
東京大学 "航空イノベーション研究会" 第 2 回シンポジウム 開催報告 

日時：2009 年 3 月 25 日（水） 13:00－17:30 

場所：東京大学 安田講堂（本郷キャンパス） 

 

プログラム： 

開催挨拶： -「未来を拓く東京大学」 小宮山宏 (東大総長) 

基調講演： -「飛行機はこうして作られる」 Nicole Piasecki (ボーイング JAPAN 社長) 

学生プロジェクト：  - "環境に優しい航空システムの提案" 表彰式 

パネルディスカッション： - 「未来の航空機」／- 「未来の航空輸送」 

閉会挨拶： 森田朗（東京大学公共政策大学院教授 /政策ビジョン研究センター・センター長）  

主催：東京大学航空イノベーション研究会 

共催：東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻、GCOE 機械システム・イノベーション国際拠点、東京大

学政策ビジョン研究センター 

後援：経済産業省、国土交通省、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、電子航法研究所（ENRI）、日本航空宇宙工業

会、日本航空宇宙学会、日本航空技術協会、日本航空協会 

平成２１年３月２５日午後、安田講堂において約５００名の参加により標記シンポジウムを開催し

た。「航空イノベーション研究会」は国産旅客機の開発決定を踏まえ、熾烈な航空機ビジネスで活

躍できる人材を工学のみならず、経済、公共政策等の視点から教育するプログラムを検討し、同時

に航空イノベーションの方向性を明示するために東京大学において官界、産業界、研究機関の協

力を得て平成２０年６月に設立された。平成２０年１０月３０日に続き、今回、５０年後の航空を考える

シンポジウムを開催した。 

小宮山総長（当時）の開会挨拶と「未来を拓く東京大学」の講演のあと、ボーイング JAPAN

（http://www.boeing.jp/） Nicole Piasecki 社長が、ジェット旅客機の発展、開発プロセス、将来展

望に関する特別講演「飛行機はこうして作られる」を行った。その後、平成２０年度冬学期に研究会

http://www.boeing.jp/
http://www.aerospace.t.u-tokyo.ac.jp/


が産官学の連携で実施した大学院講義の課題発表と、表彰式が実施された。本課題は、エアバス

社の全世界学生コンテストに沿って「環境に優しい航空システムの提案」として設定されたものであ

る。６チームの発表の後、最優秀賞は「航空機は渡り鳥の夢を見るか」という、編隊飛行による燃料

消費の軽減に関する発表に、優秀賞は「Eco Share」という航空機の共有により搭乗率を向上させ

Co２排出を低減する発表に与えられた。なお、６チームの内、２チームはエアバス社のコンテストに

参加している。最終的に、世界から５チームが選抜され、２００９年６月パリエアショーで発表会が開

催される。 

後半は、２つのテーマにより、パネルディスカッションが行われた。最初は、「未来の航空機」とし

て、空力・騒音分野は横川譲氏（宇宙航空研究開発機構、JAXA）、構造・材料分野は横関智弘准

教授（東大）、飛行力学・制御分野は原田正志氏（JAXA）、推進系に関しては姫野武洋准教授（東

大）からジェットエンジンの進化が、岡井敬一氏（JAXA）から脱化石燃料推進系に関する５０年後の

技術予想がなされた。コーディネーターの李家賢一教授（東大）により議論が展開され、機体を自

由に変形できる構造が開発され、空気抵抗および騒音とともに、姿勢や揚力を自由に変更すること

で乗り心地を向上できる制御技術や設計法が確立され、推進系に関しては、ジェットエンジンは、

ファンの大型化による飛躍的な推進効率と騒音低減が可能となり、燃料に関しても代替燃料から

水素燃料へと脱化石燃料化が進み、燃料電池の発達で電動化技術も進むと総括された。また、宇

宙旅行も可能になるとも指摘された。 

（「未来の航空機」発表資料） 

もう一つのパネルディスカッションでは、「未来の航空輸送」として、岡村克彦氏（ANA 総研）から

