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基本認識            

                                 

１ 現在は盛衰の分水嶺 

  国家も、経済も、産業も 

国家学復権、国家ビジョンの構築が必要 

  産業は第三の分水嶺 

２ 急がれる成長戦略 

  金融緩和は必要だが限界も 

  脱デフレを牽引する需要を重視 

  巨大な内需の開拓が有効 

  低生産性部門の産業化、輸出産業化も 

  企業家活動に期待 

３ 構造改革の徹底 

  規制改革の推進、政治主導で推進組織設置 

市場経済の活用、市場のルールの整備を 

４ イノベーションの促進 

  イノベーションは社会的経済価値の創造 

  技術革新に限らない 

 「草の根」のイノベーションを 

  地方に新産業を多様に創造 

５ 第三の産業分水嶺 

  グローバル企業の新しい展開 

  グローバル・グレイイング、人口減少社会も 

  大量生産工業は脱先進国化 

  多岐にわたるイノベーションが必要 

  ネット化で産業・社会システムの変化 

６ 内発的地域振興の重要性 

  企業誘致、財政依存の振興に限界 

  革新企業を軸に新産業創出、創業の促進 

  医療と介護の統合による地域社会の構築 

７ 新しい産業政策の展開 

  イノベーション促進のクラスター政策 

  ヨーロッパでクラスター論の進化 

先進諸国でクラスター政策の本格的展開 

わが国では総合特区政策 

参考資料集 
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８ 多様な人材の育成が課題 

   新しい需要に対応する人材は多様 

   各分野・レベルのリーダーと専門家が不足 

   新しい専門職・高度職業人の登場 

   教育・訓練制度、能力評価制度の整備 
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提言１ 農業改革のための新近代製造業化戦略 ＜農産物国際競争力強化策 

＜骨子＞ 

日本農業は成長産業である。技術力も高く世界に誇る「農力」を持つ。しかし、少子 

高齢化の国内市場をターゲットにしているだけではそれを活かせない。マーケットを 

世界に求め、そのために大胆な政策転換と構造改革を行う必要がある。国内に 100 

ヘクタール規模の経営体を１万育成し、輸出を担う食料基地を構築することが望まし 

い。併せて、食と農の産業クラスターを形成し、基本的な条件を整えて、日本型フー 

ドバレーを展開すべきである。 

＜「新しい農業の創造を図る：食料基地構想とフードバレーの展開」＞ 

1.概論 

日本農業を成長産業として捉え、２１世紀型食料基地を構築せよ農業を巡る環境 

が大きく変化する中で、日本農業の役割を見直し、国内食料の確保だけでなく、国際 

市場を見すえて、農業を成長産業と位置づけ、積極的に農業振興を図るべきである。 

 

国際食料価格の変動で品目によっては内外価格差が縮小し、海外進出の可能性が増 

えている。また、多くの国で高品質な日本の食材への関心が高まっており、今こそ 

日本農業が世界市場に進出し、成長産業に転じる絶好のチャンスと捉えるべきである。 

 

     国内外の食料需要に応えるためには国内農業の体質強化が不可欠であるが、そのた 

めの戦略として、農地の有効活用と農業投資を重点的に行なう地域を特定し、日本の 

食料基地を形成する。大規模な農地の集積を行い高度な技術体系を導入し、低コスト 

高品質な生産システムを確立する。また、国際市場に迅速に対応するマーケティング 

機能を強化する。こうして輸出基地ともなる生産拠点を育成し、日本の食料基地を構 

築すべきである。 

     食料基地を構築するためには、大規模な農業経営を育成しなければならない。現在 

約 460万へクタールの農地の３分の１にあたる 150万ヘクタールを食料基地としてイ 

ンフラ整備や環境対策を重点化し、100ヘクタール規模の農業経営を展開する経営体 

を１万程度育成する。食料基地の発意は市町村またはその連合体が行なうが、そこで 

行なわれる農業の経営形態は自由であり、他産業からの新規参入や経営参加を促す。 

 

     食料基地は「経済特区」とし、農地法など現在の農地規制の適用除外とする。農地 

の所有・利用ともに自由な権利移動を可能とする一方で、持続的な農業を展開するた 

め一定期間（例えば 30年）は農地以外への転用を完全禁止し、転用期待による農地 

所有を排除する。また、コメなどの生産調整への参加・不参加も自由とする。さらに、 

食料基地における農地には耕作放棄の禁止など農地の適正利用義務を課す。 

 

