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はじめに

航空機製造業界でのOEMは長らく、ナローボディ／ワイドボディは

BoeingとAirbus、リージョナルジェット（RJ）機はBombardierとEmbraer

という2+2の寡占構造であった。しかしながら、①OEMプレイヤーの変化、

②メガサプライヤの出現、③機体のデジタル化を受けた業界大転換の流

れの中、2+2の業界構造は、Airbus＝Bombardier連合（A：EUとカナダ）、

Boeing＝Embraer連合（B：米国とブラジル）、COMAC（Commercial 

Aircraft Corporation of China）=UAC（United Aircraft Corporation）連

合（C：中国とロシア）によるABC三国時代へと突入した。

このような熾烈な競争環境の中、三菱航空機や日系サプライヤはどう対

応すればよいのか。本稿では、特に日系サプライヤにフォーカスし、日系

サプライヤの現在の立ち位置を把握した上で、どこで戦うべきか（Where 

to play）、どう勝つか（How to win）という点の考察を共有したい。競争環

境大激変の中、従来の延長線の取り組みでは、日系サプライヤはその

存続すら危うい状況になることをまず認識すべきである。

業界構造の変化

OEM再編：2+2時代からABC三国時代へ

航空機製造業界はこれまでAirbus、Boeingの二大OEMを頂点とし、そ

れにTier1、Tier2以下のサプライヤが連なるピラミッド構造にあった。しか

し近年、こうした業界構造が急速に変化してきている。

フルラインOEMは、ABC三陣営に集約

OEMの勢力図をみるとワイドボディ/ナローボディではAirbus、Boeingが

市場を二分しているものの、従来リージョナルジェットしか製造していな

かったBombardier、Embraerが相次いでナローボディへ参入し、ナロー

ボディの開発競争が厳しくなってきていた。そして、COMACも中国の航

空市場成長を背景に、ナローボディとリージョナルジェットの開発・製造に

力を入れてきていた。

こうした中、危機感を持ったAirbus、Boeingの二大OEMの動きをきっか

けとして、フルラインでOEMは大きな再編時期をむかえている。最近の

一連の動きをみると、①Airbus（EU）によるBombardier（カナダ）買収、

② Boeing（米国）とEmbraer（ブラジル）の戦略的提携、③COMAC（中

国）とUAC（ロシア）によるワイドボディ共同開発など、従来のサイズ別に

分かれていた業界が統合された点、新興国である中国・ロシアの動きが

著しい点には留意すべきである。現在の状況は、 ABC三国時代の幕開

けと言っても過言でない。

OEMの再編により、航空機製造業界は、2+2時代か
らABC三国時代へと大転換
競争環境が大激変する中、日系サプライヤは根底
からその存続が脅かされている

図1 OEM勢力図：ABC三陣営と三菱航空機

（注1）2008年、中国国内の民間航空機製造部門を再編・統合して設立

（注2）2006年、ロシア国内の航空製造企業を統合して設立

出所：各種プレスリリース・報道を基にデロイト作成
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Airbus、Boeingの動向（A連合とB連合の形

