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１ 調査概要 

 

（１）調査目的 

 

 中部経済産業局では、平成１７年９月に「中部知的財産戦略本部」を設置し、

同本部が策定した「中部知的財産戦略推進計画（第１期及び第２期）」に基づき

知的財産関連の施策を実施してきた。 

 平成２５年３月には、新たな推進計画として、第３期推進計画を策定し、第

３期推進計画では、「①中部地域の中小企業等における知的財産経営の導入・定

着の促進」、「②中部地域の中小企業等のグローバル展開における知的財産の活

用の促進」、「③中部地域の中小企業等における知的財産を活用したデザイン・

ブランド化の促進」、「④知的財産の重要性の理解向上」及び「⑤中部地域で活

躍する知的財産支援人材等の育成」の５つを今後対応が求められる課題とし、

当該課題を解決するための支援を実施することとしている。 

近年、中部地域の航空機産業では、「アジアＮｏ．１航空宇宙産業クラスタ

ー」を目指し、行政や支援機関等が国内中小企業等の海外販路開拓支援に取り

組んでおり、海外とのビジネスチャンス拡大を図るため、パリ、ファンボロー

エアショーや昨年開催されたエアロマート名古屋２０１４等、国際ビジネスの

展示・商談の場へ積極的に参加する中小企業が増加している。 

しかしながら、こうしたビジネスチャンスを活かし、海外企業と直接取引契

約に至るには、技術的側面の課題はもちろん、海外企業との商談や交渉といっ

た課題も乗り越えなければならない。 

 そこで、本事業は、第３期推進計画「②中部地域の中小企業等のグローバル

展開における知的財産の活用の促進」の取組として、航空機産業での海外販路

開拓を考える中小企業等に対する今後の情報提供及び施策の基礎材料とするた

め、海外ビジネスに取り組む企業等にヒアリング調査を実施し、航空機産業に

おける知的財産及び契約に関する実態、海外企業との商談・交渉・契約過程で

の課題・ニーズ等を明らかにすることを目的とした。 

 

（２）調査時期 

 

 平成２６年１０月―平成２７年２月 
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（３）調査方法と内容 

 

図１ JETRO資料をもとに経済産業省中部経済産業局作成 

（参考）JETROホームページ 

http://www.jetro.go.jp/support_services/export/ 

 

 航空機産業における海外販路開拓にあたり、上記のステップを想定し、海外

販路開拓に取り組んでいると推察される企業を抽出した。調査対象の航空機産

業関連の中小企業は、局資料及びインターネット、新聞記事等の公開情報を活

用し、海外航空機産業関連企業と商談や取引経験があると推定される企業と海

外エアショーに出展した経験がある企業計５６社を選定。地域、事業内容等を

考慮しながら、この５６社の絞り込みを行い、最終的に２１社に対して、ヒア

リング調査を実施した。 

 また、海外航空機産業関連企業との取引実績・経験が豊富であり、中小企業

の海外販路開拓支援を手がけている商社、コンサルタントからも実態を補足的

に聞くため、商社４社、コンサルタント１者に対し、中小企業とは異なる立場

からの視点で聞き取り調査を実施した。 

 

中小企業に対しては主に以下の点について調査した。 

・航空機産業関連事業の内容 

・知的財産に関する取組 

・航空機産業関連事業における海外販路開拓 

①海外販路開拓を始めたきっかけ 

②海外販路開拓活動の内容 

③海外にＰＲしている強み 

④海外航空機産業関連企業との取引状況・実績 
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⑤海外航空機産業関連企業から求められること及び商談を進める上での 

課題 

⑥海外販路開拓を進める上での社内体制整備 

⑦海外販路開拓における今後の展望 

⑧行政に望む支援策、意見等 

 

商社、コンサルタントからは主に以下の点について聞き取った。 

 

 ・航空機産業関連の中小企業への支援実績・内容 

 ・海外航空機産業関連企業との契約について 

 ・中小企業に足りないこと、必要なこと等 

 

（４）ヒアリング対象 

 

 航空機産業において、海外販路開拓に取り組んでいると推察される中小企業

２１社（※）と航空機産業関連事業を手がける商社４社、コンサルタント１者

を調査対象とした 

  

※中部圏１０社（愛知県７社、岐阜県２社、石川県１社） 

  関東圏 ９社（東京都２社、神奈川県１社、埼玉県１社、栃木県２社、 

長野県１社、静岡県２社） 

  関西圏 ２社（京都府１社、滋賀県１社） 
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２ 調査結果 

 

（１）航空機産業関連事業の内容 

 

 航空機の部品構成を「機体」「エンジン」「装備品」の３分野に大別。調査し

た２１社について、各社がメインで手がけている分野は以下の通りとなった。 

 

航空機産業関連事業の内容 

（メインで手がけている分野） 

企業数 

（社） （％） 

機体分野 13 61.9 

エンジン分野 6 28.6 

装備品分野 2 9.5 

合     計 21 100.0 

 

 なお、機体部品、エンジン部品が完成するまで主に「設計」、「材料仕入れ」、

「治工具製作」、「機械加工」、「表面処理」、「塗装」、「組立」、「検査」などの工

程・作業が必要となる。これらを１社（あるいは外部企業との協業）で、いわ

ゆる「一貫生産」を行えるとした中小企業は本調査対象で数社存在したものの、

現状、国内で一貫生産を行っている企業は珍しく、ほとんどが単一の工程を担

っているとされている。調査した企業のうち、機体部品及びエンジン部品に携

わっている１９社が主に担当している工程・作業を大別すると以下の結果とな

った。 

 

航空機産業関連事業の内容 

（主に担当している工程・作業） 

企業数 

（社） （％） 

治工具製作 1 5.3 

機械加工 12 63.1 

表面処理 3 15.8 

組立 3 15.8 

合     計 19 100.0 

 

また、航空機部品は航空機の新造時だけでなく、保守・整備のための、いわ

ゆるＭＲＯ（メンテナンス、リペア、オーバーホール）分野でも必要となる。

本調査において、ＭＲＯ分野を手がけている企業は３社存在した。 
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（２）知的財産に関する取組 