２．食料基地に食と農のクラスターを形成せよ 
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     食料基地の構築と併せて、企業、大学、研究機関などを地理的に集中させ、相互の 

連携・競争を通じて新たな付加価値やイノベーションを創出する食と農に関する産業 

クラスターを形成することが望ましい。食と農のクラスター形成に必要な４条件を整 

備する。 

 第一の条件は要素条件、つまり有能な技術者と高度なインフラの整備である。研究機 

関を集中させ、食と農の理科学的研究および社会科学的の研究インフラを整備する。 

世界各地から学生や研究者を集め、ここから様々なベンチャー企業を誕生させる。 

    第二の条件は需要要件である。高品質な日本の農産物を求める消費者は世界中にいる。 

一方、国内の食料需要は少子高齢化と低成長により確実に減少する。日本の農産物に 

対する確実な需要の増大を期待できるのは海外の市場であり、海外の消費者のニーズ 

と品質の選好に合った商品開発が必要である。 

    第三は関連産業・支援産業である。日本には食料関連企業が多くあるが、それらが有 

機的に結合し大きな集積となっているとは言い難い。オランダの人口わずか３万人の 

街、ワーヘニンゲンはフードバレーの代表として有名であるが、そこではゲノム研究 

やバイオ研究をはじめとする食品研究企業や研究機関、食品メーカー、農業食料関連 

ＩＴ企業、物流企業、コンサルティング会社、協同組合等々がひしめき合って集積し 

ている。大企業だけでなく、多くのスタートアップ・ベンチャーも設立され、相互に 

補完しあい相乗効果をもたらしている。 

    第四の条件は企業戦略及び競争環境である。これは日本農業が最も遅れている条件で 

ある。日本では農業だけでなく食品産業もほとんどが国内市場向けであり、また原材 

料である農産物の入手手配においても、農業政策の制約と影響の下で経営を行ってき 

た。したがって、独自の自由な企業戦略は制限され、農業政策による計画経済的経営 

を余儀なくされてきた。競争条件の整備は必須である。 

    このような４つの条件を整備し、日本に食と農のクラスターを形成し、北海道をはじ 

め、いくつかの拠点に日本型フードバレーを展開することが、日本農業の長期的発展 

に寄与し、新しい日本農業の創造を図ることにつながる。 

 

  3．詳論 

   （１）日本の食料・農業をめぐる今日的課題 

    ・農業生産の停滞と農業経営の零細性 

・農業労働力の高齢化と労働力不足 

・進まない日本の農地集約と規模拡大 

・農政の課題：コメ減反、農地制度、農協問題 

・被災地東北の農業復興をどう実現するか 

・ＴＰＰ問題にどう対処するか 

・食料自給率と食料の安全保障、食の安全 

   （２）成長産業としての農業の展開 

・優れた技術で高い付加価値を実現する農業者 
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・消費者ニーズを取り込む商品開発農業者 

