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未来の航空輸送

コーディネータ： 長岡 栄、日原勝也

パネリスト：伊藤恵理、奥田章順、岡村克彦、宍戸昌憲、土屋武司
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パネリスト

■パネリスト

• 伊藤恵理（電子航法研（ENRI)）
• 奥田章順（三菱総研）

• 岡村克彦（ANA総研）

• 宍戸昌憲（三菱商事）

• 土屋武司（東京大学）

■コーディネータ：

長岡 栄（東京大学／電子航法研）

日原勝也（東京大学）
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いろいろな飛行

空を飛
びたい
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自由な飛行から管制へ

目で見て確認

⇒有視界飛行方式

（VFR)

航空交通管制

管制機関の指示に従う

⇒計器飛行方式（IFR)
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監視情報

管制指示

パイロット

管制官

制御

（監視）

（航法）

（通信）

航空管制のしくみ

（管制情報処理）
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管制官
パイロット

技術職員 etc

現在の航空システム

管制センター

Radar
VOR/DME

HF/VHF

GPS

(航法)

(通信)
(監視)

飛行計画情報
処理システム

空港
レーダー情報

処理システム

安全性

効率

定時性

環境に優しい

ADS規則・方式
･情報
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未来の航空輸送？

？
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●エアラインを取り巻く環境

✈地球温暖化問題と原油高というトレンドは続くが、航空は化石燃料に依存する産業と
して存続するであろう。

✈航空旅客需要は派生需要である。人はビジネス、観光、親族への面会・冠婚葬祭、
などの本来的なニーズがあって初めて飛行機に乗るが、これは50年後も変わらな
い。

未来の航空輸送 ～50年後のエアライン～

✈ＩＣＴ技術の進歩により、会議・商談のニーズは大きくは伸びないが、全ての会議・
商談を通信で置き換えることは出来ず、ビジネス需要は無くならない。

✈50年後、世界経済のグローバル化は更に進み、人やモノの世界的な交流はもっと
活発化する。世界経済のインフラストラクチャーとしてのエアラインの役割は益々
重要になるであろう。

主席研究員 岡村 克彦
※本シンポジウムでのプレゼンは

私の個人的な意見です。

●世界のエアライン（その枠組み）

✈これまで世界の航空は二国間の航空協定で、乗り入れエアライン、乗り入れ空港、
輸送力、運賃などが制限され、またエアラインは外国資本を規制されてきたが、世
界経済のグローバル化に伴い、航空の自由化が進んできており、50年後はこれら
の規制が、かなり自由化されるであろう。

✈現在、スターアライアンス、ワンワールド、スカイチームというグローバルアライアン
スの枠組みを中心に、エアラインの系列化・集約が進んで来ており、欧州、米国は
３つずつのメガ・エアラインのグループに集約されようとしている。

✈航空協定、資本規制かなり自由化される50年後は、国境を越えたエアラインの集
約、系列化の流れが加速し、アジアにおいてもインド、アセアン、中国、日韓の４つ
の地域を軸に、メガ・エアラインの系列化、集約が起こるであろう。

✈エアラインの社名を聞けば、国の名前が分かるという時代は終了するかもしれない。
乗務員もお客様ももっと多国籍になっているであろう。

●世界のエアライン（そのサービス）

✈メガ・エアラインの中には、ロケットによる宇宙観光
旅行やＡ３８０のような大型ジェット機での世界一周
チャーター事業に乗り出す会社が出てくる。ちなみ
にジェット機はパイロット1名で操縦する時代になる
であろう。

✈宇宙観光旅行は高額であるが、事前の健康診断で
合格した旅客が、宇宙ステーションに滞在して、宇宙の情景や宇宙遊泳を楽しんだり

（ＪＡＸＡ ＨＰから引用）

するものになろう。

✈世界一周チャーターは客席を個室化した大型ジェット旅客機を使い、旅行には医師・
看護士が同行、機内に運動スペースやラウンジも完備し、地上の観光はリムジンで
ガイド付きという豪華なツアーも企画されるであろう。

