
６ 航空装備研究所（旧第３研究所）

概 要

航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並び

に誘導武器についての研究及び試験評価に関する業

務を所掌しており、平成１８年度より、次期固定翼

哨戒機及び次期輸送機の性能確認試験を行ってい

る。本件は試験評価の対象となる技術分野が多岐に

わたるとともに、航空機システムとして総合的な評

価が必要なことから、航空装備研究所研究企画官が

特別に本部長より実施担当者に指名されて試験が実

施されている。本性能確認試験は北海道大樹町等に

おいて実施を終えた次期固定翼哨戒機用エンジン試

験の他、２種類の機体について静強度試験、疲労強

度試験、飛行試験を同時に実施しており、試験場所

も航空装備研究所の他、海上自衛隊厚木基地、宇宙

航空研究開発機構三鷹、岐阜試験場等広範な地域と

なっている。また、飛行試験には両機種の搭載電子

、 、機器の評価 次期固定翼哨戒機の戦闘指揮システム

音響システム等のミッション・システムの評価も含

まれており、艦艇装備研究所、電子装備研究所等と

密接に連携し評価を進めている。

システム研究部

システム研究部において航空機関係では、携帯型

の小型無人機から高高度を長時間滞空する大型無人

機まで各種の無人機システムに関する研究を実施し

ているほか、戦闘機のステルス化に関する研究を実

施している。併せて、現有装備品の改善に関する研

究を実施してきた。

エンジン関係では大型機用高バイパスファンエン

ジンを研究試作し、次期固定翼哨戒機用エンジンに

採用された。また、米空軍のアーノルド技術開発セ

ンターにおける次期固定翼哨戒機用エンジンの性能

確認試験も成功裏に終了させ、現在は陸上自衛隊の

要求により開発が進められている新多用途ヘリコプ

ター用の候補エンジンの研究・試験評価を実施して

いる。

誘導弾関係では、シミュレーション技術により、中

距離多目的誘導弾、地対艦誘導弾（改 、短距離地）

対空誘導弾（改）などの開発品の命中精度、攻撃範

囲等を評価するとともに、中・長距離 システSAM

ムの将来像を提案するために脅威、 システムSAM

構成、誘導弾形態等を変化させた場合のシステム有

効性の検討を行っている。また、日米共同研究で実

施したダクテッドロケットエンジンについては、新

島支所において実飛しょう環境下で推力制御などが

有効に作動することを確認する等、研究・開発及び

試験評価が一体となって実施されている。

システム研究部には誘導弾の発射試験を主な任務

とする試験室が設置されており、新島支所、米国ポ

イントマグ射場等において発射試験を実施し、実飛

しょうにおける各種ミサイルの性能確認を行ってい

る。さらに、各誘導弾システムの耐環境性を保証す

るための環境試験を実施している。

航空機技術研究部

航空機技術研究部において航空機の構成要素につ

いて機体のステルス化、軽量化、低コスト化、整備

性向上等に資する研究を実施してきている。個別に

は空力・制御技術関係として複数航空機（無人機）

を群として適切に制御する群協調飛行制御に関する

研究、空力弾性風洞試験技術の研究、高速風洞特性

評価技術の研究、機体構造技術関係としてヘリコプ

ター搭乗員の残存性向上のための耐衝撃性の研究、

将来航空機用多機能複合構造の研究、搭載機器技術

関係ではヘリコプターの全天候性向上のための主動

力機構に関する研究、パイロット負荷の低減を図る

ための操縦系統、アビオニクス・システム等に関す

る研究、エンジン技術関係では将来のエンジンに必

要な、燃焼技術、材料技術、制御技術についての研

究が進められている。



誘導武器技術研究部

誘導武器技術研究部において誘導弾の構成要素に

、 、ついて誘導精度の向上 ステルス目標対処能力向上

長射程化及び試験評価方法に関する研究等を実施し

てきている。個別には誘導制御技術関係としてミサ

イルシミレーション技術の研究、シーカ技術関係で

はステルス対処を目的として低 目標の早期発RCS

見技術、アクティブ電波画像誘導技術、光波複合誘

導方式等の研究、誘導管制技術関係では将来射撃管

制用レーダシステムの研究、高精度地上誘導技術の

研究、将来射撃管制技術の研究、推進装置技術関係

では将来のロケットの推力制御を可能とする技術と

して、液体酸化剤と固体燃料を使用したハイブリッ

ドロケットエンジンの研究を米国の空軍研究所と共

同で行った外、レーザー点火方式の研究、直巻ＦＷ

ロケットモータの研究、将来ガスジェネレータ要素

の研究等を進めている。

新島支所

新島支所は、平成１６年度の組織改編で、新島

試験場から航空装備研究所（当時第３研究所）の

、 、支所となり 平成１３年度から平成２３年度の間

延べ、計測弾を含め７４回（発）発射が行われて

いる。

（１）戦闘機技術の研究

（１．１）戦闘機技術の位置づけ

、 、航空装備研究所は 前身の第３研究所以来

戦闘機技術の研究を大きな研究の柱の一つと

して、技術開発官（航空機担当）と協力しつ

つ、研究を進めてきた。昭和後半の研究成果

が適用されたＦＳ－Ｘの開発が平成当初に始

まった以降は、機体形状、飛行制御、複合材

等について、次の戦闘機の開発の際に適用可

能となる技術の確立や、数値流体力学、三音

速風洞等の戦闘機の開発にあたり必要となる

評価技術の確立に努めてきた。

特に、概ねこの１０年間においては、技術

（ ） 、開発官 航空機担当 が研究試作を実施した

IFPC Integrated Flight低被観測性技術並びに （

）技術を適用した高運動飛Propulsion Control
行制御システムや、スマートスキン機体構造

に関する試験評価を実施すると共に、パッシ

ブセンサや自機以外からのターゲッティング

情報による戦闘も可能な統合火器管制技術、

電波ステルスを実現するために必要となるウ

ェポン内装に代表される低ＲＣＳ機体形状関

連技術、軽量化とコスト低減を実現するため

の機体構造技術等について所内研究として取

り組んできた。

この他、試験評価技術については、札幌試

験場に完成した三音速風洞装置を用いた風洞

試験技術として研究を進めているところであ

る。以下に、これらの研究の概要について述

べる。

（１．２）将来戦闘機に向けての要素技術研究

ア 高運動飛行制御システム

高運動飛行制御システムの研究試作は、

低被観測性及び高運動性を兼ね備える将来

小型航空機を実現するために必要となる、

電波、赤外線及び可視光の各低被観測性技

IFPC Integrated Flight Propulsion術並びに （

）技術を適用した高運動飛行制御シControl
ステムの成立性、有効性を地上試験で確認

し、技術資料を得るという目的で技術開発

官（航空機担当）が研究試作を実施したも

のであり、航空装備研究所は、平成１５年

度～平成２０年度の間、その試験評価を実

施した。

平成１５年度は、第３研究所（当時）及

び石川島播磨重工業株式会社瑞穂工場に

て、研試（その１）で試作した実大推力偏

向試験用供試体を用いて、実証エンジン１

号機のエンジン噴流に推力偏向パドル１枚

を投入し、パドルの耐熱性、荷重、投入時

のエンジン噴流赤外線強度変化を確認し

た。このおり、実証エンジンの推力が目標



値に達しなかったため、推力偏向パドルの

耐圧性能については解析を含めて確認して

いる。

平成１７年度は、札幌試験場にて、研試

（その２）で試作したディストーション・

スクリーン（低速域）と研試（その３）で

試作したディストーション・スクリーン

（高速域）を用いて、機体の空気取入口と

実証エンジンの適合性を確認した。

平成１９年度には、浜松基地のエンジン

・テストセルにて、研試（その４）で試作

FLCC ACCした推力偏向機構及び ／

FLight Control Computer Actuator Control（ 、

）を用いて、推力偏向パドル３枚Computer
を実証エンジン噴流に投入し、パドルの推

力偏向能力、耐熱能力、耐荷重能力、耐久

性、及び 機能を確認するためのデーIFPC
タを取得した。また、北海道大樹町多目的

航空公園にて、研試（その５）で試作した

スケールモデル及び専用地上装置を用22%
いて、舵面故障・損傷時でも必要な飛行特

性を維持する自己修復制御機能や高運動性

故に生じる高迎角時等においても正確なエ

アデータを取得する先進エアデータセンサ

機能等を確認した。試験においてスケール

モデルは３３回飛行させ、最後の３３回目

に予期し得ない風向の変動と逆光による操

縦者の機体姿勢視認困難により墜落、大破

したが、いずれの機能も良好なデータを取

得し、自己修復機能の有効性等の確認がで

きた。

平成２０年度は、平成１９年度に浜松基

地エンジン・テストセルにて実施した推力

偏向機構の試験で得られたデータの解析と

推力偏向パドルの材料検査を行った。その

結果、推力偏向能力や 機能についてIFPC
確認ができた上、実エンジンを用いた地上

試験においてはエンジン排気流のエジェク

タ効果による外部流の影響を考慮する必要

がある等の教訓が得られた。

推力偏向機構

FLCC/ACC

スケールモデル

イ スマートスキン機体構造

スマートスキン機体構造の研究試作は、

将来の小型航空機に適用されるスマートス

キン機体構造の実現に関する技術資料を得

る目的で技術開発官（航空機担当）が研究

試作を実施したものであり、航空装備研究

所は、平成２０年度に試作したスマートス

キン構造要素供試体の構造強度試験を実施

、 、し 所要の強度データを取得するとともに

平成２２年度に試作したウェポンベイの模

 