・地域の信頼で規模拡大を実現する経営者 

・生産者の意欲を高める新たな協業組織 

・新規就農者の独立を支援する農業経営体 

・ネットワークを駆使し利益を上げる組織経営 

・耕作放棄地を復元し、過疎地を活性化する集団 

・サイエンス・コントラクターで展開する精密農業 

   （３）農業の成長と創造を阻むもの 

・霞ヶ関一律農政： →平均値で全国をとらえ、伸びゆく人材の成長機会を奪い 

退出すべき零細農家を温存する政策を採り続けている 

・参入規制と農地制度：→農地所有を農家に限り、農外からの参入を規制するた 

め、農業投資が過小となっている 

・規模拡大を阻む農協：→組合員数の維持と手数料確保が目的の農協は、零細農 

家と高価格の維持を政府に求めざるを得ない 

・国際化対応の遅れ：→関税の削減撤廃等の国際化に対応できないため、内向き 

志向となり、日本の農産物の輸出機会が奪われている 

（４）２１世紀型食料基地の構築 

      ＜提言１＞ 

      国内外の食料需要に応えるためには国内農業の体質強化が不可欠であるが、 

そのための戦略として、農地の有効活用と農業投資を重点的に行なう地域を 

特定し、日本の食料基地を形成する。大規模な農地の集積を行い高度な技術体 

系を導入し、低コスト高品質な生産システムを確立する。また、国際市場に迅 

速に対応するマーケティング機能を強化する。やがては輸出基地ともなる日本 

の食料基地を構築すべきである。 

   （５）食料基地で 100ha経営体を１万育成 

      ＜提言２＞ 

     食料基地を構築するためには、大規模な農業経営を育成しなければならない。 

現在約 460万へクタールの農地の３分の１にあたる 150万ヘクタールを食料基 

地としてインフラ整備や環境対策を重点化し、100ヘクタール規模の農業経営を 

展開する経営体を１万程度育成する。食料基地の発意は市町村またはその連合 

体が行なうが、そこで行なわれる農業の経営形態は自由であり、他産業からの 

新規参入や経営参加を促す。 

   （６）食料基地は経済特区で実現 

      ＜提言３）＞ 

     食料基地は「経済特区」とし、農地法など現在の農地規制の適用除外とする。 

農地の所有・利用ともに自由な権利移動を可能とする一方で、持続的な農業を 

展開するため一定期間（例えば 30年）は農地以外への転用を完全禁止し、転用 

期待による農地所有を排除する。また、コメなどの生産調整への参加・不参加 
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も自由とする。さらに、食料基地における農地には耕作放棄の禁止など農地の 

     の適正利用義務を課す。 

 

 
    （７）新しい農業の創造－食と農のクラスターの形成－ 

・産業クラスターは、企業、大学、研究機関などが地理的に集積し、相互の 

連携・競争を通じて新たな付加価値やイノベーションを創出する基盤。 

・地域にある素材・人材を活かし、地域に根ざした研究機関や企業と連携す 

ることによる内発的経済発展への取り組みが重要 。 

・食料基地のいくつかに、産業や企業を超え、成長センターとなる食と農の 

クラスターを形成し、地域活性化・発展の基盤とする。 

・食と農は生産から消費までのサプライチェーン、バリューチェーンが多様 

で、様々な展開が期待できる。 

    （８）食と農のクラスター成功の条件 

      １）要素条件：熟練労働者や社会資本等の生産要素が揃っているか、インフ 

ラが整っているか、地域で作り出し育成した専門性の高い資源が利用可 

能か 

２）需要条件：製品・サービスの市場規模と「質」に対する需要が十分ある 

か、買い手の性質や価値観、嗜好の情報の収集と分析が重要  

３）関連産業・支援産業：当該産業に製品・サービスを提供する関連産業や、 

その産業を支援して製品販売を担う産業に競争力があるか 

４）企業戦略及び競争環境：企業の設立・組織・管理などを支配する国内の 

経営条件と、国内に切磋琢磨して競争するライバル企業があるか  

    （９）日本でのフードバレーの展開 

      １）要素条件：大学、研究機関の有効活用と再編、海外からも人材を集め、 

ビジネスに取り込みベンチャー企業を創設、それらをスピンオフ的に発 
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生させてイノベーションの創造を持続的なものにする 

２）需要条件：日本の食品に対する高い評価をさらに分析し、海外市場での 

ニーズとその変化をフォローし、新たな商品開発を行う 

３）関連産業・支援産業：食品関連産業の有機的再編と新たな結合、研究機 

関、インキュベーター、金融機関の集積（例：オランダ・ワーヘニンゲ 

ンのフードバレー） 

４）企業戦略及び競争環境：日本では最も遅れており、国際市場で戦うため 

には、食品産業もこれまで棲み分け的に展開してきた環境を変える必要があ 

る 

    （１０）日本農業の新たな創造のために 

・霞ヶ関平均値農政に依存しない農業の確立 

        ☆地域の取組みをプロモートすべき地域農政 

・大型特区で自由な農業と異業種とのコラボ 

        ☆農地を有効利用するなら規制適用除外 

・日本農業の３分割：日本型農業の展開 

        ☆食料基地農業、オランダ型農業、サービス農業 

・農業と地域活性化のためのリーダーの育成 

        ☆異業種への派遣、海外で商社活動を学習 

・輸出志向で、海外の市場を開拓 

          ☆コメはマーケットを世界に求め輸出産業へ  
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提言 2. 東日本大震災の復興を目指した新しい水産業の創造 