成）

具体的に各陣営の動きをみていく。エアライン

からの需要を踏まえ、特にA・B陣営はナローボ

ディ機の開発に注力しつつある。今後の成長市

場であるナローボディ機市場を巡り、Airbus、

BoeingはそれぞれBombardier、Embraerとの

関係を深めてきた。Bombardierは、Cシリーズ

の開発遅延と受注不振などにより経営状況が

悪化。デルタ航空からのCシリーズ125機の受

注を巡り、Boeingはダンピングとして、

Bombardier（正確にはCシリーズ開発企業であ

るCSALP）を提訴。これを受け、2017年10月、

Bombardier側はAirbusによるCSALP株の過

半数取得を受入れ、CシリーズのAirbus陣営入

りが決定する。一方、Boeingはこの動きに対抗

する形で2018年7月にEmbraerの商用機部門

買収を発表。二大OEMがRJ機市場においても

シェアを二分する構図となった。

COMACの動向（C連合の形成）

2008年設立の新興OEMである中国COMAC

は、2017年5月、ナローボディ機C919の初飛

行に成功。同機の受注残は2018年8月時点で

781機にのぼる。欧米では未だ型式証明を取得

していないものの、中国の航空機市場は2035

年までに6,000機以上の受注が見込まれており、

国内需要だけでも投資回収が見込まれる水準

であろう。C919以外にもCOMACは、上海・成

都路線で就航しているRJ機ARJ21、ロシア

UACと合弁会社を設立して共同開発中のワイ

ドボディ機CR929を擁し、将来的にはAirbus、

Boeingと並ぶフルラインOEMとなるであろう。

三菱航空機へのインプリケーション

今後航空機需要の中心となるナローボディ市

場の合従連衡に端を発した再編劇は、業界全

体がAirbus、Boeing、COMACの所謂ABCに

よる更なる寡占化が進行していることを示して

いる。上図が示すようにMRJを擁する三菱航空

機はRJ機のみの開発に限定されるため、ABC

三陣営に囲まれ、全く動きが取れないようにも

見えてしまう。また、RJ機も含めフルラインナッ

プを揃えるABCは、スケールメリットを活かした

コスト削減が可能になるため、三菱航空機はエ

アラインから更に厳しい価格交渉を受けること

も予想される。

まずは、ABC三国時代の現状を正確に把握しなけ
ればならない

図3 機種別の需要見通し（2017～2036年）

図2 OEMのシェア推移

出所：日本航空機開発協会の資料を基にデロイト作成

出所：“Current Market Outlook 2017-2036”（Boeing）を基にデロイト作成



4

サプライヤ再編～メガサプライヤの台頭～

2017年9月、UTC(United Technologies Corp.)は、Rockwell Collinsの

買収を発表。売上高でAirbus、Boeingに次ぐ世界最大のメガサプライヤ

が誕生した。UTCは2011年にGoodrichを買収するなど、航空機製造分

野の業容拡大を図ってきた。こうしたメガサプライヤ化の背景は、機体価

格下落（エアラインからの圧力による）と開発費増大（新技術開発のた

め）によるOEMのマージン低下を受け、OEMがサプライヤに対して価格

引き下げ圧力を強めていることにある。また、OEM側でもメガサプライヤ

の出現に対応するため、Airbus、Boeingはエンジンアフターサービスへ

本格参入した。UTCのRockwell Collins買収は、OEMのアフターサービ

ス取り込みの動きに対するけん制の動きとも解釈できる。

OEMとメガサプライヤによる主導権の取り合いとも思える動きの背景とし

ては、販売単価下落によるOEMのマージン減少、最終組み立てに対し

新造機におけるアビオニクスなど一部の装備品の相対的付加価値が高

まっているということの他に、収益の源泉が新造機販売からMROにおけ

る補用品供給に移っていることがあげられる。例えばエンジンOEMでは

Rolls-Royceの売上高の半分以上はサービス関連であり、IoTなどテクノ

ロジーの進化により、収益に占めるサービス比率は今後もさらに高まっ

ていくと予想される。

なお、メガサプライヤとOEMの関係をより深く理解するために、利益率と

売上高の2点に着目したい。2000年以降の営業利益率を比べると、

Boeingは概ね5～10%の一方、UTC（P&W）は15%前後であった。従来

からサプライヤの利益率はOEMを上回ることが多かったが、メガサプラ

イヤとなることで、売上高もOEMに肉薄してきている（例えば、2017年度

売上高はUTC308億ドル、Boeing567億ドル）。このように質（利益率）・

規模（売上高）の双方でOEMと比肩・凌駕しつつあるメガサプライヤに対

して、OEMが内製化比率の増大という対抗策を打ち出すことは、ある意

味で当然であろう。

メガサプライヤの台頭はOEM再編を促した
OEMとメガサプライヤによる主導権争いの行方が
注目される
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デジタル化/サービス化/電動化の進展

