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経営者の指南書としても評価の高い「五輪書」に
登場するこの言葉を、私は、パイロットの操縦分
析の研究を通して知った。自動化の進む航空機操
縦であるが、着陸はコントロールされた墜落と言
われるように、パイロットの技量に負う部分は大
きい。特に接地間際には計器類を見る余裕はなく、
パイロットは滑走路や地平線などの見え方によっ
て高度や沈下率を把握する。この際、何時、何を
見ているかを解析したかった。計器をスキャンす
る際には、視線を頻繁に移動させるパイロットも、
着陸間際に眼球を動かすことが無いことに驚いた。
一点を注視する、すなわち「見の目」が強いと、
「観の目」が弱くなり、周囲が見えなくなるという。
「武蔵の兵法」と同じですよと教えられた。YS-11
以来、半世紀ぶりに国産旅客機を開発する航空界
に求められるのも、まさに「観の目」である。技
術のみならず、ビジネス、ファイナンス、国際制
度など広い視野が無ければ熾烈な国際航空機産業
で争えない。航空工学の大学生に、ビジネスモデ
ルや交渉学の教育を始めたのも「観の目」を身に
着けて欲しいからである。

すずきしんじ／東京大学工学部卒、豊田
中央研究所研究員、東京大学航空学科助
教授を経て、1996年より同航空宇宙工
学専攻教授。人工脳神経網を用いたパイ
ロット操縦分析、耐故障飛行制御システ
ム、および飛行ロボットの研究に従事の
ほか、NHK科学番組のコメンテーターも
務める。東京大学航空イノベーション研
究会代表、日本航空宇宙学会会長、国際
航空科学連盟理事等。

東京大学 航空宇宙工学専攻 教授

鈴木真二さん

観の目つよく、見の目よわく
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2011年、世界に先駆け日本で運航を開始した「ボーイング787」。
その開発・製造では「メイド・ウィズ・ジャパン」と評されるほど
重要な役割を日本の技術が担っています。裾野が広い航空機産業。
これからのさらなる活性化が、大きな注目を集めています。

ニッポンの
航空機産 業

羽ばたけ!
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ニッポン発の
複合材主翼が
世界中の空へ !

航空機産 業

三
内部空間をもつ複合材開発センター
では現在、「ボーイング787 ドリー
ムライナー」の主翼の生産が急ピッ
チで進んでいます。

787は米ボーイングが約8年の
歳月をかけて開発・投入した新鋭機。
中型機ながら航続距離が長く、燃費

性能も同型機比で約2割改善。その
経済性の高さから航空機の在り様を
変える「ゲームチェンジャー」とも
呼ばれ、世界中が熱い視線を注ぐ民
間航空機です。

背景にあるのは、「ジャンボ機の
ような超大型機から効率性に優れた
中小型機へ」という航空機業界の潮
流変化。燃費が良く長距離運航も可
能な787は、エアラインの事業モ
デルを一新するかもしれない旅客機
なのです。

機体の35％、エンジンの 
15％を日本が担当

今後20年間で予測される航空旅

客数の平均伸び率は、従来を上回る
年5.1％の見込み（日本航空機開発
協会）。インドや中国などアジア・新
興国の経済発展により、2030年時
点では、現在の2倍以上の旅客機数
が必要といわれています。この絶好
機にスタートしたのが、日本企業に
よる787への部材供給。同機は機
体の35％、エンジンの15％を日本
企業が提供する、文字通りの「メイ
ド・ウィズ・ジャパン」なのです。

ボーイングなど世界有数の航空機
メーカーが頼りにする日本企業には
どんな可能性があるのか？ 787の
生産現場を訪ね、その答えを探りま
した。

菱重工業・航空宇宙事業
本部の大江工場─。8
階建てのビルに相当する



ーイング787の主翼は
片翼だけで約30メート
ル。この巨大な構造物は、

2006年に開設された三菱重工の
「複合材主翼センター」（名古屋市港
区）で製造されています。

工場内では炭素繊維複合材（CF 
RP）を焼成する8m×40mサイズ
の大型硬化炉や、複合材切削用の高
圧ウォータージェットなど、最新シ
ステムが駆動。各工程間を長大な主
翼が自動移送される様子は圧巻です。

「今夏に硬化炉をもう一基稼働させ、
自動化もさらに進める計画。また人

計作業を進めました。航空機の開発
には膨大な投資と先進技術が必要で
す。そのため世界各国からパートナ
ー企業が集まり、国際共同開発方式
で、設計開発・製造が進められてい
くのです。

とはいえ、主翼は航空機の性能を
左右する重要部材。「ボーイングが
主翼の製造を社外に委ねた決断には
驚かされました」と巽さんは当時を
振り返ります。主翼に複合材料を使
うのは民間旅客機では初めて。しか
も安全性や耐久性などの面では、当
然高レベルの品質が要求されます。

 「当社に主翼が任された要因は大き
く3つ。1つは当時すでに金属製主
翼の開発・製造を経験していたこと。
2つ目は、F-2支援戦闘機で世界で
初めて複合材主翼を採用し、開発・
量産の実績があったこと。さらに国
の指針に基づく国際共同開発事業で
ある767、そして777等で培った
ボーイングとの信頼関係が大きな決
め手になったと思います」

787は従来のアルミ合金に代え
て炭素繊維複合材を大量に使用。強
度を高めつつ軽量化をはかっていま
す。機体の35％を日本企業が担当

手のかかる工程は、スキル管理とIT
を連携させ、効率化に取り組みま
す」。こう語るのは、三菱重工業・航
空宇宙事業本部の巽重文さん。787
の開発がスタートした2004年当時、
技術部で設計を担当。以降は開発マ
ネージャーとして、数多くの民間航
空機プロジェクトを推進しています。

構造試験や適合性証明など 
すべてが挑戦だった

ボーイングの主力工場がある米シ
アトルには、三菱重工からだけでも
約150名の設計・生産技術者が常駐。
ボーイングの技術者とともに開発設

ボ

ボーイング機種を中心に民間
航空機プロジェクト全般を統
括する三菱重工業株式会社・
民間航空機事業部の巽重文副
事業部長（左）／研究者から現
場の技術者まで、一致協力で
きる生産体制が強み（中央）／
主翼の一体成型のため開発し
た世界最大級の「オートクレ
ーブ（硬化炉）」。いわば巨大
な“オーブン”です。運用に
は温度均一化や圧力管理など、
さまざまな独自のノウハウが
必要（右）。

