化に対しては、ど

の程度のめどが立っているのか具体化されたいとか、重要なのは材料として認定を取らな

いといけないので、そこの検討が重要ではないかというコメントをいただいております。 

 非常に雑ぱくな説明ですけれども、以上でございます。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。この２件は、先ほどのに比べると桁の違う大型のもの

なので、多少議論を深めたほうがいいと思います。 

○鈴木委員 

 Ｅのテーマについては、未達成という項目が１つあるのですけれども、これについては

今後の見通しはどうですか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 一応今回、この瞬間は未達成なのですけれども、今後、残りの試験、できなかった部分
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に関しては行っていって、事業全体としては達成できる見込みでおります。 

○平澤委員長 

 ほかにはいかがでしょうか。森委員どうぞ。 

○森委員 

 Ｄについては、確かに応用が非常に広い、また数値流体力学の可視化ソフトは大変重要

だということはよくわかります。ただ、一体どこにブレークスルーがあったのはいまひと

つよくわからない。最初に、今としては目新しさの少ない遺伝的アルゴリズムという言葉

が書いてあるから、余計に疑問が出てきてしまったところが実はあります。どの辺にブレ

ークスルーを期待されて、何を達成されたのでしょうか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 本研究で一番売りになっているところは、実大規模の実証が売りの１つでして、それに

加えて、あと遺伝的アルゴリズムという解析ソフトも世界的にみれば類のない、アメリカ

とかでもやっていないようなかなり最先端の解析手法です。要は、単純に山のてっぺんま

で上るルートをどのように発見していくか、ランダムにプロットしていく上での最適手法

という…… 

○森委員 

 正直、私は遺伝的アルゴリズムのワークショップをおそらく日本で最初に導入した一人

なものですから、ここを強調することに本当に意味があるのかなと逆に疑問が出てしまう

ところがあるのです。 

 成果としては、どういう方法を使うかというところは余り重要ではなくて、具体的にど

ういう問題が解決できたかという結果のほうが重要だと思うのです。そんな意味では、非

常に大規模なものができたというわけです。確かに大変なことだと思います。 

○平澤委員長 

 ほかいかがでしょうか。どうぞ吉本委員、それから太田委員の順でお願いします。 

○吉本委員 

 Ｅのプロジェクトなのですけれども、日本は素材については強いのですが、一連のバリ

ューチェーンの中での付加価値付けが難しいという話もありました。特に炭素繊維も成形

技術に関しては、素材は日本が強いのですけれども、現状は世界のコンペティター（競争

相手）と比べてどういうポジショニングにあるのかという点と、終了までもう少しござい

ますので、成形技術だけにとどまるのか、うまく言えないのですけれども、成形技術を開

発する中で、前後のバリューチェーンもうまく組み込んで、最終的にうまく国際競争力の

ある一連のセットで売り込んでいこうかという思惑も持たれているのでしょうかという質

問です。 

○太田委員  

 ただいまの御質問と関連するのですけれども、このプロセスがオートクレーブを使わな

いで連続式だという理解をしているのですが、研究としては日本の中でかなり進んでいる
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のではないかという理解をしています。というのは実用化がかなり進んでいますので、そ

の中で特にこの方法を選んだポイントがあるのかどうか。今の質問と関連して御説明をお

願いしたいと思います。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 先ほど太田委員がおっしゃっていたとおり、まさに複合材の成形技術は日本は非常に進

んでいますし、ＶａＲＴＭというのはある意味、いろいろな成形技術がある中で、実際に

航空機の量産の際に実用性、貢献度が非常に大きいということもあって、これを適用して

いるということになります。 

 吉本委員のお話も踏まえた上で回答を申し上げると、確かに複合材の成形とか加工につ

いては、日本は競争力がかなり高い部分もありますし、材料もそうなのです。ただ、一方

で複合材に関する製造装置、特に 787などですと胴体の丸いところは、実は大型の製造装

置で、糸を巻きながら、それを最終的にオートクレーブで固めるみたいなことを行われて

いるのですが、製造装置は実は日本製がかなり少ないというかほとんどなくて、ヨーロッ

パとかアメリカのものを輸入してきて、それでつくっているみたいな部分も結構ございま

す。 

 それで、製造装置は輸入していても、治具は我々が開発しているから、そこは日本にも

ちゃんと競争力があるのだという意見もありますし、一方で巨大製造装置を輸入してきて

それでつくってということになると、ある意味、設備産業化、装置産業化していくのでは

ないかという懸念もありまして、こういった工法を開発すると同時に、製造装置そのもの

を日本がしっかり開発していくという部分をやっていかないと、なかなか材料から加工し

て物をつくり出すまでのところでさえも設備産業化されてしまうと、半導体のときがそう

であったように、他国の企業などが大量に設備を買ってきて安くつくり始めたときに、コ

スト競争力で勝てなくて、結果的に撤退を余儀なくされるみたいなことも危機意識として

もっております。 

 ただ、バリューチェーン全体と申し上げたところは、ここの加工までのところではなく

てもっと先のところまでを想定していて、複合材というのは、実は金属以上にどういう形

で疲労して、どうやって壊れていくのかというのが余り明確ではなくて、それだからこそ

逆に、今の 787とかは何年飛ばしても、まず基本的には絶対に壊れないという極めて安全

サイドに振った形での構造設計をしております。 

 ということは、その結果、本来であればもっと薄くできたかもしれない、もっと軽量化

できたかもしれないという軽量化メリットの部分を若干損ねる形で、むしろ構造の堅牢性

を維持しているという形になりますので、むしろ金属と同じようにどのように壊れていく

のかどうかというのがある程度予測できて、その予測技術も予測できるための検査装置も

日本が全部開発して、まさに健康診断みたいな形でそれが簡単にできるような世界ができ

ると、複合材をより薄く軽くできますし、最終的な整備、修理のところも日本ができる可

能性があるのではないかということを後ほど御説明する事業の中で我々は支援しているの
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ですが、それがある意味、バリューチェーン全体で日本が複合材の力を持っていくための