✈一方で、欧米で少しずつ増えているエアタクシーも
世界の各地で活発化していくと思われる。

●日本のエアライン

✈日本では、50年後は人口が9000万人を切り、今の人口の７割しかない。50年後は今
のＪＡＬ、ＡＮＡの経営スタイルでは、需要減少下、経営が厳しくなるかもしれない。

✈人口減少のほか、新幹線網の延伸やリニアモーターカーの実現で、鉄道に旅客がシフ
トし、国内航空は長距離の主要路線（羽田―沖縄・鹿児島、関空―沖縄・札幌等）に中
型ジェット機が飛び、その他長距離のローカル路線には小型のリージョナル機が運航
するようになるかもしれない。

✈日本のエアラインはメガ・エアライン（国際線と国内主要路線の一部を運航）とロー✈日本の アラインはメガ アライン（国際線と国内主要路線の 部を運航）とロ
カル線を運航する地域航空会社・新規航空会社の体制になるかもしれない。

✈人口減少と高齢化が一層進行する日本にとって、海外との交流拡大が社会の活性化
や経済浮揚に欠かせない要件になる。メガ・エアラインの役割は極めて重要になるであ
ろう。
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空をもっと「自由」に「気軽」に

１．50年後の人口は大幅に減少

・現在の人口：1億2千8百万人弱
・2055年の推計人口：84～98百万人（国立社会保障・人口問題研究所公表データより）

２．定住人口が減少するなら移動人口を増やそう

・交流人口・二地域居住の増加による経済活性化の必要性

３. 移動人口を増やすためには

・移動のための「コスト」、「時間」、「利便性」が現在より大幅に改善される必要性あり

４. 航空の優位性と今後期待される姿

・時間の面では他の輸送手段に比べて優位性がある。

・今後は、「コスト」、「利便性」の大幅な改善により、空がもっと「自由」に「気軽」になる
ことが求められるのでは。

１．日本の国民一人あたりの航空機搭乗回数は米国に比べて1/3以下

２．コストは航空機の利用回数に影響するはず

空をもっと「自由」に「気軽」に

有効座席マイルあたりコスト

有償旅客数 人口 一人あたり搭乗回数
米国 680,682,843 295,410,000 2.304
日本 92,044,302 127,923,000 0.720

$0.000 $0.050 $0.100 $0.150 $0.200 $0.250 $0.300

アメリカン航空

デルタ航空(含NWA）

ユナイテッド航空

サウスウエスト航空

ライアンエア

ジェットブルー

エアアジア

スターフライヤー

スカイマーク

全日空

日本航空

現在の航空業界における参入障壁：

• 収益性の確保にある程度の規模を要する
• 航空機や生産体制への巨額の初期投資

• 安全性に関する高い要求
• 限定された空港スロット

規模・安全性による問題をエアラインビジネスのフランチャイズ化により解決

必要とされる路線でエアラインの運航を始めたい事業者・自治体等をフランチャイズ形式で支援。

• 運送事業者： 路便計画の策定や旅客サービス・販売に事業内容を限定
• フランチャイザー： ウエットリース等の形態により航空機の運航・保守に関するサービスを運送事