787の開発は米国、欧州、アジ
ア、カナダ、オーストラリアな
どの国際分担で進められました。
主翼ボックスのほか、前部胴体
と主脚格納部、中央翼は、日本
企業が製造を担当しています。

ボーイング35 787

%
日本企業のワークシェア

決め手は、国際共同開発で培ってきた 信頼関係
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る制限荷重の1.5倍までは絶対に壊
れてはいけない。複合材主翼ならで
はの“たわみ”を目の当たりにした
ときには、非常に緊張したことを覚
えています」

787プロジェクトは、新技術の比
重が大きく、開発技術者にとって初
めてのことばかり。「FAA（米連邦航
空局）の適合性証明への挑戦を含め、
まさにパイオニアとしての道のりで
した」と巽さんは語ります。

巨額の開発資金を要する航空機開
発では、一国や企業レベルでの対応
は困難であり、我が国航空機産業が
生き残る上では国際共同開発におけ

する要因の1つは、この複合材技術
の存在。しかしその一方で、新素材
の活用が開発プロジェクトに幾多の
試練を与えたことも事実でした。

とくに課題となったのが、設計に
不可欠な解析データの取得でした。
炭素繊維への切り替えによって、こ
れまでのデータベースが使えない。
そのためボーイングと協力しながら
日米で構造試験を繰り返し、一つ一
つ、複合材主翼の安全性基準を作り
上げていったのです。
 「なかでも印象深かったのは、初飛
行前の静強度試験です。機体にかか

るプレゼンスを高めることが絶対条
件となります。

挑戦といえばもう1つ、「MRJ（三
菱リージョナルジェット）」の開発
も進行中です。実に40年ぶりの国
産機で、初のジェット旅客機。基本
設計から調達、販売まで総合的に手

がけるだけに、産業界全体の飛躍が
見込まれます。

日本製造業の技術力がどのように
飛翔していくのか、期待は高まりま
す。

私 たちANAは、2004年からボ
ーイング787の設計・開発に深

く関与してきました。当社がローンチ
カスタマー（最初に発注した航空会社）
として、開発活動を担う「ワーキング・
トゥギャザー・チーム」に参画したた
めです。

旅客機の3大要素は「性能」「コス
ト」「快適性」とされます。運用サービ
スの現場を知るエアラインとして、い
かに“いい飛行機”をつくるか。米ボ
ーイング・エバレット工場内に4名の
技術者を配置し、数百にも及ぶ提案を
してきました。例えば温水洗浄器付き
トイレの設置は、海外では珍しい上に、
水も多く積まなければならない。粘り
強くメリットを伝えることで、ついに

「イエス」の言葉を引き出しました。

このようにハードなやり取りの連続だ
ったのですが、その結果、787はエア
ラインにとって使いやすい、また非常
に居住性に優れ、人に優しい旅客機に
仕上がっています。

昨年9月の初号機の受領式には私も
立ち会い、アメリカから同機で帰国し
ました。気圧変化による不快感も抑え
られており、快適な乗り心地でしたね。
そして2011年11月、世界に先駆け
て羽田‐岡山・広島の定期便に就航。
航続距離が長いため、国際線にも使用
します。この787の登場によって、国
内外での事業戦略の自由度は、大きく
広がっていくでしょう。

●  We Fly 1st. 787
● 全日本空輸株式会社

CLICK!

●  三菱重工業株式会社CLICK!

787で事業戦略の
自由度が広がる
企画室企画部主席部員 島崎勝識さん
全日本空輸株式会社

決め手は、国際共同開発で培ってきた 信頼関係
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日本の航空機産業が本格的に幕開きして約60年。
技術者たちが幾多の挑戦をくり返して獲得してきた成果は
さまざまな産業へ波及し、進化を先導してきました。
ここでは、そんな航空機産業の過去と未来をお伝えします。

技術者たちの挑戦
世界の信頼はこうして勝ち取った

界の航空機産業界におい
て、ますます重要なポジ
ションを確立していくで

あろう日本。その技術に対する高い
信頼や評価については、先のページ
でもご紹介したとおりです。とはい
え歴史を振り返ってみると、けっし
て順風満帆ではありませんでした。
敗戦によって余儀なくされたのは、
まさに「ゼロ」からの出発。そんな

世

戦前～
1945年

昭和5、6年頃に産業としての形態が整い、零戦をはじ
めとする優れた航空機を生み出していた日本。開発・生
産していたのはほとんどが軍用機で、その技術は世界水
準にありました。終戦後、GHQは航空機に関する一切
の活動を禁止。模型飛行機までも規制の対象になるほど、
措置は徹底していました。

後の飛躍につながる
“芽”があちこちに

1952年～

敗戦から7年後、昭和27年に航空機の製造許可が下り
ました。日本はその直後から果敢なチャレンジを開始。
米軍機のオーバーホールなどで最先端の技術を次々と吸
収し、またエンジンの開発にも着手しています。ちなみ
に空白期間、他産業へ転身した航空機技術者たちは、鉄
道、自動車、建設・土木などの発展に貢献しました。

空白期間を経て
再び助走をスタート！

航空技術の高さを象徴
する海軍零式艦上戦闘
機、いわゆるゼロ戦。

戦闘機「飛燕」の製造風景。この時期、民間機の製造はほぼ皆無。

朝鮮戦争時の米軍機のオーバ
ーホールの様子。航空機産業
の再開にあたり、非常に大き
なはずみとなりました。
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状況のなか、技術者たちは数々の難
題に挑み、打ち勝ってきたのです。

短期間で目覚ましい 
発展を遂げた日本の技術

戦前、日本の航空機産業は最盛期
で約100万人もの従業員を擁する、
世界屈指の一大産業でした。ところ
が昭和20年の終戦を境に、産業は
文字通り「消滅」。GHQによる航空

機産業の禁止令が徹底的に敢行され
ました。ようやくその令が解かれた
のは昭和27年のこと。7年もの空白
期間を抱えてしまった日本の前には、
あまりにも圧倒的な欧米先進国との
技術格差がありました。

しかし、日本企業は驚くべき速度
で再浮上のきっかけをつかみました。
朝鮮特需に伴う米軍機の修理、各種
航空機のライセンス生産、航空自衛

隊の発足。昭和20〜30年代はこれ
らを通して技術基盤を築き、昭和
40年代のさらなる技術力蓄積を経
て、昭和50年代。いよいよ成長期
に突入し、昭和60年代以降、国際
共同開発が本格化しました。