擬を含む全機低速風洞試験模型及び全機高

速風洞試験模型の風洞試験により、その試

験評価を実施した。

平成２２年６月から７月にかけて、札幌

試験場の三音速風洞において全機高速風洞

試験を、平成２２年９月から１１月にかけ

て、航空装備研究所の低速風洞において全

。 、機低速風洞試験を行った 両風洞試験とも

ウェポンベイの幅を２種、深さを２種、扉

サイズを２種、扉開度を２種の各々の組合

で風洞試験を行い、全機６分力を計測し、

ウェポンベイの無い形態（クリーン形態）

との比較をし、ウェポンベイや扉の形態に

よる全機６分力への影響に関する基礎的な

データを得た。

全機低速風洞試験

全機高速風洞試験

ウ 戦闘機用統合火器管制

戦闘機用統合火器管制技術の研究は、高

速かつ秘匿性を持つデータリンクを戦闘機

間に適用し、目標の情報共有のみならず火

器管制の統合を可能とするもので、平成２

２年度から所内研究２Ａとして開始された

ものである。火器管制の統合とは、空間的

に分散している戦闘機編隊内のセンサーや

ウェポンを戦闘機間で共有し、それぞれが

もたらす目標情報を統合的に処理してター

ゲッティングやミサイル誘導を行う事が出

来ることであり、これにより実現できるで

あろう射撃管制能力の一例としては、自機

が発射したミサイルの誘導権を僚機に移管

することで僚機がミサイルの中間誘導を継

続するとともに自機は脅威から即座に離脱

し得るフォワード・パスや、我彼の位置関

係等に応じて編隊内の最適なセンサー機、

ミサイル発射機を決定するセンサー／シュ

ーターリソース管理等がある。これらの射

撃管制能力は艦艇システムにおいて考えら

れているものと同様であるが、戦闘機の場

合は従来ミサイルの初中期誘導のために甘

受していた機動の制約が解消される上、情

報収集能力の向上や搭載ミサイル能力の最

大活用及び生存性向上等により第５世代戦

闘機や数的に優勢な相手に対しても射撃機

会の増大と射撃効率の向上が期待されるも

のである。

平成２２年度～平成２３年度において

は、戦闘機用統合火器管制システムの構想

等について検討を実施するとともに、シミ

ュレーション統合システム等を用いた簡易

空戦シミュレーションを実施して、戦闘機

用統合火器管制の有効性及び技術課題の詳

細を把握し、ステルス化された脅威に対し

て有効に対処できる方法を検討し、その見

通しを得た。この成果を踏まえ、平成２４

年度からは戦闘機用統合火器管制システム

（その１）の研究試作を開始する予定であ

る。



エ 戦闘機高ステルス化

戦闘機高ステルス化の研究は、従来の外

装では が大となる空対空ミサイルをRCS
戦闘機機体内に内装することで低 化RCS
を図るウェポンリリース・ステルス化の研

究と、同じく大きな電波反射源となるエン

ジン前面の隠蔽と空気取り入れ口形状の最

適化により低 化を図り、同時に戦闘RCS
機胴体内において大きなスペースを要する

ウェポン内装システムとの成立を実現する

ステルスインテークダクトの研究からなる

もので、平成２３年度から所内研究２Ａと

して開始されたものである。いずれも高ス

テルス性を備えた将来戦闘機の実現におい

て必須となる技術であり、第５世代戦闘機

と称されるアメリカの 、 やロシF-22 F-35
アの 、中国の殲２０等も具備していT-50
るものと見なされるところであるが、我が

国では経験がない上、外部からの早期技術

導入も期待できない故に研究試作を通じた

設計データベースの構築が必要と考えられ

るところである。

平成２３年度においては、ウェポンリリ

ース・ステルス化の研究として、ウェポン

内装システム動作についてシミュレーショ

ンを実施しシーケンスに要する動作時間等

について検討を実施するとともにウェポン

内装システムを有する胴体の詳細な技術課

題を検討した。また、ステルスインテーク

ダクトの研究として、ダクト内の乱れ等の

基礎的な調査検討を実施し、ステルスイン

テークダクトに関する技術課題を把握する

とともに、ステルスインテークダクトに関

する構想、技術課題の解明方法等について

検討を実施した。引き続き、平成２４年度

ではウェポン内装システムの風洞試験にお

ける試験形態等の空力荷重データ取得方法

に関する検討や空力荷重等による構造変

RCS形 隙間 ガタの発生及びそれによる、 、

変化等を考慮したウェポン内装システム試

験技術の検討を行う。また、 を用いCFD
たステルスインテークダクト内流れの基礎

的な解析で気流の乱れ等を把握するととも

にステルスインテークダクトの設計ツール

について調査、その技術レベルを把握する

等行い、ウェポンリリース・ステルス化の

研究においては平成２５年度、ステルスイ

ンテークダクトの研究においては平成２６

年度から研究試作の開始を目指していると

ころである。

オ 先進航空機構造等の所内研究（航空機構

造）

小型航空機（戦闘機）の構造・材料に関

する研究は、主翼桁間構造への積層型炭素

（ ）系複合材の適用 Ｆ－２の主翼として結実

及び三次元複合材の金具及びアクチュエー

タへの適用（新複合材構造の研究）が成功

裏に達成された後、さらに複雑な胴体構造

への新材料・構造様式の適用を模索してき

た。胴体構造は、様々な艤装を効率的に納

めるために複雑な曲面と部材配置を有し、

且つエンジン及びダクトからの熱に継続的

に晒されるため、主翼等とは異なった材料

や成形法が必要とされる。

この研究では、使用温度環境の厳しい胴

体構造の軽量化とコスト低減を目指し、耐

熱樹脂を活用した複合材料及び新しい加工

方法を用いたチタン系金属材料を候補とし

て、平成１４年度までに先進胴体構造の研

究として材料基礎特性の検討、平成１５～

１８年度に先進隔壁構造として胴体隔壁及

び外板への適用研究を実施した。その後、

技術的成熟度が高まってきたナノ複合材等

の可能性を追求すべく、先進航空機構造の

研究を平成１９年度以降実施し、現在に至

る。

Ｆ－２の主翼に使われた複合材は母材で

あるエポキシ樹脂の特性に制約され、耐熱

性は特段に高いものではなく、エンジン周



辺構造への適用は困難であった。そこで、

母材として耐熱性に優れたビスマレイミド

樹脂及びポリシアネート樹脂を用いた耐熱

複合材を候補材料として検討を進め、クー

ポン試験及び要素試験により基礎的技術資

料を得た。なお、本研究は、同時期に次世

代超音速機への耐熱三次元複合材の適用に

関する研究を実施していた宇宙航空研究開

発機構（ＪＡＸＡ）との研究協力項目の一

つとして取り上げられ、試験データ等の交

換を通じ、研究の効率化が図られた。

一方、金属材料については、超塑性 拡/
散接合チタン合金の適用について検討を実

施してきた。チタン合金は耐熱性や比強度

に優れ、エンジン周辺構造等にこれまでも

使用されてきた実績があるが、加工性に難

があることで知られている。そこで、新し

い加工方法（超塑性成形、拡散接合）を適

用し、一次構造部材である胴体隔壁として

十分な形状及び強度を有しつつも安価に製

造する技術について検討・試験を実施し、

接合面の強度特性や多層構造設計技術に関

する指針を得た。

超塑性 拡散接合チタン合金試験片/

（１．３）将来戦闘機に向けての評価技術

ア 三音速風洞装置

三音速風洞装置は、平成７年度から平成

１６年度にかけて、高性能化する将来の戦闘

機、ミサイル等の空力性能を試験評価できる

三音速風洞装置に関する技術資料を得ること

を目的として実施された研究試作である。

三音速風洞装置は、札幌試験場東千歳分

場（当時）に設置され、 ～ のMach0.3 4.0
速度で、 × の測定部断面に通風2.0m 2.0m
が可能な間欠吹出し式（ブローダウン式）

の大型高速風洞である。実機の飛行時のレ

イノルズ数（１×１０ ）を実現できる世
８

界的にも屈指の風洞である。

札幌試験場内の共有施設である中圧空気

源棟から の空気を高圧空気源棟に620kPa
引き込み、多段遠心式圧縮機で へ3185kPa
昇圧し、５基の貯気槽（１基当たり約

）に充填する。多段遠心式圧縮機の960m3

動力源は ／川崎重工製スペイ航空転用RR
型フリータービン式のガスタービンであ

り、燃料は灯油である。

貯気槽からは高圧導管を介して、風洞最

上流の集合筒につながっている。間に緊急

遮断弁があり、口径 のボール弁が高2.3m
圧部と風洞本体を遮断できるようになって

いる。この弁は、緊急時には３秒以内に閉

動作を完了でき、高圧空気による風洞本体

や風洞模型に致命的な損傷が発生すること

を回避するように設置されている。

集合筒最上流には、プラグ型の調圧弁が

あり、通風中徐々に低下する貯気槽圧力に

対し、集合筒内の澱み点圧力を所定値に制

御している。その澱み点圧力の空気を可変

ノズルに流すことで、所望のマッハ数の流

れを測定部に発生させる。可変ノズルは全

長 のステンレス製一体物の可撓板を20m
上下に持つ二次元ノズルであり、この可撓

板を上下合わせて 個の電動ジャッキで108
