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我が国の航空用エンジン産業の概要

坂田公夫 (株)IHI 顧問

はじめに

航空エンジンは、実質的に航空機の形態や性能を左右し、構成技術の高さとシステムの複雑

さ、さらには運航に移った後でも、整備や安全性向上に向けた改修などをそのライフサイクル

全般に亘って追跡を必要とする生涯製品であることから、大変重要な戦略機械工業製品である。

わが国の航空機・航空エンジン産業は今までのところ、技術評価の高さに比べ、産業は未発達

であり、国際的な規模の比較でも見劣りがする。しかし、エンジンを丸ごと作る能力を有して

いる国は、少々独断で見ても、米、英を筆頭に日本を含む限られた工業国であり、エンジンの

システムインテグレーション、すなわち全機の設計開発、製造、運用、整備・修理という、一

連のサイクルを可能とする実力を、我が国は有している。一方、リスクを冒して開発・生産・

販売・プロダクトサポートを高い信頼性の元で行い続ける必要がある、商用エンジンの自主ブ

ランドはまだ、持ってはいない。

2. エンジンの産業と技術の現状

わが国は、戦中の 1945 年 8 月に軸流ターボジェ

ット「ネ-20」（図１）と、それを搭載して飛行に成

功した「橘花」を開発した、世界でも数少ないジェ

ット機先進国であった。材料も製造技術も、今から

見れば初歩的なものだったが、僅か数ヶ月でエンジ

ン開発を終え、機体への搭載技術を含めて一気に飛

行まで実現したことは特筆に値する。しかし戦後の

7 年の航空分野の空白は、世界の航空がジェットエンジンに転換する重要な時期に当たったた

め、今に至ってもわが国が大きくハンディを負う結果になっている。

わが国の航空機・ジェットエンジン活動は、図 2 に示すような歴史をたどっている。1950

年代の半ばに再開した航空活動は、米軍への支援や、当時発足した防衛庁向けの航空機開発と

生産に始まり、1964 年の YS-11 開発や MU-2 ビジネス機開発など、自主開発による航空機産

業への漕ぎ出しが試みられたが、残念ながら自主開発を持続しうるほどの成功には至らず、

1980 年以降は民間の航空機・エンジン共に国際共同開発へと方針を変更し、産業活動と技術を

維持することとなった。代表的には、1980 年代半ばの V2500 による本格的な国際共同開発着

手が大きな契機となって、世界的な認知度が向上し、国際プログラムへの RSP（Risk and

Revenue Sharing Program）参加や製造分担が進み、産業の拡大が図られてき。但し、民間エ

ンジンの自主開発あるいはプログラム主導と言う課題は今後に残されている。

2. エンジン産業の発展

2.1 創生期：修理、ライセンス生産、初期の研究

図1 ネ-20ｼﾞｪｯﾄｴﾝｼﾞﾝ

(軸流の自主開発エンジン)
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ジェットエンジンの産業活動は、F-86F 用の

GE-J47 ターボジェットエンジンの補用品や修理か

ら始まり、F-4EJ 用の GE-J79 エンジンのライセン

ス生産（600 台）、超音速高等練習機 T-2 用の TF40

（アドア）低バイパスターボファンエンジン（420

台余り）の生産などが、1960 年から 70 年代に行わ

れた。この時の防衛用エンジン活動は、部品の製造

技術ばかりでなく一部の設計技術に触れることになり、主に米国エンジンから多くを学んだ。

この間、将来を目指した自主技術の研究開発として、当時の日本ジェットエンジン株式会社

による自主研究開発や J3 ターボジェット (1960 年代、中等練習機 T-1B と、哨戒機 P-2J の補

助エンジンとして搭載)が進められ、これに引き続く航空宇宙技術研究所（NAL、現在の JAXA

航空基盤部門）による VTOL 機用の JR-100／200 の研究開発などによって、圧縮機技術や高

度制御の実証によるエンジン制御の技術獲得などに貢献し、引き続く NAL や IHI(日本ジェッ

トエンジンの遺産を引き継ぐ)で行われていたファンや燃焼器の自主研究の成果と共に、次の

FJR710 や F3 の開発につながった。

ライセンス生産はその後も続けられ、累積生産台数は 5000 台に達している。特に F-15J に

搭載された超音速エンジン F100 は既に生産を終わっているが、累積 447 台生産され、F-2 用

の F110 エンジン（図２）は、わが国で現在まで 102 台生産され（日本航空宇宙工業会：SJAC）、

さらに 10 台程度の生産が見込まれている。

図２ 我が国の研究開発と航空機、エンジンの開発・製造
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2.2 FJR710 の研究開発と V2500 国際共同開発