多岐にわたる産業の「最先端」を
結集させた航空機産業。その発展の
歴史が、日本の技術力を支えてきた
といっても過言ではありません。

1970年代
～現在

1964年～

この時期の最大のトピックといえば、日本初の国産民間
機「YS-11」の登場です。国内線への導入はもちろん、
フィリピン、米国、アルゼンチン、ブラジル、ギリシャ
など、広く輸出されました。しかしマーケティングや販
売能力などの不備により大きな赤字に。表舞台から姿を
消しましたが、多くの教訓を残しました。

試行錯誤が続くなか
知識と技術を蓄積

「低燃費、低炭素、低騒
音」といったすぐれた環
境性能を有するMRJ。

日本初の民間航空機YS-11（上）。航空自衛隊の国産C-1中型ジェット輸
送機（左下）。救命・救護に活躍するUS-1救難大型飛行艇。（右下）。

ボーイングの航空機開発を筆頭に、海外プロジェクトへ
の参画が活発化。蓄積してきた技術や知識がついに開花
したといえます。今後は機体、エンジンの国際共同開発
を推進する一方、国産旅客機開発にも挑みます。

世界での存在感を増し
新たな展開に突入

国際共同開発で日本の参加比率は着実に増加中。今後は、次世代
旅客機の開発に向けた部品・素材ソリューションの提供など、新
たな付加価値の創出がカギをにぎっています。

【機体】

航空エンジンは、これからの躍進が期待されている分野です。現
在、国際共同開発での分担比率は15〜30％。世界の主要企業と
の関係をより強め、さらなるシェアの拡大を目指します。

【エンジン】

製造業全体の競争力強化につながる国産旅客機開発。新興国も
続々と参入のチャンスを伺うなか、YS-11以来およそ半世紀ぶり
となるMRJ（三菱航空機）の準備が着々と進行しています。

【国産旅客機開発】

写真提供：社団法人 日本航空宇宙工業会、三菱重工業株式会社（MRJ)
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い主翼に、寸胴型のエン
ジン─。ボーイング
787の外観は、かなり特

徴的です。この“ビア樽”風のエン
ジンを製造しているのが、IHIの瑞 
穂工場（東京都昭島市）。「寸胴型に
なっているのは、燃費を良くするた
めです。口径が大きくなればなるほ
ど、同じ推力を出すにもファンをゆ
っくり回すことができる。燃費削減
につながるのです」と盛田さんは説
明します。

高い国際的シェアをもつ 
エンジンで基盤を形成

787に搭載するエンジンは米ゼ
ネラル・エレクトリック（GE）製

「GEnx」と英ロールス・ロイス（RR）
製「Trent1000」の2種類があり、
航空会社が選択するシステム。どち
らも日本企業が約15％の開発・量産
を担当しています。IHIはGEが主導
する「GEnx」の国際共同開発に日
本航空機エンジン協会のもとで参加。
ターボファンエンジンの後ろ側にあ
る低圧タービン部などを受け持って
います。
「787はエポックメイキングな航
空機だといわれていますが、エンジ
ンにおいても性能を突き詰めていま
す。推進効率の向上や燃費、騒音の
低減など、技術的にはある意味、極
限の域に達したといえるのではない
でしょうか」

機体と同じくエンジンにも炭素繊
維複合材を採用。また低圧タービン
翼には軽量で耐熱性に優れたチタン
アルミナイドを使用し、大幅に軽量
化をはかっています。
「GEとの初めての仕事は1980年
代後半、ボーイング777搭載のエ
ンジン『GE90』でした。その後、
リージョナルジェット機市場で圧倒
的な国際シェアをもつ『CF34』エ
ンジンの開発にも参画。とくに低圧

細

「技術者冥利につきますね」。IHI航空宇宙事業本部の
盛田英夫さんは、ボーイング787搭載のエンジン

共同開発で大きな手応えを感じています。
開発秘話や、今後の展開について聞きました。

強みは真面目な
「ものづくり」
総合力で勝負 !

0.1％刻みで性能を追求
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タービン部の開発で信頼を得てきま
した。その延長線上にあるのが今回
の『GEnx』なのです」

開発途上では「基本設計通りの試
験結果が出ない」などの思わぬ難問
も発生。他の海外パートナーも首を
ひねるなか、「IHI独自のシミュレー
ション技術で問題点を発見。この結
果を反映することで設計目標を達成
できたという出来事もありました」
と盛田さんは胸を張ります。
「GEnxに関しては性能向上を0.1
％刻みで追究するいわば“究極を攻
める技術”といった難しさがありま
した。さらに大口径ファンを低速で
駆動させる難題もある。数々のハー
ドルを克服できたのは、当社ならで
はの臨機応変な対応力。IHIの強み 
はグループ一体となった“真面目な
ものづくり”の姿勢なんです」

先端技術で活路を拓く 
セラミック系複合材
「性能を出すまでとことん食らいつ
いていく」（盛田さん）というIHIの
技術者魂は、次代の新型エンジンに
も生かされています。2015年に商
業運航を予定する欧州エアバスの旅

客機「A320neo」用のエンジンで
す。エアバスA320といえばIHIも
開発に参加し、世界的ヒットとなっ
た「V2500」エンジンで知られる飛
行機。「A320neo」はその後継機種
であり、新型エンジン「PW1100G-
JM」は同機への搭載を予定してい
ます。
「A320neoのエンジンは米プラッ
ト・アンド・ホイットニー（PW）な
どとの国際共同開発です。同プロジ
ェクトでは、エンジン前部の大型フ
ァンやファンケースなどの主要部品
も担当。長年研究してきた独自の炭
素繊維複合材を活用します」

さらにIHIでは、すでに次の新素
材の適用にも着手。IHI独自のセラ 
ミック系複合材（CMC）の実用化で、
大幅な燃費改善を目指しています。

「CMCは従来の延長線から大きく
“ジャンプする技術”。市場をガラッ
と変える可能性があります」。

次々と新技術を繰り出し、存在感
を高めるIHI。「開発力とグローバル
ネットワーク。夢の実現にはこの2
つが必要」と盛田さんはいいます。

エ ンジンで重要なのが、高温に耐える材
料を軽く、かつ強くする技術。IHIの研

究成果は私たちの身近な製品にも応用されて
います。例えば切れ味がいつまでも持続する
包丁。その秘密はタービン翼に使われてい
るコーティング技術。ギザギザの刃先
を耐摩耗性に優れた超硬質粒子の膜で保護す
るため、切り味が落ちないのです。この技術
は「vee-tech」と名付けられ、ステンレス
包丁「SAKON+（サコンプラス）」として商
品化。この他、精密鋳造技術を生かした「人
工股関節」も8年前から展開。高齢化社会の
到来で、さらにニーズが高まっています。

航空機エンジンのスピンオフ

航空機用のターボファンエンジンと盛
田英夫主幹（株式会社IHI航空宇宙事
業本部民間エンジン事業部技術部プロ
ジェクトグループ）。入社以来25年
間、複合材のエンジン活用への道を探
求。「いよいよ離陸も近い」と、期待に
胸を膨らませています。

●  株式会社 IHICLICK!