巷ではデジタル化やサービス化に関して多く

の論説が存在する。なぜデジタル/サービス化

が重要なのであろうか？デロイトがグローバ

ルの航空・防衛企業の経営陣に対して行った

調査「Aerospace 4.0 Scaling new heights 

in digital transformation」によれば、デジタル

トランスフォーメーションを促進する3要素は、

①競業企業との競争圧力、②オペレーション

上の目標、③顧客（エアライン又はOEM）から

の要求となっている。このように、最近のデジ

タル化の流れは、QCD（品質・コスト・納期）水

準を高めて、顧客ニーズを満たし、競争に打

ち勝つため必要不可欠な取組であることが分

かるだろう。

また、近年、LCCの拡大などにより、エアライ

ンの旅客運賃単価は低下傾向にある。また、

エアラインの収益は構造的に経済状況に左

右されやすい。そのため、エアラインは保有機

材をできる限り有効活用するインセンティブが

強まっており、機体保有率の低下・リースの拡

大が見込まれている。一方、OEMは機体開

発費の高額化に直面しており、これに対応す

るため、収益の安定性を維持することが従来

と比べてより一層重要になってくるであろう。

エアラインの収益状況に応じて販売機数が変

動するため、機材というモノ売りでは、やはり

収益のボラティリティが高まってしまう。収益を

安定化させるためには、時々のエアラインの

収益・財務状況に左右されるモノ単体売りで

はなく、何らかの課金収益によるサービス型

ストックビジネスを構築することも必要であろう。

こうしたエアライン、OEM双方の経営上の課

題を解決するのがデジタル技術によるサービ

ス化であり、テクノロジーの進展に伴い、提供

可能なサービス内容が拡充・高度化している。

デジタル/サービス化は、OEMとエアラインのニーズ
と第4次産業革命によるシーズがドライバーとなり

大きく進展

図4 エアラインの純利益総額の推移（1991～2018年見通し）

図5 デジタルサービスビジネス拡大の主な要因

出所：外部機関の調査を基にデロイト作成（“ICAO dataplus”に記載される100社以上のエアラインの財務データを参照）

出所：各社資料よりデロイト作成
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デジタル化の動向

IoTの要素技術であるセンサーデバイスやコン

ピューティングリソースの高度化・低価格化、AI

やアナリティクスの発展等、航空機に付加価値

をもたらす高度なサービスの提供を可能とする

テクノロジーが実用化されてきている。

Airbusは2016年ごろよりデジタル人材登用を

積極化し、2017年6月に航空データ統合プラッ

トフォームSkywiseを発表。同様にBoeingも

2017年6月、民間航空機部門、防衛・宇宙部門

と並ぶ主要部門としてグローバルサービス部門

を発足し、 Microsoft Azureを活用したデジタル

サービスAnalytXを提供している。機体OEM以

外では、GEのPredix、Rolls Royceのパイロッ

ト向けアプリケーション、Platt & Whitneyのエン

ジンデジタルサービスEngineWise、MROベン

ダーではLufthansa Technikのデジタルプラット

フォームAviatarなどがリリースされている。

