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軽自動車？ 

世界の民間航空機市場は、年率約５％で増加する旅客需要を背景に、今後20年間の市場
規模は、約３万機・約４兆ドル程度となる見通し。最も旅客需要が伸びるのはアジア太平洋
地域。最も機体需要が多いのは１５０席級の７３７、Ａ３２０。  

（出典）Boeing, Airbus資料から経産省作成 
（出典）JADC 

（出典）Boeing 

世界の旅客需要見通し 

世界の民間航空機市場の動向（今後２０年でほぼ倍増） -2- 
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ボーイング、エアバスの動向 

○ボーイング、エアバスはドル箱である７３７、Ａ３２０に注力。これらのシングルアイル機に求められ
るのは、低燃費、低コスト、メンテナンス容易性、オンタイムデリバリー。 

○Ａ３２０，Ｂ７３７の後継機はいずれもエンジン換装（リエンジン）となったことから、フルモデルチェン
ジは当面先。 
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（新主翼への変更？） 
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747 
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747-8 
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 （新エンジンへの換装） 

787 Family 
777 Family 

737後継機開発？ 
（フルモデルチェンジ） 

777X 

A350 Family 

A320 Family A320 NEO Family 
（新エンジンへの換装） 

A320後継機開発？ 
（フルモデルチェンジ） 

ボーイング機 

エアバス機 

http://2.bp.blogspot.com/_zo9El6wCsYs/TPgLdipEfqI/AAAAAAAAAx4/ATwakutqTyE/s1600/A320NEO_PW_AIRBUS_V10.jpg


（機体構造） 
三菱重工業（主翼） 
川崎重工業（前胴、中胴） 
富士重工業（中央翼） 
新明和工業（構造部材） 
日本飛行機（構造部材） 

 
（エンジン） 

ＩＨＩ（低圧系、シャフト等） 
川崎重工業（ギアボックス等） 
三菱重工業（燃焼器等） 

 
（装備品） 

住友精密工業（脚部品） 
島津製作所（主脚等駆動装置） 
ナブテスコ（飛行制御用駆動装置） 
ブリヂストン（タイヤ） 
ジャムコ（厨房、化粧室） 
小糸工業（シート） 
パナソニック・アビオニクス（機内娯楽装置） 

 
（素材） 

神戸製鋼所（チタン鍛造品） 
古河スカイ（アルミ鍛造品） 
日立金属（ニッケル鍛造品） 
大同特殊鋼（シャフト素形材） 
東レ（炭素繊維） 
東邦テナックス（炭素繊維） 
三菱レイヨン（炭素繊維） 
 

 

○我が国の航空機産業（民需）は、防需を通じて技術を獲得、向上させ、機体、エンジン
の国際共同開発を通じて１９８０年代から大きく発展。機体は米・ボーイング社、エンジン
は米ＧＥ社及びＰ&Ｗ社、英・ＲＲ社との間での取引を中心に事業展開。 

○今後、７３７、７７７、７８７やＡ３２０の増産及び国産旅客機ＭＲＪの量産開始により、大
幅な売上増が見込まれる。 

 （国内航空機産業を 現在1.1兆円 → 2020年 2兆円規模へ拡大） 
 

我が国航空機産業の動向（民需は今後１０年間で倍増） 

4 
（出典） 
JADC 
民間航空機 
関連データ集 （出典）機械統計年報等をもとに経産省作成 
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ＭＨＩ 

ＭＨＩ 

ＫＨＩ 

ＫＨＩ 

ＫＨＩ 

ＦＨＩ 

ボーイング（米）  ３５％   

日本 ３５％ 

ボート（米）/アレニア（伊） ２６％ 

その他 ４％ 

富士重工 
（主翼と胴体をつなぐ中央翼） 

川崎重工（前部胴体等） 

三菱重工（主翼） 

オートクレーブ 
（高温高圧下での熱硬化
による複合材成形） 

ボーイング787（210－250席） ・機体の50％に炭素繊維複合材を用いるなどにより、大幅な
軽量化を実現し、B767に比べ約20％の燃費向上 

 