身近な場所で技術を活用中 !

コバルト・クロム合金製の
人工股関節（上）。切れ味抜
群のサコンプラス（下）。

写真提供：ナカシマメディカル株式会社（人工関節）
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回お話しを聞くのは、総
括係長として航空機産業
全体を見る立場の荒木健

史さん、国際係長として主に海外へ
の売り込みや国際共同開発を担当す
る豊田真弓さんのお二人です。

世界での躍進を期待し 
さまざまな支援を推進中
─国際共同開発において、日本企
業の存在感が増しています。
荒木　機体ではボーイング767で
15％、777が21％、そして787で
は35％と、日本のワークシェアが
大幅にアップ。エンジンについても、
近年は主要航空機で15〜30％の分
担率を確保しています。787で過去
最大の割合となった要因は、日本の
強みである炭素繊維の技術が燃費改
善に直結していることを端緒に、快
適性などの面でも、多くの日本企業
が貢献しています。機体、エンジン、
装備品等のそれぞれにおいて、日本
は着実に力をつけてきています。
─具体的にはどんなアプローチを
行っているのですか。
豊田　一つは、半世紀ぶりの国産機

「MRJ（三菱リージョナルジェット）」
の海外市場への売り込みです。また、
国際共同開発では日本の強みを最大
限に発揮する「日本技術マジョリテ
ィ」をめざしています。莫大な開発
費を必要とする航空機の世界では、
設計開発段階から販売活動を並行し
て進めていくのが常識。ボンバルデ

ィア、エンブラエルなど強力なライ
バルには実績に裏打ちされた「信
用」があります。そのため政府首脳
によるトップセールスや、他国に負
けない条件でのファイナンスといっ
たツールを総動員し、政府一丸とな
ってMRJの支援を進めているとこ
ろです。
─世界的に見ると、やはり中心に
いるのは欧米の企業でしょうか。
荒木　航空機メーカーの2強は米ボ
ーイングと欧州エアバス。エンジン
では米ゼネラル・エレクトリック、
英ロールス・ロイス、米プラット・
アンド・ホイットニーの3社が6割
以上を占めています。開発をインテ
グレート（とりまとめ）しているのが
彼らですから、日本企業の強みをバ
ネに、どこと連携し、どの分野を伸
ばしていくのか。それを見極めて果

今

担当者の声

民間航空分野で日本企業の存在感が高まっています。
航空機産業は高度な技術を要し
国際的な供給チェーンを展開するだけに
産業界が一丸となった取り組みが期待されます。
その現状と方向を、担当者にインタビュー。

競争力アップへ
横のつながりを
構築していきたい

航空機産業
1次部品・組立・加工産業

システム・制御・電気電子産業

2次部品・特殊加工・
治工具・金型等産業

素材産業
（金属、炭素繊維複合材料など）

自動車の部品が約2〜3万
点なのに対し約300万点
の部品が必要といわれる航
空機。開発・製造する大手
重工の取引先（一次）だけで
も約1000社に及ぶ。素材
から部品、組立・加工、シ
ステムなどその産業の裾野
は広く、大手から中小まで
多くの企業が関与。

産業の裾野が広い
ピラミッド構造
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15%
ボーイング767

21%
ボーイング777

35%

ボーイング787

日本の航空機産業は先端素材・
部品、加工技術などの面で世界
的に高評価。メガサプライヤー
として開発での分担率も着実に
高まっています。今後は全体の
プロジェクトを統括するインテ
グレーターの道を模索。

品質・技術が評価され
着実に高まる分担比率

実にしていくのがますます重要にな
るでしょう。
豊田　日本の場合、自動車の生産管
理ノウハウや部材・素材の固有技術
など、航空機産業を支える技術の優
位性がすでに存在しているわけです
から、これを活用しない手はない。
日本のものづくり力を結集すれば、
欧米に伍するポテンシャルは十分に
あるでしょう。

培ってきた知見をコラボさせ
新たなビジネスモデルを!

─では、日本の航空機産業がより
発展していくためには？
荒木　国際共同開発での分担率を伸
ばすだけでなく「質」の部分、つま
りどうやってコアの部分に入り込め
るような技術を作り出すかがカギに
なると思います。あらためて考える

と、日本の技術力の源は、戦前の航
空機産業で培われた部分が大きい。
電池やロボット、あるいは787で
の炭素繊維もそうですが、戦後の空
白の7年間に他産業へ分散し、他産
業を世界的なシェアを誇るまでに発
展させた航空機産業の技術を、再び
航空機産業へ還元する。逆に、航空
機特有の技術を他産業でも活かして
いく。こうしたタテヨコの連携を深
めていくことに加えて、航空機産業
が国際共同開発を通じて海外の活力
も積極的に取り込めるよう、産官学
で一丸となって、取り組んでいきた
いと思っています。
豊田　LCC（Low-Cost Carrier＝
格安航空会社）など、規制緩和をう
けて産業構造が変化し、水平分業が
進むことでさまざまなプレイヤーが
参入しています。そこから見えてく
る新たな価値、たとえば観光ビジネ
スがある。産業の垣根を超えて様々
な分野、業種の人たちと知恵を絞り、
いかに客先のニーズに合う商品を提
示していけるか、これがポイントで
す。リージョナル市場は、2028年
までに5000機程度の新規需要が見

込まれる有望市場。ロシア、中国な
どの国々も次々に参入しています。
ライバルの動向をしっかり注視しつ
つ、MRJの新技術を活かした燃費性
能や安全性をアピールしていきます。
また機体メーカーや部品メーカーの
負担になっている型式認証について
も、米国や欧州との間で、相互認証
の枠組みを構築していく方針です。
─最後に、今後の展望や目標につ
いてお願いします。
豊田　航空機産業はいまだ発展途上
にあり、大きな成長力を秘めた分野
です。十数年後には、きっと自動車
産業のように他社との部品の共通化
や、汎用部品の海外生産の環境など
が整うのではないかと予想していま
す。それを見越した上で、MRJなど
日本の優れた技術を世界に送り出し、
日本の航空機産業を世界に冠たる産
業としたいですね。
荒木　ジュラルミンで製造していた
部位が、炭素繊維に変わることによ
って川上部分で日本が優位に立つ産
業構造ができた。技術で勝ち、ビジ
ネスでも勝てるよう、取り組んでい
きたいと思います。