1970 年代に入ると研究開発基盤も

強化され、自主開発の動きも出てきた。

当 時 の NAL と 通産省 が 進 め た

FJR710 高バイパスエンジンの研究開

発（1971～1982 年）が、その後にも

たらしたエンジン産業への影響は、ま

ことに大きい。

この研究開発は、わが国初めての高

バイパスエンジンへの挑戦であったが、

80 年代に出現した新しい旅客機市場

である 150 席クラスに向けた 2 万

5000lb （~100kN）エンジンを、日米

英独伊（後にイタリアは撤退）の国際

共同開発で V2500 として実現した原

動力の一つとなった。設計データが不

揃いであった状態で試作エンジンを開

発した当時の研究者、技術者の努力に

敬服する。この一連の活動は、その後

のわが国における民間エンジン開発事

業の原点ともなった。FJR710 が世界

に認められるには、NAL が STOL 実

験機「飛鳥」に採用して、その実用性

を実証したことも極めて大きな要素で

あった。図４に V2500 エンジン（断面図）と参加国分担、FJR710 外観、および「飛鳥」を示

した。

V2500 エンジンは、エアバス A320 シリーズ(150 席～200 席)に搭載されて、既に 5000 台以

上の成約があり、2009年には出荷台数4000台に達した。プログラムは、IHI、川崎重工業（KHI）、

三菱重工業（MHI）が参加する（財）日本航空機エンジン協会が、英国ロールスロイス（RR）

社、米国プラット・アンド・ホイットニー（P&W）社ならびに独国 MTU 社と対等関係で国際

航空エンジン会社（IAE）を設立し、実施されており、わが国の出資比率は 23%である。わが

国エンジン産業は国際企業 IAE の傘によるエンジン活動を通して設計開発技術を高め、また、

競争力のある技術を世界に認めさせるとともに、民間エンジン市場に直接触れる貴重な経験を

積んできた。さらに最近では、エンジン整備への参画を拡大してエアラインニーズを肌で感じ、

要素技術レベルにおいても、迅速かつ的確に市場の要求を把握し、進むべき方向や必要となる

技術の有りようを見極めることが、一層重要であり、産業界でもそのための地道な努力が払わ

れている。

2.3 防衛エンジンによるシステムインテグレーション

図３ V2500とFJR,飛鳥〔6〕〔7〕

(b)STOL実験機飛鳥

(a)FJR710-600エンジン

(c)V2500と分担

図４ V2500 と FJR710、STOL 実験機飛鳥
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表２にわが国の自主開発エンジンを示す。民間機用である飛鳥に搭載した FJR710-600S と