・炭素繊維は、東レが独占供給 
 

・我が国機体メーカーは、機体構造の約35％を担当。ボーイン
グ社が旅客機の主翼を外注するのは初めて 

 
・エンジンは、Trent1000（RR社）、GEnx（GE社）を採用。我が
国エンジンメーカーは、約15％を担当 

 
・ 平成23年10月にANAがローンチ・カスタマー（最初に使用す
る航空会社）として商用運航開始。 

 
・確定受注機数848機（平成24年12月末現在） 

RRエンジン：
Trent1000 

GEエンジン：
GEnx 

RRエンジン：
Trent1000 

GEエンジン：
GEnx 

担当：中間圧縮機 

担当：燃焼機、低圧
タービンブレード 

担当：低圧タービン、高
圧圧縮機後段 

ボーイング７８７プロジェクト 
（素材、主翼などの構造部品、エンジン部品、ローンチを担当） 
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○平成20年3月、全日空から２５機（うち１０機オプション）を受注 

○平成21年10月、米国のトランス・ステーツ・ホールディングス（TSH）社から、１００機（うち５０機オプション）を受注 

○平成24年7月、米国の地域航空会社スカイウェスト社から１００機受注。 

○平成24年12月、米国の地域航空会社スカイウェスト社から追加１００機（すべてオプション）受注 

○標準座席数 ： 92 
○長さ36m × 幅30m × 高さ10m 
○航続距離 ： 3370㎞ 
○離着陸滑走路 ： 約1500m 

三菱航空機（株）がMRJの開発、製造、販売及びカスタマーサ
ポートを担当。 （MRJ製造は三菱重工に委託）  
 

【三菱航空機（株）について】 
・出資者：三菱重工、トヨタ自動車、三菱商事、住友商事、三井物産、 
      日揮、三菱電機、三菱レイヨン、日本政策投資銀行 等 
・資本金：１，０００億円 

１．機体概要 （ＭＲＪ９０） 

ＭＲＪ（三菱リージョナルジェット）について 

２．製造・販売体制 

平成２５年度第3四半期 試験機の初飛行 (2013年12月末) 
平成２７年度半ば～後半 初号機をANAへ納入  (2015年夏～2016月2月) 

３．スケジュール 

４．受注状況 計325機（うち160機オプション） 
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燃費 ２０％以上
減 

（適用技術・装備など） 
先進空力設計 
複合材技術 
新型エンジン（ＧＴＦ） 

騒音 約５０％減 
（適用技術・装備など） 
先進空力設計 
新型エンジン（ＧＴＦ） 

快適性 広い機内 
スペース 

ゆったりとした客室空間 
スリムシートによる足下 
 空間 
大型オーバーヘッド収納 



２．世界の航空機産業の構造変化 
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航空分野の規制緩和・自由化を受け、ＬＣＣが多数参入し、シェアを拡大。 
ＬＣＣのビジネスモデルは航空機分野の産業構造の変化を加速。 

ＬＣＣのビジネスモデルの特徴 
 
中小型機を中心に使用機種を統一
（主にボーイング737、エアバスA320） 
 

ポイント・トゥ・ポイントの数時間程度
の路線が中心（ハブ空港での乗り換え
が不要に） 
 

地方空港やLCC専用ターミナルを利用 
 

サービスの省略と有料化（機内食、飲
料、クラス、チケットなどの廃止など） 
 

インターネットでの予約販売システム 
 

高い稼働率（地上折り返し時間短縮） 

ＬＣＣのシェアの推移 
(ASMs(Available Seat Miles)ベース） 

（出典）Boeing 

航空機産業の構造変化（ＬＣＣの台頭） 



航空機を自社で保有するのではなく、リースにより取得するエアラインが増加。ＬＣＣの
台頭や中古機市場の拡大がこうした傾向を加速。リースの比率は、１９８０年の３％か
ら２０１０年には３５％に増加。 
また、リース会社は、中小型機を大量保有。新規参入や再編により、エアラインを凌駕
する保有機数を誇るリース会社も登場。 