１つの大きなポイントではないかと思っております。 

○平澤委員長 

 では、最後に鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 

 Ｄのテーマについては、先ほど冒頭でおっしゃられた開発体制の問題はあると思うの

ですけれども、本来、幅広い製造業に設計効率とか生産効率の大幅向上を波及させよう

というのが国としての目標だと思うのです。実際、特許とか論文が１つだけ出ています

が、受託先に対して、例えばノウハウをどこかに提供させるとか、どこかと共同開発さ

せるとか、そのような指導は経済産業省がお考えになっているのですか。 

 そういう意味では、特許でもないので、バイドールの裁定実施みたいなこともできな

いのですけれども、やはり我々のコメントとしては、ほかの産業を含めた波及を期待す

るというのは言っておいたほうがいいと思うのです。 

○平澤委員長 

 ありがとうございます。Ｄのプロジェクトで、評点がＢ委員はかなり厳しい点を付け

ておられるのですが、何か特別の認識がおありの方だったのでしょうか。 

 Ｂ委員ですね。ＤのプロジェクトでＢ委員。52ページの縦にとじてあるほうのもので。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 恐らく厳しい点を付けられた方は、予算をある程度掛けているものの、成果をいかに

して横展開させていくのかという観点から、厳しめの点数を付けられた方も確かいらっ

しゃったと思います。 

 あと、単純に解析だけではなくて、実際に試験を成功させないと、解析だけで終わって

しまうと、あくまで成果としては限定的であるという観点からの厳しい御審査だったと記

憶しております。○平澤委員長 

 鈴木委員がおっしゃったような成果の横展開について、十分考慮してくださいという

話があると思いますので、これは表のコメントとして付けさせていただきたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に行きましょう。Ｆです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 もう１時間早く終わるのが無理であることが確実になりましたのですが、早目に進め

たいと思っています。 

 Ｆの事業でございますけれども、 (１)から (５)まで５種類ありまして、エンジンに

関するものが (１)、 (４)、 (５)で、機体に関するものが (２)、 (３)ということでご

ざいます。 

 まず、 (１)は先ほど申し上げたとおり、エンジンはどんどん高バイパス化、いわゆる

なるべく動力を最初に生み出す燃焼部分のコアのエンジンを捕捉して、それで得られた
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エネルギーを使って、なるべく大きなファンを回すと。このファンが大きければ大きい

ほどバイパス比が高いということですが、こういったものにしていくことが重要なわけ

ですけれども、その際にまさにファンケースとかファンブレード、いわゆる扇風機の羽

とケースに相当する部分をより軽くて強い複合材にしていくことによってより効率が上

がったような、これを開発しようというのがＦの (１)の次世代航空機エンジン構造部材

創製・加工技術開発でございます。 

 それから、その次がＦ (２)でございます。これが複合材構造健全性診断技術開発とい

うことで、先ほど申し上げたまさに複合材の健全性を常時モニタリングしながら飛行機

を飛ばすということで、単純に言うと、要は飛行機は常時健康診断されながら飛んでい

ますということでして、光ファイバーをめぐらせながら、構造の状態は常にモニタリン

グして、何かおかしなことが起きれば、それを事前に察知した上で先に手を打っていく

ということをやる仕組みでございます。 

 それから、３つ目が 104ページになりますけれども、次世代チタン合金構造部材創製

・加工技術開発ということで、チタンというのは飛行機の中でかなりいろいろなところ

に使われていて、特に強度性が求められるところにかなり使われているわけですけれど

も、やはりチタンは高いということでありますし、材料を海外からの輸入にかなり頼ら

ないといけないところがございますので、まさに加工性のいい合金を開発する、あるい

は低コストで加工するプロセスを開発して、全体として部材をなるべく使わなくて30パ

ーセント低減できないかということをやる事業でございます。 

 その次が 110ページ、４番目の軽量耐熱複合材ＣＭＣ技術開発ということで、さっき

はファンブレードですけれども、これはエンジンの高圧の内部で使う材料でございます。

ここも現在、チタンとかいろいろな材料が使われておりますけれども、金属材料ではよ

り高温化していくことが燃費改善にとって重要なわけですが、高温に対応できないとい

うことで、耐熱性が非常に高いという意味では、セラミックがものすごく高いものです

から、セラミックを糸にした複合材、ＣＭＣと呼んでいます。これを航空機の高温、高

圧となるタービンの静翼とかこういったところに使っていくことによって、全体として

軽量化と耐熱性を担保できるような材料を開発するということでございます。 

 それから、最後、 115ページでございます。これも同じＣＭＣ、先ほどのセラミック

の複合材でございますけれども、これを航空機エンジンに適用するための損傷許容評価

の話、あるいは高速加工技術、コーティング技術といったことをやっていく上で、民間

企業であるＩＨＩが大学とか研究機関と共同研究を行うことによって、これの実用化を

加速するということでございます。 

 評価についてはそれぞれでいただいているわけで、個別に評価を申し上げていると時

間がなくなるわけですが、材料に関して言うとこれから日本が軽量化とか燃費改善とい

うことをやっていく上で材料の開発は重要なので、こういったことをやっていくという

のは非常にいい意味があるというコメントをいただいているという状況で、まさにそれ
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をやっていって、最終的にスピード感を持ってしっかりと事業につなげていくべきだと

