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研究評価委員会 

第１回「環境適応型高性能小型航空機研究開発」（中間評価）分科会 

議事録 

 
日 時：平成２０年８月１１日（月） １３：００～１７：５０ 

場 所：大手町サンスカイルーム D 会議室(朝日生命大手町ビル 27 階)  
 
 

出席者（敬称略、順不同） 
＜研究評価分科会委員＞ 
分科会長   鈴木 真二 東京大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 
分科会長代理 出井 裕  日本大学 理工学部 航空宇宙工学科      教授 
委 員    浅井 圭介 東北大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 
委 員    齋藤 哲夫 全国地域航空システム推進協議会     事務局長 
委 員    前間 孝則 航空アナリスト(ノンフィクションライター)  
委 員    李家 賢一 東京大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 
＜経済産業省＞ 
METI 推進者 伊藤 壽紹  経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 研究開発専門職 
同上    島津 裕紀 経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 技術係長 

＜推進部門＞ 
NEDO 推進者 岡野 克弥 ＮＥＤＯ 機械システム技術開発部  部長 
同上     山本 克己 ＮＥＤＯ 同上     統括主幹 
同上     森本 哲也 ＮＥＤＯ 同上     主査 
同上     松井 研治 ＮＥＤＯ 同上     主査 
＜実施部門＞ 
実施者 河村 文博 三菱航空機(株) 技術部 開発統括グループ  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 
同上 田浦 伸一郎 同上  開発統括グループ  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ 
同上 二ツ寺 直樹 同上  ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 
同上 杉浦 貴明 同上  空力性能グループ     主任 
同上 子守 康裕 同上  構造グループ   主任 
同上 山口 恭弘 同上  操縦グループ   主任 
同上 本田 健一郎 同上  装備グループ   主任 
同上 水野 恵子 同上  開発統括グループ 
同上 川原 幸雄 同上      ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 
同上 伊佐野 康夫 富士重工業(株)航空宇宙カンパニー航空機設計部 部長 
同上 濱本 健司 同上      課長 
同上 矢野 克彦 同上      担当 
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同上 梶浦 健治 日本航空機開発協会    常務理事 
同上 中村 俊哉 宇宙航空研究開発機構 国産旅客機チーム ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬ 
＜NEDO 企画担当＞ 
企画調整部 松本 秀茂 NEDO 技術開発機構企画調整部   課長代理 
＜事務局＞ 
事務局 竹下 満  NEDO 技術開発機構研究評価広報部  統括主幹 
同上 寺門 守  同上      主幹 
同上 広田 健 同上      主査 
同上 志賀 英俊 同上      主査 
同上 八登 唯夫 同上      主査 
同上 峯元 克浩 同上      主査 
同上 浅野 常一 同上      主任 
同上 岡田 桃子 同上      職員 
同上 日野 俊喜 ㈱日鉄技術情報センター調査研究第一部  部長 
同上 森岡 幹雄 同上      主席研究員 
同上 池上 雄二 同上      客員研究員 
同上 伊藤 有子 同上      スタッフ 
同上 中原 洋二 同上      速記者 
＜一般傍聴＞ 
12 名 
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議事次第 

【公開セッション】 
１．開会、分科会の設置、資料の確認 
２．分科会の公開について 
３．評価の実施方法と評価報告書の構成について 
４．プロジェクトの概要説明（公開） 
4.1「事業の位置付け･必要性」、「研究開発マネジメント」、 

「研究開発成果」及び「実用化の見通し」  
4.2 質疑 
 
【非公開セッション】 
５．プロジェクトの詳細説明 
5.1 拘束条件の設定 
5.2 軽量化に資する先進材料／加工・成形技術 
5.3 低抵抗化を実現する先進空力設計技術 
5.4 画像･情報処理技術を活用して、操縦容易性を向上させるコックピット・システム技術 
5.5 電子制御技術を活用した軽量操縦システム技術 
5.6 大規模機械システムの設計・製造の短時間化のための最新のＣＡＤ／ＣＡＭ技術 
5.7 実用化の見通し 
６．全体を通しての質疑 
 