        ＜最先端技術を駆使した水産業の創生＞ 

  ＜骨子＞ 

１． 被災地自治体が政府機関、水産会社、科学機関・海外専門家を加え地域の 

意見を取り入れた総合的ビジョンを策定。 

 

２． 悪化資源の回復のため、科学的根拠に基づき TAC(総漁獲可能量)を定め、さ 

らに個別の漁業者に漁獲量を割り当てる（ＩＱ（個別漁獲割当））。漸次ＩＴ 

Ｑ（譲渡可能なＩＱ）を導入。 

 

３． 漁業権の許可の優先順位を撤廃し民間企業、個人などの養殖業への参入、近代化と組

織化を促進。漁業協同組合経営の透明を確保するため公認会計士監査を実施。 

４． 独立した研究・検査体制を早急に確立し、放射性物質の内部被曝や生物濃縮の機構解

明を急ぐ。湾口堤防などの海洋生態系への影響の徹底した事前評価を実施。 

 

＜わが国水産業を新生・創造する提言＞ 

１． 被災地自治体が政府機関、水産会社、科学機関・海外専門家を加え地域の 

意見を取り入れた総合的ヴィジョンを策定。 

     被災地は今後日本の水産業の先進地域として新生し、世界の先端をゆく水 

産加工業に伍して、かつ凌いで、先端産業として新生したうえで、競争を 

勝ち残ることが重要である。世界は先端技術、衛生管理と高品質製品を各 

国の市場に合わせて生産しており、日本もこれらと渡り合うべきである。 

 

２． 悪化資源の回復のため、科学的根拠に基づき TAC(総漁獲可能量)を定め、さ 

らに個別の漁業者に漁獲量を割り当てる（ＩＱ（個別漁獲割当））。漸次 

ＩＴＱ（譲渡可能なＩＱ）を導入。 

世界の主要水産国は乱獲の時代を１９７０年から８０年代に経験した。彼ら 

は、順次 TACから、漁業者に所有の意識を持たせる IQ・ITQに深化した。ITQ 

は（１）資源の回復に効果を有する。とりわけ、我が国の場合、個別の漁獲 

割り当てがなく、取締りの対象とする漁業者が明確でない。IQが設定されれ 

ば、モニターも取締りも個人の漁業者の対象とする。乱獲防止に非常に有効。 

資源の回復効果が外国より大きい。（２）経費の節約、投資の節約と合理化が 

行われる。IQが定まり、先を争って漁獲の必要も、漁場に急ぐ必要もなく、 

寄港を急ぐに必要もない。 

荒天時には出漁の必要がない。IQが明確であり漁船数を削減し、投資の合理 

化を図ることができる。（３）魚価の上昇が実現する。魚価が良いときに出漁 

する。悪いときには休漁する。 
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また、夏の禁漁シーズンは観光シーズンでもあり、この期間に出漁し、魚価 

のアップが実現する。これは年間の IQが漁業者ごとに定まっているからであ 

る。新潟県では、２２年に甘海老（ホッコク赤エビ）を対象とした IQの導入 

を検討した。その結果、IQのモデル事業が２３年９月から佐渡の赤泊地区で 

実施されている。このモデル事業のレビューや ITQへの移行の可能性を検討 

する新委員会（小松正之委員長）が２４年の８月から開催されている。 

 

３． 漁業権の許可の優先順位を撤廃し民間企業、個人などの養殖業への参入、近代化と組

織化を促進。漁業協同組合経営の透明を確保するため公認会計士監査を実施。 

      漁業権は戦後６０年を経過し漁協にいまだ占有された状態であるが、漁業の 

衰退と後継者不足が続き、新規参入を促進する方策として、漁業権の開放が 

必要である。養殖の漁業権はむしろ、会社経営になじむものであり、販売、 

種苗、投資と養殖戦略など総合的に経営方針を策定し、地域経済と雇用の安 

定に貢献すべきもの。その意味で、宮城県の水産特区はスピードと内容の双 

方に欠ける。すなわち、旧態の漁業生産組合や投資の過半が資本力も販売力 

もない漁業者によって占められることを漁業権を与える条件としているが、 

これは非現実的である。いびつな会社を作りかねない。 

 