エアラインの将来、宍戸昌憲氏（三菱商事）から地域航空を支えるビジネスモデル、伊藤恵理氏

（電子航法研究所、ENRI）から航空交通管制の進化、奥田章順氏（三菱総合研究所）から自動車

のような航空機の可能性、土屋 武司准教授（東京）から操縦技術の未来が展望され、コーディネ

ーターの長岡 栄教授（東大、ENRI）により、自由に多様な空の活用に向けて、制度、技術の両面

での発達が必要であるとまとめられた。 

（「未来の航空輸送」発表資料） 

最後に、主催の航空イノベーション研究委員会長 鈴木真二教授（東大）、共催の政策ビジョン

研究センター長 森田朗教授（東大）により閉会の挨拶がなされた。 

 

 

左より 小宮山総長（当時）、Nicole Piasecki ボーイング Japan 社長、森田朗教授、鈴木真二教授 

http://www.aerospace.t.u-tokyo.ac.jp/headline/resources/ut-aeroinnovation20090325panel01.pdf
http://www.aerospace.t.u-tokyo.ac.jp/headline/resources/ut-aeroinnovation20090325panel02.pdf


 

パネルディスカッションと学生発表 

 

参加の皆様からのご意見、ご質問と回答（抜粋） 

 

【佐々木一（大学研究員）】 

個人的には、より世界に目を向けて世界中のLCCが現在どういったことをしているのかということを紹介することも、

50 年後を語るには必要かと思いました。シンガポール-マレーシア間を 200 円程度で航行できるというような事実

がどれだけの日本人がご存知でしょう。そういった航空のパラダイムシフトが世界中で起きているにもかかわらず、

日本の航空制度を見ていると非常に歯がゆい思いもしています。 

 

【回答】シンポジウムでは、十分に時間が取れずＬＣＣについてのコメントが不足してしまいました。ご指摘のように、

マレーシアのＬＣＣのエアアジアは、クアラルンプールーシンガポール最安値で運賃9リンギット（約 270円）＋各種

サーチャージ 47.5 リンギット（約 1425 円）の 1695 円で販売しているのは事実です。またエアアジアは最高値では

約 4515 円の運賃＋各種サーチャージと弾力的な運賃設定もしています。一方で国民 1 人あたりのＧＤＰは、2007

年の世界銀行統計で、日本が 34254 ドル、マレーシアが 6807 ドル）と、マレーシアは日本の約 1/5 であることや、

クアラルンプール空港、シンガポール空港ともに簡素で離れたＬＣＣ専用ターミナルからの乗り降りになっているこ

となども低価格の要素になっていると思います。ＬＣＣについては今後とも注視していきたいと思います。 

 

【越智信夫（運航会社役員）】 

興味深い企画有難うございました。 ドラスティックな環境対応（ソニックブーム/回転翼も含む航空機の騒音低減、

CO2/NOX 等のエンジンの排ガス低減）が近未来に実現することを期待します。 

 

【永野 毅（宇宙航空機開発技術者）】 

未来の飛行機はやはり墜落しない飛行機が一番だと思います。小鳥が墜落したという話は余り聞きませ

ん。 Bio-inspired の Morphing 技術の開発が望まれます。水陸両用離発着でき、客船または列車並み空間と乗り



心地のよい、墜落しない、ゼロ（ホバリング）から超音速まで自由自在に速度が変えられるような飛行機も未来の

飛行機の仲間に加えて頂きたく提案します。 

  

【金崎（運航会社）】 

燃費、低騒音、長距離飛行などのテーマについては言及されておりましたが、安全性の向上や事故が発生したと

きの生存率を高めるためのクラッシュウォージネス等が将来どのような方向に向かうのかについても専門家のご

意見をうかがいたかったと思っております。 

 

【酒井正子（財団協会）】 

今後とも、航空に関して、大学と学問の側から一般社会（と現役学生）へのアプロー 

チ企画を継続されることを希望致しております。 

 