【公開セッション】 
７．まとめ・講評 
８．今後の予定 
９．閉会 
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議題 1 開会、分科会の設置について、趣旨説明、資料の確認 

事務局より本分科会設置についての説明があり、予め NEDO 技術開発機構理事長より指

名された鈴木分科会長が紹介された。鈴木分科会長の挨拶の後、分科会委員、プロジェクト

の推進・実施部門、評価事務局の出席者が紹介された。事務局から配布資料の確認が行われ

た。 
議題２ 分科会の公開について 

事務局より資料 2-1、2-2、2-3 および 2-4 に基づき説明し、議題５プロジェクトの詳細説

明を非公開とすることが了承された。 
議題３ 評価の実施方法と評価報告書の構成について 

事務局より資料 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5 および資料 4 に基づき説明が行われ、事務局案

どおり了承された。 
議題４ プロジェクトの概要説明（公開） 

推進・実施者より資料 5-1、5-2、5-3 および 5-4 に基づき説明が行われた後、引き続いて

質疑が行われた。 
 

［鈴木分科会長］ ありがとうございました。それでは時間もありませんので、ただいまのご

説明に対して、すぐに質疑応答に移りたいと思います。ご質問、ご意見等があれば、

委員の方々からお願いいたします。 
［李家委員］ 松井さんへの質問です。22 ページの研究開発マネジメントのところで、平成

18 年の中間評価でのコメントに対する対応というご説明がありました。複合材の使

用への対応はご説明があったのですが、その前の開発リスクを減じる実行計画上の工

夫、これに対してはどのような対応をされたか、お伺いしたいのですが。 
［NEDO 松井主査］ 申し訳ありません。今までさまざまな開発リスクがあって、先ほど実施

者さんのほうも、すべてを説明しきれていないのですが、もう一度、リスクマネジメ

ントをして、リスクを洗い出したうえで、18 年度、19 年度の研究のほうに入れてお

ります。ですからどれかということは言えませんが、研究推進の中で反映されたもの

もあります。 ただこれを特出しいたしましたのは、私ども NEDO として、加速資

金といったかたちで、別途ご用立ていたしまして、研究を実施したものですので、特

出しさせていただいただけで、ほかの先生方のご意見もすべて研究の中に反映させて

いただいております。 
［NEDO 山本統括主幹］ 前段の開発リスクを減じる実行計画上の工夫ということで、一つ、

開発リスクそのものには、いわゆるスケジュールの遅れ、研究自体が非常に難しい時

点にさしかかったことで、事業全体の難易度が上がってしまったというような部分が

あります。そのような部分に関して、まずは進捗管理というのがこのページの上の資

料のところにありますが、われわれのところでは 1 カ月に１回程度は事業者さんとの

打ち合わせをさせていただき、それを記録に残し、それで問題点があった場合には、

早期にその問題点を洗い上げて、事業者さんと一緒に解決策を考えていこうという行
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為を行っているわけです。 そのような中から、加速で新たな研究項目を追加しよう

という部分も現れてきたというところで、まず一つは進捗管理を強化していくという

ところで、開発リスクを減ずるというところにお応えをしているということです。実

はその中で具体的なものとして、特に複合材料につきましては、そのもの自体にまだ

リスクがあるということで、特に評価手法を確立すべしという部分がありました。複

合材料のところで、これはリスクを減ずるというものと、積極的な複合材料の使用の

検討というもの、この両方を含んだようなかたちになっておりますが、そういうもの

を取り上げて、推進させていただいたというところです。 
［鈴木分科会長］ 李家委員、よろしいでしょうか。ほかにございますか。 
［前間委員］ 河村さんにお願いしたいのですが、27 ページの資料の中で、エアライン要求適

合性を確認というふうに書かれています。差し支えなければ、このエアラインという

のは具体的にどういうかたちなのでしょうか。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ これは国内のエアラインさんです。共同研究という以