４． 独立した研究・検査体制を早急に確立し、放射性物質の内部被曝や生物濃縮の機構解

明を急ぐ。 

      特に福島県沖の海域は政府が大規模かつ総合的に海洋生態系、海流、海の躍 

層、生物的な蓄積メカニスムと行動などを調査研究すべきもので、福島県の 

相馬漁協が単独で、操業可能性を調査すべきものではない。汚染の度合いも 

十分その原因と機構をモニターし解明すべきである。相馬漁協の調査は総合 

調査に組み入れるべきもの。 

湾口防破堤などの海洋生態系への影響の徹底した事前評価を実施湾口防波 

堤は大規模な環境と生態系の破壊につながる。また、景観の破壊と居住環境 

も圧迫感などで悪化することが予見される。また、旧湾口防波堤は津波によ 

り瞬時に破壊されたが、その効果につき具体的かつ詳細に検証すべきであり、 

その結果を住民に公開すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

提言 3. 新しい地域福祉・医療関連ビジネスの創造 

  ＜成長が期待される医療・地域福祉関連ビジネスの展望提言＞ 

     （超高齢社会の現状と課題） 

我が国の現状は、非常に厳しい。少子高齢会による超高齢社会への移行 

  が進み、これから長期間に渡って後期高齢者の数が増大する。又、団塊の 

  世代の高齢化に伴い、医療依存度の高い方が増え、多死時代へと突入する。 

 

医療保険、介護保険の財源は既に厳しく、世界的な傾向として保険の切 

  り下げが行われようとしており、入院日数の短縮やベッド数そのものの減 

  少など既存の医療介護システムでは、医療難民、介護難民、看取り難民が 

  大量に出てくる事が予想される。早急な新システムの構築なくしては解決 

  しえない問題が山積している。 

ここで一歩踏みとどまって我々自身の価値観を振りかえってみることが重 

要な気がする。 

 

医療度の高い方が増えると言うことは、人の助けがないと生活できない 

  方が増えると言うことでもある。ならば、これまでの大量生産大量消費の 

  価値観ではなく、地域密着の顔の見える社会というコンセプトが求められ 

  る気がしてならない。少子高齢化人口減少社会においては大量生産大量消 

  費は、景気の波に大きく左右され、ギャンブルに等しい。医療介護は、人 

  が人生の最後をおくるにふさわしいサービスを受けられる場であってほし 

  いと思う。ならばポリシーのあるケアを限られた人にサービスし決められ 

  た収入を得、家族にも頻繁に施設に来てもらう地域密着型のケアの場が理 

  想であり必要だと感じる。 

その為には、チェーンストア的な発想ではなく医療看護と言うサービス 

  を士業がカバーし介護は、地元の介護士が施設長としてケアの質や方法論 

  にまで深くかかわり、そこで蓄積したデータを大学が分析しテキストに落 

  とし込み、資格を整備しより質の高いケアミックモデルを構築し、我が国 

  で唯一マーケットが急拡大するこの分野に落とし込むことが求められる。 

 

成功のためには、医療法人、大学、株式会社の連携、 ファイナンスと 

  ケアマネージメントが欠かせないテーマになる。逆にこれが出来れば世界 

  中どこでも後期高齢者が増える地域であれば通用するモデルが出来ると確 

  信する。 
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提言４．新クラスター制度活用による中小企業並びに地域産業の活性化戦略 

 ＜グローバルを意識した産学官連携コンソーシアムによる中小企業・地域産業の活性化＞ 

   

＜骨子＞ 

中小企業が元気にならなければ、わが国経済の活性化も期待できない。2001年から 

展開された産業クラスター政策も、中小企業の活性化を通して国の競争力向上を目 

指すものであり、その方向性自体には大きな問題はなかった。しかし、今後は、企 

業と企業を結びつける触媒役を務める市民企業家の役割の再評価と支援体制、国際 

社会とネットワークを有する人の巻き込み、そして地域社会における起業家風土の 

形成により重点を置いた取り組みが求められる。 

 

＜中小企業を支える新クラスター制度への提言＞ 

わが国経済に占める中小企業の割合は、企業数では 99%を超え、雇用者数でも 

7割を占める。中小企業が元気にならなければ、わが国経済の活性化も期待できな 

い。2001年から展開された産業クラスター政策も、中小企業の活性化を通して国の 

競争力向上を目指すものであり、その方向性自体には大きな問題はなかったと考える。 

 