動かすことで、所望のノズル形状を作り出

す。

測定部は、計測する速度域によって遷音



速測定部と超音速測定部を使い分ける方式

としている。 をこえる速度では可Mach1.4
変ノズルと一体化した壁面の超音速測定部

を使用し、 以下の速度では多孔壁Mach1.4
の壁面とその外側にプレナム室を持った遷

音速カートを可変ノズル下流に接続し、そ

の中の遷音速測定部を使用する。それぞれ

、 、の測定部には 基準位置に有効径 800mm
その上下流にそれぞれ の計３か所550mm
のシュリーレン窓が設置され、カラーシュ

リーレンも可能なシュリーレン装置が設置

され、測定部の流れの密度変化を非接触で

可視化することが出来る。また、測定部に

は、下流からスティング支持方式の油圧駆

動の模型支持部が接続されており、ピッチ

角を通常＋ ﾟ～－ ﾟ（大迎角＋16.8 16.7
ﾟ～－ ﾟ）で、ロール角を± ﾟ29.7 28.6 185

動かすことが可能である。

測定部を流れた空気をそのまま放出する

と、大きな騒音が発生するため、測定部の

下流には消音塔を設置して、騒音を敷地境

界で ( )以下にしている。消音塔は、65dB A
地上高 のコンクリート製の３階建の34m

、 、建物であり 内部に吸音材と共鳴室を持ち

可聴域の音を吸音材で、低周波を共鳴室で

取り除いている。

平成１５年度から平成１７年度にかけて

気流の質に関する各種の計測を行い、世界的

に実績のある風洞と同等の気流の質を確保し

ていることを確認した。また、フランスの

ONERAのS2MA風洞とドイツのETW風洞との対応

風洞試験を行い、双方の風洞でデータの相似

性を確認した （平成１８年度から平成２３。

年度にJAXAとの研究協力の中でJAXAの1.0m×

1.0m超音速風洞と2.0m×2.0m遷音速風洞との

対応風試も行っている ）これらを通して、。

航空機形状の策定に欠かせない高性能な風洞

を国内に整備することが出来た。

三音速風洞装置全景（札幌試験場）

気流検定の様子

イ 高速風洞特性評価技術

高速風洞特性評価技術の研究は、特別研

究として、平成２１年度から平成２３年度の

３年間にかけて実施し、防衛省装備品の研究

開発において実施される高速風洞試験におい

て、各種の風洞試験に対応し、かつ試験効率

の向上を図る高速風洞試験技術に関する技術

資料を得る目的で、三音速風洞装置の機能付

加や運用領域の拡大とそれに伴う気流の検定

を行った。

平成２１年度は、測定部の多孔壁の開度調

整を行い流れ方向の速度変動の向上と可変ノ

ズルのノズル形状の調整を行い流れに垂直方

向の測定断面の一様性向上を図った。

平成２２年度は、新たに仮作したブロッケ

ージ模型を測定部に設置して、測定部の閉塞

率と通風の安定性の関係を調査し、今後の風



洞模型の製作の指針とすることが出来た。更

に現在Mach1.4を境に遷音速測定部と超音速

測定部を切り替えて運用している風洞形態

を、それぞれオーバーラップ領域として運用

形態の拡大を行うとともに、遷音速形態でオ

フセットアダプタを利用して大迎角計測の領

域の特性確認も行った。３月の試験実施中に

東日本大震災が発生し、本事業が確保した灯

油を被災者救援のために供出したことを付け

加えておく。

平成２３年度は、引続きオーバーラップ

領域の気流検定と大迎角領域の特性確認を

行うとともに、圧力の連続計測、マッハ数

スイープ及び スイープ機能の確認を行P0
った。更に圧力センサの温度特性を改善さ

恒温槽を仮作して、通風前後での温度せる

変化による圧力センサの精度劣化の改善を行

った。

以上の各種通風試験から三音速風洞装置の

新機能と気流向上に貢献し、将来の航空機開

発時の各種風洞試験に寄与するものである。

気流検定（ノズル形状調整）の様子

ウ 空力弾性風洞試験技術

空力弾性風洞試験技術の研究は、平成２

０年度から平成２２年度の３年間にかけ

て、横転中の主翼面上の圧力分布と構造変

形の連成した空力弾性現象の把握を可能に

する空力弾性風洞試験を実現することを目

的に特別研究として実施した。

平成２０年度は、剛体模型を用いた風洞

試験を行い主翼面上の圧力分布を取得する

とともに、主翼の剛性を模擬した弾性模型

を仮作し剛性の確認を行った。

平成２１年度は、通風の気流を利用した

風車により回転力を得る横転装置を仮作

し、通風による機能確認を行うとともに、

風洞測定部内で光学的に圧力分布や変形量

が計測できることを確認した。

平成２２年度は、前年度までの成果を用

いて、回転中の弾性模型の翼面上の圧力分

布と変形量を計測し、従来の予測手法と横

転時に生じている実際の空気力や変形量と

の差分を比較した。

横転中の空気力や変形量を取得する空力

弾性風洞試験により、従来の手法では予測

できなかった横転性能（ロール・フラッペ

ロン舵効き係数及びロール・ダンピング係

数）の推算精度向上が期待できることを確

認できた。これは、横転能力が重視される

航空機（戦闘機）の設計時に、空力弾性風

洞試験を行うことが有効であることを示し

ている。

空力弾性風洞試験の様子

（２）大型機技術の研究

（２．１）次期固定翼哨戒機及び次期輸送機の開

発事業の位置付け

防衛省・自衛隊が使用する大型機は、高速

巡航能力、長距離・長時間飛行能力、短距離



離着陸能力、卓越した捜索能力等、多様な特

性が求められており、航空装備研究所ではこ

れまでに将来大型機形状の研究試作等を通じ

て、必要な技術について蓄積を重ねてきた。

これらの技術的蓄積は実用機開発へ適宜反

映されており、その成果の一つが技術開発官

（航空機担当）により開発中の次期固定翼哨

戒機（ ）及び次期輸送機（ ）であXP-1 XC-2
る。この事業は海上自衛隊及び航空自衛隊の

現有機である固定翼哨戒機（ ）及び中型P-3C
輸送機（ ）の後継機開発を目的とし、平C-1
成１３年度に試作が開始されたものである。

異なる用途の航空機２機種の開発であるにも

関わらず、同時開発により機体構造や搭載シ

ステムの一部共用化を図り、開発や取得に要

する経費の低減のみならず、運用開始後の維

持経費の低減を目指している。航空装備研究

所にあっては両航空機を評価するため、全機

静強度試験、全機疲労強度試験及び飛行試験

等の性能確認試験を実施中である。

（２．２）次期固定翼哨戒機及び次期輸送機の性

能確認試験

全機静強度試験及び全機疲労強度試験につ

いては、実機と同等の構造を有する実大供試

体を用いて航空機の構造特性を地上にて評価

するものである。本開発では２機種の静強度

及び疲労強度を保証するために計４件の全機

強度試験が必要とされ、航空装備研究所の現

有設備（試験場及び試験装置）では不足であ

った。そこで、関係各所の協力を得て、航空

自衛隊岐阜基地に の強度試験機２機をXC-2
収容可能な次期輸送機強度試験場を新築する

こととなった。この強度試験場は航空自衛隊

第２補給処の管理下におかれ、試験場が竣工

した平成１６年度から強度試験終了時まで航

空装備研究所が使用するものである。また、

行政組織の枠組みを超え、宇宙航空研究開発

機構（ ）の協力を受け、 の疲労強JAXA XP-1
度試験の実施場所として、その保有する構造

材料 号館を平成１６年度から現在に至るC1
まで協定書に基づき借り上げている。機体に

対する飛行荷重等を模擬するための多チャン

ネル同時制御油圧試験装置についても、現有

試験装置（救難飛行艇（ ）の技術試験XUS-2
等で使用）では数量・規模ともに不足してい

たため、２式の現有機材を改修し、さらに２

式を新規調達した。その結果、平成２４年４

月現在、航空装備研究所は国内最大規模の航

空機構造強度試験設備を保有するに至った。

全機静強度試験については、運用時に想定

される最大荷重（制限荷重）及び安全率（×

）を考慮した荷重（終極荷重）に対する1.5
構造強度等を確認するものである。次期固定

翼哨戒機及び次期輸送機では様々なレベルで

共用化が図られたとはいえ、荷重環境や構造

特性には様々な相違があり、単独開発と同様

と言ってもよい規模の試験項目が各機種に対

して要求された。試験項目は、剛性試験、局

部荷重試験、地上荷重試験及び飛行荷重試験

に分類され、試験項目数は各機１００項目以

上にのぼる。 と の静強度試験用供XP-1 XC-2
試機は、航空装備研究所にて平成１８年１０

月、及び岐阜基地にて平成１８年３月にそれ

ぞれ受領された後、準備作業を経て静強度試

験に供されている。

全機疲労強度試験については、繰り返し荷

重負荷に対する長期的な構造強度を確認し、

機体寿命や点検等に関する技術資料を得るこ

とを目的としている。運用時に作用する一連

の荷重パターン（地上走行－離陸－巡航－着

陸－地上走行）を忠実に模擬し、機体構造へ

の疲労亀裂等の発生及び進展に関する特性の

取得・評価を実施している。 の疲労強XP-1
度試験機は平成１９年１１月に の施設JAXA
において納入され、また の疲労強度試XC-2
験機は平成２２年３月に岐阜基地にて受領さ