 

 知的財産の取組について、「①担当者（部署）の有無」、「②知的財産の活用（特

許の出願・取得）の有無」、「③営業秘密管理の実施の有無」について聞いたと

ころ、その結果は以下の通りとなった。 

 

担当者（部署）の有無 
企業数 

（社） （％） 

有 2 9.5 

有（兼任） 9 42.9 

有（外部の専門家） 3 14.3 

無（設置を検討中） 2 9.5 

無 5 23.8 

合     計 21 100.0 

 

知的財産の活用 

（特許出願・取得） 

企業数 

（社） （％） 

有 5 23.8 

無 16 76.2 

合     計 21 100.0 

 

営業秘密管理の実施 
企業数 

（社） （％） 

有 20 95.2 

無 1 4.8 

合     計 21 100.0 

 

 ヒアリングの結果、自社製品や取引先との共同開発した技術や工程がある場

合に、特許申請・取得（共同開発の場合は共同申請）している企業は数件あっ

たが、大部分が受注側の知的財産の権利取得には必要性を感じておらず、特許

の出願・取得、商標登録は少なかった。これまでは大手重工各社などの特定の

顧客からの作業指示書に基づく工程作業であるため、ほとんどの企業が具体的

な取組は行っていなかった。「多くの加工ノウハウを持っているが、特許を取得

すると、そのノウハウがさらされることになる」（機体部品メーカー）という考

えもある。また、進出先の事前調査など行っていないなど、意識がなかったり

薄かったりすることが分かった。一方で、「ある海外企業から社名を買いたいと
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いうメールが届き、調べたところ、当該国で社名の類似で訴えられていた」（エ

ンジン部品メーカー）、「海外他社へのプレゼン時に紙ベースで技術ノウハウを

説明したところ、そのまま盗用されてしまった」（機械加工メーカー）といった

苦い経験をしている企業もあった。以降、複数の国で商標登録を行う、または、

ノウハウのコア部分は口外しないといった対策をとるようになっている。 

知的財産は今や「人、モノ、金」と並ぶ経営資源で、いかに活用するか＝自

社を守るかが重要であり、今後、海外販路開拓を目指すのであれば、必ず取り

組まなければならない課題である。海外展開に伴い、技術を含めた情報流出の

リスクは高まり、無防備であると、技術を吸い取られ、撤退にもつながりかね

ないためである。流出は結果であり、原因がある。そこで、流出防止に特に必

要な「営業秘密管理」について、以下にまとめた。 

 

営業秘密管理 

  

「営業秘密」とは、不正競争防止法に定められた「秘密管理性」「有用性」「非

公知性」の３つの要件を全て満たしている情報。侵害行為に対しては差止や損

賠賠償等の請求ができ、侵害者に対しては罰則が科せられる場合もある。 

「秘密管理性」は秘密として管理されていること、従業員や外部者等が管理

状況を見た際、秘密として管理していると認識できる状態にあることであり、

これまでの裁判例からは①情報にアクセスできる者を制限していること②情報

にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること―が必要とされてい

る。「有用性」は事業活動に有用なもので、設計図、製法、製造ノウハウ、顧客

名簿などがあたる。そして「非公知性」とは公然と知られていないこと、情報

の保有者の管理下以外では一般に入手できないことを指す。 

 営業秘密として管理する情報は、「流出した場合の影響の評価基準を設け、評

価結果に応じて区分」するなどし、「開示可能、流出覚悟、門外不出などの層別

化」を行って、自社内で秘密管理規定を作り、体制を整備して管理することが

必要である。また、従業員や取引先等に対して、秘密であることを就業規則、

ＮＤＡ（秘密保持契約）等で指定し、周知することが重要となる。 

 営業秘密として情報を管理することは、自社の「強み」の把握につながり、

これを最大限に活かせば、営業力・競争力強化にも役立てられる。 

 契約書締結の際にも、情報流出について留意しなければならない。例えば、

ＮＤＡ。その中に和訳すると「秘密情報の開示は書面により、『秘密』である旨

明記する」という文がある。これは秘密である旨明記された書面の情報以外は

秘密保持されないということであり、口頭で開示した情報や工場見学時に見せ

た情報も秘密保持されると思い込み、誤認していると情報流出し、痛手を負う。
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また、基本売買契約書において「Ａ社（日本企業）は契約製品についてＢ社（海

外企業）が必要とみなす技術情報をＢ社に提供する」という文が記載されたケ

ースがある。これを見落とすと、簡単に技術情報が流出してしまう。 

問題や大きなリスクを負うことになるため、契約書締結の際は、内容をしっ

かりと読み、理解し、また簡単に締結しないことが求められる。 

 

 

（３）航空機産業関連事業における海外販路開拓 

 

 各社の状況は異なるが、海外に目を向けた背景には、今後の航空機需要の拡

大に加え、日本と世界の市場規模の違いにある。日本航空宇宙工業会によると、

平成２５年度の日本の航空機生産額（機体、エンジン、その他の合計、速報値）

は前年度比約２１・５％増の１兆４１８４億円と過去最高を記録し、活況を呈

しているものの、以前として日本の市場規模は自動車や電機に比べて小さい。

また、世界におけるシェアは低く、首位の米国の約１０分の１にとどまってい

る。こうしたことから、調査した各社は米国やフランスなど市場規模が大きい

国の航空機産業関連企業との直接取引を狙っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：航空宇宙産業データベース（Ｈ２６年７月 日本航空宇宙工業会） 
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① 海外販路開拓活動の内容 