一般に、中小企業のポテンシャルを生かすことができない最も大きな原因の 1つ 

は、自社技術の水準などではなく、「（自社技術の）新しい用途を見出していくこと」、 

つまり「ユース・ラディカルなイノベーション」が引き起こせないことであるi。そ 

のユースラディカルなイノベーションは、（自分とは少し）異質な人や機関との出会 

いによる新結合によって生まれることから、中小企業は、常に異質な人や企業との 

出会いを求め続ければ良いのであるが、現実にはそうはいかない。情報の探索コス 

トにも規模の経済が働くからであり、何よりも中小企業の経営者は忙しい。それを 

補うために、政府が出会いの場を設けることについては異論が出たりすることはな 

いだろう。 

 

私たちの身の回りには、出会いによって生まれた新製品は数多く存在する。例え 

ば、印章メーカーの社長と筆記用具メーカーの人が、ある会議で偶然隣り合わせに 

なって誕生した印章付き筆記用具のような製品である。そのような偶然的な出会い 

の場を、「点（企業）と点（企業）」レベルではなく、「面（業界・産業）と面（業界・ 

産業）」レベルで、計画的に創り、そこから新事業の誕生を促すという政策には賛成 

である。しかし、現状のままでは不十分であり、ここでは、従来の政策を評価しつ 

つ、つなげる範囲とつなげ方の二つに問題を絞って、新しいクラスター制度につい 

ての考えを述べたい。 

 

キーワードは、市民企業家（インフルエンサー、地域リーダー）ii、リワイヤリン 
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グiii（国際化による異質な考えや需要との出会い）、起業家風土の形成（新参者に 

よる新しい試みに対する理解）の３つである。 

第１は、市民企業家の重要性を認め、彼らや彼女たちの育成や活動を支援するこ 

とである。市民企業家とは、企業経営者ではないが、地域のネットワークの形成や 

維持、そして発展を裏方で支える人たちであり、しかも革新的な考え方や方法でコ 

トを進められる人たちのことである。例えば、福島県南相馬市の「ゆめサポート南 

相馬」や岩手県花巻市の「花巻起業化支援センター」などの地域経済活性化の中間 

組織が機能している理由を地元の人に尋ねれば、南相馬市では市橋順雄氏、花巻市 

では佐藤利雄・佐藤亮の両佐藤氏の名前がすぐ出てくる。しかし、3名とも企業経営 

者ではない。 

地域経済の活動単位は中小企業であるにしても、中小企業同士は簡単には結びつか 

ない。結びつけるには、①御用聞きのように企業や団体を回って、「何ができるのか」 

「何を求めているのか」のニーズだけではなくウォンツ（潜在的なニーズ）を聞き 

出すこと、②お互いに出会えることができる場やプログラムの設計（公式＆非公式）、 

③場やプログラムの運営と維持の３つが求められ、今は、そのような活動の多くは 

市民企業家の手弁当に依存している。このままでは、市民企業家の努力が結実する 

前に、力尽きてしまうだろう。 

第 2は、国際化を通したリワイヤリングである。通常のネットワークでは、自分 

から距離のある人とはつながらない。しかし、自分と距離のある人が自分のネット 

ワークに参加することによって、遠くのネットワークに参加することが可能になる。 

そのためには、海外でネットワークを持った人を日本の地域に呼び込むことが必要 

である。その時に重要なことは、市民企業家と海外でネットワークを有する人のコ 

ラボレーションである。優れた市民企業家のいる地域に、リワイヤリングできる海 

外の人材を連れてくることで、産業クラスター政策の効果は倍増する。 

第３は、新しい試みを受け入れることができる起業家風土の形成である。起業 

家風土とは、新しい試みに対する受入態勢のことではなく、「新しい組織や人」に 

よる「新しい試み」に対する受入態勢の問題である。これからのクラスターは、 

既存企業を中心としながらも、海外の人材や新しい企業を巻き込んだものになら 

なくてはいけない。根が深い問題であるものの、「起業家無縁」コミュニティが多 

数派を占める日本社会の変革は、クラスター構想を実現するためには、避けては 

通れない課題の 1つと言えるだろう 
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提言５．日本の航空機産業を世界の航空機産業に成長・発展させる 

     ＜国家プロジェクトとして総合先端技術を駆使しエンジン・ 

    機体材料・航空システム等主要部品の開発・事業化推進＞ 

 

航空機産業－今、最も政策が必要とされる成長産業 

 