。 、 、れた その後 所定の準備・調整作業を経て

試験が開始された。

これらの強度試験を通じ、強度に関する複



数の不具合事象（平成１９年７月： 及XP-1
び の水平尾翼や胴体床構造等の変形XC-2
等）が発生したことから、同月、技術研究本

部及び試作担当会社による専門チームが立ち

上げられ、構造設計の再確認が実施された。

その後も不断の構造強度確認作業が行われて

おり、これらの成果は順次反映され、その効

果については強度試験等により逐次確認され

ているところである。平成２４年４月現在、

全機静強度試験及び疲労強度試験ともに鋭意

継続実施中である。

次期固定翼哨戒機の全機静強度試験機

次期輸送機の全機静強度試験機

飛行試験については、実機を用いて、地上

及び飛行状態における性能、特性、荷重、振

動及び搭載装備品の機能・性能等を評価する

ものである。

の飛行試験は、海上自衛隊が実施すXP-1
る実用性の評価と同時に実施することから、

海上自衛隊厚木航空基地を母基地として実施

することとし、参画する試験要員が執務する

ための施設・設備として２棟からなる解析評

価棟（軽量鉄骨構造２階建ての施設）を同基

地内に、また飛行試験供試機の計測データを

オンライン・モニタするためのテレメトリの

受信設備を同基地内及び航空装備研究所新島

支所に設置した。なお、飛行試験供試機の格

納庫としては、海上自衛隊の施設を使用して

いる。

飛行試験供試機は２機を有し、試作１号機

は、平成２０年８月に受領し、同年９月から

飛行試験に供し、また試作２号機は、平成２

０年１０月に受領し、同年１１月から飛行試

験に供している。

飛行試験の実施体制としては、航空装備研

究所の人員を中心としつつも、主に音響シス

テムに係る試験要員は艦艇装備研究所から、

また主に戦闘指揮システム及びレーダ・シス

テムに係る試験要員は電子装備研究所からの

派出を受け、約２０名の編成となっている。

また、技術試験の支援及び実用試験として

の飛行試験を実施する海上自衛隊側の体制

は、約１３０名から編成されており、これら

に技術支援契約等による会社技術員を加え、

総勢約２００名の体制で の飛行試験にXP-1
当たっている。

、XP-1の飛行試験における主な試験項目は
以下のとおりである。

○飛行性能（水平飛行、上昇、降下、失速

性能等）

○飛行特性（安定性・操縦性等）

○荷重・フラッタ・機体振動

○機内外環境（機内の調和空気、振動、騒

音及び機外の騒音）

○投下投棄特性（ウェポン、ソノブイ、各

種火工品等の発射、投下、投棄特性）

○機体各種系統（操縦系統、油圧系統、推

進系統等の機能・性能）

○搭載電子系統（計器系統、通信・識別系

統、飛行管理系統等の機能・性能）

○ミッション・システム（戦闘指揮システ

ム、音響システム、レーダ・システム、

武器システム等の機能・性能）

これらの項目に係る評価のため、日夜、試

験準備（試験方案の作成等 、試験実施（テ）

レメトリによる計測データのオンライン・モ



ニタ、試験統制等 、取得したデータの解析）

及び評価、並びに判明した不具合事象等に係

る検討等に注力しているところである。

また、 と とでは、様々なレベルXP-1 XC-2
での共用化が図られていることから、試験技

法や解析手法、判明する不具合事象等につい

ても共通することが多いことから、岐阜試験

場で実施されている の飛行試験の状況XC-2
にも注視するとともに、岐阜試験場と緊密な

連携を図りつつ飛行試験を実施しているとこ

ろである。

平成２０年度に飛行試験を開始した後、全

機静強度試験及び全機疲労強度試験の進捗に

、 、伴い判明した要改善事項等については 逐次

飛行試験供試機に反映することにより、安全

を脅かす重大な不具合等も無く、これまでに

試作１号機は累計約２６０回（約９００時

間 、試作２号機は累計約１４０回（約５０）

０時間）の飛行実績を積み上げている（平成

２４年３月末時点 。また、これまでに実施）

した飛行試験の中で、他基地に移動して試験

を実施した場所としては、

○航空自衛隊岐阜基地（所在地：岐阜県、

計器較正に資するデータの取得等）

○海上自衛隊八戸航空基地（所在地：青森

県、低温環境下におけるエンジン始動特

性、空調系統及び防除氷系統の機能・性

能に関するデータの取得）

○海上自衛隊鹿屋航空基地（所在地：鹿児

島県、武器システムの機能、魚雷の投下

特性、機外騒音及び高温環境下における

エンジン始動特性及び空調系統の機能・

性能に関するデータの取得）

がある。

平成２４年４月現在、 の飛行試験にXP-1
おいては、着実に性能評価項目に関するデー

タを取得しつつあるところであり、飛行試験

、 、の完遂に向けて 飛行安全に抜かることなく

、 。鋭意 飛行試験を継続しているところである

次期固定翼哨戒機( )試作１号機XP-1

次期固定翼哨戒機( )試作２号機XP-1
（耐寒試験＠海上自衛隊八戸航空基地）

投下投棄特性に係る試験の様子

（試作１号機からのダミー弾の投下）

（３）ヘリコプター技術の研究

ア 目 的

防衛省・自衛隊が使用するヘリコプター

は、荒天等の厳しい環境下での運用が求め

られており、乗員の生存性の向上及び任務

遂行能力を図るために必要な技術について

研究し、技術資料を得る必要がある。

イ 経緯及び結果

乗員の生存性に関する研究は、匍匐飛行



のように緊急時の回復余裕が小さい低速度

低高度領域での運用が多い軍用ヘリコプタ

ーに対し機体構造の耐衝撃性を改善させる

ことで、生存性の向上を図るものである。

規格では、規定された衝撃環境にMIL
対し次のような構造要求がある。①構造は

乗員の生存可能な空間を確保し、また座席

は離脱してはならない、②トランスミッシ

ョンやエンジンは離脱してはならない、③

機体、脚、座席等にエネルギー吸収構造を

適用し、乗員が耐えうるレベルまで衝撃を

吸収する、④衝撃後に火災により乗員の脱

出を妨げることがないよう防火構造を適用

する。耐衝撃性構造の研究は、欧米を中心

に盛んに研究され実機への適用も進んでお

り、 と では前述の 規格UH-60 AH-64 MIL
の一部が設計要求として適用され、主に脚

によるエネルギー吸収によって はUH-60
（ ）、 （ ）38ft/s 11.6m/s AH-64 42ft/s 12.8m/sは

の沈下速度に耐えることができる。我が国

では、①及び③について実用に供しうる技

術レベルに達しておらず将来機開発にあた

っての重要課題として残されているため、

これらの設計、解析及び試験評価技術の蓄

積と衝撃吸収構造の開発を目標とした。

衝撃吸収要素としては、複合材及びハニ

カム・サンドイッチ板は共に有効であり、

特に複合材は、チューブ等の形状にした上

で端部に衝撃を与えると、端部から層間剥

離等のき裂を伴いつつ微小な破片に粉砕さ

れ、安定した逐次的破壊( )Progressive Failure
が進行するため、優れた衝撃吸収性能を示

すことが知られている。この優れた特性を

生かすべく、平成１１年度から複合材製の

衝撃吸収要素技術の検討を開始し、成立性

の見通しを得ることができた。その成果を

受けて「耐衝撃性構造（その１）の研究試

作 （平成１７年度～平成１９年度）で単」

座コックピットを模擬し床下に複合材製衝

撃吸収構造要素を組み込んだ部分構造供試

体を試作し 「耐衝撃性構造（その１）の、

性能確認試験 （平成２０年度）で落下試」

験に供することにより、 規格に基づMIL
いて設定した目標性能・諸元（衝撃吸収構

造による床面位置衝撃加速度の低減、保護

殻による乗員生存空間の確保）を満足する

ことを確認した。我々の知る限り、脚に依

らず床下構造及び座席だけでこのレベルの

耐衝撃性を達成した実機の事例はない。な

お本研究試作では既存機のデータ取得のた

めに関連試験として の落下試験もUH-1H
行っている。さらに平成２１年度に着手し

た「耐衝撃性構造（その２）の研究試作」

では、キャビンを模擬したキャビン部分構

造供試体を試作中であり、引き続き研究試

作及び性能確認試験を実施していく。

落下試験による衝撃吸収能力の評価

任務遂行能力の向上については、荒天等

の厳しい環境下で高い安定性を実現するこ

とにより全天候性を向上させることで実現

させようとするものである。この際、安定