ビジネス機用の Honda-GE のエンジンは実績に乏しく、本格的な自主開発エンジンとしては、

防衛エンジンがその役割を担っている。これらは、わが国のシステムインテグレーション能力

を保持する上で大変重要である。1980 年代には、FJR710 とほぼ同時に開発された練習機 T-4

用の F3 低バイパスエンジンが、FJR と XJB（V2500 の前身となった日英の 9 トンクラスエン

ジン RJ500 の開発計画：1980～1983 年）

に加えて、エンジンの実用技術に磨きをか

けることになった。

さらに、1990 年代に入って超音速エンジ

ン技術の研究（XF5）と固定翼哨戒機用の

高バイパスエンジン XF7（図５）の開発を

進めてきた。XF7 は 2008 年度から量産エ

ンジン F7 として生産が開始された。特に

高バイパスエンジン F7 は、小型ではある

が、哨戒任務の要求に応えるため、十分な

低燃費と低騒音性に加え、低空飛行運用か

ら来る、鳥吸い込みや海水の塩害にも耐え

るように、民間実用エンジンの滞空性に比

肩しうる評価基準で試験を実施している。

技術的には十分競争力のある民間エンジンとして実

用化することも可能であると私は考えている。

2.4 RSP によるエンジン事業参加と産業の成長

(1) 1990 年以降の国際共同開発の拡大

現在のわが国の多くの民間エンジン事業は、RSP

（Risk and Revenue Sharing Partner）、すなわち

ブランドは持てないが、事業のリスクと利益を共有

する参加形態により、小型から大型の各種エンジン

に進出している。史上最大と言われる B777

用の GE90-115B（図６）や PW4000 エンジ

ンにも、10％程度の分担を実現して、担当の

技術力を高めてきた。また、小型ではあるが、

ゼネラルエレクトリック（GE）社の CF34

エンジンでは最大 30％の参加比率まで拡大

し、さらに、今年（2010 年）中にも就航とな

る B787 搭載エンジンのロールスロイス

Trent1000 （図７）と GEnx には、15%の参

加で開発製造を行い始めた。2010 年から量産

が開始され、B787 の受注が既に 800 機以上

図 5 次期固定翼哨戒機 XP-1 用の XF7-10

（出典：防衛省技術研究本部ホームページ）

GE90-94B GE90-115B
図６ GE90-115B(GEのHPPより)

図７ TRENT1000 における我が国の分担部

中圧タービン

中圧圧縮機

低圧タービン

燃焼器

RR ホームページより
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となっているため、事業規模が大きく拡大すると予

測される。表 3 に示した機種を見れば、GE、P＆W、

RR 社とまんべんなく参加しており、世界の技術潮

流に接する機会は確保されている。

(2) 部品、コンポーネントの生産と技術

わが国のエンジン産業における製造は部品から始

まっている。その後防衛用エンジンのインテグレー

ションやライセンス生産に加え、民間エンジンの RSP によって先端エンジン開発製造に参加

し、多くの技術を蓄積すると共に、エンジンの技術動向にも知見を得てきた。表４に詳しく各

エンジンにおける担当部位をまとめたが、参加形態には、JV（ジョイントベンチャー）、RSP、

製造分担が含まれている。

現在では部品製造技術は世界トップレベルに達し、品質管理や納期を含めてわが国への評価

は高く、大手エンジン企業から高い信頼を勝ち得ている。わが国エンジン産業の売り上げは部

品とコンポーネントの生産で成り立っていると言っても過言ではないほど極めて重要な部門で

ある。代表例の一つとして図８にわが国が製造する大型エンジンのロングシャフトを示す。こ

れは長さ 3m にも達する動力伝達軸であり、高強度、高靱性の部材として、高精度の内外径加

工などが必要である。わが国では、大同特殊鋼(株)が素材を供給し、IHI が最終加工を行って

おり、その高い製造技術によって、大型エンジンのシャフトの製造では既に世界の 70％以上の

シェアを実現し、世界一の座を占めている。また、圧縮機ブレード、低圧タービンブレード、

燃焼器、ケーシングなどにも実績を重ねている。

一方、部品やモジュールの競争力の維持のためには、極めて高度な要素・素材技術が不可欠

となり、わが国の優位技術を活用した、世界をリードできる分野の開拓が常に求められる。複

合材適用による部材の開発はその代表的な活動であり、国内に高いレベルの素材供給源があり、

学術的研究も蓄積が進んでいることから、エンジンメーカだけでなく、大学、研究機関、素材

メーカ等と共にオールジャパンでの研究開発によって新たなファンケーシングやエンジンモジ

ュールを生み出す努力が進められている。今後の参入ターゲットの一つである高温部について

も、国内の開発成果である次世代の単結晶合金の適用が期待される。また、セラミック系の耐

熱複合材適用も今後に有望であると考えられる。現在の大半の素材が海外メーカからの輸入に

頼っていることから、このような独自の技術開発、材料開発が、今後のわが国エンジン産業の

国際競争力維持にとって不可欠であると言える。

3 わが国エンジン産業の規模と実力

3.1 エンジン生産高の推移

これまでの議論で、わが国のエンジン産業と技術が抱える課題はほぼ明らかであるが、ここ

では産業規模について考察する。図９は 2000 年から 2008 年までのわが国エンジンの生産高推

移であり、2011 年までの予測値も示している。2002 年以降順調に生産を伸ばしてきているが、

これは専ら民間エンジンの生産増大であって、その間、防衛用はほぼ単調に減少している。2007

年には、過去最高の年産 3600 億円以上に達した。その後は世界同時不況の影響で 2010 年まで

図８ 大型エンジンのシャフト
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は横ばいか、減少となると予測さ