航空システム産業（航空機製造業、部品素材産業、航空運航業）は高度で複雑な技術の集積した総合シ

ステムであり、国および国民の国際活動の基幹輸送ツールである。 

1. 現状課題 

基 本 航空産業は国の役割が大きく、その政策と活動は産業の国際競争力の一端を担う。しかし、

研究から利用に至るまでの一貫した基本政策・方針がない。即ち、どの先進国にもある

基本理念に基づく航空産業の国としての位置づけが定まっていない。また産業上不可分

の防衛と民間つなぐ仕組みがない。 

国際動向 今後２０年で国際国空輸送は 3倍、特にアジア圏は 4倍近くに成長。中国、ロシアが参入。

中小型機、ビジネス機、部品市場も活況の予測。また、3倍の空の混雑に対応する新しい

航空機・管制技術体系の出現も予測できる。 

産業現状 我が国は世界の航空機製造業の僅か 2.5％のシェアに留まる。完成民間航空機の開発・販

売は産業力にとって極めて重要。技術基盤、マーケットアクセス（データ）、市場からの

信頼度評価、販売・アフターマーケット経験などが不足、あるいは未成熟。産業クラスタ

ー/サプライチェーン構築不足。 

基盤課題 JAXA など公的試験研究機関の予算人員不足、大型試験設備能力不足（風洞、エンジン試

験設備、飛行試験設備など、海外依存）。国交省による航空機型式認証の経験と人材不足。

基盤力の源泉たる技術基準不足。人材育成不足。生涯教育機関・法制なし。 

2. 主要な政策課題と提案  

(1) 基本政策と中央組織 

① 産業振興の基本理念の確立と政策化。 

② 政策策定と実施の中央政府組織（委員会）の設置（上流から下流までの一環政策の確立。我が国

の徹底した国際化） 

(2) 試験研究機関、技術基盤の強化 

JAXA航空の強化、防衛省研、電子航法研などの連携・強化、大型設備整備と経済活用。 

研究開発の国家プロジェクトの推進、技術標準化のプロジェクト。 

(3) 府省(文科、経産、国交、防衛)の縦割り排除、特に航空機開発と運航の国交省の強化 

(4) 人材育成の強化、制度化＝大学と産業の交流、生涯教育制度確立、国際交流。 

(5) 政策グループの設置提案＝極めて専門的な仕組みをハンドリングし政策化。外交。 
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３．民間の航空機開発プロジェクト 

（１）小型旅客機（ＭＲＪ）２００８年から 

（２）小型水上機の開発 ２００４年から 

（３）超音速機（超音速ビジネスジェット）の開発検討 

 

提言の説明 

１．基本政策と航空の中央行政組織 

 

バラバラで縦割りの行政組織では、時間のかかる研究や大型設備整備（文科省）から、航空機開発（経

産省）、航空機認証（国交省）、販売（経産省）から運航（国交省）、また、防衛に関わる事項に至るまで

を、国際的な競争の中で育成することは不可能。長期計画から、時々刻々に求められる国際対応まで、

的確な施策・活動が行える、一本筋の通った施策が不可欠。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．広がる国際輸送と産業の課題 

 

今後２０年、世界で３倍、アジアで 4倍に拡大する航空輸送は、世界の産業地図を変える可能性がある。

現在の米国、欧州、ブラジル、カナダに加え、中国、ロシア、インド、その他の諸国が名乗りを上げる。

我が国は産業技術として高いレベルにあるが、的確な政策がなければ、一企業の努力だけでこの環境を

享受することは出来ない。 

 また、グローバルな地球レベルの航空管制を実現するために、航空機機材の技術にも革新がもたらさ

れる必要があり、欧米は着々と準備。（NextGenと SESAR） 

 今後出現の予想される超音速機の機体ならびに運航技術基準についても、先行した開発国が支配する

ことになる。（現航空機に比べて 1.5倍程度の高高度運航、騒音基準など） 

我が国の航空システム分野と行政機関
ー 航空に関する基本政策と必要な中央司令塔組織 －

内閣

宇宙開発戦略本部(宇宙基本法)

総合科学技術会議(科学技術基本法)

航空総合政策協議会(仮名)
→航空事業戦略本部(仮名)

