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岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

対象／小学５、６年生

岐阜県の航空宇宙産業
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ロケット／H3

空をとぶものには何がありますか？

ヘリコプターBK-117

飛行機／B-787

飛行船

滑空機



いちばん早く空を征服したのはだれでしょう？

レオナルド・ダ・ビンチ
（1452～1519年）

オットー・リリエンタール
（1848～1896年）

モンゴルフィエ兄弟
1740～1810年
1745～1799年

1783年11月21日



世界で初めて動力飛行に成功したのは誰ですか？

１９０３年12月17日 米国ノースカロライナ州キティーフォーク
兄弟？

オービルが12秒36ｍ、ウィルバーが59秒260ｍ飛んだのですよ！

兄／ウィルバー

弟／オービル

ライト兄弟



岐阜飛行場の歴史を知っていますか？

開設されて100年以上の、現在日本で一番古い飛行場です！

岐阜県の航空宇宙産業の始まり

３つの飛行場があり、陸軍の飛行機の操縦・整備、戦術研究する
部隊があったのです。



岐阜県の航空宇宙産業の始まり

岐阜飛行場にはフランスから、飛行機の操縦などを教
える航空団が来て教育が行われていたのです。だから今
でもこの飛行場は、飛行を研究する航空隊があるのです。
サムルソンという飛行機は、ここに工場を作った

川崎航空機が1923年から300機以上作った飛行機で、各
務原市の航空機産業が発達したきっかけになりました。

サムルソン 2A2



ゼロ戦

第二次世界大戦

また第二次世界大戦中では、各務原で新しい飛行機
の開発や製造が行われていました。ゼロ戦の試作機も
飛燕もここで初飛行したのです。
しかし、各務原にもたくさんの爆弾が落とされて、

終戦になりました。戦争に負けて飛行機を作れなく
なったので、会社はバスや自動車、炊事道具、大工道

具などを作って航空再開を待っていました。

飛燕

各務原空襲 1945年6月22日
岐阜空襲 1945年7月 9日

ゼロ戦試作機



戦後の航空宇宙産業の発展

1952年から、やっと飛行機を開発・製造することが許
されました。でも終戦からの7年間の空白によって、日本
の航空技術は大きく世界から遅れてしまいました。
まず新しい飛行機を独自開発しましたが全く売れません

でした。したがって最初は外国の航空機をノックダウン方
式やライセンス生産によって、開発や製造の技術を蓄える
しかなかったのです。

川崎 KAL-1連絡機

ロッキード／川崎 T-33A

ジェット練習機

川崎 KT-１



戦後の航空宇宙産業の発展日本で開発された飛行機の
名前をいくつ分りますか？

YS-11

BK-11７ 富士T-1

飛鳥
川崎T-4

三菱T-2 CCVｽﾍﾟｰｽ・ｼﾞｪｯﾄ



日本の航空宇宙産業の現状

さて日本の航空宇宙産業は世界でどの程度の大きさなのでしょうか？
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日本の航空宇宙産業の技術は高いのですが、
その規模は米国をはじめ、イギリス、フラン
ス、ドイツなどＥＵ各国と比較するとまだ小さ
いのです。
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現在世界で運航されているジェット旅客機は約2万4千
機ですが、今後10年間で1.7倍となる予測です。これは
東アジアにおいて観光やビジネスによる交流が、今より
盛んになるためです。
また路線に応じて小型、中型、大型の旅客機を選んで

飛ばしますので、燃費の良い新しい旅客機にしようとす
る需要も大きいのです。

今後の航空機の需要予測
じゅよう



中部地区の航空産業の現状

航空機産業は一つの地域に集まって共同で作って行きます
ので、川崎重工業、三菱重工業、スバルという主な会社があ
る中部地区が中心となっ製造されています。
造られたものはボーイング社やエアバス社に、飛行機や船で
送られています。



世界の宇宙開発

ソユーズロケット
(ロシア）

ＨⅡ-A・B (日本)

世界の宇宙利用もこれからどんどん進んでゆ
きます。これは宇宙に上げられている人工衛星
が私たちの生活を便利にし、また災害などから
守ってくれるからです。
またこれからは宇宙探査が積極的に行われ、

また新たに人が月や火星に行く時代が間近に
なっています。

ファルコンロケット
（米国）

衛星携帯

通信衛星

通信・放送

情報収集

気象衛星

災害

地球環境

スマホ

カーナビ

測位衛星

測位
(GPS)