当課は、航空機武器宇宙産
業の更なる推進・発展に向
けて、競争力強化や技術基
盤強化等の様々な政策に取
り組んでいます。

製造産業局
航空機武器宇宙産業課
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企業戦略の
策定にも
活用できます
経済センサスでは市区町村などの地域別に産業別の
データを集計することから、より詳細に地域におけ
る産業特性を映し出すことが可能です。これによっ
て、企業が新たに工場を立地する際や商店の進出な
どを検討する際に進出先の地域特性と自社の強み、
自治体の助成政策を織り交ぜて企業戦略を策定でき
るようになることが期待されます。

ま、日本で初めての「経
済センサス」が実施され
ています※。これは、い

うなれば“経済の国勢調査”で、み
なさまがご存じの“国勢調査”の経
済版と考えていただければと思いま
す。国勢調査では、日本に住んでい
るすべての人や世帯を対象としてい
ますが、経済センサスは日本に所在

するすべての企業・事業所を対象と
しているため、個人商店を含めて、
すべての企業（本社、支社、工場など
いずれも）を調査することになりま
す。それぞれの事業内容、規模、活
動の状態を明らかにし、日本全体お
よび地域別に経済の「いま」を映し
出すことが大きな目的です。
　これまで日本の経済・産業にかか

わる大規模な調査は、異なる府省が
産業分野ごとに行っており、実施周
期もそれぞれ違いました。そのため、
同一時点における「網羅的な統計」

（母集団情報）がありませんでした。
そこで新たに実施されるのが経済セ
ンサスです。全産業にわたり基礎と
なるデータが整うため、加工（二次）
統計の精度が向上することなどが期

い

地方への
消費税清算にも
役立ちます
消費税はまず国に納められた後、地方消費税として
都道府県、市町村へと消費額に応じて清算されます。
各自治体への交付額を計算するのにも、経済センサ
スの結果が活用されます。

「いま」を知り、「未来」

経
国勢
はじまって
います！

※平成21年に「経済センサス-基礎調査」は実施済み。現在は「同・活動調査」を実施中。

個別産業の
実態をつぶさに
みてとれます
経済センサスでは、すべての産業を同一時点で詳細に調
査をすることから同じ基準ですべての産業の現状を比較
することができます。特に、これまで詳細には把握され
ていなかったサービス産業の実態についてもつぶさにみ
てとることも可能になります。これによって、現在、ど
ういった産業が求められているのか、また、将来を見通
すにあたってどういった産業に重点を置いていくべきな
のかといった目安をお示しすることができます。
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待されています。
　すべての企業・事業所が報告の義
務をもち、今後も定期的に実施され
る経済センサス。この調査が、私た
ちとどのようなかかわりがあるか、
その具体的なメリットや活用領域か
らご紹介したいと思います。

より正確に
GDPを
推計できます
もともとGDPは、多様な調査データを組み合わせ
た推計数値。これは世界各国とも同じですが、例え
ば米国や中国などでは、以前から経済センサスを行
い、その結果をもとに、各種調査を加えてGDPを推
計しているわけです。日本も経済センサスで国の経
済の本当の姿を明らかにし、これを基準とすること
で、GDP推計の精度向上が期待されます。

● 平成24年
　経済センサス-活動調査

CLICK!

を読む経済センサス

済の
調査

私がご案内
します!

経済センサスキャラクター
「ビルくんとケイちゃん」

構造統計室　
経済センサス班
竹谷彩子さん

国や地域の
政策とも
つながっています
経済センサスは、国・自治体による業界・企業への産業
振興策や助成政策などの策定にあたって基礎データを提
供します。また、国全体としてだけでなく、地域ごとに
も結果が集計されることによって、例えば、「隣の県とう
ちの県では、産業構造にどんな違いがあるのか」という
ことも分かるようになります。違いが分かれば、戦略も
立てやすい。数値に基づく地域の強みを土台にして、産
業振興策などを練ることもできるようになります。
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計が多少は粗くても、大勢に影響は
なかったかもしれません。しかし低
成長時代を迎えてからは、1%未満
の成長率でも大きな意味をもつよう
になりました。ですから、さまざま
な統計の土台をなす経済センサスが
始まって、GDPなどの精度が上がる
のは歓迎すべきことです。当社も定
期的に経済見通しを分析・発表して
いますが、各統計の信頼性が高まれ
ば、より的確に予測を行えるように
なるわけです。

つて日本経済が二桁成長
を続けていた時代なら、
経済・産業にかかわる統

特に意義があるのは、サービス産
業の実態がはっきり見えてくること
でしょう。GDPに占める家計消費の
割合は大きく、しかも昔と違い今は、
サービスに対する家計支出が増えて
います。とはいえ日本の全世帯の家
計を調査することは困難です。現在、
約8000世帯を対象としたサンプル
調査が行われていますが、精度が足
りません。今後は経済センサスを通
じサービスを供給する側のデータも
得られますから、購入世帯側の調査
結果と突き合わせれば、サービスに
費やされる家計支出もより正確につ
かめるはずです。

か

経済センサスで何が変わり、どんなメリットが生まれるのか。
各界から寄せられた調査結果活用の見通しや期待をご紹介します。

経済センサスで
ここが変わる!

県の経済を把握し
「新生ふくしま」へ

福島県 統計調査課 課長
国分敏明さん

統計の精度は国民生活にも影響

一般社団法人
情報サービス産業協会
企画調査部長 
尾股達也さん

人「 がほほえみ、地域が輝く“ほっとす
る、ふくしま”」を創り上げたいと

の福島県民の切なる思い、そして地域や家
族の絆までもが、絶対にあってはならない
事故で、いとも簡単に引き裂かれてしまい
ました。それでも未曾有の事態を克服して

「新生ふくしま」を築こうと動き出してい
ます。経済センサスにより本県経済の実態
を地域別・産業分類別に把握し、地域産業
の伸展政策や今後の復興策を検証する基盤
情報などとして活用したいと思います。

● 福島県CLICK!

