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　私は、中小企業の参入を含む
航空機産業の振興政策に関する
検討を行って（航空総合技術政
策フォーラム［1］）、関係方面に
対して、航空機産業が高い将来性
と国際性を有し、政府と民間、学
界が一体となって推進することで
高い成果を生む、文化経済領域に
跨った実に総合的な意義深い分野
であることを指摘してきた。それ
には、国のビジョンを確立し、研究
開発で将来を明らかにし、強固な
権力構造を形成する技術基準と認
証を積極的に担い、高度な人材育
成を図り、国際事業の主要者を目
指し、中小企業の力を生かし、幅
広い分野への波及を及ぼすことで
我が国産業活動の支柱の一つに育
てること、などの具体策が必要で
あるとも提案してきた。国の活動
が産業の国際競争力の一端を担っ
ていることにも注目したい。その中
で、中小企業をクラスター化して
その実力を発揮せしめることは、
必須の方策であると言える。

3．産業クラスターの役割と 
我が国の将来性

　なぜ中小企業が航空機産業に有
望かをまとめると、以下の数点と
なる。
①300万点に及ぶ部品点数の航空
機は、幅広い産業の裾野が必要
で、中小企業はその中核をなす
可能性がある。
②我が国中小企業は、品質、製造
技術、納期などの航空機に必要
な基礎技術力が高く、その参入

産業を支えてきた我が国の中小企
業には世界の航空機産業が求める
潜在的実力を持っている。だが、
その航空機としての実態は未だ産
みの苦しみの中にいる。
　我が国航空機分野が成長するに
は、MRJの出現を待たねば自主開
発機とエンジンが未だ無いこと、
アジア域の航空輸送の拡大基調に
比して国内輸送の量的増加は見込
み薄であること、国際共同開発へ
の参加についても幅広い世界展開
が出来ているとは言えないこと、
中小企業参入を含む部品素材産業
が未熟であること、などなどの課
題を克服しなければならない。さ
らには、公的研究開発機関の規模
が小さいこと、製造業と輸送業の
結びつきが弱いこと、重要な役割
を持つ防衛部門と民間開発との連
携が弱いこと、航空機開発製造に
必要な技術認証の力が不十分なこ
と、必要とされる技術や国際活動
のための人材育成システムが無い
こと、等が指摘できるが、これらは
結局、売るべき自主商品のライン
ナップが揃っていないことが大き
い。これはしかし卵と鶏の関係で
あって、将来を目指すには、どこか
効果的な所から行動を起こさなけ
ればならない。そのうち極めて重
要なことは、国と産業界が連携し
て将来構想を提示し、そのための
具体的な政策セットを実施するこ
とであり、もう一つが現在胎動し
ている中小企業を中心とするクラ
スター構築を適切に実体化するこ
とであろう。

1．はじめに
　これからの我が国にとって、航
空機や部品を作り、今後旺盛に拡
大する世界の航空輸送に向けて質
の良い製品とサービスを提供する
産業を育成することは、極めて重
要である。しかしその具体的なあ
り様となると、いまだ十分に議論
されたとは言い難い。私なりに結
論を示せば、航空機・エンジンに
おいて優秀なブランドを確立し、
幅広い産業技術力を生かして部
品、コンポーネントを供給し、さら
に航空機の生涯にわたってサポー
ト出来る総合産業を、我が国の経
済と産業技術の一つの柱となると
ともに、世界の主要な製造国とし
ての役割を果たすように育てるこ
とが目標である。このために、産業
クラスターの育成は極めて重要な
方策であると言える。
　一方、我が国の製造産業は技術
およびシステムにおいて高度化を
迫られている。航空機産業は、そ
の担い手としての役割を果たさな
ければならないと考える。将来、
今の2010年代半ばを我が国航空機
分野の節目の時期として振り返る
ことが出来るよう、関係方面の行
動を期待したいところである。

2．我が国の航空機産業が 
持つ課題と方向性

　我が国の航空機産業は、世界の
2.5％に過ぎない。しかし、その質
的な高さは世界も認めるところで
あり、特に自動車産業や電気電子
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成果を受け取るインテグレーター
企業としてBombardier、Pratt & 
Whitney Canada、Bellなどが存在
する。
　では、我が国の動きは如何なる
ものであろうか。図2は我が国の
各地方で活動を進めているクラス
ターの候補集団とも言えるグルー
プの分布である［1］。各グループ
はそれぞれ日々に活動を行って、
状況が変化していることもあっ
て、全てを正確に捉えるのは困難
だが、その動向はご理解いただけ
るものと思う。ここに漏れているグ
ループには何卒ご容赦いただけれ
ばと思う。これらの自主的あるい
は行政支援によるグループの試み
は、航空機産業の将来性と、既存
産業活動で得た技術や人材の活用
を基盤としており、背景には、産業
構造が変革期を迎えているという
大きな流れを感じ取った具体的で
熱心な草の根活動でもあり、すで
に成功事例も出てきている。本企
画の先号で鈴木教授が飯田市の多
摩川精機を中心とするクラスター
について詳しく紹介している。こ
れでもわかるように、クラスターの
成立要件には、指導者の人的ファ