前に、実際にエアラインさんにもご支援をいただくということで声をかけました。声

をかけたところ、実際にご支援をいただけたということです。 要求適合性について

は、通常の法令に基づく適合性というのもありますが、やはり運用者の立場に立った

要求への適合性が大事で、これは紙の上に出てこないものがあります。それらについ

て、紙の上に落として、それを実際の設計に反映するというようなプロセスを踏みま

した。そのようなことをエアライン要求適合性の確認という言い方で表しております。 
［齋藤委員］ 河村さんにお伺いしたいのですが、操縦システムの技術というところで、パイ

ロットの評価をシミュレーションを使ってやられて、大変評判がよかったというお話

ですが、そういう意味では従来機も Simplified Fly-By Wire だけではなくて、フルの

Fly-By Wire の飛行機がすでに飛んでおりますし、グラス・コックピットの飛行機も

すでに飛んでいるという中で、どのようなよかったという評価があったのでしょうか。

ご紹介いただける例がありましたら、ご紹介いただきたいのですが。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ ご存じのように、今回は Simplified Fly-By Wire で、

Fly-By Wire といっても、A320 であるとか、777 のようなフルのフィードバックの

かかった Fly-By Wire ではなく、オープンループです。 ただ既存機のリージョナル

機というのは、ある機種は別としまして、だいたい通常の機械系のシステムを使って

いますので、やはりどうしても自分の思った、各フライトエンベロープに応じた最適

な操縦性を反映するということはなかなか難しいわけです。そこでオープンループと

言いつつも、やはりこれは Fly-By Wire で主要諸元に応じたパラメータを用いること

によって最適なものに持っていく。 またいまは操縦性の話ですが、そのほかに従来

ない機体の機能として、当然、Full Fly-By-Wire を有するようなものの一部、ここで

はタクタイルのフィードバックであるとか、そういうものを有していますので、今回

は社内だけでなく、エアラインさんのパイロットも含めて、いろいろ評価していただ

きましましたが、そういう意味で、評価がよかったというような記述にさせていただ
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いております。 
［鈴木分科会長］ よろしいでしょうか。 
［出井分科会長代理］ 先ほど複合材料の評価方法の話がありましたが、22 ページの資料の背

景の②、VaRTM の特性試験方法及び材料評価方法の確立というのがあります。通常、

オートクレーブ等でつくった複合材料の場合と VaRTM の場合で、何か評価方法が違

うとか、特に注意して見なければいけないところがあるのかというところをちょっと

教えていただきたいのですが。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 通常のプリプレグ方式でオートクレーブを使う方式と、

今回われわれが目指しております VaRTM、これは樹脂を注入しまして、大気圧で引

いて、オーブンで焼くという方式で、プロセスそのものはそのようなことですが、評

価という意味では、基本的に最終的にできたものの強度、品質、寸度、それらを含め

て、ある基準に達しているかということについてだけ言えば、基本的に差はないとい

う考え方です。 ただ VaRTM 特有のプロセスに起因する検査というか、最終的な評

価の部分については、当然出てくると思いますので、そのへんについては、それぞれ

の企業のノウハウとして、秘密というほどのものでもないのですが、いわゆる設計ノ

ウハウというかたちで含まれるものもあります。 
［出井分科会長代理］ 完全に一致するものですか。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 必ずしも完全に一致するものではありません。 
［鈴木分科会長］ 私のほうからちょっとお聞きしたいことがあります。今回の中間評価の観

点は、それぞれの要素技術で試作機開発への適用の目処が得られているというところ

だと思います。その中で明示的には書いていないわけですが、航空機の部品、技術と

いうことになると、規定適合性証明ということが前提になるわけです。それに対する

取り組みという観点では、コックピット周りでは適合性の計画を作成し、妥当性を証

明というところまで進んでいるというような記述になっていますが、材料に関しては

規定適合性証明方法に問題はないというところなのでしょうか。ちょっとフェーズの

ずれを感じるのですが、このあたりの見通し、目標自体には明示的に書かれておりま

せんので、どこまで必要かということは事業者様の判断だと思いますが、この少しフ

ェーズがずれているという点は、どういうふうに判断されているのでしょうか。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 今回の研究開発のそれぞれにつきましては、当然それ