航空基本政策

科学技術政策「航空法」
航空機型式証明
航空保安・空港

防衛システム整備
(ﾃﾞｭｱﾙﾕｰｽ技術)

大学等

航空機・エンジン産業航空輸送・
空港・インフラ

文科省国交省 経産省 防衛省

科学技術・学術審産構審国交審 交通安全委

JAXA航空・基盤

国際共同開発
JADC(航空機)
JAEC(エンジン)

NEDO

「航空機製造法」
産業振興政策

電子航法研 航装研

技術研究本部

通信・ソ
フト産業

部品素材産業・中小企業

環境省、外務省など

11
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 航空技術者・研究者、航空機プロジェクトマネジャーには、技術の発展、段階に応じた新知識と経験

の必要性から、継続的な生涯教育が必須であるが、我が国にその制度も実態もない。 

 

３．航空機産業の技術波及効果 

航空機産業の技術波及効果は、自動車産業の３倍と見積もられており、自動車産業自体の技術波及効

果は全製造業平均の２倍と言われることから、航空機産業の全製造業に対する技術波及効果は６倍程度

と極めて大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

提言６   官民によるイノベーションファンド等の構築  

           

１）日本のイノベーション資金の課題 

 日本は、技術で勝って商売で負けるというサイクルに陥っている。この状況を２００５年度ものつく

り白書では以下の事例で示している。 

 

すなわち、川上産業は国際競争力があるが、川下産業では国際競争力が落ちるという現象である。 

是を、イノベーション実現度として比較すれば、明確であり、下図のように非常に低い効果に留まって

いる。 

 

              （文部省科学技術政策研究所 ２０１０） 

一方、イノベーションの入り口、すなわち研究開発費を比較すれば、下記のごとく上位にある。 
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             （総務省統計 平成２１年度） 

結論として、我が国は、イノベーションのための入り口（研究開発費金）では大きいが、出口において

劣っている。すなわち、研究開発費の無駄使いが大きく、これがわが国のイノベーション資金の使い方

における最大の課題である。 

 

２）イノベーション資金の運用 

  以上見たように、我が国のイノベーション資金の活用プロセスを抜本的に改めない限り、資金投入

効果は改善されない。そのための方策は 

 ①資金提供対象のプロジェクトの評価・選定プロセスを強化する。 

  従来の助成金や国の資金提供組織などの評価選定方法は、臨時に招集する有識者集団（行政やその

下部組織からの助成金はすべてこの方式）、固定的な内部選考委員（産業革新機構など政府系民間資金

提供組織）などの評価に依存するものであり、評価のための資金や時間が限られるため、難しい事案

や深いレベルの評価をすることが出来ていなかった。また評価結果も、関係者が今後の為に利用でき

る形で纏められるような内容のある形で纏められず、詳しい評価内容は関係者に開示されることもな

かった。行政の資金は予算の単年度主義による影響で、募集から選定・結果報告まできわめて時間が

無く、年度を超える長期に亘るプロジェクトがほとんど扱えないことも大きな問題である。 

 ②資金提供後の支援を強化する 

  従来は、資金を提供した後のフォロー支援が強力でない。例えば、人的支援は行政に登録したコー

ディネータの一時的な助言や期間限定の助言のための派遣であり、責任を持ってイノベーションの推

進を実行する人材の支援はなかった。資金提供者が責任を持 

  って支援するには、提供者が、適任者を雇用し、支援先にプロジェクトの立ち上げまで無償で派遣

する等の強力かつ有効な支援が必要である。 

 ③資金提供プロセスに民間を参加させる。 

 以上述べた強化策には、資金提供組織は民間とし、その資金の選定プロセス、提供後の支援プロセス

などは民間によって運営しなければならないことを物語っている。潜在リスクの大きいイノベーショ

ン等を効果的に実現するには、民間の活力の利用が必須である。 
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３）イノベーション資金 

  民間プロセスを取り込んだノベーション資金とするためには、資金は行政と民間の合同で設立し、

その総合的な管理とチェックは政府が行うものの、運営は中立的な民間で実施する形が望ましい。ま

た民間に休眠する資金のファンドや支援先プロジェクトへの提供を促進するために、政府による一定

の元本・利子・配当等の保証、相続税など税制優遇策の導入、ファンド導入の中小企業には、長期に

融資できるように特例処置を講じることも必要である。 

 

 

 

 

                                                   
 

 

 

   

 

 