いう御評価をいただいているというのが全体の状況でございます。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。これは、多少先ほどの２つ前のに比べると大型というか、1

0億円ぐらい総事業費でというものを含んでいるという程度の中規模のタイプということ

になりましょうか。委員方、どうぞ。小林委員、それから吉本委員、お願いします。 

○小林委員 

 個別のお話になりますけれども、２番目の診断技術がありますね。これは光ファイバ

ーを活用した診断技術ですね。これはかなり前から研究がされています。学術的にも非

常に高いレベルにあるとは思うのですが、一方で、欧米、あるいは韓国などでも研究が

進んでいまして、国際的な状況がどんなになっているのかという点と、それからロード

マップを拝見すると、３、４年先ですかね。ボーイング社あたりに入れるというマイル

ストーンがあるのですけれども、そのあたりの見通しを御説明いただけますか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 国際的な競争力から申しますと、日本は複合材健全性診断についてはかなりトップレ

ベルにあると思います。というのも、複合材の中に埋め込むという前提で今考えており

ますので、複合材というのは層間剥離とかクラックというのをすごく嫌いますので、そ

ういった面から異物を混入していき、なおかつセンサリングができるという高機能な技

術がほかの国にはなくて、航空の世界に関して申しますと、２大メーカーであるボーイ

ング社とエアバス社があるのですが、エアバス社のほうはこの技術にかなり関心を示し

ておりまして、その観点からフライトテストを行う際には、エアバス機というのを前提

として考えております。今この瞬間はエアバス社がかなり関心を示しているため、エア

バス機を前提に実証試験を行いたいと考えているところです。 

○吉本委員 

 今の診断技術開発のところは、事業実施主体として一般財団法人素形材センターにな

っています。これに関しては、業界標準ですとか国際標準、知的財産戦略のあたりが重

要になってくるということなのですが、そのあたりはどういう体制で取り組まれている

のでしょうかという質問が１点。 

 もう一点は、先ほどの次世代チタンの加工のほうなのですが、こちらも素形材センタ

ーが事業主体になっているのですが、これは結構中堅企業とか中小企業もコミットして

いるような体制になっているのでしょうかというのが２点目の質問です。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 １点目の複合材健全性診断の標準化なのですが、構造健全性診断に関しては、今この

瞬間、標準がないのです。航空の世界で何度か出てきましたＦＡＡ（米連邦航空局）と

かＥＡＳＡ（欧州航空安全局）というヨーロッパやアメリカの航空局がルールとして準
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拠しているものは、ＳＡＥ（ＳＡＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ、国際標準化団体）と

いうアメリカの大きなＮＰＯ法人が基準をつくっていて、そこの規定が引っ張られてい

るのですけれども、こちらの素形材センターと一緒に東京大学の武田教授がこのプロジ

ェクトに参加していただいておりまして、武田先生を初めとしてプロジェクトに参加し

ております重工各社がそちらのＳＡＥという基準を策定する会議に出席していただいて

おります。 

その中で日本の健全性診断の技術をいかに規定の中に入れ込んでいけるか、そして、海

外の動向がどのようになっているかという情報収集、そちらの面に関して取り組んでい

ただいております。 

 一方で、もう１つのチタンのほうなのですが、中小企業も一部かんでいただいていま

す。ただ、基本的に合金開発に関しては、大手のメーカー、例えば神戸製綱とかＪＦＥ

スチールといったところの合金開発力プラスその他の加工技術、中小企業が持っていら

っしゃるところとかを使わせていただいております。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。――よろしいでしょうか。これも各々のプロジェクトは比

較的１次評価の点数が高くて、多分それなりに役に立つような成果を出しておられるの

ではないかということはよくわかります。 

 Ｆのグループに関しての採択時というのはどういうメカニズムだったのでしょうか。

ほかと違いますか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長）  

 こちらの事業も先ほどのものと同じような形になっておりまして、基本的にはテーマ

をこちらで設定した上で提案公募型で採択しております。 

○平澤委員長 

 提案公募のときに、こちらが提示する領域に関して、たくさんの企業が手を挙げると

いったことはあるのですか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 ヘルスモニタリングとかもプレイヤーとして、この瞬間にできる人たちがいないので、

余り多くの人たちが手を挙げるという形ではなかったと思います。 

○平澤委員長 

 もう１つは、全部が提案公募でないといけないという意見は持っていないのですが、

領域によっては計画研究のようなメカニズムを使わないと本当にいいものはつくれない

ということもあり得ると思いますが、実際に公募されて採択されたというのは、ベスト

メンバーだったかどうかというのはどうなのですか。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

  今回のプレイヤーとしては、もともといろいろお話とかをさせていただいていても、

知見としてかなりお持ちな企業とかが参加していただいているとは思っております。 
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○平澤委員長 