ぞれ単独で規定適合性を満足しているということが十分条件ですが、それぞれのシス

テムの特徴、構成の複雑度等によって、規定適合性の進度はかなり異なってきます。 

今回はあくまでも研究開発ですので、規定適合性のレベルは多少変わってくるかと思

います。そのレベルの差が、文章の一部に現れているということでご理解いただけれ

ばと思います。 
［鈴木分科会長］ 前回の中間評価の際には、VaRTM ですとか、摩擦攪拌接合というのがあ

りまして、そのあたりの規定適合性の証明に関する見通しがかなり議論になったので

すが、それは今回の中間評価までの間にどのあたりまで明確になったというふうに理
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解すればよろしいでしょうか。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 19 年度末の時点で、VaRTM 及び FSW の規定適合性

は、基本的に問題ないというところまで来た、というふうにわれわれ事業者側は判断

しております。 
［鈴木分科会長］ 浅井委員、よろしくお願いします。 
［浅井委員］ また研究マネジメントのことなのですが、河村さんにお伺いします。全体の総

括表を見ますと、空力技術は◎がついています。これは、一つは産官学の取り組みが

功を奏したのかなと思いますが、まずそれについて印象をお聞かせいただきたいのと、

こういう手法がまたほかの分野でもできるかということについて、ご意見をお願いし

ます。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ ご指摘のとおり、先進空力設計技術は、この機体開発

を通して、かなり上位レベルのループだと考えております。その上位のレベルについ

て、ある意味では事業者が独りよがりにやるところがありますが、今回はまさしくお

っしゃるとおり、産官学、われわれの力が至らぬ点を、非常にうまく手を取り合って

できた。なおかつその成果は、われわれメーカーサイドが想定した以上のものができ

てきたということをわれわれとしては評価して、それで◎というかたちで、今回は自

己評価させていただいております。 
［浅井委員］ 他の分野にも、このような手法が有効と思われますか。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ こういう分野をぜひとも広げたいと思っております。

ただわれわれは目下のところ、なかなか余力がなく、そこまではありませんが、産官

学の提案でうまくマッチすれば、こういう分野を今後ともぜひ広げていきたいと思っ

ております。 
［鈴木分科会長］ ほかにございますか。それではもう 1 点、私のほうから。最後の開発・生

産システムの効率化というところは△というご説明があったわけですが、今後のこと

になるのでということで、開発の比重が前のほうに移ったという理解でいいのか、こ

のあたりのことを進めるのに何か障害があったということなのか、そのあたりはいか

がなのでしょうか。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 開発プロセスをできるだけフロントローディング、初

期の段階で見極めて、それを IT 技術でシステムに乗せるというのは、後工程も含め

て、非常に高効率化が図れるということは、今回の研究開発の大本の目的です。 今

回これに載せさせていただきましたが、実際にプロセスを見極めるということは、開

発システムも非常に複雑ですし、実態に合わせるというところもあったりしまして、

基本的な構想はできていても、プロセスをつくり込むというところで、現時点はまだ

フロントローディングの時期だと思っておりますので、そこまで達成しきれていない

という自己の厳しめの評価で△です。 本来であれば、もっと初期の段階でプロセス

を全部つくり込んで、あとはポンと入れてやれば、ザッと流れるという仕組みができ

れば、本当は最高ですが、なかなかそこまでは達成しきれなかった。かといって、今
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回のシステムの考え方は問題ないと思っていますし、今後はいまの開発の中でぜひこ