みちびき

測位衛星
みちびき

GPS

カーナビ

スマホ ISS

惑星探査

宇宙探査等

人員輸送H2-B

宇宙輸送

人工衛星、ロケットの活躍



中部地区の宇宙産業

H-ⅡA・B ロケットLE7Aエンジン衛星フェアリング

日本の宇宙関係の会社も、この中部地区に集まっています。
名古屋港にある工場では、H-Ⅱ型ロケットの開発と製造が行われて
います。ここで作られたロケット本体は、エンジンと組合せられて種
子島の打上げ場まで、海上輸送されています。
川崎重工業も、ロケットのフェアリングを製造しています。最近では
宇宙のゴミを除去する技術開発に力を注いでいます。
またトヨタ自動車は、JAXAと共同で月面探査車の開発に着手して

います。これからは各国と共同して、月や火星に出掛ける計画がすぐ
そこまで来ているのです。



岐阜県の航空宇宙産業の現状

岐阜県の航空宇宙産業

・会社数は全国第２位！
・従業員数でも全国第２位！
・航空宇宙機器の製造品の出荷額は全国第３位！

岐阜県・地区別航空関連企業一覧

会社名 地区 会社名 地区 会社名 地区

旭金属工業(株) 安八町 (株)ナベヤ精機 各務原市 (株)岩田製作所 関市

日電精密工業(株) 安八町 (株)ナベヤ製作所 各務原市 (株)水野鉄工所 関市

恵那機器(株) 恵那市 早川工業(株) 各務原市 (株)瑞穂製作所 関市

(有)角野製作所 恵那市 (株)和興 各務原市 メイラ(株) 関市

(有)フジワテック 恵那市 徳田工業(株)
各務原市・可児
市

ナブテスコ(株) 垂井町

(株)オイダ製作所 大垣市 イワヰ工業(株) 各務原市・関市 (株)服部精工 垂井町

(株)大橋鉄工所 大垣市 (株)ヤシマ 各務原市・関市 金属技研(株) 土岐市

ヨシテク工業(株) 大野町 今井航空機器工業(株)
各務原市・美濃
市

(株)加藤製作所 中津川市

近藤技研(株) 海津町 (株)光製作所 笠松町・関市 (株)岩田鉄工所 羽島市

岩戸工業(株) 各務原市 偕行産業(株) 可児市 瑞浪精機(株) 瑞浪市

APCｴｱﾛｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ(株) 各務原市 鳥羽工産(株) 可児市 (株)小坂鉄工所 御嵩町

榎本ビーエー(株) 各務原市 天竜コンポジット(株) 川辺町 槌屋ティスコ(株) 御嵩町

(有)大堀研磨工業所 各務原市 (株)信立 岐阜市 (株)天野工業 美濃市

各務原航空機器(株) 各務原市 早川精機工業(株) 岐阜市 (株)太平洋久世製作所 美濃市

(株)加藤製作所 各務原市 (株)郡上螺子 郡上市 (有)ケーテクニカ 美濃加茂市

川崎岐阜協同組合 各務原市 (株)TEKNIA 郡上市 (有)名古路鉄工所 美濃加茂市

川崎重工業(株) 各務原市 帝人(株) 神戸町 (株)マルケン工業 美濃加茂市

誠和工業(株) 各務原市 葵工業(株) 坂祝町 名北工業(株) 美濃加茂市

天竜ｴｱﾛｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ(株) 各務原市 日本プレス工業(株) 坂祝町 アイギ工業(株) 輪之内町

(株)ペテマス 輪之内町

皆さんの近くに、航空機の関連会社は
ありますか？



１．岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の設置目的

最後に

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
山崎 直子 空宙博アンバサダー(大使)・宇宙飛行士

2．展示内容の方針

人財の育成
産業の振興
地域の活性化

じんざいのいくせい

さんぎょうのしんこう

ちいきのかっせいか

次の時代を担う子供たちに
チャレンジスピリットと感動を与える博物館

にな



皆さん、岐阜県の航空宇宙産業について分ってもらえましたか？
飛行機や宇宙のことは、これからもどんどん発達してゆきます。
皆さんも興味を持って、また博物館に来て下さい。

今日は来館していただき、ありがとうございました。