 大半の企業が中部経済産業局など行政機関の支援を受けながら、フランス「パ

リエアショー」（西暦の奇数年開催）、イギリス「ファンボローエアショー」（西

暦の偶数年開催）など海外の展示会、平成２６年９月に愛知県名古屋市で開催

された「エアロマート名古屋２０１４」、同年１２月にフランス・トゥールーズ

で開かれた「エアロマート・トゥールーズ２０１４」などの商談会に出展、参

加。そこで、まずは自社をＰＲし、海外航空機産業関連企業との接触を図って

いる。また、展示会・商談会のほか、既存の海外拠点の活用や現地法人・事務

所の設立もしくは、航空関連企業ＯＢのネットワークを活用することにより、

海外航空機産業関連企業へのアプローチを行っている企業もあった。 

各社とも主な対象としているのは、米ボーイング、欧エアバスの２大航空機

メーカー及びそのＴｉｅｒ１（一次下請け）、Ｔｉｅｒ２（二次下請け）の部品

メーカー。市場の大きい米国、フランス等をターゲットとしている。 

 

②海外にＰＲしている強み 

 各社が強みとしてＰＲしている点で２１社中８社が、部品の「一貫生産」が

できることを挙げ、最も多かった。材料仕入れから出荷までを自社単独、ある

いは外部企業との協業で行える点をＰＲしている。ただ、これは「（競合する）

海外企業では当たり前のこと」（機体部品メーカー）であり、強みとならず、ス

タートラインに立てる条件でしかないという見方もあった。 

 このほか、強みとしては「国内での大手重工各社との取引実績」「５軸マシニ

ングセンターをはじめとした豊富な設備」「難削材を高精度に加工できる」「海

外企業に比べて３分の１の期間で納品できる」「採用が増えている炭素繊維強化

プラスチック（ＣＦＲＰ）を手がけられる」などが挙げられた。 

 海外航空機産業関連企業と取引をする上では、Ｑｕａｌｉｔｙ（品質）、Ｃо

ｓｔ（価格）、Ｄｅｌｉｖｅｒｙ（納期）の「ＱＣＤをしっかりと実現できるこ

とが、最低条件として求められる」（商社）。各社は品質、納期の面を強みとし

ているものの、価格面に競争力があるとした企業はなく、ここに海外航空機産

業関連企業との取引がなかなか実現しづらいことの１つの要因があると考えら

れる。 
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③海外航空機産業関連企業との取引状況・実績 

 海外輸出までを展示会・商談会、独自アプローチなどによる「取引先探し」

を経て、図面を渡され見積書や試作の要請などがあった「引き合い・見積り」、

具体的な内容などを詰める「交渉」、取引を始めた「契約」の３フェーズに分け、

２１社各社の状況をまとめると、以下の通りとなった。 

２１社中、「引き合い・見積り」の実績があったのは１６社。このうち、次の

ステップ「交渉」に進んだのは、１３社。交渉を経て最後のステップである「契

約」のフェーズまで至ったのは１２社であった。 

 以上の結果、「取引先探し」のフェーズから最終の「契約」フェーズまで至っ

た企業は、２１社中の１２社となり、その率は約５７・１％。サンプル数が２

１社と少なく、その成約率を高いとするか低いとするかは評価が分かれるとこ

ろであるが、ただ、半数近くの企業が何らかの障壁、課題により、契約に至ら

なかったことは確かである。契約実績のある大半の企業も障壁、課題を感じ、

それらを乗り越え、解消しながら成約に至っている。 

 

 

 

 

 

取引先探し 
引き合い・                

見積り 
交渉 契約 

実績なし 0 5 8 9

実績あり 21 16 13 12
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④海外航空機産業関連企業から求められること及び商談を進める上での課題 

 「取引先探し」、「引き合い・見積り」、「交渉」、「契約」の各フェーズにおい

て、各社が海外航空機産業関連企業から求められることや、感じた障壁、課題に

ついて、自社の置かれた立場、状況から各社の回答はさまざまだったが、共通

して挙げられた項目があり、それらの特徴、傾向を以下に紹介するとともに、

先行企業が実施した対応策を記す。 

※ただし、各社の経験に基づくコメントを引用しているため、特異的な事例が

含まれている可能性があるため留意する必要がある。 

 

取引先探し 

 

 国際的な展示会や商談会に参加し、自社をアピールするフェーズにおいて、

目立ったのは「ブースには寄ってもらえるが、興味本位でしかない」、「話をで

きたとしても、あいさつ程度」という感想。その原因としては「海外企業は日

本の中小企業について全く知らない」（エンジン部品メーカー）という「認知度

の低さ」があり、また「日本の大手重工各社と取引しているためか、中小企業の

加工賃も大手重工各社と同水準で高いと思われている」（機体部品メーカー）と

いったイメージ先行があると推測される。海外企業側が積極的に日本の中小企

業を探している場合は別だが、「わざわざ遠い国の中小企業に発注するより、輸

送コストも安い自国や近隣諸国の企業に目を向けるのが当然」（商社）であり、

仮に「機体の軽量化やコストダウンにつながるような強い技術力」（商社）や先

行イメージを払拭するような価格競争力を持っていたとしても、まず、それを

「いかに海外企業に伝えられるか」、そして「いかにニーズをつかむか」が課題とし

てある。 

 そこで、展示会に出展した場合、闇雲に「受注したい、何か仕事をください

という姿勢ではだめ」であると、「引き合い・見積り」フェーズに進んだ多くの

企業が指摘した。ポイントは自社の強みを明確にし、それを活かせる部品をピ

ンポイントで見つけて、「ここの部分の、この部品」や「御社のこの部品なら、

もっと安く、早く作ることができる」（機体部品メーカー）と絞り込んだ提案を

行い、「何ができるか、どんな能力があるかといった点を加工実績物、保有して

いる具体的な機種名を明確に示してＰＲする」（コンサルタント）のが良い。 

ピンポイントで提案すると関心を引き、有効になるのが、海外企業が具体的

に求めている技術・部品。それをいかに知るかという点については、「展示会に

は認証ビジネスなどを手がける個人バイヤーが多く、個人バイヤーは情報通で

あるため、コネクションを持ち、上手く活用すること」（エンジン部品メーカー）、
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「インターネット、新聞記事、専門誌で航空機業界の情報を集め、徹底的に分