空をもっと「自由」に「気軽」に
航空運送事業への参入が容易になれば空がもっと「自由」に「気軽」になるのでは

フランチャイザ ウ ットリ ス等の形態により航空機の運航 保守に関するサ ビスを運送事
業者に提供、「空の安全」を担保する。

誰もが“気軽に自由に”利用できる航空運送を実現

調達 販売・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
/ 航空輸送

空港
オペレーション

整備フライト
オペレーション

フランチャイザー 運送事業者

誰もが「自由に気軽に」 その地域・状況・
求められるサービスに合った航空事業を営める環境

航空機の運航・整備
といった事業インフラと

企 営業 販売と 分離 分担

事業インフラ保有コストの低減～
機材の共同調達/保有/運航/整備

空をもっと「自由」に「気軽」に

大前提としての「空の安全」

企画・営業・販売との分離・分担

事業インフラを担う事業者は、厳格
な資格審査と定期的な資格更新審
査により安全性を維持し、「空の安
全」を担保する。

機材 共同調達 保有 運航 整備
する仕組みの確立

収益性確保に必要な規模を実現する
ため、事業インフラを担う事業者が一
手に機材調達その他を行い、企画・営
業・販売を営む事業者に提供する。
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大空を開放する航空交通管理へ

自動車のように、航空機を交通整理できるか？

パネリスト：伊藤 恵理

電子航法研究所 航空交通管理領域 研究員

自動車に近づく、航空機の交通整理

Landmark 736, 
Tokyo Control,

Climb and Maintain 
Flight Level 400 ASAS

航空管制官

g

… ….
……..

… ….
……..

Leaving Flight Level 360
For Flight level 400

Landmark 736

ASAS
Airborne Separation Assistance System

ASASの概念 ～もっと自由に～

フリーフライト

管制業務を機上（ユーザー）へ

航空管制官

… ….
……..

… ….
……..

長期的なビジョン
トラジェクトリ管理へ

ユーザーが参加する航空交通管理へ

ASASの応用 ～地球に優しく～

現行のアプローチ

環境に優しいアプローチ
ＣＤＡ

Continuous Descent Approach

• ステップ状に降下
• 燃料消費の増加
• 環境への負荷大

• アイドリングスラストで降下
• 燃料消費量/環境への負荷
を削減

• ＡＳＡＳの適用により、
空港の容量を維持

ASASの応用 ～想像力を大空に～ 航空輸送の将来

JPDO, “Next Generation Air Transportation System ”, 2004 より
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未来の航空輸送

「空飛ぶ自動車」は実現するか？

航空イノベーション研究会 第２回シンポジウム

Copyright (C) 2009 Mitsubishi Research Institute, Inc.

2009年3月25日

経営コンサルティング本部 奥田章順

１００年の長さで、「技術」と「交通」を考える
１８世紀 １９世紀：蒸気機関の時代

１８０２年 １８０７年

１８２０年～１８４０年

Copyright (C) 2009 Mitsubishi Research Institute, Inc.

１８０２年 １８０７年

１９世紀 ２０世紀：内燃機関の時代

１９０８年 １９０３年

１９２０年～１９４０年

１００年の長さで、「技術」と「交通」を考える

２０世紀 ２１世紀：脱化石燃料の時代；電気、超電導、バイオ燃料、水素・・・

１９９７年

２０２０年以降、新しい交通システムが登場する？
ハイブリッドカー

空飛ぶ

Copyright (C) 2009 Mitsubishi Research Institute, Inc.

１９８０年代～

ソーラープレーン

空飛ぶ
自動車

AeroEnvironment

Easyjet

「空飛ぶ自動車」は夢ではない・・・・・？

Copyright (C) 2009 Mitsubishi Research Institute, Inc.

www.aviationweek.com 

Powerhouse Production IncAero Design and Development Ltd

「空飛ぶ自動車」が創り出す未来

公共の利益

救命活動・災害救助、環境保全 ・・・

不便さの解決 時間単価千円 二千円で

Copyright (C) 2009 Mitsubishi Research Institute, Inc.