 業界団体等がそういうのを事前にオーガナイズして、応募されるという場面もあると

考えていいと思います。また、今のこともプログラム化を考えるときには、やはり重要

になってくるかと思いますが、全体を通してどういうプログラム目標だとすればいいの

でしょうか。先ほど９つあったものと似ているような気もしないでもないのですが、素

材開発が中心だということは、そういうくくりにするということはあり得ると思います。 

 それから、航空機の領域というのは、素材としてもいろいろな意味で先進的なスペッ

クが要求されるわけですので、それを突破口としながら、ほかの産業分野での素材とし

ての用途を開発していくということも当然あり得ると思うのです。ですから、逆に言っ

て、航空機をターゲットにしたようなスペックの素材開発ということを先進的に行うプ

ログラムというフォーメーションは考えられますか。 

 いずれにしても、各プロジェクトとしてはポジティブな評価で、私は結構だと思いま

すが、プログラム化を考えて、より効率的と申しましょうか、役に立つものをつくり出

していくときのメカニズムをまた反省材料として検討していただきたいというコメント

を付けさせていただこうかと思います。これは、決して悪い意味ではなくて、何か酌み

取ってくださいという意味です。よろしいでしょうか。 

 それでは、次に行きましょう。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 では、最後になりますけれども、Ｇの環境適応型小型航空機用エンジン研究開発とい

うことで 120ページを御覧いただければと思っております。これは、エンジンもこれま

で国際共同開発でパーツしかできていないということであるので、日本でまず小型から

エンジンの全体のインテグレーションをできる能力を持とうということで、進めてきた

開発プロジェクトでございます。 

 したがって、エンジン全体を開発するということになりますので、エンジン性能をま

ず設計するところから全体のＣＦＤ解析等々をやった上で、異物衝突とか圧縮機とか燃

焼器とかいろいろな部品を含めて全般としてやっていくと。これを通して、15パーセン

トの運航費用を下げることを目標に取り組んできたプロジェクトでございます。 

 ただし、実は50席クラスのビジネスジェットあたりを想定しながらやってきたもので

ありますけれども、具体的にこの世界において、適切なマーケットが見通せないという

こともあって、ある意味最終的にエンジンをつくって納入するところまで見通せない状

況の中で事業が終了していくという形になっております。 

 最終的な総合評価のところでございますけれども、そこら辺を指摘いただいておりま

して、 123ページでございます。次世代エンジンにおいて直接運航経費の削減が定量的

に設計されていて、経済性や環境適合性に寄与するということでありますし、インテグ

レーション技術に焦点を当てている点は評価できるということでありますが、やはり市

場性の観点から、エンジン搭載を想定する機体の具体性に欠けるということを言われて
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いるということでございます。 

 それから、インテグレーション技術に焦点を当てているものの、エンジンを実際につ

くって売っていくためには、先ほど申し上げた整備専門のＭＲＯ（主要な整備・修理・

オーバーホール）みたいなものをどうしていくのか、あるいはプロダクトサポートして

いくのか、運用支援サービスとかネットワークでエンジンをモニタリングするみたいな

ことが最近では当たり前になってきていますので、そういったところも含めた取組みが

必要だということを最後の評価としていただいているという状況でございます。 

 簡単でございますが、以上でございます。 

○平澤委員長 

 委員方から御意見をどうぞ。鈴木委員、お願いします。 

○鈴木委員 

 この課題も体制という意味ではちょっと違和感というか、全般にそうなのですけれど

も、今日御説明いただいたいろいろな課題のプレイヤーとして、ホンダの名前が全く出

てこないのです。ビジネスジェットというと、今、ホンダ社が実際に、自分でやろうと

しているのは皆さん周知の事実になっているわけで、最後の課題などはＩＨＩがやるの

が本当にベストのメンバーなのかというのは、いろいろな経緯はあるのでしょうけれど

も、国の政策としてはもうちょっとオールジャパンで考えるべきだったのではないかと

いう気がするのですが、そのあたりはいかがでしょうか。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 おっしゃるとおりで、ビジネスジェットは実はカテゴリーが結構広いものですから、

ホンダジェットのような５人乗りから50席までいろいろ幅があるということであります

けれども、ホンダジェットのように自力でやっている会社がいる一方で、ＩＨＩがこれ

をやるべきかどうかというのは確かに論点としてはあると思っています。 

 ＩＨＩがいつまでサプライヤーだけをやり続けることにするのか、どこかの段階でイ

ンテグレータを目指すのかどうかというのが最も重要なところで、そこのビジネスとし

ての意思決定が行われた上で、この事業をやるかやらないかというようにすべきだった

のかもしれないというのは、正直ベースで申し上げると課題としてあったのではないか

と思います。 

○平澤委員長 

 ほかにはいかがでしょうか。――よろしいでしょうか。この案件に関しても、やはり

コメントを付けさせていただくということにしましょう。先ほどホンダとの対比があっ

たわけですが、どうも技術的な村社会があって、それで納税者の側から見ると経済産業

省に甘えているのではないかと。十分大きな研究開発費を社内に持っていながら、何と

か甘えてくるという体質は一度切り離したほうがいいのではないでしょうか。 

 それで、経産省は決して見放さないと。先進的な部分で、さっき言いましたようにプ

リコンペティティブ（いまだ業界で競合状態にはなっていないよう）な部分であるとか、
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大学の協力が得られないとできないとか、そういう部分は十分サポートをするので、あ