【藤田浩典（会社員）】 

解決策が見当たらないので、どなたも話題になさらなかったのだろう、と思いますけれども、お尋ねなのであえて、

自分の不勉強をおそれず申し上げますと、全産業が排出するガスの中で、飛行機が排出する分の構成比のうち、

環境を汚染して本当に悪い、と考えられるのは必ずしも、学生チームの発表にあった「CO2 の２％をどう減らすか」

ではない、ですね？ 

 というのは生命に対しては、温室効果で問題にされる CO2 よりも、HC、NOX、SOX 等の方が直接の危害を与え

ますけれども、自動車や火力発電所とはちがい、今の飛行機にはなにひとつ、これらの排出ガス用の浄化装置は

ついておらず、ほとんど規制なし、という野放しに近い状態ですから、HC、NOX、SOX 等については、とてつもなく

飛行機は悪いはずですね？これらの排出ガスの構成比（％）は、ほぼ確実にひとケタ位は悪いのではないでしょう

か。 

 ひとつの方法として、『レシプロエンジン機には、自動車のような触媒をつける』ことを義務づければ良いかもしれ

ませんね。ジェットエンジン機はそうはいかなくて、なかなか良いアイデアも出ないだろうとは思いますけれども、そ

れでも誰か、飛行機の HC、NOX、SOX 等を、まじめに考えてくれないものだろうか、と存じます。 

 決して大袈裟な話などではなく、環境技術の分野は日本が非常に進んでいるところでありますので、飛行機に対

しても進んで取り組む姿勢というか、50 年後を考え、この問題について日本が世界に、何か気構えのひとつでも示

したら良いのではないか、という気が致します。 

 

【回答】飛行機の排出ガスにも規制があり。国連の機関である ICAO（国際民間航空機関）では窒素酸化物等の基

準を定めています。ご指摘のように、日本の得意な環境技術を活かす活動が期待されます。 

 

【北林 修三（製造企業 OB）】 

1.技術の話題が旅客機、そして輸送の話題が大量旅客・貨物輸送にほぼ限られている。  

 現在の社会構造、そしてその輸送インフラとしての航空機の地位・役割を考えるとそれは妥当と思うが、本来、人

が自由に空を飛びたいとの願いから、ここまで発展してきたのが、航空の原点と思います。 



2.最後のセッションで三菱商事の宍戸さんが発表してくれましたが、VTOL 機(ヘリコプタを含む)や PAV のような夢

がある内容に、もっと踏み込んで戴けたら、もっと楽しかった。 若い人(特に小・中・高校生当たり)に航空への興

味をより持たせられた、と思います。  

3.航空機が大量輸送システムとして発展してきたこの50年を振り返り、「今後の50年はその延長のみか」と考える

とちょっと寂しい。 

4.山間地の多い日本の地勢地形を考えると、山脈を迂回するために地上輸送手段は大きく迂回することが求めら

れるし、そのインフラ整備が山間地を避けるために今のような東京・東海・関西中心の経済基盤となってしまった。

また、太平洋側と日本海側との連携が中々進まず、これも経済発展の足かせとなっている。これは昔から言い古

されていることがらですが、これからの 50 年先を考えると、航空はこれを打破する力となり得る、先ずそのビジョン

が必要と思います。(因みに米国を見ると、広範囲に散在する都市間を結ぶ航空路、各都市に直接アクセスする国

際航空路が発達しており、これが広域の経済活動を活発化させているものと理解しています。これからの日本を

考える時、これも言い古されていますが、このような地方の発展に期待せざるをえません。) 

5.航空は上記の「日本の地勢的ハンディを克服する力となり得る」と考えています。 

 大学には更に広い視点も範疇に加えて研究を、人材養成をして頂ければと期待しています。 

 