れ、その後は B787 の本格生産や、

市場全体の拡大が予想され、エン

ジン生産高の向上が期待される。

このように、今後のエンジン産

業の拡大は旅客機市場の動向に支

配され、その中でわが国メーカが

如何に重要な事業に関与するか、

あるいは主体性を持ちうるかに掛

かっている。また、わが国主導の

エンジンプログラムを持つことが

将来へのもう一つの課題であるが、

何れのプログラムも、国際的なパ

ートナーとの連携あるいは共同は

不可欠であり、こうした共同計画

において自らが国際競争力

の提供者となってプログラ

ム基盤の強化を図り、全体

として産業の拡大高度化を

実現することが必要である。

このためには、技術とコス

ト競争力、適切なビジネス

戦略によって、プログラム

に貢献する、あるいは主導

性を発揮することが必要で

あり、後述するエコエンジ

ンの研究開発を始めとする

産学官連携による研究開発

プロジェクトなどを通じて、

そのための基盤強化が確実

に行われることが期待され

る。

3.2 世界におけるわが国

の位置

図 10は、2007 年の全世界の航空エンジンの売上高におけるわが国エンジン 3 社（IHI、KHI、

MHI）のシェアを示している（SJAC データによる）。全体が 7 兆 7000 億円余りであり、わが

国の総生産高は約 3500 億円余りであるから、わが国 3 社を合わせても全体の 5％程度である。

この数字は、とりもなおさず国際商品における国際分業への参加、あるいは存在の度合いを表
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西暦年
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図９ 我が国のエンジン生産高の年度推移

図 10 世界の航空エンジン企業の市場シェア

(SJAC データなどから)
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している。図にあるように、世界のエンジン市場は GE、RR、P＆W の 3 社が民間機用のエン

ジンのブランドのほとんどを支配し、シェアも 3 社合計で 65％と他を圧して高い。これらに続

くハネウェル社（米）とスネクマ社（仏）は小型エンジンブランドを有することもあり、国際

分業でも参加比率が高い。この 2 社が第 2 列の企業と言えよう。残念ながらわが国はこれらに

及ばないが、技術的には高いレベルにある。しかし将来に向けては、エンジンを取りまとめる

ことを含み、前述の技術とビジネスに関する高度化努力を行うことによって、国際競争力を向

上させ、民間エンジン分野のシェアの拡大を実現して行くという道筋であろう。

因みに、エンジンを含む航空機産業全体のわが国の世界シェアは、約 2.5％（2007 年）であ

って、エンジンの比率より低い。世界の航空機産業は 40 兆円弱の規模であり、わが国は 1 兆

円を少し超えた程度である。これも、米国が群を抜いて大きいが、ロールスロイスを有する英

国、スネクマのフランスなどはやはり高いレベルにある。数字としての報告はないが、ロシア、

中国などもこれから航空機産業の強化に乗り出す構えである。

3.3 航空機・エンジン産業と技術の特徴

以上から、わが国の航空エンジン産業の特徴を次のようにまとめることが出来る。

①産業規模は世界の 5%程度で大きくはない。

②独自のエンジンブランドは持たないが、世界の主要民間エンジンの開発あるいは製造に関

与して、技術の先端とビジネスサイクルに触れている。

③V2500 により、国際共同で海外主要メーカと対等の開発・販売・整備の経験があり、市場

情報を得つつある。

④これまでの国際分業では、ファンを中心とした低圧部、低圧タービン部が中心であり、一

部の高圧圧縮機開発への参加、エンジンシャフト、燃焼器の製造などを行ってきており、高い

部品製造技術を有する。

⑤技術的にはエンジン・インテグレーションの能力がある。

また航空エンジン企業における地上用ガスタービンとの相互技術波及も重要な事柄である。

これらの特徴を活かした上で、今後の市場の拡大、国際競争の熾烈化に向かって、今後の産業

の成長を実現するには、民間エンジン部門の事業拡大が必須であり、V2500 の経験と実績を活

用しつつ、得意な複合材の利用、高圧高温コンポーネント（コア部）への進出、さらには、わ

が国が主導するエンジンプログラムを持つことが重要な課題と考えられる。

3.4 航空機産業と技術の振興に向けた政策

欧米では 2000 年以来、航空輸送需要の将来の拡大と、米国と欧州の直接的な競争への対処、

さらには日本や中国の台頭を見据え、将来ビジョンを策定して目標を明確にすると共に、研究

開発を始めとする各種の振興策を進めている。また、中国の意欲的な方針や、それに続くイン

ドの動向も注目すべきである。

(1)米国の大統領 Policy と Plan

米国では航空機の登場以来これまで、航空機・エンジン分野で特別な大統領政策は取られて

来なかった。大統領府直属の機関である NASA の存在が既に政策の一部であったとも言えるた

めである。しかし、2000 年にボーイング社の民間機販売がエアバスに抜かれたことに端を発し
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て、産業や学会あるいは地元企業を抱える州などから振