れをキャッチアップして入れ込んでいこうと思っています。そういう意味で自己反省

も含めて、いま△という評価です。 
［鈴木分科会長］ いまお伺いした限りでは、かなり詳細な設計までできあがっていないと、

ENOVIAやDELMIAの統合のところまでは実際にはなかなか手が出ないのではない

かという感じもしますので、その目標の設定自体が少し先走っていたのではないかと

いう気もするのですが。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 目標の設定のところで、かなり勇み足であったところ

もあったかと思いますが、特に変更管理であるとか、形態管理のようなものは、やは

り実際にものが動き始めないと、なかなかつくり込めないというか、見切れないとこ

ろがありまして、そういう点ではわれわれはちょっと勇み足で、最初に計画しすぎた

なというところもありました。そういう意味では、せっかく立てた計画ですが、オン

スケで動いているというような認識です。 
［鈴木分科会長］ それではご意見はよろしいでしょうか。 
［齋藤委員］ マネジメントのところで、コックピットの研究開発の内容、操縦容易性を向上

させるコックピット・システム技術、16 ページのところですが、研究開発の必要性

と目的ということで、輸送量増大に伴う空域混雑度の悪化と情報通信技術の高度化・

高精度化により、パイロットの負担が増大している。これは飛行機そのものではなく

て、外部の環境に非常に問題があるということを言っていると思いますが、その具体

的内容の中に、これがあまり触れられていないのではないだろうか。飛行機そのもの

は、操縦マニュアルとか、機体内外の状況認識サポート技術ということで、内外の外

がそれを指すと言われればそうかもしれませんが。 それから操作ミスというような

ところが目標になっていますが、最初に必要性と目的のところで、情報通信技術の高

度化・高精度化と空域混雑、これは具体的なところにどのように落とし込む予定です

か。 
［三菱航空機 河村グループリーダー］ 私のほうからご説明させていただきます。ご指摘のよ

うに、航空管制はハブ・アンド・スポークシステムを考えた場合、ハブ等は非常に航

空管制が厳しく、密になっております。今回のこのコックピット・システムは将来の

航空管制も含めて、十分対応しうるプロビジョンを持っている。そういう拡張性を持

った考え方で対応しようということで、システム側には反映しておりますが、成果報

告の 33 ページにはそこまでは反映していません。将来航空管制に関しても対応しう

る機能を有しているということでご理解いただきたいと思います。 
［NEDO 松井主査］ 補足させていただきます。先ほどのご指摘のとおりで、今回のプレゼン

資料にはなかったのですが、過去、JAXA 様とこれに対応するために、ランディング

したあとの地上での航空管制の研究も実はこの中で進めておりました。説明を省きま

したが、こういうかたちの研究も現在 JAXA 様のご協力でやっております。 それか

らまたご存じのとおり、パイロットは離陸・着陸のときは、無線で聞きながら自分で



 

 

 

9

操作しないといけないので、操作のほうを簡易化することによって無線のほうに集中

できるというかたちで、両方から攻めていきたいと思っております。 
［鈴木分科会長］ ありがとうございました。ほかにもご意見、ご質問等があろうかと思いま

すが、時間等もありますので、またあとで本プロジェクトの詳細内容につきまして詳

しい説明がありますので、その際にまた質疑応答を続けさせていただきたいと思いま

す。予定どおり 14 時 35 分から開始となりますので、ちょっと短くなりましたが、8
分ほどの休憩を取らせていただきます。 なお後半のプロジェクトの詳細説明につき

ましては、知的財産権の保護の観点から非公開となりますので、一般傍聴の方々はご

退席をお願いいたします。それでは 35 分から再開ということで、いったん休憩とさ

せていただきます。 
 

【非公開セッション】 
議題５ プロジェクトの詳細説明 

以下について、実施者より資料 5-1、5-2、5-3 および 5-4 に基づき説明が行われた後、質

疑が行われた。 
 

5.1 拘束条件の設定 
5.2 軽量化に資する先進材料／加工・成形技術 
5.3 低抵抗化を実現する先進空力設計技術 
5.4 画像･情報処理技術を活用して、操縦容易性を向上させるコックピット・システム技術 
5.5 電子制御技術を活用した軽量操縦システム技術 
5.6 大規模機械システムの設計・製造の短時間化のための最新のＣＡＤ／ＣＡＭ技術 
5.7 実用化の見通し 
 