【中嶋新二（会社役員）】 

以下、今後の要望を書かせて頂きます。 

①シンポジウムに参加させて頂いている企業の中には弊社のように、航空宇宙産業への将来の参入を希望して

いる会社も多くあると思います。現在の航空機開発の方向性の中で、電子制御化やCFRPの多用、ECOや騒音対

策など、テーマは良く理解出来るのですが、もう少しそれらのテーマをブレイクダウンして、「こんな技術が欲し

い！」「こんなことが 

出来る会社はないか？」という提案募集型のお話などを聞けたらありがたいと感じております。 

②最近多発している航空機事故がどうしても気になります。マスコミ報道のあり方のせいなのか、熱しやすく冷め

やすい日本人の気質のせいなのかわかりませんが、その原因が突き止められ、発表され、報道されて、国民が理

解するところまで到達していないような気がしています。これは、航空イノベーション研究会の本来テーマとは違う

とは思うのですが、いくつかの事故原因の取りまとめなども聞いてみたいと思っています。このまま事故が続くと、

航空機への信頼性が崩れて、乗客が減ることにつながってしまうのではないでしょうか。 

 

【加藤孝久（大学教員）】 

① パネルディスカッション１の各技術課題は技術レベルとしてどの段階か示すことは難しいでしょうか。アイデア

段階、大学での研究が終了した段階、実用化のための改良段階、くらいでも分類して頂ければ現実性がますと思

います。 

② パネルディスカッション２から、自動車産業同様、航空産業でもシームレス化が重要な課題であることがよくわ

かりました。「空飛ぶ自動車」は究極のシームレス化であると推察しています。さて、法的規制を除き、「空飛ぶ自

動車」までの技術ロードマップを示して頂くことは難しいでしょうか。 

③ ①のシーズ技術と②の社会ニーズとを結びつけることは難しいでしょうか。例えば、UAV 実現のためには、ICT



でこれらの技術、材料でこれらの技術、空力設計でこれらの技術を実現する必要があるという風にです。 

④ JAXA岡井先生はじめ何名かの先生が、水素推進と言われましたが、これは燃料電池によるモーター推進、ま

たは水素燃焼エンジン推進、もしくは両者を意味するのでしょうか。 

 

【回答】技術の現実性、ロードマップに関しては今後検討を進めていきたいと思います。水素燃料に関しては、小型

機ではモーター推進の、大型機では水素燃料ジェットエンジンが可能性として想定されています。水素燃料に関し

ては、小型機ではモーター推進の、大型機では水素燃料ジェットエンジンが当面の可能性として想定されています。

中型機以上の規模の機体にモーター推進を適用するためには、モーターをはじめ推進系全般の軽量化が必要で

すが、軽量化に関連した提案は基礎的レベルで進められています。 

 

【城内光允（コンサルタント)） 

・今回選ばれた６チームの中に、テーマが”環境にやさしい航空システムの提案”なのか航空機機材とシステムそ

のものしか表現されておらず、人と物（カーゴ等）からみた 50 年後の航空・システムを語って欲しかった。 

・また、今の時期、ロボットテクノロジーを加味したテーマが出てこなかったことは、少し寂しい気がしました。 

 

【回答】無人機の技術にはロボットテクノロジーが活用されています。 

 

【黒木英昭（航空会社技術系職員）】 

内容的にも、昨今の社会的課題である、環境問題や将来の子供たちに少しでも長く残すべき化石燃料使用の効

率化の話など、わたくし自身、大変興味深く拝聴しました。 

 

【中盛 知（学生）】 

現在、航空機の軽量化のために複合材料の導入が進んでいるそうですが、炭素繊維は石油から作られると思い

ます。石油が枯渇したら、どうするのですか？ 

 

【回答】ご指摘の点は、今後の重要な課題です。炭素繊維の再利用・リサイクル技術などの研究開発も進められて

います。 

 