析すること」（コンサルタント）が必要。また、取引先の大手重工各社などから

情報を得るのも良いが、偏りが出るため、ある機体部品メーカーは海外の同業

他社と協力関係を結び、情報交換を行っている。「Ｅメールや面談を通じ、自国

の市場動向、新規開発・受注案件、技術開発動向などの情報を相互に交換して

おり、時には受発注に結びつくこともある」。海外の同業他社と知り合うため、

積極的に展示会を訪れるようにしているという。 

展示会後などに海外企業を個別訪問することが考えられるが、その回数とし

て「１、２回では少ない。最低でも１カ月間で２、３回必要」（機体部品メーカ

ー）で、時には「１０－２０回訪問することもある」（同）。訪問する際は目的

をはっきりと伝え、その都度、新しいプレゼンテーション資料を作ることが大

切。「通う回数を重ねると話を聞いてもらえるようになる」（同）。会う回数を増

やしたり、関心を徐々に高めたりするため、「テーマを小出しする」（同）のも

一つのテクニックという。 

また、ＰＲ先としては購買担当者ではなく「話の分かる製造部門が良い」（同）。

こうすることで、時には「モノづくり、技術に理解のある製造部門が味方にな

ってくれる」（商社）。「日本のこの会社の技術を使いたい」など購買部門に働き

かけることがある。また、基本的に「発注側はあらゆる知的財産を保有したが

る」（同）。特に契約文書を作成するのは発注側の法務担当者である場合がほと

んどであり、受注側の技術のどこに優位性があるのかを認識していないことが

ある。こうした場合にも、「製造部門が法務担当者に根回ししてくれ、実際に製

造部門にアプローチしたことで、契約に結び付いた」（同）という。 

 

引き合い・見積り 

 

経験のなさから国際価格が分からず、見積書作成において、つまずきやすい

側面がある。見積書を出したものの、「相手側企業のターゲット価格が自社の見

積額の４分の１だった」（機体部品メーカー）と大きなかい離があったため、受

注に至らなかった実例もある。 

特に一貫生産において、「材料の調達」は本調査対象のほぼ全社が挙げた共通

の課題。使用される材料は航空機メーカーで認証されたものであり、これまで

日本国内で単一の工程のみを担っていた中小企業に大手重工各社から「支給」

されていたもので、入手ルートを確保しなければならない。 

また、材料の調達は「日本の中小企業が価格競争力を失うことにもつながる」

（商社）。例えば、競合となる海外の中小企業は、海外航空機メーカーやそのＴ

ｉｅｒ１から見積依頼、提案依頼を受け、材料費、加工賃、利益を盛り込んだ
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部品の価格を提案するが、日本の中小企業が同じようにすると部品価格が発注

側の海外企業が見込んでいたものを大幅に超える。その主な原因は材料費。大

量発注によるボリュームメリットを活かさず、自社単独で普通に海外から購入

した材料を使うと部品価格に占める材料費の割合が「５０－６０％」（商社）と

なり、ここに加工費、利益を乗せると、海外の中小企業との競争には到底勝て

ない。また、海外から輸入する材料は船便で輸入するが、気候の違いなどから

錆びが発生することなどがあるため、品質が不安定となり、その代替材料のコ

ストをも考慮に入れなければならない場合もある。さらに、在庫の保有には管

理コストが必要となり、受注の保証がない中では高いリスクを負うことになる。 

こうしたことを踏まえつつ、材料費を抑えて価格競争力を上げて、初めて海

外の中小企業と競争する土俵に上がれるというのが実情という。 

海外企業へのアプローチを順調にでき、関心を持ってもらうと引き合いがあ

り、本格的な商談のスタートとなる。ここでまず浮き彫りとなるのが「日本と

海外の文化の違い」（機体部品メーカー）で、欧米は「契約文化」であること（商

社）を強く感じさせられるという。航空機産業でも商談のフェーズからさまざ

まな形態の文書を取り交わすことが特徴的である。 

まず、入り口となるのがＮＤＡ（Ｎоｎ－Ｄｉｓｃｌоｓｕｒｅ Ａｇｒｅ

ｅｍｅｎｔ＝秘密保持契約）。商談開始時にほぼ必ず締結するものであり、当事

者で秘匿する事項の範囲や期間などを定めている。これがないと情報を開示で

きず、商談に入れない。見積りを行うためには図面が必要だが、ＮＤＡを結ば

なければ、図面は入手できず、ＮＤＡ締結はほぼ儀式化しているといっても過

言ではない。本調査で「引き合い・見積り」実績のあった１６社すべてが商談

開始時にＮＤＡを結んでおり、欧州の大手エンジンメーカーによるサプライヤ

ー（及びサプライヤー候補企業）を集めた会議（単価見直しの場）に出席する

のにも、「ＮＤＡ締結が条件だった」（エンジン部品メーカー）ケースもある。

本来、ＮＤＡは発注側・受注側の双方が、秘密の範囲などを指定する権利があ

ると思われるが、実際には「発注側の力が強い」（商社）ため、受注側の中小企

業の拘束事項だけが記されている場合が往々にしてあるという。 

ＮＤＡ締結後、図面を受け取り、次に発注側の海外企業から提示されるもの

が、ＲＦＱ（Ｒｅｑｕｅｓｔ ｆｏｒ Ｑｕｏｔａｔｉｏｎ＝見積依頼書）や

ＲＦＰ（Ｒｅｑｕｅｓｔ ｆｏｒ Ｐｒｏｐｏｓａｌ＝提案依頼書）。価格設定

や発注数などが記されており、場合によってはアフターサポート条項なども含

まれている（別途、補修品の供給契約を結ぶ場合もある）。 

ＲＦＱやＲＦＰを受け、受注側の中小企業は見積書を提出する。その際、当

該部品の作り方、使用する機械、納品までのスケジュール、品質管理体制など

も併せて提案したり、試作品を提出したりすることもある。 
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なお、試作品を図面で指定された材料で製作することはリスクがある。材料