数の産業クラスターのネットワー
クをまとめる組織として注目でき
る［2］。図1がクラスターの分布
現状であるが、これらは、経験や
情報の共有・交換、あるいは共同
プロジェクトの実施を通じて、域
内外の長期的で実質的な協力活動
を実現させ、欧州の航空宇宙産業
の国際競争力を高めることを目的
としている。もちろん第一の顧客
は、Airbus（EADS）であり、R・
R、ユーロコプター、BAEシステム
ズ、Safranなどの欧州航空宇宙イ
ンテグレーターである。
　カナダでは中小企業の航空宇
宙製造技術向上を支援する国立
の航空宇宙製造技術センターが
2000年にスタートした。また国が
主導して民間で運用する技術開
発専門のコンソーシアムCRIAQ
（Consortium for Research and 
Innovat ion in Aerospace in 
Quebec）を2002年に創設して50
以上の産学官共同の研究開発プロ
ジェクトや人材育成活動を行って
いる［3］。これらは、ケベック州
に集積する航空機産業クラスター
を基盤とし、その振興を目的とす
る政策活動である。ここでもこの

は航空機産業の高度化に大きく
貢献する。
③幅広い業種の中小企業参入に
よって、産業および技術の大き
な波及効果が期待でき、我が国
工業力全体の向上に寄与すると
考えられる。
　しかし、欧米に比べて規模が
小さいなどのため、資金、人材、
海外展開、認証、設備など、多様
な能力付与あるいは支援が必要
である。また、中小企業において
も重要な研究開発を進めるには、
人材・資金・設備等の不足から企
業単独では困難である。その意味
においても、産業がクラスター化
する必要がある。従って、航空機
の産業クラスターを構築すること
は、①航空機産業の真の構造形
成、②中小企業の活性化、③地域
の活性化、④幅広い産業波及の実
現、など重要な意味を持つ。
　欧米には既に強力なクラスター
がいくつもあり、サプライチェーン
の構成にとどまらず、企業活動の
ネットワークにより、医療や電子、
自動車、精密機械などとの協業に
よる発展も実現している。米国では
ワシントン州やテキサス州が代表的
である。いずれも中核にBoeingや
Raytheonなどのインテグレーター
企業が存在するが、テキサス州で
は、エアライン（Southwest）や空
港も重要な役割を担っている。人
材育成についてもテキサス大学や
A&M大学などの総合大学による新
卒技術者はもとより、FAAが認証
する技術者育成制度を持つ単科大
学が多数あり、企業の若手技術者
の再教育を担っている。
　欧州では、さらに組織的で強
力である。特に航空宇宙クラス
ターパートナーシップ（EACP：
European Aerospace Cluster 
Partnership）21が有名であり、多

図１　欧州のクラスターネットワークEACP
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小企業が本来持つ高い技術力や誠
実な姿勢などによって欧米より高
い成果を上げることも可能だが、
真の効果を発揮するには、少なく
とも現在不足するビジネス人材や
研究開発機会、長期資金などにつ
いての具体的でタイムリーな施策
や支援が必要である。近年民間に
おいて、ビジネス開発や人材支援
などのコンソーシアム機能を持つ
組織を構築する動きも出てきてい
る（図2中の新鋭の匠［4］）。航空
機産業において我が国にふさわし
い産業構造を構築するには、中小
企業の参加が鍵であると言っても
過言ではない。産業クラスター構
築がそのための最良の仕組みの一
つであると考える。

【出典】
［1］ SKYエアロスペース研究所HP（航空総

合技術政策フォーラム）
［2］ eacp-aero のHP
［3］ www.criaq.aero
［4］ www.cetakumi.or.jp

クタ、人材育成の仕組み、目的と
仕組みのマッチング、粘り強い高
い技術開発とビジネスの努力など
が挙げられる。
　新潟の事例も面白い。やはり電
子や医療で育った中核企業が存在
している。これに、新潟市と経産
局の支援と金属加工の地場産業な
どの参加によって共同加工工場を
立ち上げ、エンジン部品の受注生
産を実現した。この場合には、中
核企業が有する特異な製造技術の
活用が国際的にも通じる競争力を
持つに至ったことが重要なポイン
トである。新潟にはシステムイン
テグレータは無いが、付加価値の
高い製品を対象とすることで立地
に関わらないビジネスを構築でき
ている。この事例はクラスター形
成として見れば未発達だが、近い
将来、現在の企業連合を核にして
域内企業の幅広い参加や、大学、
行政、あるいは空港運輸の連携に

よって幅広いクラスターに成長す
る可能性を持っている。また、尼
ケ崎を拠点としたJapan Aero Net
や栃木県のプロジェクトも、地域
性とリーダー企業を活用したグ
ループ活動であり、開始して間も
無いが、実績を積みつつある。

4．まとめ
　以上、主に中小企業の航空機
産業参入の代表的な形態として産
業クラスターを見てきた。欧米の
先進事例に見るように、リーダー
企業の存在を核にして、航空専
業に留まらない多様な中小企業、
大学や専門学校、研究機関、そし
て行政が参加してクラスターを形
成し、あるいはそのネットワーク
を構築して実を挙げている。クラ
スターの出力も航空機産業に限ら
ず、波及効果や異分野間の干渉と
なって他産業へも好結果を生んで
いる。我が国のクラスターでは、中

図2　我が国の中小企業のクラスター活動の例