性を高めることで運動性が劣ることのない

よう、この両者を高いレベルで両立させる

ことを目標とした。

MDC :ヘリコプターの主要動力機構（

）であるロータ・Major Dynamic Component
ハブ、コントロール・システム及びトラン

スミッションは、構造が複雑で部品点数が

多く、重量・容積も大きい。また、ヘリコ

プターはロータ運動の結果として生じる機



体の姿勢変化等をフィードバックすること

、 、で安定性を増大させているが この特性上

大気擾乱による機体姿勢の変化を検出する

までに遅れが生じることから、大気擾乱下

でも機体制御系として十分な安定性を保持

させることが難しく、荒天時の姿勢保持等

にあたり、パイロットのワークロードを大

きくしている状況である。

これらの改善にあたり、ロータ・ハブに

内蔵したセンサによりロータ面の傾斜角を

、 、直接検出し これを制御に活用することで

大気擾乱下での高い安定性の確保を図る揺

動制御システム技術、減速機構をスプリッ

ト・トルク型として軽量・薄型化を図るト

ランスミッション技術、ロータ・ハブ、マ

ストの主構造を複合材とし、またマストを

大口径にしてコントロール・システムを内

蔵することで軽量化等を図る技術等につい

て、平成１１～２０年度にかけて、個々の

要素技術の検討を行い、構成要素技術とし

て技術的な成立性の見通しを得ることがで

きた。

これらの成果を踏まえて、平成２１年度

から全天候対応駆動システムの研究試作に

着手した。全天候対応駆動システムは、前

述の構成要素技術を当初から一体のものと

して設計することで、高い安定性と運動性

の両立、小型軽量化等を図るものであり、

従来の駆動システム（ ）に比べて、OH-1
重量約１１％の軽減及び全高約２５％の低

減の見通しを得た。また、平成２３～２４

年度にかけて実施したワール・タワー試

験、シミュレータ試験では、全天候対応駆

動システムは、大気擾乱による揺動が従来

の駆動システム（ ）に比べて約３０OH-1
％低減していること、複合材ロータ・ハブ

の耐久性が２００飛行時間以上あること、

ADS AERONAUTICAL操縦応答性が (

)－３３ のレベル１DESIGN STANDARD E
相当であること等について評価・検証を行

い、良好な結果を得た。

全天候対応駆動システムについては、こ

の技術をシステムとして実用化させた事例

は未だなく、将来のさらなる任務遂行能力

の向上のために必要な技術基盤を世界に誇

れるレベルで確立させることができた。

ワール・タワー試験用ロータ・ハブ

パイロットによる操縦応答性の評価

（シミュレータ試験）

（４）無人機技術の研究

ア 目 的

無人機は、有人機では極めて困難な、生

理的限界を超えるような長時間飛行、人間

が近寄ることのできない 環境下でのNBC
飛行及び防空網制圧等の高い脅威下での危

険な任務を行うことができる。近年は各国

で無人機が配備され、戦場では必要不可欠

の存在となってきた。技術研究本部では、

発足当初から無人機システムに必要な技術

について研究を実施している。



イ 経緯及び結果

昭和２９年に「無人機の研究」として始

まったこの研究では、昭和３７年にデルタ

翼・ロケット推進型・指令操縦式の無人機

（写真）をヘリコプター懸吊状態から発進

させて１回の飛行に成功し、システムの成

立性を確認し終了した。本件は、当時の先

端技術が多用されていながら、システム指

向の研究であり、将来に向けての無人機技

術の課題を明らかにした。

デルタ翼・ロケット推進型・指令操縦式の無人機

その後、要素研究の時代を経て、昭和５

１年度から戦場における偵察任務を想定し

た「研究用 」の研究に着手した。こRPV
れは、推進式プロペラの小型無人機及び地

上装置からなるカタパルト発進・パラシュ

ート回収方式のシステム（写真）であり、

昭和５９年度までに５回の飛行を行った。

本システムは我が国における無人機の原型

というべきものであり、システム構成、プ

リプログラムによる誘導制御方式、発進回

収方式、データリンク等、本件で確立され

た技術は、その後研究開発された無人機の

ほとんどが何らかの形で踏襲している。

RPVカタパルト発進直後の研究用

従来のパラシュート回収における着地点

の不確定等、無人機における発進・回収の

課題を解決するため、昭和６３年度から平

成１７年度までの の研究におVTOL-UAV
いて、テールシッター方式による定点での

発進・回収方式について検証した。マニュ

アル操縦のラジコン機による遷移飛行、ジ

ェットエンジンを備えたフルスケール機に

（ ）、よる垂直姿勢での自動発進・回収 写真

風洞内での遷移飛行模擬まで実施したが、

自動での遷移飛行を含む一連の飛行を実証

するまでには至らなかった。この成果の一

部は携帯型飛行体技術と融合し、各種メデ

ィアで話題となった球形飛行体の着想にな

った。

自動回収中の飛行実験機システム

高高度を長時間滞空して、継続的かつ機

動的に情報収集、監視、偵察等の任務を遂



行可能なセンサプラットフォームとして有

（ ） 、望な滞空型無人機システム 図 について

平成６年度以降、システム構想設計及び必

要な要素技術についての研究を実施した。

滞空型無人機のイメージ

検証した要素技術は、高高度を長時間飛

行するための空力形状及び推進装置、高ア

スペクト比翼の突風荷重低減、低速での自

動離着陸、航空機衝突防止装置（ ）TCAS
及びミリ波レーダを利用した自動衝突回

避、長距離データリンク等である。

低速自動離着陸技術及び自動衝突回避技

術については、既存のモーターグライダー

に飛行制御装置等を搭載した実験機による

飛行実証を実施した。実験機には安全確保

のため、パイロットが搭乗した状態で自律

飛行を行っている。飛行実証を含む一連の

研究により、滞空型無人機システムの実現

に向けて、各要素技術を着実に蓄積した。

既存のモーターグライダーを改修した実験機

「研究用 」の誘導制御方式は、航RPV
空機から空中発進するターゲットドローン

（ ）に活用され、その技術はさらJ/AQM-1
に多用途小型無人機に受け継がれた。

多用途小型無人機は、航空幕僚監部の研

究要求に基づき、平成７年度から１０年度

までに研究試作された無人機システムであ

り、戦闘機クラスの航空機から空中発進・

海上回収され、偵察・標的等の各種用途に

使用する無人機システムの実現を目指した

ものである。

試験当初、輸入品のエンジンに不具合が

あることが判明したため、試験期間は２年

延長された。所内試験は平成９年度の第３

研究所での 試験を皮切りに、７回のCTS
実飛行を実施し、飛行中に大きな不具合が

発生することなく平成１３年度に終了し

た。飛行試験は日本海上空で行われ、地上

管制は小松基地、母機は岐阜基地、揚収船

等は舞鶴の３ヶ所に展開し各試験隊が協調

しながら試験を進行させた。

無人機研究システム（写真）は、航空幕

僚監部の開発要求に基づき、多用途小型無

人機の機体形状をベースとして平成１６年

度から２１年度までに開発されたものであ

。 、る 多用途小型無人機からの主な変更点は

滑走路への自動滑走着陸及びセンサ前方視

野の確保である。

平成２０年度より、岐阜基地等において

無人機の基本的な機能等を母機に搭載した

状態で確認し、平成２１年度から硫黄島に

て無人機の自律飛行を実施し、初飛行で自

動着陸を成功させた。空中発進時のエンジ

ン停止等の不具合により、試験期間は２年

延長されたが、対策を講じつつ、平成２３

年度までに２０回の自律飛行を実施し、技

術試験を終了した。無人機の飛行試験は制

限及び調整事項が多いうえ、本試験では硫

黄島への大規模な空輸 海上輸送及び長期、



間滞在などの要因も加わり、試験隊は様々

な制限や困難な調整に遭遇したものの技術

試験を完遂させた。

硫黄島での無人機研究システムの自動着陸

利用の普及、 等の民生技術GPS MEMS
の急速な発展及び対テロ等の非対称戦闘へ

の対応といった背景により、従来の無人機

よりもはるかに小さな （超小型無人MAV
機）と呼ばれるものが出現し始めた。当研

究所では、小型化の意義を個人携行及び簡

易な運用にあると捉え、そのような無人機

を「携帯型飛行体」と定義し、そのシステ

ムの実現を目指した。

平成１４年度から、様々なタイプの機体