航空機産業の構造変化（自社所有からリースへ） 

リースと所有の割合 

世界のリース会社 

出典：Ascend  Data Base、エアバス（2011年） 
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航空機産業の構造変化（ＭＲＯビジネスの自立） -10- 

巨大な開発費 
約2000億円ともいわ
れる 

通常６～８割値引きし
て販売 

補用品で利益を回
収 

開発 販売 回収 

典型的なエンジンのビジネスモデル 【投資回収モデル】 
①Time & Material 
（インクジェット型投資
回収方式） 
 
②Power by Hour 
（携帯電話型投資回収
方式） 
 
③PMA 
（Parts Manufacturer 
Approval）航空機部品
製造認証制度 

ＬＣＣの登場等とともに、エアラインから独立して、主要な整備、修理、オーバーホー
ルを担当するＭＲＯビジネスが誕生。新興国を中心にＭＲＯ市場は拡大見込み。 
  ①独立系（香港ＴＡＥＣＯが代表例） 
  ②エアライン系（独ルフトハンザテクニークが代表例） 
  ③ＯＥＭ系（英ロールス・ロイスが代表例） 
  ④メーカー系（独ＭＴＵが代表例） 
今後、機体の変化（デジタル化、ネットワーク化、炭素繊維複合材料、新鋭機体の大
量受注）、エンジンのビジネスモデルの変化（開発費の増大、課金モデルの変化）、
Health Monitoring Systemの導入拡大（ＯＥＭによる運航・整備履歴情報の保有）等を
受けて、ＭＲＯビジネスも変容する可能性。 
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（出典：Frost&Sullivan調査（2008)） 

航空機産業の構造変化（装備品、エンジン等の巨大Ｔｉｅｒ１の誕生） 

ボーイングやエアバスは、航空機の製造をモジュール単位で外注し内外の優れた技
術や生産基盤を自陣営に取り込む一方、装備品、エンジン（、構造部品）のメーカーも
企業再編等により巨大化し影響力を増す傾向。 
米国ＵＴＣは構造部品以外をほぼ全てカバーする企業グループへと成長。仏Ｓａｆｒａｎ
も同様。ＧＥは競合機種双方に同一エンジンを供給。 

ＵＴＣの事業領域（機体価値ベース（ワイドボディ機）） 機体とエンジンの関係 
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ボーイング、エアバスともに、燃費向上のため機体重量の大幅な軽量化を目指し、 
炭素繊維複合材料を大胆に導入。 
この結果、サプライチェーンは大きく変化。日本企業は川上（素材）では大きく市場を
獲得。他方、成形・加工段階では、製造装置については欧米がほぼ独占。また、金属
材料と同様に大規模な設備投資を背景に韓国、台湾も急速に追い上げ。 

７８７の構造部材の材料構成比 構造部材における複合材料の構成比の推移 

航空機産業の構造変化（複合材料導入のサプライチェーンへの影響） 

（出典）Boeing 

（出典）HEXCEL 
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世界の航空機産業の構造変化（全体まとめ） 

1980年以前 
（ネットワークキャリア中心時代） 

2010年頃 
（ＬＣＣ台頭後） 

メ
ー
カ
ー 

エ
ア
ラ
イ
ン 

OEM (Boeing, Douglas) 

Tier1 Tier1 

Tier2 Tier2 Tier2 Tier2 

機体所有 
 

運航 
 

整備 

OEM (Boeing, Airbus, RJﾒｰｶｰ) 

巨大Tier1  
(UTC、スピリット等) 

ｴﾝｼﾞﾝ
ﾒｰｶｰ 

Tier2 Tier2 Tier2 Tier2 

所有（リース会社） 

運航（ＬＣＣ） 

整備（ＭＲＯ） 
Maintenance Repair Overhaul 

ｴﾝｼﾞﾝ
ﾒｰｶｰ 

大
手
エ
ア
ラ
イ
ン

 