議題６ 全体を通しての質疑 

全体を通しての質疑応答が行われた。 
 
【公開セッション】 
議題７ まとめ・講評 

プロジェクト全体について、評価委員から講評がなされた。 
［鈴木分科会長］ それでは本日の分科会全体を通して、各委員の皆様からご講評をいただき

たいと思います。長時間ご議論ありがとうございました。それでは李家先生のほうか

ら順番によろしくお願いいたします。 
［李家委員］ 今日は詳しい説明をありがとうございました。今日お話を伺いまして、2 年前

の中間評価のときもお話を伺ったのですが、そのときにお話を伺って以降、着実に研

究開発が進んでいるという印象を受けました。 特に空力関係は◎ということで、非

常に成果も出ているようですが、そのへんのところもさらにパワーアップしていただ
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きたいと思います。また最後の△がついていた最新の CAD／CAM 技術という点に関

しても、いろいろご意見があったと思いますが、この研究開発を通じて着実なデータ

を得て、それで実績を得て、その経験を通じて、日本の中でこういったシステムを確

立していただけるのではないかと思っておりますので、ぜひそのへんのところも先へ

進めていただければと思います。 基本的には、この環境適応型高性能小型航空機と

いうことで、私としましては、最初に目標とされていたものを着実に達成されつつあ

ると感じました。以上です。 
［鈴木分科会長］ それでは前間委員。 
［前間委員］ 私は初めて委員として参加させていただいたわけですが、これまで私はライタ

ーというか、ジャーナリストというかたちで外側から見ていたわけです。個人的には

いろいろ知っている方々がいらして、お聞きしたりとか、またいろいろな学会やシン

ポジウムそのほかでもいろいろお聞きしたりしておりましたが、今日はかなり詳細な

レポートを拝見させていただいて、かなりいろいろなところの技術が確実に進展して

いるという感想を持ちました。研究は研究としての成果はもちろんあるのですが、そ

の実用化というところにどういうふうにどれだけ結びついていくのだろうかという

ところの期待と、ちょっとクェスチョンマークというところもあります。ただ研究開

発としては、相当盛り沢山だなというのが感想です。 
［齋藤委員］ 各要素技術で、最新かつ最先端の技術が使われているというのがよくわかった

次第です。その過程の中で、どちらかというと要素研究だったりしますので、つくる

ほうの視点がほとんどというのはよく理解できますが、やっていかれる中で、使うほ

うの視点についての点検を随時行っていただければ。ここで急激な燃料高騰というこ

とで情勢が変化して、使うほうの視点では要求するものも次々と変わってくる可能性

もあります。それからやはり使うほうの視点から言えば、それぞれの技術は確かにす

ばらしいのですが、これが故障するということは、一番恐れているところでして、そ

ういうところでは故障はするだろうけれども、フェイルセーフ等の機構で多少のダメ

ージでも機能するということをぜひ念頭に置いて開発していただければ、本当に嬉し

いなと思っております。そういう意味では期待しておりますので、ぜひよろしくお願

いしたいと思います。 
［浅井委員］ この NEDO のプロジェクトで、非常に短期の投資にもかかわらず、この数年で

この現状にまで達したというのは非常にすばらしいことだと思っております。今日の

お話を聞いても、要素技術が試作機開発に適用できる段階に十分達してきているなと

感じておりまして、この要素技術につきましては、今後最も精度を高めていくような

ことをしていただければと思います。 先ほど少し話しましたが、産官学が非常に機

能した面もありまして、いろいろな分野でオールジャパンの体制が組めると思ってお

りまして、それが若い世代にとっては、私は教育現場にいるわけですが、非常に高揚

感を与えているということは、ここでちょっとお伝えしておきたいと思います。あと

は独自性をどんどん出していただくと同時に、共用性のバランスを今後重んじていた
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だいて、非常に難しいマネジメントだと思いますが、ぜひとも今回の成果が生きるこ