いずれのサービスも機体やエンジンなどにとり

つけたセンサーから得られたデータを分析・視

覚化することで運航最適化や予知メンテナンス

などを可能にするものでありOEM/サプライヤ

/MROベンダーにとって単なる製品販売やMRO

提供から、周辺サービスを含むより広範なビジ

ネス機会を創出することになる。

他方で、デジタルプラットフォームにより、機材

の調達から重整備までのエアライン業務がデジ

タル上でつながることで、OEM/サプライヤ

/MROのビジネスの垣根は無くなっていく。これ

はそれぞれにおいてこれまで競合ではなかった

新規プレイヤーが参入してくることを意味してお

り、OEMを頂点としたピラミッドの崩壊をもたら

すものである。但し、デジタルサービスのケイパ

ビリティを有するメガサプライヤや大手MROに

とっては、ビジネス領域を拡大することでエアラ

イン、さらにはOEMに対しより強い交渉力を得

ることができるようになるであろう。

こうしたサービス化のケイパビリティは、必ずし

も自前でそろえる必要はない。実際、GEにみら

れるようにテクノロジー企業のM&Aにより短期

間でサービスビジネスのケイパビリティを獲得し

たケースもある。

多様なデジタルサービスの出現に伴い、
OEM/サプライヤ/MROベンダーの垣根は破壊
M&Aによりケイパビリティを獲得する企業も

図6 デジタルテクノロジーを活用したサービス

図7 GEの事例

出所：各社資料よりデロイト作成

出所：GEプレスリリースよりデロイト作成
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更なる電動化

地球温暖化対策としてのCO2排出抑制の流れのほか、運航コスト低減

や整備性向上がエアラインから求められる中、自動車や船舶などの輸送

機械では現在、内燃機関から電気動力へのシフトが急速に進んでいる。

航空機も例外ではなく、今後、電動化に向けた開発が加速していくであろ

う。

同時に電動化は、エアラインの運航コスト・メンテナンスコストの低減をも

たらす。電動化には、装備品の電動化(More Electric Aircraft: MEA)と

推進力の電動化(More Electric Engine: MEE)の二つの領域がある。

MEAは油圧系モジュールの電動化であり、Boeingの787、Airbusの

A380で一部が電動化されている。MEEは、まだ研究開発段階にあり、

Airbusでは、2030年までに小型飛行機の完全電動化、2050年までに商

用機（リージョナルジェット）のハイブリッド化を目指している。

電動化は環境性向上、運航コスト低減、整備性向上
の観点から、今後、更に開発が加速する

図8 航空機の電動化推進の背景および電動化領域の整理

出所：IHI技報第53巻『航空機・エンジン電動化システムの現状と動向』、The National Academy of Science ”Commercial Aircraft Propulsion and Energy Systems Research 2016”、
JAXA 『宇宙航空研究開発機構特別資料水素社会に適応する航空機の検討』（2016年12月）よりデロイト作成
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日系サプライヤが直面している喫緊の課題