が検討され、固定翼型については 級60cm
1.5m 60cm及び 級、回転翼型については

級のシステムを製作し、それらが離陸から

着陸までの完全自律飛行が可能であること

を飛行試験にて確認した。機体が小さいこ

とから各構成品が小型軽量であることは当

然のことながら、低価格の市販部品を多用

しつつ、小さなシステムの中でそれぞれが

十分に機能を発揮するための調和のとれた

システムインテグレーションを図ること

が、システムの成立には必要不可欠であっ

た。本研究の成果は、将来の個人携帯が可

能な無人機に関する基礎的な技術として今

後も反映されるであろう。

携帯型飛行体（６０ｃｍ級固定翼型）の透視図

（５）航空電子技術の研究

（５．１）電動アクチュエータの研究

ア 目 的

戦闘機の機動性向上等を図るため、アクチュ

エーションシステムを小型軽量化する技術につ

いて研究し、舵面制御技術に関する技術資料を

得る。

イ 経緯及び結果

電動アクチュエータ供試体を特別研究にて仮

作し、小型高性能機の舵面駆動に必要な機能･性

能等の実現に関する技術資料を取得するととも

に、電動アクチュエータの成立性について見通

しを得た。

また、航空機の電動化の実現に必要となる電

源システムについて、高電圧電源システム供試

体を所内研究にて仮作し、電力変換機能、電力

遮断機能及び回生電力処理機能の実現に関する

技術資料を取得した。

電動アクチュエータ供試体

（５．１）パイロットワークロード低減アビオニクス

技術の研究

ア 目 的

任務遂行時に操縦者に要求される戦闘状況の

把握、及びこれに必要な多種多様なセンサの操



作を容易とするために必要となるワークロード

低減に関する技術資料を得る。

イ 経緯及び結果

自律的航空機機動プログラムを所内研究にて

仮作し、操縦者のワークロード及び状況認識を

適切に評価するための環境を構築するための戦

闘環境模擬手法に関する技術資料を得た。

また、操縦者のワークロード低減及び状況認

識向上を図るための表示機器技術、機器操作技

術、ワークロード及び状況認識計測手法等の調

査・検討を行うとともに、三次元音響装置を所

内研究にて仮作し、ワークロード低減及び状況

認識向上に関する技術資料を取得中である。

（５．３）観測ヘリコプター用戦術支援システム（そ

の１）の性能確認試験

ア 目 的

平成１４～１６年度に研究試作した観測ヘリ

コプター用戦術支援システムの研究試作（その

１）について性能を確認する。

イ 経緯及び結果

平成１４～１６年度に航開１室が研究試作し

た観測ヘリコプター用戦術支援システムの研究

試作（その１）を供試品として、平成１６年度

にシミュレータ試験を実施した。シミュレータ

試験では，試験用供試体及び模擬環境生成装置

の基本機能を確認するとともにシミュレータ環

境下において実運用に近い状況でパイロットに

よる模擬飛行を実施し、評価を行った。その結

果、評価基準を満足することを確認するととも

に所要の技術資料を得た。また、その成果は岐

阜試験場が実施した飛行試験に活用され、戦術

支援システムの性能評価に貢献した。

（５．４）アクティブ･電波･ホーミング･ミサイル搭載

に係わる構成要素の性能確認試験（FCSS試験）

ア 目 的

平成１６～２０年度に研究試作したアクティ

ブ・電波・ホーミング・ミサイル搭載に係わる

構成要素のうちの火器管制レーダの機能性能に

ついて確認する。

イ 経緯及び結果

平成１６～２０年度に航開４室が研究試作し

たアクティブ・電波・ホーミング・ミサイル搭

載に係わる構成要素のうちの火器管制レーダを

供試品として、平成１７～２０年度にかけて飛

行運動環境シミュレータを活用し、探知距離延

伸、機動目標対処、目標情報精度、 機能ECCM
を確認した。その結果、供試品である火器管制

レーダが所望の機能･性能を有していることを確

認するとともに、その成果は岐阜試験場が実施

した飛行試験に活用され、火器管制レーダの性

能評価に貢献した。

（５．５）将来アビオニクスシステムの性能確認試験

（アビオニクスシステム評価試験）

ア 目 的

平成１９～２２年度に研究試作した将来アビ

オニクスシステム（その４）及び（その５）の

研究試作について機能･性能を確認する。

イ 経緯及び結果

平成１９～２２年度に航開４室が研究試作し

た将来アビオニクスシステム その４ 及び そ（ ） （

の５）の研究試作を供試品として、航空自衛隊

の操縦士、要撃管制官及び航空医学実験隊の支

援を受け、平成２１～２３年度にかけてアビオ

ニクスシステム評価試験を実施した。

アビオニクスシステム評価試験では、パイロ

ット･イン･ザ･ループのリアルタイム交戦シミュ

レーションにおいて異なるアビオニクスの組合

、せが交戦に与える効果に関するデータを取得し

交戦効果（交換比等）やパイロットコメントに

よりアビオニクス構成による効果の評価が可能

であることを確認し、良好な結果を得た。

また、コックピット評価装置も活用し、統合

信号処理や 等のユーザインタフェースがHMD
パイロットのワークロードや状況認識に与える



寄与を評価するためのデータを取得し、統合信

号処理の効果やパイロットワークロード低減効

果が評価可能であることを確認し、良好な結果

を得た。

将来アビオニクスシステムの性能確認試験

（６）航空機用推進技術の研究

（６．１）大型機用エンジンの研究（次期固定翼哨戒

機用エンジンXF7-10）

ア 目 的

将来の大型機の高性能化を図るため、高空高

速巡航から低空低速飛行までの広い領域におけ

る燃費、耐環境性等に優れる大型機用エンジン

に関する技術を取得する。

イ 経緯及び成果

本エンジンの研究は、先行して研究した推力

５トン級の実証エンジンのコア技術を採用した

ファミリー化手法により、研究に対するリスク

とコスト低減ならびに期間の短縮を図って実施

した。本エンジンは、各構成要素の高効率化と

高バイパス比化により低燃費を実現するととも

にファン騒音の低減対策により良好な低騒音化

を実現している。平成１３～１６年の間にエン

ジン５台を試作し、平成１９年度までの間に飛

（ ）行試験機に搭載するための資格試験 ＰＦＲＴ

を終了した。このエンジンは現在、次期固定翼

哨戒機（ＸＰ－１）に搭載されて飛行試験を実

施中である。また、ＰＦＲＴ成果を反映させて

試作したエンジンについて量産に移行するため

（ ） 。の資格試験 ＱＴ を２２年度までに終了した

今後は次期固定翼哨戒機（ ）の搭載エンXP-1

ジンとして装備化される予定である。

エンジン（推力６０ ）XF7-10 kN

次期固定翼哨戒機XP-1

（６．２）次世代エンジン主要構成要素の研究

ア 目 的

将来の航空機に求められる高性能化に対応す

るため、将来の戦闘機への搭載を見据えた次世

代エンジンの主要構成要素の技術を取得する。

イ 経緯及び成果

本研究は、エンジンの主要構成要素として、

軸長短縮化を図った圧縮機や高温化に対応する

燃焼器、高圧タービン等についての研究を実施

するものであり、平成２２年度から試作を開始

した。また、本研究は平成２２年度に防衛省が

公表した「将来の戦闘機に関する研究開発ビジ

ョン」に沿ったハイパワーかつスリムな次世代

エンジンにつなぐ取り組みとして開始したもの

である。



ハイパワースリムエンジンの概念図

（６．３）ヘリコプター用エンジンの研究

ア 目 的

将来ヘリコプターに求められる搭載力・機動

力向上に対応するため、エンジンの高出力化に

関する技術を取得する。

イ 経緯及び成果

本エンジンは、ＯＨ－１観測ヘリコプター用

エンジン（ＴＳ１）の研究開発成果を活用した

部分的な改造（圧縮機２段化、出力タービン２

段化、燃焼器出口温度高温化）によりコスト及

び技術的リスクの低減を図りつつ、ＴＳ１に対

して約４０％の出力増大を目標としている。本

エンジンはＴＳ１と同様に入口粒子分離装置 Ｉ（

）、 （ ） 。ＰＳ 赤外線低減装置 ＩＲＳ を備えている

平成１８～２３年度にエンジン等の試作を実

施し、平成２０年度から性能確認試験としてＰ

ＦＲＴ（飛行前定格試験）を実施中である。

ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ用ｴﾝｼﾞﾝ（ 出力増大型）TS1
XTS2-10 kW（ ） 出力９４０