興策の提言が出されるに及んで、2006 年 12 月に、歴史

始まって以来の大統領令による”National Aeronautics

Research and Development Policy”が発布された（図 11

に表紙を示す）。これに続いて 2007 年 12 月には”Plan”

が出され、具体的に安全、環境、輸送生産性向上、速度・

利便性などのための技術先端性とインフラなどの基盤整

備を進める策が提示された。この結果として、NASA 航

空部門の予算倍増と FAA の強化、民間との連携強化な

どが実施に移されている。

(2)欧州の Vision と FP7 研究開発計画

欧州ではいち早く、2001 年に EU 委員会から Vision

2020 が出され、これを元に ACARE（欧州航空技術委員

会）が設置されて、域内の統合的な航空技術振興策を策

定し、FP（Framework Program）7 と言う研究開発の

国際共同フレームワークによって、Clean Sky などの具

体的な研究開発計画の推進が始まっている。この予算は年々拡大し、2007～2013 年の期間で

は年平均約 400 億円の支出が予定されている。

(3)中国、インドの政策検討

中国における最近の驚異的な経済成長を背景に、その航空輸送需要の成長予測は極めて大き

く、世界の航空機産業の注目するところとなっていたが、2009 年に世界不況が一段落したとこ

ろで行った各国の市場調査では、その成長率が 6％近くに達し、これまでの予測を上回ってア

ジアパシフィック域の航空輸送量が世界一になる時期が早まったとされる。中国で独自に行っ

た国内需要予測でも、自国の航空機産業を育てるに十分な規模を有するとして、民間航空機の

製造会社である中国商用機有限公司（COMAC）を設立して、90 席機の ARJ90 と 150 席機の

C919 の開発製造販売に進出すると共に、中型エンジンの開発製造も視野に入れるとした極め

て意欲的な政策を打ち出した。技術基盤はいまだ未熟であろうが、大いに注目すべきである。

インドの政策は十分には明らかでない。しかし、航空技術研究所（NAL）や航空機製造業の

ヒンダスタンでは、小型機ながらも自主開発を推進中であり、将来の有望産業として研究開発

の強化を試み、我が国との連携にも意欲を見せている。

(4)わが国産業と技術の振興策の検討

ではわが国は、どのような政策がふさわしく、その実現策は如何なるものであろうか。わが

国のエンジン産業の実績と技術の特徴は、将来の産業拡大の可能性を十分に持っていると言え、

アジア域の成長に牽引される世界の市場拡大は大きなチャンスである。しかしその反面、国際

競争も熾烈化し、戦略的な振興策がなければ、却ってその機会を奪われることにもなる。

また、今後の重要マーケットセグメントである V2500 クラスのエンジンにおける産業連携も

多様化すると考えられる。重要なことは、目標を明確に定めて、空力設計や複合材、部品製造

技術などの優位技術をさらに強化し、現有のインフラなどの基盤活用を総合的、体系的に行う

ことである。わが国には、公的研究機関としての JAXA や電子航法研究所があり、また、防衛

図 11 米国大統領による

Policy 2006
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省の技術実績や試験基盤もある（試験基盤については後述）。国土交通省が所管する航空機やエ