受注機会の減少

OEMによる内製比率増加に伴い、今後サプライヤの絞り込みが進むで

あろう。デジタル化の進展によりOEMが自力で精度の高いサプライ

チェーン管理を行えるようになることから、特にTier1によるTier2以下の

取りまとめ機能は、OEMによる直接管理に移管されていくとみられる。そ

うしたときに、日本のTier1の立場は相対的にTier2以下の無数のサプラ

イヤ群の一企業に過ぎないものに地盤沈下していくリスクがある。さらに

Airbus、Boeingにとって、Bombardier、Embraerはメガサプライヤとして

の機能も果たせることから、今後、それぞれの陣営で一体化を進めること

で内製比率向上に拍車がかかる可能性もある。

QCD要求水準の引き上げ

OEMによるサプライヤ絞り込みは、サプライヤに対する品質・コスト・納

期（QCD）の要求水準引き上げを意味する。サプライヤとして取引を継続

するためには、高品質・短納期に応えながら、コスト削減も実現しなけれ

ばならない。特にOEMによる生産性向上に向けた取組（生産機数増加）

を受けた納期の短期化への対応は喫緊の課題である。中小サプライヤ

がこれを成し遂げることは難しく、結果的にサプライヤ間でスケールメリッ

トを求めた合従連衡が今後も一層進んでいくであろう。

国内サプライヤは、付加価値の低い機体・エンジンの構造品を手掛けて

いる企業が多く、利益率は低い。また、歴史的にBoeingとのつながりが

深く、Boeing依存の業界構造となっているため、対OEM交渉力は弱いと

いう課題がある。さらに前述のデジタルテクノロジーを活用したアフター

サービスビジネスでも出遅れている。

しかしながら、国内サプライヤも業界構造の変化に否応なく巻き込まれざ

るを得ず、デジタルテクノロジーをキャッチアップすることはもとより、特に

Tier1はメガサプライヤ化を目指すのか、あるいは高付加価値のTier2路

線を志向するのか、サプライヤとしての生き残り策をグローバルの視座

で迅速に検討しなければならない。

日系サプライヤは、対OEMで受注機会の減少と
QCD要求水準の引き上げに今後直面する

図9 OEMによる生産性向上に向けた取組と生産機数

出所：Airbus社・Boeing社ホームページ、ASSEMBLY（http://www.assemblymag.com/articles/92790-assembly-automation-takes-off-in-aerospace-industry）よりデロイト作成
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日系サプライヤが生き残るための提言（Where to playとHow to win）

前述のとおり、日系サプライヤは大きな業界大転換の真っただ中にいる。

また、受注機会減少とOEMからのQCD要求水準引上が予想され、今後、

日系サプライヤは今までとは異次元の危機に直面する。現状に安住す

れば企業の存続すら危ぶまれる状況も想定される中、どうすればよいの

か？ポジショニング（どこで戦うか：Where to play）、ストラテジー（どう勝

つか：How to win）の2つの視点から、日系サプライヤが生き残るための

提言を大胆に示したい。

ポジショニング：どこで戦うか（Where to play）

日系サプライヤの将来におけるポジションは以下4つに分類される。

①価値＋規模を同時に追求する、高付加価値メガサプライヤ

②他社の追随を許さない際立った価値を提供する、高付加価値ニッチサ

プライヤ

③規模の経済を追求するだけの、低付加価値（従来型）メガサプライヤ

④行動しない現状維持サプライヤ

結論から言うと、日系サプライヤが生き残るためには、新技術やサービ

ス化をうまく取り込んだ①高付加価値メガサプライヤと②高付加価値ニッ

チサプライヤのいずれかしかない。それができない③低付加価値（従来

型）メガサプライヤ、④行動しない現状維持サプライヤ、はアジア諸国を

中心とした新興国サプライヤとの価格競争に直面し、遅かれ早かれ淘汰

されていくであろう。

日系サプライヤが生き残る選択肢は2つしかない

高付加価値メガサプライヤ、
高付加価値ニッチサプライヤ
のどちらかを選択しなければ存亡の危機に直面

図10 日系サプライヤのポジション整理

高

低

小 大



10

ストラテジー：どう勝つか（How to win）

OEM大再編＝ABC三国時代に突入する中、日系サプライヤは、OEMか

らの受注機会減少とQCD要求水準引き上げに今後直面していく。熾烈な

ABC三国時代を生き残るためには、他社との際立った違いを生み出す

必要がある。その際立った違いを生み出す方法・ノウハウとして、デロイ

トは「TEN TYPES OF INNOVATION」を提唱し、ブレークスルーを起こ

すフレームワークを10種類に分類している。

ここで、簡単に「TEN TYPES OF INNOVATION」のフレームワークを

使って、事例分析を共有したい。例えば、航空機エンジンメーカーの

Rolls-Royceは、エンジンビジネスのモデル転換を図るため、①エンジン

稼働時間に応じた定額支払のオファリング、②サービス収益の取り込み、

③予防保全によるメンテナンスの最適化による収益拡大、に取り組んで

いる。

10種類のイノベーション・フレームワークで打ち手を
考え、生き残り策を実行しなればならない

図11 Rolls-Royce：Power by the Hourの事例

出所：各社公表資料よりデロイト作成
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日系サプライヤは自前主義を捨て去るしかない
日本の航空機産業成長のため、今こそ行動のとき