不便さの解決

速くて安い中距離移動手段 ・・・

時間単価千円、二千円で、

時速２００～４００ｋｍで

移動できる手段が欲しい

夢の実現 三次元空間の移動・・・



どこまで飛行は簡単になるか？どこまで飛行は簡単になるか？

東京大学東京大学 航空宇宙工学専攻航空宇宙工学専攻

土屋武司土屋武司

ローリング

ヨーイング

ピッチング

エルロン
（補助翼）

エレベータ
（昇降舵）

ラダー
（方向舵）

飛行機の飛行機の操縦は難しい操縦は難しい

小型航空機の安全性小型航空機の安全性

NTSB統計データ

致命的事故

0
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10

万
飛
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時
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小型機 定期旅客運航機

2007年事故率

飛行機の性能向上でカバーする必要

このまま自動車運転並みに免許取得が平易になると．．．

パイロット支援システムパイロット支援システム

Head-Up Display（HUD）

Electronic Flight Instrument System（EFIS）

Electronic Flight Bag（EFB）

(NASA Ames Research Center)

Diamond Aircraft Industries
(http://www.diamondaircraft.com/)

(JAXA提供)

現在の現在の航空機制御航空機制御

空気力

擾乱

運動
検知

運動
検知

舵面
操作

舵面
操作 空気力

風擾乱

自動制御自動制御

運動
検知

運動
検知

形状変化
流れ制御

形状変化
流れ制御

自動制御自動制御

空気流
検知

空気流
検知

未来未来のの航空機制御航空機制御

風擾乱

擾乱空気力

鳥鳥 昆虫に近づく！？
昆虫に近づく！？

空気力

故障検知技術 自己修復飛行制御システム 遠隔モニタリング

ロボット技術，人工知能技術，ＩＴ技術ロボット技術，人工知能技術，ＩＴ技術



落ちない飛行機落ちない飛行機の実現の実現

パイロット

先進的先進的
自動操縦システム自動操縦システム

協調制御
システム

無人航空機（無人航空機（PilotlessPilotless航空機）の出現航空機）の出現

Global Hawk 

2001年4月24日 米国Edwards空軍基地から
オーストラリアRAAF Base Edinburghまで

ノンストップで太平洋超え飛行を達成．

やがて民間機へ
Pilotless旅客機が出現する！？

戦場での偵察任務

UAV UAV （（Unmanned Aerial VehicleUnmanned Aerial Vehicle））

(http://www.is.northropgrumman.com/)

PilotlessPilotless旅客機旅客機はは出現出現するか？するか？

安全安全はは保証されるか？保証されるか？

自動制御システムの高度化自動制御システムの高度化

落ちない飛行機落ちない飛行機

先進的な航空管制システムの導入先進的な航空管制システムの導入
音声通信音声通信 →→ データリンクデータリンク →→ フリーフライトフリーフライト

エアラインにとってメリットはあるか？エアラインにとってメリットはあるか？

人件費削減人件費削減

社会的容認は得られるか？社会的容認は得られるか？
旅客は無人機に乗るか？旅客は無人機に乗るか？

まずは無人貨物機が航空路参入まずは無人貨物機が航空路参入

(http://www.yurikamome.co.jp/)

無人航空機が普及すると無人航空機が普及すると．．．．．．

無人でも飛ぶほど安全な飛行機を楽しみで飛ばす．
パイロット免許取得は容易に．

Light-Sport Aircraft 

Cessna 162 Skycatcher
(http://www.cessna.com/)

Europa XS
(http://www.europa-aircraft.com/)

米国運転免許証 ＋ 20時間の飛行訓練で取得可能

価格10万ドル

現在

将来

フライトシミュレータフライトシミュレータ

飛行訓練の一部をフライトシミュレータ訓練で充当可能．

無人でも飛ぶほど安全な飛行機に対しては
フライトシミュレータ訓練だけで免許取得可能に．

バーチャルリアリティ技術の進歩

現在

将来

日本ビーテーエー㈱
(http://www.fs-device.com/)

5050年後は年後は．．．．．．

安全技術の進歩安全技術の進歩
→→ 落ちない飛行機の実現．落ちない飛行機の実現．

PilotlessPilotless航空機の出現．航空機の出現．

パイロット免許取得は容易に．パイロット免許取得は容易に．
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