が高価なため、契約に至らなかった場合を考えると無駄になるためである。そ

こで、認められれば、「図面に記された材料よりも安価で、性質が近似した材料

で試作をする」（コンサルタント）のも対策の１つ。また、契約書の中に「輸出

許可が下りればこの契約は進む」といった要旨の項目がある。試作品であって

も輸出管理規制に関わるため、早いフェーズから意識しておくことが必要。実

際に試作品を輸出しようとしたが、許可が下りず、交渉をストップせざるを得

なかった企業もある」（同）。図面を受け取った時から当該の試作品が輸出でき

るかどうか関係機関に確認、調整しておくことがスムーズに「交渉」フェーズ

へと進むためには、欠かせない。 

 見積書を提出する前のフェーズで、本調査の対象企業が商談を断念したり、

ハードルが高いと感じたりしたこととして、「発注量の多さ」がある。「生産能力

が追い付かず、かといって、簡単に設備投資に踏み切るには躊躇する」（エンジ

ン部品メーカー）。ＲＦＱ、ＲＦＰは「日本の中小企業の能力調査の一環ではな

いか」（エンジン部品メーカー）とする見方もあるが、いずれにしても、大企業

に比べて資金力に劣る中小企業にとっては、容易には乗り越えられない障壁で

ある。 

また、「現地生産・拠点」を求められるケースもある。しかし、「継続的な受注、

利益確保の保証がないのに現地に法人を設立したり、工場を建設したりするリ

スクは冒せない」（機体部品メーカー）として、断念せざるを得なかったという。 

さらに、課題として挙げられたのは「一貫生産」である。設計、材料の調達か

ら機械加工、表面処理や非破壊検査といった特殊工程、組立までを行わなけれ

ばならない。部品完成までの工程が複数の企業をまたぐ、いわゆる「ノコギリ

発注」の形態下で機械加工など単一工程を受注してきた中小企業にとっては、

ハードルが高い。しかし、表面処理装置や非破壊検査装置を導入して特殊工程

を行えるようにしたり、Ｍ＆Ａを実施したり、各工程を得意とする外部企業と

協業してクラスターを形成したりすることで、一貫生産体制を構築する動きは

国内の随所で見られ、本調査対象企業にも多く存在した。 

「為替リスク」も課題としてある。交渉次第とはいえ、基本的に「契約はドル建

てになる」（商社）ため、円高になると利益が圧迫される。リスクヘッジした価

格を提案する必要があるが、しかし、そうなると競合の海外の中小企業に勝て

なくなるジレンマがある。 

ＲＦＱやＲＦＰについては、対応可能な発注量だったり、材料自給や特殊工

程を必要としない機械加工のみだったりするものも存在し、「現状の自社の能力

で可能な案件を選んで見積書を出す」（エンジン部品メーカー）ケースもあった。 

なお、見積りしたフェーズの提案内容で「本当に部品を作れるのか」という
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観点から生産現場を監査され、場合によって財務体質のチェックも行われると

いう。 

  

交 渉 

 

 提出した見積書が発注側に認められれば、次にＬＯＩ（Ｌｅｔｔｅｒ ｏｆ 

Ｉｎｔｅｎｔ、関心表明書）やＭＯＵ（Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ ｏｆ Ｕｎｄ

ｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ、覚書）を締結する。これらは本契約に向け、全体とし

ての発注量や納期、価格などの基本条項が盛り込まれる。なお、「見積価格が発

注側のターゲットに会わなくても、面会はしてもらえるケースもある」（コンサ

ルタント）。そして、条件が合えば、ＧＴＡ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｔｅｒｍｓ ｏ

ｆ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ、基本合意書）、ＳＡ（Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ａｇｒｅｅ

ｍｅｎｔ、詳細合意書）を結び、実際の納期と単価を詰めていく。場合によっ

てＡＳＡ（Ａｆｔｅｒ Ｓｕｐｐｏｒｔ ｏｆ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ、アフタ

ーサービスに関する合意書、生産終了後の取扱）を取り交わし、本契約となる。 

 

上記の本契約に向けたＮＤＡ、ＬＯＩ、ＭＯＵ、ＧＴＡ、ＳＡ、ＡＳＡを取

り交わす際に注意すべき事項を以下に記す。 

 

【価格設定】 

 単価や全体の発注額に加え、為替変動のリスクを発注側、受注側のどちらが、

どの程度負うかなども規定されている。本調査対象企業において、円建ての契

約をできた企業は２社だった。発注側が為替リスクを負うことになるが、それ

でも契約ができるのは交渉力や「受注側の魅力次第であり、その魅力とは光る

技術があるかどうか」（商社）にかかっている。 

 

【支払条件】 

 発注側がいつ、どのような形で支払うかが規定されている。受注側にとって

は、会社のキャッシュフローに深くかかわるため、詳細な検討が必要となる。 

 

【契約解除】 

 どういった場合に契約を解除できるかが規定されている。賠償条件などもし

っかりと記されている場合が多い。 

 

【不可抗力】 

 天変地異などによって納入遅延や納付不能といった事態が起きたとき、その
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補償をどうするかについて規定されている。 

 

【知的財産関連】 

 双方に知的財産を侵害しないということを確認する条項。図面の所有権はど

ちらかなどを明確にする。 

 

【適用法】 

 当該契約を結ぶにあたり、どのような法律を適用するかを定めている。 

 

【仲裁】 

 発注側、受注側で紛争になった場合、どこで仲裁を行うかを定めている。基

本的には「第３国で行う」と規定されている場合が多いという。 

 

【完全条項】 

 口頭による合意、これまでの議論などを認めない条項。「この契約書に書かれ

ていないことはすべて無効」ということを確認するという。 

 

【保険】 

 当該の航空機が万が一墜落したらどうするか、供給不能や債務不履行といっ

た事態に備えて保険に加入するということが規定されている。 

 