とを祈っております。 
［出井分科会長代理］ 私は前回の審査にも参加させていただいて、その頃はまだはっきりと

方針が決められていない部分もあったのですが、今日のお話を伺いますと、かなり成

果も出されて、要素の面では確立したのではないかということを感じました。これか

らも解決しなければいけない問題がたくさんあると思いますが、ぜひ順調に進むこと

を願っております。 私は最近、中小企業の航空機産業参入のお手伝いをしているの

ですが、中小の方々は非常にいま航空機産業に参入したいという意欲が強くて、日本

の中に大小おそらく 20 近くの組織ができつつあって、中小の技術者の方が絶えず見

ています。今回の中でも一つは波及効果、要するに川上から川下へということで、日

本の中小も技術力を維持するのをなかなか大変になってきていますので、できれば航

空機の部分でも、できるだけ中小の方が参加できる機会をつくっていただければと個

人的にはそう思っております。 ちょっと別の話になりましたが、今回の研究開発が

順調に進められていることを大変喜ばしく思っております。ありがとうございました。 
［鈴木分科会長］ 最後になりましたが、本日は詳細な説明を長時間にわたりましてありがと

うございました。2 回目の中間評価ということになりますが、非常に大きな成果があ

がったと個人的には思っております。改めまして、日本のものづくりの強さというこ

とを実感しました。昨今の燃料費高騰によりまして、環境負荷低減ということに非常

に追い風にはなっているわけですが、一方で弱小の航空機会社にとっては、会社の運

営自体が非常に厳しくなっているということも事実ですので、エアラインをサポート

するというような、そういうソリューションを提供するということを今後さらにご検

討いただければと思っております。 前間さんを前にして、こういうことを言うのも

あれですが、日本の工業技術ということを考えると、これからはどうしても飛行機と

いうことが大きな目標になってくるわけです。鉄道、船、自動車、すべて日本が世界

一になったわけですが、これからということを考えますと、飛行機というのがいま世

界一に伸びるチャンスだと思います。中国、インド等の追い上げも非常に厳しいわけ

ですので、この機を逃がすと、たぶん日本が飛行機で国民を養っていけるというチャ

ンスを逸するのではないかと思います。 それには非常に長期的な投資、それから技

術的な挑戦、非常に難しい問題があるわけですが、今日いろいろお話を聞かせていた

だきまして、そのポテンシャルは十分あると感じましたので、ぜひ頑張っていただけ

ればと思います。 また先ほど浅井委員のほうからちょっとありましたが、やはり急

に産業が大きくなりますと、人材が不足するということがあろうかと思います。若い

多くの人材を集めるということも重要なテーマかと思いますので、そういう意味でも

活躍していただければと思っております。今日はどうもありがとうございました。 

皆様にご協力いただきまして、非常にスムーズに審議が進んでおります。予定の時間

よりもかなり早まっておりますが、これにて審議を終了させていただきます。事務局

から今後の予定を含めて、事務連絡をお願いいたします。これから私どもは、かなり
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事務作業が伴いますので、そのあたりの指示をよろしくお願いします。 
 
議題８ 今後の予定 

事務局から、資料 6 に基づき、今後の予定について説明がなされた。 
 
議題９ 閉会 

［鈴木分科会長］ それでは最後に本日の評価分科会全体を通して、何かご意見、ご質問等が

あれば、よろしくお願いいたします。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。 そ

れではこれにて終わらせていただきます。長時間にわたり、ご説明いただきました実

施者の皆様、それからご審議をいただきました委員の皆様、また準備をいただきまし

た NEDO の関係者の方々、まことにありがとうございました。 また評価の皆様に

おかれましては、せっかくの夏休みがこれで潰れてしまいますが、評価コメント票及

び評価シートのほうをよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 
－了－ 
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