とは自分の才覚で事業計画に合わせて大きな資金を回してやりなさいというのは、本来

ある産業政策だろうと思います。それなら、納税者も納得するのではないかと思います。 

 今のようなことは、担当課としては十分わかっておられるかと思いますので、このＩ

ＨＩに関しては、収束させたということ自体は評価するということと、逆にフォーメー

ションのあり方については、これを１つの参考事例にして、十分考えてくださいという

コメントにしようかと思いますが、よろしいでしょうか。鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 

 それでいいと思いますけれども、そういう意味では、経済産業省がそういう判断をさ

れたのに対して、評価検討会委員の方々が事業の目的とか政策的位置付けが妥当だとい

う判断をされているわけで、評価検討会の判断、もしくは評価検討会の方の人選に少し

問題があるような気が私はします。 

○平澤委員長 

 本当にいい玉だったならば、事業の目的・政策的位置付けの妥当性というのは評点で

は大体 3.0になる。これは２を付けた人が結構多いというのは、疑問を持ちながら評価

をしたということではないかと思います。 

○説明補助者（航空機武器宇宙産業課係長） 

 若干補足させていただきますと、評価検討会の委員の先生方も技術の実証が全体のイ

ンテグレートとしてここまでできるようになったというのは評価すると。ただ、若干皮

肉も込めておっしゃっていたのが、環境適応型という名前が付いておりながら、市場の

環境に適応できていないよねみたいなコメントもいただきまして、そういう意味で、要

素技術としての研究開発としては意味があると。ただ、全体の方向性としてはもう少し

考えたほうがよかったかもねという総評になっておりました。 

○平澤委員長 

 決して技術だけの方ではないと考えていいのですね。委員の先生方、広く見ることが

できるような方たちと受け取っていいのでしょうか。 

 それで、一応各プロジェクトについての議論は終わったわけですが、最初ちょっと申

しましたように、航空機産業の政策という観点から全体を眺めてさらなるコメント等が

あれば、委員方と議論したいと思いますが、いかがでしょうか。小林委員、どうぞ。 

○小林委員 

 少し観点が違うのですが、地域の技術開発の人たちと話をしていると、自動車産業と

か航空機産業というのを是非やりたいという話がそれぞれの地方単位、例えば大都市圏

だけではなくて、中部といいますか、東北とかでそういう話がでてきます。そのために

は、この課題にもありますように、今１兆円の産業をさらに２兆円に、さらに３兆円に

という青写真の中で、多分、ここでかなり大きな大手の企業から中堅、中小というサプ

ライチェーンも含めてなのですけれども、日本の産業構造の中で宇宙航空産業というの
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をどうやっていくかというのが大きな課題だと思うのです。地域の産業、特に中小が宇

宙航空産業に興味をしているという面がありますので、是非そのあたりも含めて今後の

産業政策に生かしていただければいいなと思います。 

○平澤委員長 

 何か具体的な取組というのは、アイデアはあるでしょうか。 

○小林委員 

 今日のお話は、どうしてもトップアップのプロジェクトですよね。それをいかに波及

していくプロジェクトといいますか、プログラムというか、そういうのを考えていく必

要があるのかなと思うのです。 

○平澤委員長  

 わかりました。吉本委員。 

○吉本委員 

 直接技術に関することではないのですが、さきほどホンダの名前が出ましたが、ホン

ダは航空機に限らず自動車もロボットも余り国に依存することをよしとしないというカ

ルチャーがありますから、そもそも逆の方向に行く会社だと思うのです。そういう会社

というのは決意があるので、一つ筋の通った成果を出していくと思うのです。 

 こういう航空宇宙としてオールジャパンでやっていこうという中で、プレイヤーが特

に限られてくるというのは当たり前だし、しようがないと思うのですけれども、まさに

今回、５つの問題提起をされたことというのが一番根っこにあって、それが解決されな

い限り、日本はどれだけ頑張っても余り報われることがないように思うので、その難題

解決に覚悟を持って取り組むプレイヤーが必要です。もうちょっとプレイヤーの幅を広

げるために、異業種の参入を促すような仕組みをつくったり、ニッチな技術に特化する

というよりは、ビジネスモデルをつくっていけるような覚悟のあるプレイヤーを巻き込

む仕組みをつくらないとなかなか先が難しいように思います。 

 そして、こういうプレイヤーになれる可能性があるのは必ずしも航空機村にいるよう

な、筋金入りの業界人や企業ではないこともあるので、そういうプレイヤーが国内にい

るのかどうか。あるいは、日本にいなければどこかの国なりと組んで、国際連合体とし

てこういう欧米の参入障壁の高いところに立ち向かっていくのか。もしかしたら組むべ

きプレイヤーは欧米の亜流の方である可能性もある。できることならオールジャパンで

やっていっていただきたいですし、技術をすごく大切にして、すそ野の中小企業を巻き

込んでいただきたいのですが、出口が詰まっているとだめですので、そこを考えるとき

にはもしかしたらオールジャパンという固定観念を少し緩めて、異業種参入とか国際連

合で違うスタイルをつくっていくということも今後のプログラムを考えていかれる上で

は念頭に置かれたほうがいいのかと。この分野では素人でございますけれども、そうい

う感覚です。 

○平澤委員長 
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 太田委員、それから菊池委員、お願いします。 