 本契約締結に向けて、契約書などのひな形は「発注側の企業から提示される

ことが当たり前」（商社）であり、本調査においても受注側の企業から提出した

ケースはなかった。そして、基本的には「不平等」と思われる条項が潜んだ契約

書のひな形が提示されるという。 

 その１つが、契約解除（Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ）の条項である。本調査で

聞き取った事例を挙げると、発注側の企業が契約を解除し、次のサプライヤー、

発注先企業を探す場合、その旅費、人件費などの費用負担を求める条項が実際

にあったという。また、このほか、発注側企業による契約解除に潜むリスクと

して、生産終了や設計変更によるものがある。対象機種が途中で生産終了した

り、設計変更が行われたりすると、仕入れていた材料が不要となり、高価なだ

けに大きな損失となるが、その場合の補填はしない旨の条項もある。 

このほか、各条項においての賠償に関する項目にも注意が必要。納期遅れは

当然ながら、「設計重量から１ポンドオーバーしたら４００ドル支払う」といっ

た納品物の重量オーバーについても賠償が求められる場合がある。納品物が組

み込まれる機種が月産５０機であれば、賠償も５０機分となる。 
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 このような不平等とも捉えられる厳しい内容が提示される背景に「サプライ

ヤーの囲い込み」（商社）といった見方がある。緩い内容にすると、自社が発注

した仕事でノウハウを積み、技術力を磨いて育ったサプライヤーが簡単に契約

をストップし、ライバル企業の仕事を行うようになる危険性があるためだとい

う。単純に力関係を誇示したり、交渉を優位に進めようとするテクニックだっ

たりすることも考えられる。 

また、そもそも国内契約と国際契約は、考え方が根本的に異なるところがあ

る。国内において契約とは当事者間の了解事項に関する文書、協業のシンボル

的なものとして捉えられている。相手側を信頼した性善説に立ち、ページ数が

少なく、記載がないことは「別途協議する」といった項目があることなどが特

徴である。一方、欧米などが海外では、契約は当事者間の権利と義務に関する

法律文書であり、リスクマネジメントの手段となっている。基本的に性悪説に

立ち、問題を先送りにしない考え方である。さまざまな状況を想定し、それを 

予め盛り込むため、ページ数が多くなる傾向にある。 

いずれにしても、各条項については、入念なチェックとともに、そこに「潜む

リスク」を読み取り、「交渉力」を付けて臨むことを念頭に入れておく必要がある。 

 

契 約 

 

 無事に契約を果たせたとしても、安心はできない。取引中においても、課題、

注意すべきことがある。例えば、不具合を出した場合の対応。「どこで誰が測定

したか」、「どこに、どの程度の誤差があったのか」ということについて記した

英文レポートを細かなデジタルデータとともに提出しなければならない。これ

を怠ると、契約解除条項に基づき、簡単に取引を打ち切られる危険性がある。

詳細なレポートを出さず、単に「確認を行った」というような押印した書類だ

けを提出して、契約解除になりかけた実例もある。このため、しっかりとした

品質管理体制を構築しなければならない。欧米企業では当たり前となっている

「シックス・シグマ」（※）など、「顧客基準の品質管理体制、欧米のスタンダ

ードの下に入るという意識が必要になる」（商社）。 

 このほか、当然ながら、輸出入管理に関する規則を順守しなければならない。

航空機部品は外国為替及び外国貿易法（外為法）や経済産業省の輸出入規制に

該当するため、自社の取引がそれらの基準を満たすことが求められ、契約に至

っていなくても、試作品のフェーズでも必要となる。ただ、輸出に関する手続

きは煩雑な面があり、海外企業との取引がない中小企業にとっては、「輸出経験

がなく、知識が乏しい」ため、課題として挙げられる。 
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※シックス・シグマ：品質管理方法の一種。欠陥品の発生率を１００万分の３

－４に抑えることを目標に、製造や経営のプロセスを極めて小さなまとまりに

分解し、品質のバラつきを抑える考え方。 

 

その他 

 

 「取引先探し」から「契約」に至るすべてのフェーズにおいて、本調査対象

企業が回答した課題として、最も多かったのが「英語力」である。英語力は必ず

求められ、それもただ「話すことができる」というレベルでは不十分であり、

技術的な説明も行えなければならない。 

 また、「財務力」を課題として挙げる企業が多かった。航空機産業の特徴とし

て、一度契約すれば取引期間が長く安定した受注が見込めるというメリットが

ある（ＲＦＱ、ＲＦＰの諸条件に「製造期間は２０年間以上」と記されている

こともある）。基本は受注生産であり、自動車産業のように需要予測しながら見

込み生産を行う必要性が薄く、「売れ残り」といった心配は少ない。 

その一方、設備導入に加え、場合によっては恒温室、クリーンルームなどを

完備した航空機部品専用工場を用意する必要がある。先行投資が大きく、「１－

２年で投資回収できれば良いが、実際、回収には１０年単位かかる」（機体部品

メーカー）ことや、「受注したとしても最初の数年は投資回収できず、レポート

対応など手間がかかり、面倒で苦しい」（商社）ため、財務力、人材に乏しい中

小企業には厳しい面がある。 

 

⑤海外販路開拓を進める上での社内体制整備 

 海外販路開拓を進める上で、各社とも人材の確保・教育、知識・ノウハウの

取得、専門部署・拠点の設置・整備といった面で努力している。特に英語力あ

る人材確保では、例えばＴＯＥＩＣ９００点レベルの英語力のある人材を中途

採用する／新卒者でも、英語が話せる学生を優先的に採用する／条件として英

語力を重視した採用活動を行っている事例がある。ただ、採用した人材は英語

が話せても、技術的知識には乏しい場合がある。そこで、入社後はまず、製造

現場を経験させるなどしていた。その他、「海外のエアショーに若手社員を派遣

して、そこでプレゼンをしてもらうなど研鑽を積んでいる」（機体部品メーカー）

ケースや、取引している海外航空機産業関連企業に「社員を出向させて勉強さ

せる」（エンジン部品メーカー）といった取組も見られた。さらに、海外航空機

産業の知見があり、英語力もある大手重工各社のＯＢなどを採用する企業も，

見受けられた。 
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 なお、採用するのは、日本人ばかりではなく、ネイティブスピーカーや外国