1

斜流圧縮機 遠心圧縮機

ＦＡＤＥＣ*

燃焼器

出力タービン

高圧タービン

ギアボックス

赤外線低減装置
（IRS）

入口粒子分離装置
（IPS） *ＦＡＤＥＣ : Full Authority Digital Electronics Control

（７）誘導武器高精度技術の研究

（７．１）ミサイルシミュレータ（改）の研究

ア 目 的

各種誘導弾の誘導制御技術の高度化に対

応して、その試験評価／最適化システムと

してのＨＷＩＬ（ ）シHardWare In the Loop
ミュレーション技術の向上に関する研究を

行い、技術資料を得るとともに、その成果

を活用してミサイルシミュレータの機能の

向上を図る。

イ 最終目標

レジスティブ・アレイ及び赤外線レーザ

等を使用した赤外線画像発生技術等のシミ

ュレーション技術に関する研究を実施し、

既存のミサイルシステム・シミュレータに

組み込むことにより、赤外線画像を利用す

る各種誘導弾の誘導技術を評価するための

ＨＷＩＬシミュレーション技術を確立す

る。

ウ 技術的課題

・レジスティブ・アレイ等による赤外線画

像生成技術

・応答性に優れた飛しょう体の運動模擬技

術

・既存ミサイルシステム・シミュレータへ

の組込技術

エ 結果

赤外線画像模擬性能確認試験を実施し、

５１２×５１２画素で２～１４ ｍのスµ
ペクトルを持つ赤外線を放射可能であるこ

とに加え、最大フレームレートが２００

Ｈｚで所定の画像モデルの生成ができるこ

とを確認した。

高応答フライトテーブル性能確認試験を

実施し、周波数応答が１００．０Ｈｚ（ロ

）、 ． （ ） ．ール ７０ ４Ｈｚ ピッチ 及び７１



２Ｈｚ（ヨー）であることを確認した。

総合性能確認試験において、実ミサイル

シーカ及び目標の赤外線画像模擬を用いた

ＨＷＩＬシミュレーションが行え、かつ、

飛しょう経路等のデータが点目標によるシ

ミュレーション結果と同等であることなど

から、既存ミサイルシステム・シミュレー

タへの組み込みが達成されたことを確認し

た。

オ まとめ

実シーカを用いた性能確認試験を実施

し、目標を赤外線画像で模擬したＨＷＩＬ

シミュレーションが行えることを確認する

ことにより、赤外線画像を利用する各種誘

導弾の誘導技術を評価するためのＨＷＩＬ

シミュレーション技術を確立した。

本成果は、弾道ミサイル防衛用誘導弾の

技術研究において赤外線シーカの性能評価

のために使用され、現在、総合的な誘導性

能評価装置であるミサイルシステム・シミ

ュレータとして統合運用されている。今後

も赤外線画像を利用する各種誘導武器等の

技術研究開発における誘導性能の評価に使

用される。

ミサイルシミュレータ（改）のうち

供試体回転運動部

（７．２）ブラインドレス電波シーカの研究

ア 目 的

現有のアクティブ電波シーカがブライン

ドのため無誘導となる近接領域において

も、継続的に目標追尾・誘導が可能で、従

来の電波信管に代わり弾頭起爆信号を出力

できるブラインドレス電波シーカに関する

技術資料を得る。

イ 結果

誘導弾搭載用のバイスタティックアンテ

ナ及び信号処理部等からなるブラインドレ

ス電波シーカの主要構成要素を試作して、

近接誘導に必要な送受信アイソレーショ

、 、ン 終末誘導から近接誘導へのモード切替

ブラインド距離及び目標追尾精度が設計を

満足していることを確認した。弾頭起爆信

号の時刻誤差が設計を満足していることを

確認した。

ウ まとめ

研究試作及び所内試験を実施し、高速・

高機動目標に対する電波誘導弾の有効性を

高めるために、近接領域においても継続的

に目標追尾・誘導が可能で、従来の近接信

管に代わり弾頭起爆信号を出力できるブラ

インドレス電波シーカの技術を確立した。

本成果は、今後の電波誘導弾の研究開発

に反映することが可能である。

（７．３）誘導武器高精度化技術の研究（１）地

上誘導方式の研究 先進地上誘導要素技術

ア 目 的

将来の経空脅威である高々度・極小レー

ダ有効反射断面積・超高速目標への対処を

可能とし、かつ従来目標への対処能力を向

上させた将来のミサイル誘導システムに関

する技術資料を得る。

イ 最終目標

ミサイル誘導用高精度標定技術、高精度

脅威判定技術及び適応型射撃フィルタ技術

を具備し、Ｘ帯ディジタル・ビーム形成ア



ンテナ方式を用いたミサイル誘導用のレー

ダ装置を試作し、所内試験においてデータ

を取得することにより検証を行う。

ウ 技術的課題

・ミサイル誘導用高精度標定技術

・高精度脅威判定技術（目標特徴量抽出技

術、目標類弁別技術）

・適応型射撃フィルタ技術

エ 結果

性能確認試験等により、アダプティブア

レー処理用及び超分解能測角性能を確認

し、ミサイル誘導用高精度標定技術につい

ての技術的課題を解明した。

実目標試験等により、逆合成開口レーダ

画像及びレンジプロファイルを取得し、高

精度脅威判定技術についての技術的課題を

解明した。

システム総合性能試験等により、フィル

タバンク方式が機能することを確認し、適

応型射撃フィルタについての技術的課題を

解明した。

オ まとめ

研究試作及び所内試験の結果、将来のミ

サイル誘導システムに必要な技術的課題で

あるミサイル誘導用高精度標定技術、高精

度脅威判定技術及び適応型射撃フィルタ技

術について解明した。

（８）誘導武器用推進技術の研究

（８．１）直巻マルチセグメント・ロケットモータに関

する研究

ア 目 的

従来のロケットモータ改良による飛しょう性能

の向上は、技術的なブレイクスルー無しで大幅な

向上は見込めない段階に達している。その中で本

研究は、 製モータケースの直巻 技CFRP FW※ ※1 2

術 マルチセグメントグレイン技術及びレーザ点、

火技術によりロケットモータの製造方法を根本的

に変更することで、推進薬充填率の大幅な向上や

マルチスラストを実現し、誘導弾の飛しょう性能

を向上させつつ、ロケットモータの製造コストの

低減を図ることを目的とする。

： 。炭素繊維※ 1CFRP Carbon Fiber Reinforced Plastics
強化プラスティック

： 。樹脂を塗布したカーボン
※ 2FW Filament Winding
繊維を巻きつけて、樹脂を硬化させモータケース

を成形

イ 経緯及び結果

平成２４年度より３国で研試(その１)を開始。

平成２５年度より研試（その２）を実施予定。

（８．２）直巻ＦＷロケットモータの研究

ア 目 的

ロケットモータの性能向上に資するため、推進

薬の充填率向上が可能な直巻ＦＷロケットモータ

の研究を行い、技術資料を得る。

イ 経 緯

ロケットモータの性能向上には製造方法を根

本的に変更する直巻ＦＷ技術が必要であるが、

我が国では推進薬に直接モータケース材料を巻

き付け成形する直巻FW技術の研究は実施されて

おらず、早急に基礎的な技術資料の取得が必要

である。そこで、平成２０年度から２２年度ま

で本特別研究を実施し、直巻ＦＷロケットモー

タの成形性に関する知見を取得した。平成２０

年度は、直巻FWに適用可能なモータケース材料

について、巻付け成形に適した樹脂と炭素繊維



を、硬化後の樹脂特性、炭素繊維特性、ＣＦＲ

Ｐ特性等を考慮して選定した。平成２１年度は

選定した樹脂及び繊維と推進薬の偽薬（推進薬

と同等の物性をもつ不燃材料）によりφ３００

(cm)の小型直巻FWロケットモータを試製し成形

性および耐圧性を確認した。平成２２年度は、

直巻ＦＷ技術の応用としてマルチパルスモータ

の成形に関して検討した。マルチパルスモータ

はロケットモータ内部を第１段推進薬と第２段

推進薬に隔膜で分離し、１段目推進薬の燃焼中

は２段目の推進薬には着火せず、第１段の燃焼

後任意の時間間隔で第２段に着火することが可

能なロケットモータで、複雑な加工を要する隔

膜と推進薬を予め製造した後モータケースを製

造する本研究に適した高能力のロケットモータ

である。図に示す供試体を試製の後、耐圧試験

や低温環境下でのＸ線検査等を実施し、モータ

ケースの異常な変形が無いこと及び推進薬（偽

薬）グレインや断熱材等の接着界面の健全性を

確認した。

ウ 結 果

推進薬の充填率の向上が可能な直巻ＦＷロケ

ットモータの研究を行い成形に関する知見を得

た。

（８．３）レーザ点火装置の研究

ア 目 的

推進装置の新しい点火装置であるレーザ点火

装置について研究を行い、技術資料を得る。

イ 経 緯

ロケットモータ用点火装置は、ロケットモー

タ作動時には所定の時間内に確実に作動して推

進薬を着火させる機能とともに、作動時以外は

不意に発火しないように安全装置機能として

機構も有しており、さらに耐環境性に優れS/A
る必要がある。これらを満足するために、従来

の点火装置は、堅牢かつ確実な機械的駆動部で

構成された 機構を有した比較的大型の点火S/A
装置が用いられてきた。一方、ロケットモータ

の能力向上には点火装置を小型軽量化しなけれ

ばならず、このため機械的駆動部を除去しつつ

高い安全性を有する点火装置として、早急にレ

ーザ点火装置の研究を行い技術資料を取得する

必要があった。そこで、平成１９年度から２０

年度まで特別研究を実施し、レーザ点火装置の