素材（金属材料中心） 素材（金属材料＋複合材料） 
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３．我が国航空機産業が直面する5つの課題 
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我が国航空機産業が直面する課題（５つの問題提起） -15- 

① 重要性が高まる装備品にどのように取り組んでいくのか？ 
– ボーイングやエアバスなどの機体メーカーは生産レート向上のためモジュール単位

で一貫生産できる大手サプライヤーを重視。その結果、UTC（システム系）、Spirit（機
体系）などのスーパーTier1といわれる大手サプライヤーが誕生 

– 加えて、機体、エンジンともに、電子制御化、電動化などのシステム化が大きく進展。
更にHealth Monitoring Systemなどネットワーク型のシステムも登場。将来的には自
動運航（離発着）なども想定されている中で、航空機において装備品の役割は大きく
なる方向。 

– 我が国の航空機産業は、機体、エンジンについては一定の地位を獲得しつつあるが、
欧米のスーパーTier1が存在感を示す中で、その重要性を増す装備品の開発等にど
のように取り組むのか。 

 
② コスト重視、量産レート重視へのシフトにどう向き合うか？ 

– シングルアイル（７３７，A３２０）がドル箱化することにより、航空機産業は多品種少量
生産型から少品種大量生産型へとシフト中 

– その結果、航空機産業も高機能・高価格から価格重視、量産性重視の方向へシフト 
– 更に航空機の成長市場がアジアにシフトすると、その傾向が強まるのではないか？ 
– 高い品質と信頼性、大規模な点数の部品管理を前提としつつ、「より安く作る」ため

にはどういう方策があり得るか？異業種との連携を含めた国内サプライチェーンの
強化やアジアへの展開にどのように取り組むか。 



今後の航空機産業の課題（５つの問題提起） -16- 

③ 航空機材料の高度化（複合材料、金属材料）にどう向き合うか？ 
– 機体は金属（アルミ）から炭素繊維複合材料へとシフト中。エンジンは金属

（アルミ、ニッケル）から炭素繊維やセラミックの複合材料へ切り替え開始 
– 一方、複合材料の素材は日本が圧倒的に強いが、製造装置や裾野の中小

企業は十分に育っていないのが現状 
– 加えて、複合材料の強みを活かした検査方法、修理方法も確立の途上。 
– 複合材料や金属材料の材料開発、成型・加工、組立、検査、修理、リサイク

ルの一連のバリューチェーンをどのように日本国内に囲い込むか？ 
 
④我が国の航空機整備の技術やノウハウをどうするか？ 

– 整備がマニュアル化され人件費重視となっている普及機（737等）を中心に、
国内のエアラインの整備事業はアジアのMROに移転し、その整備技術やノ
ウハウは危機にさらされている。 

– 一方、欧米（特にドイツ）は先進国の優位性（技術、ノウハウ）と新興国の優
位性（人件費）を巧みに組み合わせることでアジアでMRO事業を拡大。 

– 新型機（777、787、MRJ等）を積極導入している我が国エアラインの整備技
術やノウハウを、我が国航空機産業全体で活かす方法はないのか？ 

 



我が国航空機産業が直面する課題（５つの問題提起） -17- 

⑤ 産業構造の変化にどう向き合うか？ 
– ＬＣＣの登場により従来のエアラインの機能を分業化。 
– 他方、収益の拡大やリスクの軽減のため、バリューチェーンの上下流

の事業が融合した（Convergence）ビジネスモデルが登場 
• エンジン＋リース＝ＧＥ（米国） 
• エンジン部品＋ＭＲＯ＝ＭＴＵ（ドイツ） 
• エアライン＋ＭＲＯ＝ルフトハンザ航空、シンガポール航空 
• エンジン＋装備品＝ＵＴＣ（米国） 
• 材料＋エンジン部品＝ＩＨＩ、川崎重工（注：日本エアロフォージ） 

– 日本の産業構造はほぼ不変だが、海外の動向を踏まえ、産業構造や
ビジネスモデルはどう変えていくべきか？ 
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