人留学生を採用する事例も見られた。ネイティブスピーカーをどこから採用す

るかについては、「日本国内にある各国の大使館、商工会議所に相談し、紹介し

てもらった」（機体部品メーカー）という企業もあった。各国の大使館や商工会

議所は「日本の企業が自国と取引をすることを歓迎している傾向がある」（同）

との声もあり、まずは相談してみるのも手であると考えられる。 

 様々な知識やノウハウの取得の面で、語学や為替リスクヘッジのための外国

為替等について外部講師の招聘による勉強会／輸出管理規制に関して経済産業

省など関係機関への相談／加工ノウハウについて大手重工に聞き取り／など、

外部資源を有効に活用しながら各社とも積極的に取り組んでいる。 

 また、海外販路開拓に向けて海外拠点を設けたり、あるいは既存の海外拠点

を活かしたり、専門部署を設置するなど、体制整備を限られた人材の中でやり

くりしながら進めている事例も見受けられた。 

 実際の商談の場面においては、自社だけではカバーできない部分について、

商社やコンサルタントなど、外部リソースを活用しており、「商社のサポートが

なければ、到底、契約には至らなかった」（エンジン部品メーカー）とする声も

聞かれた。 

 

⑥海外販路開拓における今後の展望 

 今後の展望について、積極的な企業と消極的な企業に分かれた。 

積極的な企業は２１社のうち１６社であった。現在の取り組んでいる商談を

成約させ、すでに取引中の企業でも新たな顧客獲得に前向きな姿勢を見せてい

る。地域については、引き続き欧米をターゲットとするとともに、米ボーイン

グや欧エアバスなどが工場を稼働させている中国に目を向けている企業もある。

また、顧客獲得の手法として、機体の軽量化（＝燃費の向上）、コストダウン、

超短納期につながる新技術を開発、提案するといった企業も２社見られた。ま

た、「海外との取引は語学、契約業務、輸出関連業務、どれ１つとっても小規模

企業にとってハードルが高く、採算も合わず厳しい。国内ですらハードルが高

いが、海外ともなれば、ケタ違いの高さ」と指摘し、一見、消極的とも思われ

ながらも、引き続き海外販路開拓に努めたいとする企業が１社あった。それは、

海外企業と折衝することで「社員のモチベーション向上だけでなく、品質管理・

保証体制のレベルアップにもつながり、国内向けの仕事にも役立てられる」と

いう理由からである。 

一方、消極的だったのは５社であった。消極的な理由として５社が共通して

挙げたのは、「これから国内向けの仕事が大幅に増える見込みであり、海外向け
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の仕事ができる余力がない」という事情であった。しかしながら、５社とも当

面は海外販路開拓に力を振り分けないというものの、将来的には海外販路開拓

を視野に入れ、国内での仕事で技術力を磨き、ノウハウを蓄えながら、英語力

のある人材の確保など体制の整備を進める構想を描いている。 

 

⑦行政に望む支援策、意見等 

 これまでの「取引先探し」、「引き合い・見積り」、「契約」の各フェーズを経

験し、そこで感じ取った課題の解決につながる支援策を求める声が目立った。 

「国際的な展示会や商談会への出展・参加支援の継続」「国際的な展示会の開

催前のＢｔｏＢミーティングの開催」「経済産業省主催による日本企業とフラン

ス企業のワークショップの開催」「国内で国際的な商談会を開催し、より多くの

海外企業を呼び込む」「海外バイヤー企業への橋渡し」「海外展示会に参加した

際の現地コーディネート」「ハローワーク的な海外企業とのマッチング機能」

「（競合となる）海外中小企業の活動、設備投資動向などの情報提供」といった

ものから、「資金面での援助」「材料調達の支援」「航空機業界に精通した、英語

力のある人材の派遣」「（特殊工程の認証制度である）Ｎａｄｃａｐの取得支援」

「特殊工程に関する教育機関の設置」「語学訓練」「契約書のチェック、契約内

容にまで踏み込んだ支援」など、さまざまな要望、意見が聞かれた。 

 中小企業にはこれまで、国内重工各社との取引がメインであり、欧米企業と

の直接的な商談経験は少なく、ノウハウや労力を要する商談、契約をいきなり

中小企業が行うのは難しい。そこで、今後は、各フェーズにおいて中小企業の

要望を聞きながら、「中小企業を独り立ちさせる支援策」（商社）も必要である

との意見もあった。 
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３ 調査まとめ 

（１）分析 

 

知的財産の取組については、自社製品や取引先との共同開発した技術や工程

がある場合に、特許申請・取得（共同開発の場合は共同申請）している企業も

見られるが、大部分が受注側の知的財産の権利取得には必要性を感じていない。

そこには、大手重工各社など特定の取引先から図面の提供を受け、そのスペッ

クに従い製造しているという背景がある。社内に知的財産の専任者を設置する

ことは中小企業にとっては難しく、「知的財産」を意識した具体的な取組は行っ

ていないというのが多くの企業の実情である。航空機産業は、自動車などと比

べて市場規模が小さく、また、参入障壁が高いことなどから新規参入企業が少

なく、携わる企業にとっては「ライバル企業が少ない」産業だったのではない

だろうか。競争環境の中では、他社に負けない「強み」を把握し、差別化する

ことが必要となる。そのためには、他社の技術動向の調査、そして、自社の技

術を守り、強みとして生かすために、その技術を権利化またはノウハウ化する

選択、情報資産の管理が重要である。また、知らない間に相手国の特許や商標

を侵害し、ビジネスの芽が奪われてしまうようなリスクを最小限に留めるため

にも事前調査は怠らないよう心がけるべきである。海外企業との取引を目指す

ということは、世界のサプライヤーがライバルとなるということであり、「知的

財産」は常に意識して海外販路開拓に取り組むことが求められる。 

 