○太田委員 

 航空機産業がどう出るかということが問題だと思います。私は素人ですけれども、今

日のお話を伺っていて、大抵が高機能化ということについてはかなり理解できるのです

が、安くつくるということに対して、パンチが出るようなことは出てきていなくて、ア

ルミからチタンに変わって、さらにカーボンに変わるということは、全部高くなる方法

であって、実際に求められるのは、もっと安く運ぶということは、特にＬＣＣなどが出

てきたときにどうするのだと。それに対して、基本政策なり経済産業省としてはお持ち

になっていて、どうやるのだということがあってもよさそうな気がしたのです。 

 もう一点は、環境、ＣＯ２削減、燃費といったもので、水素の話がちょっと出ました

けれども、水素は先の話なので、これから10年、20年掛けてみたときに、燃費がどこま

で良くなるかという視点と矛盾するかもしれませんけれども、これは航空業界にも必ず

求められてくるように思います。それに対する対応をどう考えらえるか。必要なことで

はないかと思っています。 

○菊池委員 

 ２点。１点は、非常に抽象的なコメントです。１つは、今日拝見しまして、数百万点

に及ぶ部品を集めて空を飛ばすというものをつくるためには、ある程度マネージされた

というか、ウェルマネージ（よく判断）上のオープンイノベーションをやらなくてはい

けないのだけれども、完全にクローズドになっていて、部分的にしこしことやっている

ような感じがしました。 

 ですから、真っ裸な形でオープンイノベーションをやればあほな話なのですけれども、

ウェルマネージ上のオープンイノベーションの仕組みを組まないと、これはなかなか勝

てないというか、政策としてもやりにくいのではないかという感じがします。ですので、

ウェルマネージ上のオープンイノベーションの仕組みをなるべく早目にビルド（構築）

していただけるといいのではないかと思います。それが１点。 

 それから２点目は、この小委員会でも数回にわたって気になっているところでお話し

しているのですけれども、情報公開という観点からすると、今日の資料も例えば事業主

体は白ですと。しかし、中に成果物として特願とか特開という形で開示されているので

す。そうすると、我々は見た瞬間に特許庁データベースから○○さんとフルネームでわ

かるし、住所、氏名と事業体が誰だかというのがわかるわけです。 

 そのようなことからすると、論文とかいろいろな形の成果物、部分的開示で、たまに

すべてのお名前が書いているところもあるのですけれども、ここら辺の情報開示に関し

て、どうしても特許関係のフルの番号を書く必要があるのかというところは疑問です。

フルの番号が１個あるだけで、サーチコストが信じられない短縮ができるのです。 

 私が今日ちょっと遅れたのは、９時ちょっと前から特許庁データベースでほかの国か

ら問合せがあったものを見ていたものですから。その番号がありさえすれば、すべてサ
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ーチできる。それから、アメリカのデータもサーチできるわけです。ただし、開示され

ているのは、１年半ぐらい事例があるのですけれども、我々が明確に見えないものも番

号として書かれていますので、そういうものを出しているのだと。このプロジェクトで

こういう成果を出したのだというのが見えてくるのです。 

 ですので、こういう評価小委員会の報告書というのは、多分数か月たってから公開さ

れるのでしょうけれども、何となく違和感を感じているのです。ですから、特許以外の

ものだってサーチしようと思えばすぐわかるわけなのですが、特に特願 201―173321な

んて書かれてしまうと、私のスマートフォンでサーチすれば即座に誰だというのが出て

くるわけで、でも、こちらの資料では実施主体が誰だというのは白紙になっている。違

和感を非常に感じるので、是非政府におけるこういう技術情報の非常に微妙なところで

の開示はリスクマネジメントだけの話ではなく、知的財産戦略の本丸ですので、是非こ

ういうところも御検討いただきたいと思います。 

○平澤委員長 

 森委員。 

○森委員 

 日本の航空機産業は、どうしても空軍と民間との関係が他国よりも余り強調できない

というハンディがあることは承知しておりますけれども、どういうビジネスモデルを考

えて開発しているのかというところが今後随分必要になってくる気がするのです。特に

今回は旅客機ですけれども、当然物流といいますか、短距離で離着陸できる貨物機など

も必要なわけですし、今回ありましたが、外国に売り出すときにはメンテナンスも含め

てパッケージでなければだめだという御指摘もそのとおりだと思います。 

 飛行機をとにかくつくるというだけではなくて、ビジネスモデルまでセットにして開

発で戦略を出していかないと、なかなか入るのが難しいように思いますので、評価検討

会委員の中にそういうビジネスモデルのことも提言できる方が入っていく必要があるか

なと思いました。 

○平澤委員長 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それぞれの委員のお話は納得できるところだと思うのですが、産業育成政策として航

空機産業を考えるという枠組みで今までとらえてきたと思うのですが、その枠組みをも

う少し違うものに置き換えたほうがいいのではないかという気がしているのです。 

 これはそう簡単な話ではないと思いますが、防衛との関係もあるわけだけれども、公

の企業体、社会的な目的を実現するということを目的にしている企業体で、純然たるも

うけ仕事ではないのだという位置付けの企業体をつくっていくというのであれば、国が

主体として運営しても構わないわけです。 

 そのような航空機のインテグレータという企業体をつくって、そこにオープンイノベ

ーションで民間企業が参入していくといった形態であればあり得るし、それからいろい
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ろなルールの問題もクリアできるのではないかと思います。 