株式会社ニッセイ基礎研究所
研究理事 チーフエコノミスト
櫨（はじ）浩一さん

● ニッセイ基礎研究所CLICK!

地域活性化の
戦略立案に有用
情 報サービス産業は大きな設備を必要としないこ

とも多いため、例えば個人でも、すぐに起業で
きるといった特性があります。それだけに網羅的な実
態把握には限界がありましたが、経済センサスによっ
て地域別の実態や、従来の統計から漏れていた活動状
況が明らかになるものと期待しています。ITは地域活
性化の有効なツールです。そこで当協会は、地域のIT
ベンダー、ユーザー、金融機関などが連携した活性化
事業を各地で進めています。経済センサスによって地
域をメッシュ状にし、それぞれの面で産業活動の実態
を把握・分析すれば、「そのメッシュ面では何に重点を
置き、何を優先すべきか」など、戦略立案に有用であ
ると考えています。

● 一般社団法人情報サービス産業協会CLICK!

シンク
タンク

社団法人

地方
自治体
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● 高松商工会議所CLICK!

済センサスは、諸外国では一般的に行われ
ている調査です。例えば中国では2004年
に初めて実施され、その後GDPが大幅に

上方修正されました。経済センサスは、すべての企
業・事業所を対象とする全数調査なので、中国では以
前よりもずっと多くの企業・事業所を把握でき、より
正確な産業統計を作成できました。それをもとに
GDPを推計すれば、その精度はおのずと高まります。
そのため結果的に中国のGDPは、大幅アップとなっ
たのです。日本においても経済センサスをふまえ、
GDPのほか経済・産業の統計がこれまで以上に正確さ
を増すことは間違いないでしょう。

さらに、こうした調査を定期的に続けることで、時
系列のデータが整備されます。すると、日本経済の本
当の動きが見えてきます。ある基幹産業が海外へ拠点
を移したとしましょう。産業の空洞化を懸念する声が
上がりますね。しかし時系列で分析すれば、それは産
業の空洞化につながったのか、それとも経済のダイナ
ミクス（現象の動態）の一環とみなしていいのか、適切
な判断がしやすくなるのです。

また経済センサスの結果から、これまで個別企業で
はなかなか把握できなかった各産業分野の活動実態な
ども、時系列的に明らかとなります。つまり市場にお
ける自企業の供給シェアなども推計することが可能に
なるわけで、事業活動に有用な統計情報を個々の企業
が活用する道も開けるのです。私は「経済センサスの
創設に関する検討会」の座長を務めましたが、経済セ
ンサスのこうした用途にも期待を寄せています。

一方、経済センサスには、既存のさまざまな統計調
査の要素を組み込むとともに、新たな質問事項も必要
に応じ加えられています。包括的に網羅された統計が
初めて確立される反面、回答する皆さんにとって負担
となる面もあるかもしれませんが、より精度の高い調
査の実現という目的にご協力いただければ幸いです。
そして、第1回経済センサスを成功させ、さらに第2
回以降につなげていくことも非常に重要な課題でしょ
う。

経

経済センサスや統計と聞いても、
個人としては縁のないことだと感じ
る方々があるかもしれません。しか
し実際には、私たちが支払う消費税
のうち地方へ交付される金額などの
算定にも、経済センサスの結果が利
用されます。また政府は多様な景気
対策を打ち出しますが、対策を立案
するためには経済統計が不可欠です。
そして統計の精度は政策の質に大き
く影響し、その成否は国民一人ひと
りの生活の向上にかかわってきます。
統計は、「私たちの暮らしを支えて
いる」といってもいいほど大切なも
のなのです。

慶應義塾 常任理事 清水雅彦さん

企業経営にも
プラスになる
産業統計

経済センサスで
まちづくりを促進
高松商工会議所 
常務理事・事務局長 多田茂さん

高 松商工会議所は地域経済の発展を目
指し、コンパクトで賑わいのある

「丸亀町まちづくり」をはじめ、さまざまな
事業を展開。各事業では、地元商店街の現
状や地域の産業構造を的確に把握すること
も必要です。経済センサスは全数調査とし
て実施され、その結果からは、道路を挟ん
だ商店街の実態を把握・分析することもで
きるようですので、今後のまちづくりや産
業振興などにも活用していきたいと考えて
います。調査の成功を期待しています。

商工
会議所
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売上金額や費用の内訳など、企業・事業所の活動状況を調べる経済センサス-活動調査。
この2月から調査票の回収がスタートし、来年には速報、確報が順次公表されます。
確かな調査のためには、取り組みへの理解も大切。ここでは実施の概要をご紹介します。

平成25年には調査結果を公表 !

一枚一枚の調査票が
貴重な情報源です

経済センサス-活動調査のタイムテーブル
1月中に
調査票を配布
1月中旬から1月末までの間に都道府県
知事から任命された調査員が、事業所を
直接個別に訪問して調査票を配布します

（一部、積雪地域は12月中旬から配布）。

2月1日以降に
調査票を回収
調査員が事業所を直接個別に訪
問して調査票を回収します（調
査員の訪問が難しい一部の積雪
地域では郵送による回収）。

全産業を
産業別に集計
まず速報では、事業所数や従業
者数、売上高などを産業別・都
道府県別に公表します。（平成
25年1月末予定）。

2種類の
調査票を送付
支社・支店等のある企業には、本社に一
括して企業単位（企業調査票）と事業所単
位（事業所調査票）の2つの種類の調査票
を送付します。オンラインでの回答も可
能です。

未記入や
記入内容の照会
回収された調査票に、未記入や
記入内容に疑義があると思われ
る部分があれば、各企業・事業
所に連絡して確認することもあ
ります。

産業別にも
詳細に集計
平成25年夏以降に公表される
確報では、地域別・産業別によ
り詳細な結果を公表します。こ
れにより各産業の現状を知るこ
とができます。

23
年 24年 25年

12
月

1
月

2
月 

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月 夏以降順次

1月上旬〜

12月中旬〜

支社・支店等の
ないところが対象

調査員調査

直轄調査
支社・支店等の
あるところが対象

2月1日調査日

調査票回収・審査

調査票回収・審査

速報集計
公表

調査票
配布

調査票
配布

確報集計
順次公表
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その一枚一枚が日本経済全体の
“いま”を知るもとになる経済セン
サスの調査票。「農業、林業、漁業」

「製造業」「医療、福祉」など、その特
性に応じた調査項目が設定されてい
ますので、経営の実態に即した回答
ができるのが特徴です。例えば「卸
売業、小売業」であれば、開店・閉
店時間やチェーン組織への加盟の有
無などが設定されています。