図12 「ネットワーク・イノベーション」を活用した日系サプライヤの打ち手 図13 「ネットワーク・イノベーション」海外の事例

No 類型 提携 JV M&A

①
高付加価値
メガサプライヤ

〇 〇 〇

②
高付加価値

ニッチサプライヤ
〇 △ △

③
低付加価値（従来型）
メガサプライヤ

× △ 〇

④
現状

（将来も行動しない）
× × ×

※①～④の将来ポジション決定のための取組
〇：必須 △：任意 ×：なし 取組

タイプ
概要

提携

2018年10月、中国のAVIC（中国航空工業集
団）は、中国自動車大手の中国第一汽車集団と
戦略提携。両社はモビリティをはじめ、仮想現実
（VR）や自動車部品、エコカーなどの分野でも提
携。実験室を共同で設け、新技術や新事業、イ
ノベーションエコシステムの整備といった分野で
交流・提携を深めていく方針

JV

2018年4月、シンガポールのMRO事業者である
SIAエンジニアリングは、米国GEアビエーション
とジェットエンジン整備合弁会社を設立。アジア
におけるMROの主導権を握ることを明言

M&A

2017年1月、フランスのTier1サプライヤである
Safranは、同じくフランスの有力内装品メーカー
であるZodiac Aerospaceを買収する旨発表。両
社の合併により、事業ポートフォリオが拡大・強
化され、更なる機体電気化へ対応することとして
いる

日系サプライヤとの関係では、そのフレームワークの一つである「ネット

ワーク・イノベーション」が特に重要である。「ネットワーク・イノベーション」

とは、社外の人や組織とのつながり、パートナーシップ、コンソーシアムな

どを意味する。現在のようにハイパーコネクテッドな世界では、どんな会

社でもすべてを単独で行うことはできないし、行うべきでもない。特に、航

空機産業は多数の複雑な部品構成、多額の開発費、長期間にわたる資

金回収といった特徴があるため、「ネットワーク・イノベーション」が最も必

要とされている業界である。加えて、日本企業は航空機産業に限らず自

前主義が強いため「ネットワーク・イノベーション」を軽視してきており、そ

のことが競争力低下を招いていることは周知の事実であろう。

そこで日系サプライヤによる「ネットワーク・イノベーション」活用方法を示

したい。上記のポジショニングを考慮に入れて、表にまとめると右記のと

おりである。生き残るため（①と②に該当）には、提携、JV、M&Aといった、

他者との連携・外部リソース活用などの取り組みが不可欠である。また

「ネットワーク・イノベーション」を考えるうえで、有用と思われる事例も整

理した。ここでは紙面の関係で詳しく説明することは出来ないが、「ネット

ワーク・イノベーション」に取り組む手掛かりとしてもらえれば幸いである。

おわりに

日系サプライヤが生き残るためには、「ネットワーク・イノベーション」が必

要不可欠である。日系サプライヤは熾烈な競争環境に直面しており、変

化に生き残るためには、自分のポジションをしっかりと認識し、得意分野

にフォーカスして競争に打ち勝っていかなければならない。

なお、本稿では詳しく取り上げていないが、ABC三国時代の現在、特定

のOEMに依存した体制は、サプライヤにとって大きなリスクを抱えること

を意味する。対OEMとの関係でも、「ネットワーク・イノベーション」を起こ

すことが急務だ。

航空機産業は裾野の広い産業であり、息の長い継続的な取り組みが成

功のカギである点は、過去に淘汰され、現在存続しているOEMやサプラ

イヤを見ても明らかである。「ネットワーク・イノベーション」においては

「産」だけのものでなく、「産官学」による多様な立場の異なる関係者との

連携も必須である。御社の将来戦略に加えて、広く・高い視点で日本・世

界全体の航空機産業の未来について、一緒にディスカッションする機会

をいただけると幸甚である。
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