ンジンの型式証明に関わる技術や基盤についても、今後の重要な強化対象である。

まず、国内に保有する技術や基盤、人材を有効活用することだが、それには共有できる将来

ビジョンが不可欠である。これを元に共通する目標を定め、各組織・企業が有するポテンシャ

ルを技術の成熟度や目標実用年などに応じて、効果的に配置して研究開発、事業開発、サプラ

イチェーン形成などを体系的に行うことが必要である。このためには入口から出口までを見通

した総合政策が必要となる。既に実力を有する欧米や、これからの驚異とも考えられる中国、

インドなどが政策によって産業と技術の強化策を実施しつつある中で、わが国にも、行政や組

織、機関の枠を超えた総合政策が強く期待される。

4 我が国のエンジン研究開発と技術基盤

4.1 技術トレンドと研究開発

わが国では、国の政策として航空エンジンの研

究開発を継続的に進めてきた。その有り様は、

1970 年代の FJR710 の全面的な国の資金と枠組

みによるデモンストレータ開発から、現在のエコ

エンジン（図 12）の補助金による実用化研究に至

るまで、それぞれ技術目標や形態は異なるが、防

衛用エンジンの XF5 も含め、その技術の重要性の

認識は高い。しかし、海外と比較すれば、国際舞台に主役として躍り出るほどの先進性と力量

を保有するには万全とは言い難い。今後、優位技術の一層の強化、基盤の拡充、エンジン技術

としてのデモンストレーション機会の確保など、飛行試験まで視野に入れた総合的な研究開発

を望みたい。

超音速エンジンや戦闘機用エンジンについても、その技術の獲得は、国として取り組むべき

重要な課題である。超音速旅客機の実現は今後の技術と市場の動向を待たねばならないが、戦

闘機用エンジンについては喫緊の問題と言える。我が国が保有する XF5 の技術は現在の F-15

や F-2 に搭載されている F100 あるいは F110 を超えている。これらの現用の第一線エンジン

と同等レベルのエンジンであれば、XF5 をスケールアップすることにより、比較的低い技術リ

スクで開発することが可能である。しかしながら、現在欧米では、機動性、ステルス性、搭載

性などを向上させた戦闘機が新しく運用開始され、あるいは開発中であること、また、さらに

数年先の実用化時期を考えれば、XF5 で培われた技術に加えてさらに新しい技術も開発適用し

ていく必要があろう。ステルス性が求められる機体の設計に対して十分な自由度を与えるため

にも、小型軽量で大出力であることがエンジンに要求され、これに応えるには、燃焼器出口温

度の高温化や、単位断面積当たりの空気流量の増大等が必要である。そのためには、高度な数

値流体力学による空力設計や冷却設計、単結晶耐熱合金、高温に耐えかつ軽量なセラミックス

複合材等の技術が有効であるが、いずれも国際的に見てわが国が高いポテンシャルを有する技

術であるとともに、技術将来性も極めて高い。これらの技術は、後述する民間の高亜音速エン

ジンの技術トレンドに求められる高温高圧化のための主要な技術でもあり、また、エンジンシ

ステムインテグレーション技術についてはその多くを将来の民間機用超音速エンジンと共用で

図12 我が国の小型エンジン研究開発

(エコエンジン)

NEDO提供
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きる。これらの技術を実用レベルまで引き上げる研究開発を国家として推進することになれば、

我が国の技術レベルは相当に高度化されることになり、次世代の戦闘機用エンジンの国内開発

を可能とすることは勿論、その技術成果は民間エンジンビジネスにおける我が国のバーゲニン

グパワーとして、国際共同プログラムにおける RSP 参加あるいは分担の拡大をもたらし、今

まで担当できなかったエンジンの高温・高圧部への参画を実現することも可能になる。さらに、

高温用材料、数値流体力学技術は自動車用エンジン、高温産業機械に応用でき、他産業への波

及効果が大きく、日本の産業技術全般のレベルアップにつながる。

図 13 はこれからの民間機用の高亜音速エンジンの技術トレンドを表すが、燃費の観点では、

現在の高バイパス比エンジンから、ギアド・ターボファン（GTF）、オープンロータへと、バ

イパス比の向上とそれに必要なエンジンの高温高圧化によって、より低燃費が実現する。しか

し、エンジン重量、騒音、安全性、メンテナンス性、コスト、さらには燃油価格などを総合化

した実用性で判断されることとなり、一概には言えない。現在はこれらのエンジンサイクルや

技術、システムの変節点にあるとも言え、今後の研究開発成果が注目される。

わが国でも、トレンドと技術の普遍性を的確に把握しながら、上記のような独自の研究開発

を進めて、技術の国際競争力を高め、今後 20 年、30 年と発展しうる基盤を作らなければなら

ない。技術にはまた、設計開発技術に留まらず、素材技術、製造技術、品質保証技術、さらに

はメンテ･サポート技術に至るまで、その戦略は行き届かなければならないだろう。その成果を

図13 亜音速エンジンの技術トレンド
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有効に生み出し、実用化につなげるには、大学、ＪＡＸＡを始めとする研究開発機関、民間企