 やはり貿易戦争の中で勝つためのものという位置付けになると、まさに引っかかって

しまうわけなので、そうではなくて、日本の社会的な課題を担う企業体になるのだとい

う位置付けがもう１つあり得るのではないか。これは航空機産業に限らないのだけれど

も、社会性を持っているものというのは、従来経済産業省が進めてきた産業政策、ある

いは産業技術政策という枠組みと違う、森委員流に言えば新しいビジネスモデルのイノ

ベーションが必要だということともつながってくるのではないかという気がしているの

で、この辺もまた経産省の中で十分検討していただきたいと思います。 

 それで、私は政策を考えるときに、新しい思考モデルとか思考の枠組みにどんどん踏

み出していくというところが最も重要だと思っているのです。逆に、従来の枠組みやモ

デルにとらわれて政策を考えるのだったら、ありきたりの政策で、イノベーティブなも

のにはならないだろうと。だから、思考の枠組みのイノベーションといったことを常に

念頭に置きながら、新しい政策を考えていくということ。これは経産省だけに限らない

けれども、１つの方向性として御検討いただければと思っております。 

 委員方から特になければ、最後に担当課から、あるいはほかの方からお話を伺っても

構わないのですが、全体としては、私は今回、担当課はいろいろな意味でよく状況を理

解しておられて、担当課を責める気は全くなくて、むしろそれを応援したいという気持

ちでお話ししております。一層頑張ってほしいということなのです。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 委員長、ありがとうございます。それから、委員方も貴重なコメントをいただきまし

て、ありがとうございます。 

 御質問もありましたので、御質問に答えながら私どもで考えていることを少しだけ申

し上げますと、まず最初に小林委員から御質問がありました地域の話につきましては、

実は最近は自動車もリーマンショック以降いろいろと苦しんでいるところもありますの

で、むしろ医療と航空機に可能性があるといろいろな地域でいわれているようでござい

ます。そういう声を我々も聞いていまして、経済産業局も、地方に局を経済産業省は持

っていますので、この局経由でいろいろ話を聞いております。 

 実はなかなか簡単でないところがありまして、大きく分けて２つの要素がありまして、

１つは航空機産業への参入障壁が高い部分がございます。これは、量が圧倒的に少ない

と。例えば一番売れている 737でも、月産35機しかつくっていません。つまり、１機当

たり１個だとすると、35個しか部品が出ないということです。自動車だと平均で10万、2

0万という世界がどんどん出てきますけれども、部品点数が少ない。さらに、開発の機体

の新製品が出てくるタイミングが限られていますので、参入できるときに準備ができて

いないと参入できないという問題があります。それ以外にも入ったら最後まで提供し続

けないといけないとか、あと海外の認証の問題がものすごく大きく、参入障壁に耐え得

るかという問題があると思います。 
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 もう１つは、そういうポテンシャルがある技術を持っている企業がいるのであれば、

既に航空機に参入している人たちがそういう人たちを巻き込むべきではないかという議

論があって、その辺が菊池委員がおっしゃっていたオープンイノベーションだったり、

吉本委員がおっしゃっていた他にプレイヤーを広げるとか、参入をほかにも促すべきだ

ということにつながるのですが、これがはっきりいって、先ほど申し上げたように村社

会的なので、ほかの村でとれたものはうちの直売所では売らないみたいな世界になって

おります。誰かがそこをわかった、いいものは全部おれが取り込んでやってやるよとい

うか、あるいは、そういうことをやる中小企業が複数入ったときに、私がみんなの部分

をまとめて責任を取るから、あんたたち安心して部品だけ提供すればいいよというか、

親分肌が一人どこかにいないとワークしないのですが、残念ながら日本の社会はサラリ

ーマンが増え過ぎて、親分が全然いないという状況になっておりまして、どうしようも

ないなという部分は政策をやりながら考えています。 

 ただ、他に参入を促すべきとか、ほかのプレイヤーをつくっていくべきというところ

はおっしゃるとおりで、ホンダなども本当はもっと頑張ってほしいと思って、私もいろ

いろ応援したい気持ちはありますが、向こうはアメリカで事業をやっていますからみた

いなところもありまして、なかなか距離感が埋まらないところもあります。 

 ただ一方で、重工各社だけではなく、エアライン、航空機ファイナンス、材料、装備

品などの事業を行う企業が、現在の事業ではなくてほかの事業も含めてまとめていくの

だという人が出てくれば、そこに委ねたいという気持ちがありまして、そういったとこ

ろの人たちがある程度のリーダーシップを発揮できるように我々もやっていかないとい

けないのです。 

 何にせよ、本当はトヨタ自動車が飛行機までつくってくれればいいという気もあるの

ですが、参入障壁が高いことと、収益を実際に確保する上で、ＭＲＪもそうですし、エ

ンジンでもそうなのですが、最初に何千億円も投資をした上で、それの回収が実際に始

まるのが10年、20年たってからということなので、ものすごくロングタームで回収して

いかないといけないモデルなので、新規参入者にとってはものすごく苦しい世界なので、

ほかの世界でそういった実績を積んだ上でこういったところに入っていただくしか、我

々としてもお手伝いできる部分がない、それぐらい大変な産業なのかなという気がして

います。 

 菊池委員のこの評価小委員会については最後に申し上げるとして、森委員がおっしゃ

っていたビジネスモデルを開発する必要があるとか、太田委員がおっしゃっていた安く

つくるための戦略とか、委員長がおっしゃっていた枠組みを変えるべきとか、まさにそ

れ自体が私自身が思っていることでして、このままでは世界の市場は伸びても、日本の

担当できる市場の部分は減るリスクのほうがむしろ高いのではないかと。 

 したがって、誰とどう組んで、どういうことをやっていくか考えないといけないです

よねということを厳しく突き付けているのはそういうところにございまして、この産業
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は防衛から出発しているので、防衛の下請的な意識がほかの産業と比べて色濃く残って