また、記入項目は売上金額、費用、
設備投資の有無など多様です。しか
し、記入いただく方の負担を少なく
するために選択式にしたり、割合で
も回答できるようにしています。

産業にあわせた
調査票を設定

経済センサス-活動調査の主役は
調査票一枚一枚にご記入いただく、
全国すべての企業・事業所のみなさ
まです。ご提出いただいた調査票一
枚一枚を事業所が特定されないよう
に集計し、国の施策のみならず、地
域の未来づくりなど、みなさまの役
に立つ統計を作成することが私たち
の仕事となります。

経済センサスの創設にあたっては、
各方面からご意見をいただき、長い
年月をかけて検討を重ね、これまで
十分に整備されていなかったサービ
ス産業分野を含めたすべての産業を
対象に同一時点で網羅的に調査する
こととなりました。平成24年2月、
ようやく日本経済の「いま」をみつ
める統計調査として経済センサス-活
動調査が実施されます。

個人経営の事業所のみなさまから
傘下に支所・支店を有する企業のみ
なさままでお忙しい中、大変お手数
をおかけすることとなりますが、本
調査の趣旨をご理解いただき、調査
にご回答いただきますようお願いい
たします。調査員をはじめとする関
係者には、統計法により調査で知っ
たことを他に漏らしてはいけない義
務と、これに反したときの罰則が定
められています。また、調査票に記
入された内容は税の資料など統計作
成の目的以外には絶対に使用しませ
ん。

みなさまと一緒に一から作り上げ
ていく統計調査です。関係者一同、
一致団結してがんばります。

当室では、工業統計、商業統計、特
定サービス産業実態調査といった大
規模な統計調査を行っています。現
在は室が一丸となって経済センサ 
ス-活動調査に取り組んでいます。

みなさまと作る
統計調査です！

│担当者の声

構造統計室 経済センサス班
竹谷彩子さん

● 経済センサス-活動調査CLICK!

記入内容は
統計作成

だけに利用!
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昨年9月に国の重要な情報を扱う企業の1つである三菱重工に対するサイバー攻撃が発覚して以降、
業界団体、政府機関、在外公館、立法府などを標的としたサイバー攻撃が次々と発覚しています。
こうした中、世界のサイバー攻撃を巡る状況と経済産業省の政策について紹介いたします。

高度化する
サイバー攻撃への対応

Theme:

サイバー攻撃って?

サイバー攻撃や攻撃者となるハッ
カーというとどのようなイメージを
お持ちでしょうか。自宅PCのウイ
ルス感染や漫画でも人気の『Bloody 
Monday（※1）』を想像する方がい
らっしゃるかもしれません。よく分
からない、とお考えの方も多くいら
っしゃるでしょう。ただ、よく分か
らない、というのは意外と本質を突
いています。

特に高度なサイバー攻撃を行う攻
撃者については、これを個人や組織
として特定することは実質的に困難
ですし、攻撃を受けた企業等におい
ても公表に躊躇することが多いため、
サイバー攻撃の本質は極めて分かり
づらいのが現実です。

こうした中、世界、そして日本で

もサイバー攻撃対策は着実に動き出
しています。

世界のサイバー攻撃対応
サイバー攻撃はG8の首脳レベル

でも問題視されており、2011年5
月フランスのドービルで開催された
サミットの首脳宣言では、インター
ネットの自由とサイバーセキュリテ
ィに関する国際連携の重要性が確認
されています。また、米国では、同
年7月に公表したサイバー戦略の中
で陸・海・空・宇宙に加えてサイバ
ー空間を第5戦略領域とし、サイバ
ー攻撃は武力行使とみなすことにし
ました。さらに、同年11月にロン
ドンで開催されたサイバー会議では、
60カ国以上が参加し、将来のサイ
バー空間に関する国際的なコンセン
サス獲得や行動規範の作成に向けた

※1
『Bloody Monday』
龍門諒原作・恵広史作画の漫画作品、
およびそれを原作とした連続テレビ
ドラマ。主人公は、日本の天才ハッ
カーである高校生。
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活発な議論がなされました。
このように、世界的にサイバー攻

撃に対する問題意識が高まるととも
に、安全保障上の位置づけも上がっ
ている状況です。

また、サイバー攻撃を防御するた
めには攻撃者のレベル向上に対応す
るため、絶え間ない技術開発が必要
となってくることから、産業政策と
してもサイバー攻撃対応の重要性は
高まっています。

サイバー攻撃の増加と 
そのイメージ

最近、世界的にも、そして我が国
でも問題となっているサイバー攻撃
の中に、特定の組織・個人から営業
秘密といった企業に関わる重要な情
報を搾取することを主たる目的とし
た標的型サイバー攻撃（図1参照）が
あります。

IPA（※2）の相談窓口における標

標的型サイバー攻撃は、海外では2005年頃から、国内では2007年頃からセキュリティの専門家の間
で具体的に認識され始めました。

❶メール  ❷可搬メディア
攻撃の成功率を高めるため、その組織・
人を信じ込ませるようにその組織と業務
上関係のある組織・人、あるいは公的機
関を装ってメールを送信したり、可搬メ
ディアを渡すなどして、そのメールの添
付ファイル又は可搬メディアに情報を窃
取等するプログラムを密かに埋め込むな
どの手法を使うことが多くあります。

❸不正侵入
攻撃者が❶❷によらずに、攻撃対象の組
織・人の使用するITシステム中のセキュ
リティ上の弱点（ぜい弱性）を直接突くこ
とにより、密かに内部システムに侵入す
ることもあります。
攻撃者は、攻撃対象に気付かれないよう、
内部を物色して機密情報が格納されてい
るデータサーバの特定や当該サーバの管
理者権限の奪取を試行します。
攻撃者は、情報窃取に成功した後、対象
の組織等が攻撃に気付かないよう、攻撃
の痕跡、すなわちログ等を消去します。

図1／標的型サイバー攻撃のイメージ

攻撃者
不審メール

社内PC

社外

CD-ROM、USBメモリー等

ホームページ

データ
サーバ

ウイルス
感染

不正
侵入

ファイアーウォール等
❶メール

❷可搬メディア

❸不正侵入

※2
IPA
独立行政法人情報処理推進機構：情
報セキュリティ対策やソフトウェア
開発の改善を通じ、安全なIT社会の
実現を目指すとともに、情報処理技
術者試験やIT技術者のスキル標準
などを活用して人材育成を進めてい
ます。

●  独立行政法人
　情報処理推進機構

CLICK!