【天野孝一（航空技術者）】 

50 年後の空に対する意見：航空機の安全に関して、つい先日、成田での輸送機の大事故がありましたが、おちな

い飛行機とともに安全に離陸・着陸できる飛行機も重要なことではないかと思います。ボーイング７８７やエアバス

Ａ３５０のように CFRP が多用される飛行機の登場で、今後ますます軽い飛行機になってくると、成田事故のように

突風にあおられて事故をおこす事にならないかとの懸念を持っております。 

 パネルディスカッション発表への質問：カーボンナノファイバー（CNF）の航空機へ> の適用という事で、お話が

ありましたが、一時ボーイングでも７８７（当時はドリームライナー）のCFRPの適用にあたり、CNFの高電気伝導性

を利用して、CFRP 製の主翼に CNF を分散させて耐雷性を付与する研究開発を始めたとの情報がありましたが、



いつのまにか理由はわかりませんが消えてしまったようです。CNF の航空機構造材への適用について、お考えに

なっておられる具体的な研究開発がございましたら、ご教示頂けると幸いです。 

 

【回答】 

・軽量化された場合でも、重量と翼面積をバランスさせますので、極端に突風にあおられることはありません。また

空港がレーダーやライダーなどで局所的な降雨や突風を検知する能力を上げて行きますので、より安全な離着陸

が可能になって行くと期待できます。 

・航空機部材には、強度のほかにも様々な機能性が求められます。CNF と CFRP を複合化し、CFRP構造の剛性・

強度の向上と同時に、導電性・耐熱性・減衰性能の向上といった多機能性を付与するための研究開発が進んでい

ます。 

 

 

【外村 孝史（大学）】 

航空事故の主な原因はヒューマンエラーと思います。人間の勘違いは、何もしなければ、必ず一定の数値で発生

します。 航空機関係の研究機関では「落ちない飛行機の研究」というテーマで研究されていたと思いますが、私が

危惧しているのは、パイロットが何故”とんでもない間違いをするのか”その間違いを誘発することを止める仕組み

が必要と考えます。例としては「電車の指差し確認」みたいなものです。 

 

【回答】人間の操縦か、自動操縦かという切り替えではなく、両者の協調システムが将来は必要と考えます。 

 

【水野洋、客員研究員】 

小生は学部卒業直後にＹＳ－１１開発に携わって以来、ず～っと民間機開発に係って 50 年が経ちました。ＹＳが航

空会社から退役したのはつい２～３年前ですし、いまだに防衛庁では現役です。後継プロジェクトＭＲＪは始まった

ばかりです。日本としてちゃんとした工程表がなければ、次の５０年もあっというまに過ぎてしまいそうです。 

今後の旅客機について日本が研究してみると面白そうだ考えているテーマを列挙します。直接運航費（ＤＯＣ）

のうち機体価格低減や燃費削減は皆が指摘するけど、小生は整備費と乗員費に焦点を当てたい。ⅰ）乗用車の

ようにメインテナンス・フリーの機体；羽田や成田で航空会社が抱えている多大のメインテナンス工場を一掃する。

ⅱ）乗員費がＤＯＣの大きな部分を占めるのは機体の操縦が難しいから。通信・情報技術を駆使して乗用車の運

転免許なみに客室乗務員なら誰でも操縦できるようにする。ⅲ）この技術は最終的にＯｎｅ－ｍａｎ ｃｏｃｋｐｉｔあるい

はＰｉｌｏｔｌｅｓｓ ｔｒａｎｓｐｏｒｔに?がる（先の会議でもどなたかが指摘していた）。ⅳ）更には個人用航空機＝空飛ぶ自

動車につながる。これが実現すれば世界の航空機市場は今の乗用車並の桁違いの市場に爆発する。ⅴ）２００席

程度の大衆向け大型超音速機。 

 なにもこれに限定しませんが、日本の航空機産業の今後５０年に向けた工程をじっくり議論する場にならないで

しょうか。 

 

【回答】５０年後までの技術ロードマップを作るのは予測が難しいですが、いろいろな可能性を社会のニーズととも



に考えていきたいと思います。 

 

 
以上（２００９・５・１） 