「取引先探し」、「引き合い・見積り」、「交渉」、「契約」の各フェーズにおい

ては、いくつかの課題が明らかになり、中小企業に求められる能力を、次のよ

うに分類した。「取引先探し」のフェーズでは、いかにニーズを掴み、そこにフ

ィットする自社の強みをＰＲできるかという『営業力』、「引き合い・見積り」

フェーズでは、相手の求める量・サイズ、納期等に対応できる『生産力』、相手

のターゲット価格に入るための『価格競争力』、「交渉」及び「契約」フェーズ

では、英文契約書に潜むリスクに気づく力や取引開始後の細かな品質管理書類

に対応する『書類対応能力』、輸出管理の知識や通関手続き等に対応する『輸出

業務能力』、リスクをできる限り抑え、契約条件等を自社の希望に近づけるため

の『交渉力』、全フェーズに当てはまるものは、技術的・専門的な内容も説明で

きる『語学力』、先行投資や長期にわたる回収期間に耐えうる『財務力』である。

中でも、体制が未熟な企業にとっては、初動的な対応として『営業力』『書類対

応能力』『輸出業務能力』『交渉力』『語学力』を獲得するために、外部専門家を

活用することは有効であると考えられるが、これらの能力は、部分的に外部リ
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ソースや行政支援を活用しながら、中長期的には、自助努力により自社内に蓄

積されることが期待される。国内中小企業が海外の航空機関連企業と出会うき

っかけを、これまで国際的な展示会・商談会への出展助成等により支援してき

たが、今後、特に「引き合い・見積り」フェーズへより多くの企業を引き上げ

ること、さらにそこで認められた企業の未経験の領域のサポートを検討すべき

である。 

 

図２ 課題、求められる能力 整理図（ヒアリングを元に作成） 

 

図３ 求められる能力の分類 
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（２）課題への対応策 

 

 中部経済産業局をはじめとする行政の施策を中心として、将来的にどのよう

な対応が考えられるかについて、以下にまとめた。 

知的財産については、特許庁の知的総合支援窓口をはじめ、知的財産制度説明

会、海外知的財産プロデューサー等々、様々な公的支援メニューが揃っている。

企業の営業力・競争力強化にも繋がる知的財産に対する「意識」の薄さは否め

ないことから、営業秘密管理も含め、これらの活用促進及び航空機産業に合わ

せたセミナーや指南書等による普及啓発がこれまでと継続して求められる。 

販路開拓については、大企業に比べ、人材・資金といった経営資源に限りの

ある中小企業の活動を後押しするための環境整備が必要である。特に、次年度

に開催が予定されているパリエアショー２０１５やシンガポールエアショー２

０１６を見据え、短期的な視点についての施策も必要になると考えられる。 

 

図４ 中小企業に求められる能力と課題への対応策（ヒアリングを元に作成） 

 

 

『営業力』 

「認知度を上げること」「いかにニーズをつかみ、いかに強みを伝えるか」が

次のフェーズへ繋がるポイントである。継続的な国際的な展示会、商談会への

出展が重要との声は多い。継続に出展をすることで顔を覚えてもらう又は知り
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合った企業を繰り返し訪問することにより具体的な話が出る等、引き合い・見

積もりへと繋がっており、ほとんどがＪＥＴＲＯや自治体等による出展支援を

活用している。きっかけづくりの場として、今後も当該支援は継続することが

望ましい。一方で、国内市場が小さいために、当産業における日本の存在感と

認知度は依然として低い。ある程度の信用確保と海外企業の情報を得やすい環

境が必要である。そのために、国際クラスター間連携の強化による海外市場と

の相互交流ができる場の構築や活きた情報（企業情報・ニーズ等）を伝えるた

めの営業ツール（媒体）の作成が有効である。また、それらを活用した政府間・

地方自治体間海外企業とのマッチングのためのワークショップ開催が考えられ

る。 

 

『書類対応能力』『輸出業務能力』 

先行事例では、弁護士等の専門家を活用しているケースが多い部分である。

特に契約書類では、航空機業界特有の条項もあるため、法務知識だけでなく業

界・技術に精通した知見も活用することが望ましい。これから取り組む企業に

とっては、未経験の領域となるため、ミラサポの活用などの既存の施策の積極

的な活用や専門家の拡充が期待される。一方で、外部専門家の活用を継続する

には高額な費用を要するとともに、こうした能力は遍く多くの企業に必要とな

ることから、各社に共通する導入部分につき、知識・ノウハウを集約し、航空

機産業特有の事情を踏まえた指南書の作成やセミナー実施により、事前に予備

知識を提供する支援等が考えられる。 

 

『生産力』『価格競争力』『財務力』 

商談～交渉の実務上ではないが、海外企業との取引を目指すにあたり、ベー

スとなる部分である。『生産力』向上のため、設備投資、研究開発及び人材育成

等に必要な助成制度が講じられているが、特に航空機産業に特有の回収期間や

商談までの期間が長いこと、先行投資が必要であることから『財務力』にも繋

がり、中長期的な検討を要する。『価格競争力』では「材料の調達」がネックと

なっており、こちらも『財務力』に繋がる。材料を均一な価格で調達もしくは

国内調達できる環境、在庫保有のリスクなどを軽減できる環境の構築を検討し

ていくことが求められる。この分野では、金融機関や商社等による取り組みに

も期待がかかる。また、「一貫生産」体制については、個社能力増強やＭ＆Ａに

より実現する手段の他、現在各地で動き始めている複数企業の連携（クラスタ

ー）による一貫生産体制構築支援を進めるとともに、地域の垣根を越えて国内

のサプライチェーン強化を図っていくことが必要である。 
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『語学力』『交渉力』 

中期的な課題であるが、英語を話せる人材が自社の技術や航空機分野の専

門・技術的知識について十分な理解をすることが近道である。既存の「航空機

開発グローバルプロジェクトリーダー養成講座」等の講座を活用し社内人材育

成を図りつつ、有望な若手人材を中小企業が海外企業との取引経験豊富なＯＢ

人材を雇用できるための働きかけを提案する。例えば、若手人材の確保では、

航空機産業関連企業を講師にした学生向け講座の開催や生徒の進路を客観的に

判断する立場である学校教諭の理解促進、航空機産業に特化した就職フェア開

催等が考えられる。