いますので、そこを一刻も早く変えていただいて、とにかく厳しいプレイヤーの変化が

日々起きている民間航空機の世界において勝てるためにはどうするかというマインドを

一日も早く持っていただいて、アクションにつないでいただくことが極めて重要ではな

いかと思っています。 

 最後は、結局それをやるだけの熱意と気力を持っている人がどれぐらいいるのかどう

か。そういう熱意がある人によってくるところがありますので、そういう熱がある人た

ちを探してきて、それを集めてきて、それが新しい企業体として成立するのであれば、

我々としてもありがたいです。とにかく一人一人の持っている熱量を集合化させて、大

きな熱量を生み出して、結果的に世の中を動かすみたいなことにつなげていければなと

思っています。 

 ということで、政策的に関していろいろといただいた御質問、御意見に対する私ども

のコメントでして、情報に関して言うと、我々も航空機という非常にセンシティブなエ

リアを扱っているものですから、まさに情報開示が行き過ぎで、それをもうちょっと配

慮すべきだという御意見を委員方からいただいていることは大変ありがたいので、むし

ろ産業技術環境局においてこの辺をどうしていただくのか、我々航空機武器宇宙産業課

としても是非真剣に御検討いただきたいところがあって、何でも技術開発プロジェクト

をやれば、オープンフィードバックを掛ければいいというものでもないところもあると

思いますので、そこは是非局でも御検討いただければと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○平澤委員長 

 鈴木委員、どうぞ。 

○鈴木委員 

 防衛産業との関係でいうと、今日本が経済産業省と防衛省の間でやっておられるのは、

今の体制からいうと産業技術を防衛に応用するというのは、スピンオンのような形しか

表立ってはやっていないと思うのです。もちろん、米国とかヨーロッパなどというのは、

防衛関係の研究開発のほうが非常に先行的なことをやって、それを産業のほうにスピン

アウトするというものも同時にやっているわけで、そういう体制を日本で省庁間の壁を

越えてどうやってつくっていくかというのは非常に大きな課題だと認識しております。 

○説明者（航空機武器宇宙産業課長補佐） 

 実はスピンオフもあります。実は、防衛省からスピンオフというのも結構ありまして、

戦闘機などが複合材の技術を最初につくり上げたベースとなっています。確かにこの辺

の流れをどうつくるかというのは非常に重要なポイントかと思っています。 

○平澤委員長 

 産業技術環境局の側からどなたかコメントはありますでしょうか。 

○渡邊研究開発課長 
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 研究開発課長です。ＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術総合開発機構）のプロジェク

トの場合は、報告書の作成時期と公開時期をずらすことが可能になっています。報告書

は当然毎年度作っていただかなければいけないのですけれども、例えば１年後に開示す

るという方法です。 

 私も詳しくは存じ上げないのですけれども、特許については確かにケース・バイ・ケ

ースで、特許を出願していることを早く知らしめたい場合と、逆に隠したい場合とある

と思いますので、そういうところはどういう扱いができるのかというのは検討してまい

りたいと思います。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。岡本室長、どうぞ。 

○岡本技術評価室長 

 特許の公開の件につきましては、前回の評価小委員会の場で、菊池委員から石炭の案

件について御指摘をいただいたことを踏まえまして、今日皆様方の机の上に配っている

紙の資料は、本日公開の場でございますので、外部の方が参加を希望すれば直ちに配る

資料という位置付けでございます。この資料からは、今日御覧いただいておわかりのと

おり、特許情報はすべて落としているのが現状でございます。 

 他方、皆様方の前のパソコンの中にファイルとして保存されている報告書の案は、御

覧いただくとおわかりいただけると思いますけれども、特許の情報が詳しく記載されて

おりますので、ここを公開する時点でどういう記載にするかというのは検討して決めて

いきたいと思っております。 

 以上です。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。そうやって日々進化してきているということでしょうか。 

 今日は、航空機産業とそれに関連する技術課題についての事業というのをまとめて議

論して、やはり非常に有益だったと思います。ですから、単なる評価ではなくて、全体

を考えるということに議論が及んだと思いますので、今後も是非今日のような形でまと

めて議論できるような場を設定していただきたいと思います。 

 12時までにというとあと２分ぐらいあるわけですけれども、今日は久しぶりに十分議

論できたという気がいたしました。委員方、御協力ありがとうございました。それから

担当課としても大変適切なコメントをありがとうございました。 

 これで終わりたいと思います。 

○岡本技術評価室長 

 ありがとうございます。次回はあさって28日木曜日の午後３時から、同じ場所で行い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○平澤委員長 

 それでは、１日置いてまた午後お目にかかりたいと思います。どうかよろしく。 
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○岡本技術評価室長 

 どうもありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