業、あるいは関連団体が、共通の目標に向かって、それぞれの役割を連携的に果たして行くこ

とが何よりも必要である。繰り返しになるが、総合的な技術政策がどうしても必要となる。

4.2 技術基盤の課題

航空機、航空機用エンジンにとって、その国の有する技術基盤こそは、基本的な産業競争力

である。技術基盤としては、風洞やエンジン試験設備などの大型設備、防衛からの要求による

挑戦的な技術成果、研究機関の先端技術と技術評価、データベース、大学や研究機関の人材や

萌芽研究、そして、これらの機関間連携の蓄積などが重要である。エンジンではインテグレー

ションの技術基盤を形成している F7 などの防衛用エンジンの民間利用、あるいは研究開発用

のテストベッドとして活用するなどは有効な基盤となりうる。

飛行試験を含むエンジン試験設備は多額の経費を必要とし、欧米では国ないし公的機関が持

つ。前述の米国大統領による 2007 年 Policy でも試験インフラの重要性をうたっている。すな

わ ち ” U.S. Government aeronautics research, development, test, and evaluation

infrastructure identified as critical national assets…”として、NASA、FAA、DOD の有する

インフラの競争力を維持あるいは向上さ

せ、民間利用の拡大を図ることと定めて

いる。

これに対し、わが国では歴史的経緯か

ら、大型試験インフラは欧米から大きく

立ち遅れている。エンジン設備で言えば、

推力 15 トンクラス以上の研究開発用の

エンジン試験設備／器材はなく、圧縮機

やタービンなどの要素試験設備では 5 ト

ンクラスのエンジンに対しても十分とは

言えない。図 14 には、JAXA と防衛省

が有する屋内、屋外のエンジン試験設備

を示すが、欧米の設備の１／３以下の規

模であり、小型用あるいは研究用として

の利用に限られる。このほか、実機開発

に欠かせないエンジン高空試験設備につ

いては、JAXA、防衛省とも小型の研究

用を保有するのみである。

しかし一方、大型試験設備を補う技術

として、シミュレ－ション技術は将来不

可欠であり、わが国には CFD（数値流体

力学）をはじめ、高いポテンシャルがあ

ると考えられる。このようなハードとソ

フトからなる試験評価基盤については、

(b) 屋外試験設備(耐環境性試験：防衛省提供)

図14 エンジン地上試験設備の例

(a) 屋内試験設備(テストセル：JAXA提供)
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その整備、運用、技術成熟を揃えるまでに時間と資金が必要であるが、今のままでよいとは考

えられない。わが国の将来目標に照らして、国際競争力としてどうあるべきかを明確に見定め

た上で、効果的な計画が求められる。

おわりに

戦後の部品生産、整備から始まったジェットエンジン事業は、現在約 3600 億円の生産高に

まで育った。民需の比率も 60％を超えて、民間の産業活動としての基盤が強化されつつある。

これは、FJR710 から V2500 の国際共同開発と言う、大きな流れがあったことが大きい。さら

に、部品製造からモジュール製造に発展し、多くの実用エンジンの国際パートナーとして高い

信頼を得るに至っている。また、エンジンインテグレーションによる技術集積も防衛用を中心

に保有し、開発・製造から品質保証、販売後のアフターケアまで一貫して関与してきた。これ

らを通して、わが国はエンジンの開発製造を行い得る実力を十分に備えていることが明らかで

ある。航空機用エンジンのビジネスは、高度な技術とシステムで成り立っていることから、航

空機と共に、わが国に求められている産業イノベーションの旗手になると考えられている。

前述したように、航空市場の拡大、アジアの経済成長、ますます必要性が高まる国際交流な

どを背景に、航空機、航空機用エンジンの技術開発と産業振興はこれからのわが国の重要な課

題である。最近の経産省などによる成長戦略でも、エンジン部門では、技術の高度化によるエ

ンジン生産拠点として我が国が世界に存在感を発揮することを目標に上げている。部品素材か

ら、エンジン完成品に至るまで、我が国に一貫した能力を保有することが必要とされる。これ

の実現には、国の目標としての将来ビジョンの共有、持てる資源の集中や、科学技術から運航、

防衛に至るまでの総合的な政策、方策の実行など、その実現に求められる事柄を着実に進めて

行く努力が、関係者に求められている。

（おわり）