サイバー攻撃、J-CSIP、制御システム

データへ
アクセス

社内

情報流出
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的型サイバー攻撃に関する相談は、
2年半で2倍に増加しているところ
で（表1参照）、経済産業省もこうし
た標的型サイバー攻撃を受けていま
す。

また、2010年にはイランのウラ
ン濃縮施設を狙ったサイバー攻撃も
発生しており、施設を制御するシス
テムがストップした事例もあります。

経済産業省の 
情報セキュリティ政策

こうしたサイバー攻撃を問題視し、
経済産業省では2010年12月より
サイバーセキュリティと経済研究会

［委員長：村井純慶應義塾大学教授］
（※3）を開催、所要の対策について
検討し、2011年8月には、中間と
りまとめを公表しました。これを踏
まえ、以下の対策を実施していると
ころです。

1.サイバー攻撃に関する情報共有
まず、サイバー攻撃については、

個々のユーザが受けたサイバー攻撃
と同様の攻撃による被害の発生を防
ぐため、ユーザやセキュリティ企業、
公的機関における情報共有の枠組み
の構築が重要です。そこで、2011
年10月、国の重要な情報を扱う企
業である重工、重電等、重要インフ
ラ（※4）で利用される機器の製造業
者を中心に、サイバー情報共有イニ
シアティブ“J

ジェイ-シップ

-CSIP”（※5）を立ち
上げました。

ここでは、各社の取組、情報セキ
ュリティ対策等についての情報共有
を実施するとともに、今年度中にメ
ンバー間での情報共有ルール等の整
備を実施し、合わせて順次、参加企
業を拡大することにしています。
2.重要インフラ等の
セキュリティ強化

発電プラント等を制御するシステ
ム（図2参照）は、常時ネットワーク
につながっていないことから、サイ
バー攻撃の影響を受けづらいと言わ
れてきました。また、制御システム
の仕様は事業者ごとに固有であるた
め、内部仕様を熟知していなければ、
有効な攻撃はできないため、一般的
なPCが感染するウイルスや不正プ
ログラムの影響を受けないと考えら
れてきました。

※4
重要インフラ

「電 力」、「ガ ス」、「情 報 通 信」、「金
融」、「航空」、「鉄道」、「政府・行政サ
ービス（地方公共団体を含む。）」、

「医療」、「水道」及び「物流」の10
分野が重要インフラとされています。

※5
J-CSIP

「Initiative for Cyber Security 
Information sharing Partner-
ship of Japan」の略。
メンバーは、2011年10月時点で、
IHI、川崎重工、東芝、NEC、日立、
富士重工、富士通、三菱重工、三菱
電機、ラック、（独）情報処理推進機
構（IPA）、（社）日本情報システム・ユ
ーザー協会、JPCERT／CC、経済
産業

※3
サイバーセキュリティと経済研究会
経済成長・経済安全保障の観点から、
必要な情報セキュリティ政策を検討。

●  サイバーセキュリティと
　経済研究会

CLICK!

表1／標的型サイバー攻撃に関する
　　　相談件数
※（独）情報処理推進機構（IPA）相談窓口での受付件数
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約2倍に!
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しかしながら、イランの核施設が
狙われたように、最近ではプラント
設備や各種製造装置は外部ネットワ
ークとつながってきており、かつ、
これらに使用されるOSには共通の
WindowsやUnix系が利用されて
きつつあり、制御システムに対する
サイバー攻撃の脅威が現実化してき
ています。

海外に目を向けると、米国エネル
ギー省所管のアイダホ国立研究所で
は、重要インフラ等の制御システム
の実機に対して模擬サイバー攻撃を
行うセキュリティ検証施設（サイバ
ーセキュリティテストベッド）を保
有し、研究を実施しています。我が

国においても、早急に制御システム
に対するセキュリティ強化を実現し
ていくため、サイバーセキュリティ
テストベッドを構築することにして
います。そして、サイバーセキュリ
ティの分野では、2011年9月、牧
野経済産業副大臣とチュー米国エネ
ルギー省長官との会談において、新
たに研究協力を行うことを確認しま
した。

合わせて、重要インフラ等のセキ
ュリティ強化に向けた諸課題（セキ
ュリティ基準、評価手法等）を検討
するため同年10月、官民によるタ
スクフォース（※6）を設置し、本年
春を目途に中間報告を行う予定です。

サイバー攻撃、J-CSIP、制御システム

図2／制御システムの分類

「制御システム」とは、バルブ制御機器、アクチュエータやPLC（プログラマブル・ロジック・コント 
ローラ）などのフィールド機器、基本的な制御、監視・計測に用いるサー バやクライアントPCなどをネ
ットワークにより接続した機器群（システム）をさす。

※6
制御システムセキュリティ
検討タスクフォース
重要インフラ等で活用される制御シ
ステムのセキュリティ強化を図るた
め、未然防止策、事後対策等の諸課
題を実務検討。

●  制御システム
　セキュリティ検討
　タスクフォース

CLICK!

●  情報セキュリティ政策CLICK!

おわりに
サイバー攻撃対応は世界的に

重要な案件であるとともに、安
全保障に加えて産業政策として
明確な位置づけが必要です。経
済産業省としては、国際連携に
取り組むとともに、情報共有や
技術開発を進め、合わせて普及
啓発に取り組んでいきます。

制御システムの分類

（例）工作機械、半導体
製造装置、各種産業機
械　等

各種製造装置
（例）生産ライン制御シ
ステム／石油化学プラ
ント　等

プラント設備
（例）電力、ガスシステムの
監視制御／ダムや水供給の
監視制御　等

インフラ制御装置

OS、プログラム等

制御システム
コントロールのため指示
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2012年5月～8月、韓国で「生きてい
る海と沿岸」をテーマとした2012年麗
水国際博覧会（麗水万博）が開催されます。
日本館では、「森・里・海、つながり紡ぐ
私たちの未来。」をテーマに、樹木の生い
茂る森や人々の生活する里と連携して成
り立つ海の恵みと、日本人の海との共生
の営みを示し、さらに、東日本大震災か
ら復興する我が国の姿を発信するととも
に、震災時に国際社会からいただいた支
援に対する謝意を表明します。このマー
クは、日本館のシンボルとして、海の生
物の多様性、魚の群れ、里の稲穂、森の
木の葉、そして地球をイメージしてデザ
インしています。

麗
ヨ

水
ス

万博 日本館

● 麗水国際博覧会CLICK!
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