設計技術に関する知見を取得した。平成１９年

は、点火薬組成の検討、製造及びレーザ着火試

験による各種点火薬の着火遅れ時間等の特性を

取得し、点火薬組成に応じたレーザ着火特性を

把握した。平成２０年度は、試験用点火装置の

設計･製造及びその作動特性確認を実施し、点火

装置の作動遅れ時間を取得して高作動応答性を

実現するとともに、安全装置の作動特性を明確

化して 機構についての具体的な検討を行っS/A
た。以上の結果より、点火薬 とレーザB/KNO3

ダイオードの組み合わせにより、レーザ点火装

置システムの構築が可能であることを明確にし

た。さらにレーザダイオードを電磁気干渉等か

ら保護することで、機械的から電気的な 装S/A
置とする検討を行なった。

ウ 結 果

レーザ点火装置を仮作し、作動試験を実施し

てレーザ点火装置の設計技術を確立した。

マルチパルス直巻 ロケットモータFW



（８．４）将来ガスジェネレータ要素の研究

ア 目 的

対空誘導弾への適用を想定したダクテッドロ

ケットエンジンの主要構成品であるガスジェネ

レータの性能向上に資する固体ガス発生剤の研

究を行い、技術資料を得る。

イ 経 緯

誘導弾の超音速巡航飛しょうのためには、大

気から酸化剤を取り込むエアブリージングエン

ジンが有効であるが、なかでも広いエンベロー

プでエンジンの安定作動が可能なダクテッドロ

ケットエンジン（ ）は極めて有効である。DRE
一方、 の性能向上には 次燃焼器に燃料DRE 2
成分の高温ガスを供給するガスジェネレータの

能力向上が不可欠であり、本研究では中射程空

対空誘導弾クラスを想定した高エネルギーかつ

高燃焼速度特性を有し、広い圧力・温度範囲に

おいても安定して作動するガスジェネレータに

ついて研究する。

本研究は平成２２年度から２４年度まで実施

HTPB HTPE GAPされ 平成２２年度は 系 系、 、 、

系の３種類のバインダー成分と金属燃料のボロ

ン及び酸化剤として過塩素酸アンモニウムを混

合して、組成をパラメトリックに変えたストラ

ンド片による燃焼試験により燃焼速度特性等を

取得した。その結果、 系バインダーを用HTPE
いたガス発生剤組成１種類を選択した。

平成２３年度は、選択したガス発生剤に関し

てサブスケールロケットモータ（φ ）に80mm
、 、よる燃焼試験を行い 燃焼速度特性等を取得し

用ガス発生剤としての適用性を確認した。DRE
目標性能の燃焼速度を達成するとともに、燃焼

速度の圧力感度（ 指数）も流量制御バルブにn
よる良好な流量制御が可能な値をとることを確

認した。これにより特別研究の当初目標はほぼ

達成し平成２４年度は実機サイズの端面燃焼特

性を燃焼試験により取得する計画である。

（９）誘導武器システム試験評価技術の研究

（９．１）発射試験

携帯ＳＡＭ（改 、ＳＳＭ－１（改 、８） ）

１式短ＳＡＭ（改善型 、先進ＳＡＭ等各種）

誘導弾の発射試験を新島支所で毎年実施して

きた。中距離多目的誘導弾の発射試験は、東

富士、上富良野等の演習場において実施して

いる。また、新アスロックは、洋上に設置し

た台船等から発射している。

平成１９年度から２２年度にかけてのＳＳ

Ｍ－１（改）の発射試験は、米国カリフォル

ニア州のポイントマグ射場で、艦船を模擬し

た標的船に対して実発射し、目標とする性能

を確認した。本発射試験は、当初平成２０年

度の発射で米国発射試験は終了する予定であ

ったが、目標命中直前で水没する事象が発生

し、実発射による評価は、平成２２年度へ先

送りになった経緯がある。

 ロケットモータ 

ノズル 

火炎 

燃焼状況



中距離多目的誘導弾 発射試験（上富良野）

式短ＳＡＭ（改善型） 発射試験（新島）81

ＳＳＭ－１（改） 発射試験（ ）Point Mugu

先進ＳＡＭ 発射試験（新島）

発射試験評価に使用する器材は、高速度カ

、 、メラ等の光学計測器材 データ復調解析装置

標定用レーダ及び射場管制・監視装置等から

構成される。米国ポイントマグ射場では、米

側のテレメータ受信設備等の支援を受けると

ともに、米側が取得した光学データ等の提供

を受け、試験評価を実施している。

新島における対空監視器材として、平成

２２年度から簡易型の２次監視レーダを導入

し、新島空港、神津島空港に離発着する航空

機の位置情報等を早期に把握することが可能

となった。

２次監視レーダ

（９．２）ＨＷＩＬシミュレーション試験

ＨＷＩＬシミュレーションは、特定のハー

ドウェアを計算機ループに取り込むことによ

り、そのハードウェアの機能・性能を実時間

で検証するための手法として有効である。各

種誘導弾の誘導性能評価についても、ＨＷＩ



Ｌシミュレーションを用いることにより効率

的な評価が可能となることから、ＨＷＩＬシ

ミュレーション試験は諸外国においてもミサ

イルの誘導性能評価のため頻繁に用いられて

いる。

ＨＷＩＬシミュレーションによるミサイル

の誘導性能評価は、昭和５１年のＡＳＭ－１

の開発時から適用されている。ＨＷＩＬシミ

ュレーション試験の黎明期においては、ミサ

イル単体（誘導制御部）のみを計算機ループ

。 、に取り込む形態を採っていた しかしながら

ミサイルシステムの誘導性能は、ミサイル単

体の（終末）誘導性能ばかりではなく地上装

置や航空機が備えるレーダや射撃統制装置の

能力を総合して得られるものであることか

ら、現在では、レーダや射撃統制装置の本体

あるいは模擬装置を連接することにより、シ

ステム全体としての誘導性能の確認・評価を

可能とするミサイルシステム・シミュレータ

と呼ばれる装置を運用している。

平成１５年度以降に限っても、ミサイルシ

ステム・シミュレータを用いて、ＸＡＴＭ－

６、携帯ＳＡＭ（改 、ＡＡＭ－４（改 、） ）

ＳＳＭ－１（改 、中距離多目的誘導弾、８）

１式短ＳＡＭ（改善型）等各種誘導弾の誘導

性能を評価するとともに、発射試験結果の事

前予測（基準解の作成 、技術的不適合の対）

策後の検証を含む発射試験の補完等を行って

きた。

ＨＷＩＬシミュレーションのための装置

は、昭和５１年のＡＳＭ－１の試験時から幾

度か更新され、今日のミサイルシステム・シ

ミュレータとなっているが、平成２２年度の

ＳＳＭ－１（改）の試験終了時点で、約３万

９０００ランのシミュレーションを行ってき

ている。１ランは１発のミサイルの発射に相

当するため、ＨＷＩＬシミュレーション試験

（ミサイルシステム・シミュレータ）は、ミ

サイルシステムの開発経費・期間の削減に大

いに寄与している。

ミサイルシステム・シミュレータ

ＳＳＭ－１（改） シミュレーション試験

（破線部はＳＳＭ－１（改）のホーミング装置）



技 術 研 究 件 名 一 覧 表（改編前）

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度

1 6 16第 部 航空機 航空機構造の耐衝撃損傷性に関する研究

7 15新複合材構造の研究

10 14ジェット推進式滞空型無人機の研究

11 14先進胴体構造の研究

11 17三音速風洞装置の研究

12 17垂直回収無人機の研究

14 16アビオニクス・システムシミュレータの研究

14 15実証用自己修復飛行制御システムの研究

14 15航空機先進装備システムの研究

15 15滞空型無人機要素技術の研究

15 16携帯型飛行無人機の研究

15 16滞空型無人機システムの研究

15 17携帯型実験機の研究

16 17空力弾性評価技術の研究

10 14第２部 航空機 高バイパス比エンジン技術の研究

12 14エンジン性能追求制御の研究

13 17大型機用エンジンの研究

13 14ヘリコプター用エンジンの研究

14 16エンジン性能推定法の研究

14 17先進エンジン構造の研究

16 17高高度用エンジンの研究

9 15誘導武器 エアーブリージングエンジンの研究

10 16ハイブリッドロケット・エンジンの研究

14 16ノズルレス・ロケットの研究

14 14推進装置の研究

14 15将来誘導弾推進技術の研究

16 16ミサイル推進装置評価法の研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表（改編前）

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度

7 14第３部 誘導武器 ミリ波誘導信号処理方式の研究

8 17将来光波誘導技術の研究

FCS 11 14防空用 レーダの研究

12 16将来誘導方式の研究

12 16将来電波誘導技術の研究

12 14将来地上誘導用高精度レーダの研究

12 16誘導弾試験評価法の研究

13 17高速画像誘導シミュレータの研究

13 14分離搭載型高速操作レ―ザ測距技術の研究

13 15ミサイルシミュレータ（改）の研究

14 17ブラインドレス電波シーカの研究

GPS INS 15 17／ 複合誘導方式の研究

15 15レ―ザ・セミアクティブ誘導技術の研究

15 16高精度レーダ航跡解析技術の研究

15 16将来誘導制御方式の研究

15 17将来合成画像測距技術の研究

15 17次世代光波誘導技術の研究

16 17光波マイクロシーカ技術の研究

16 18将来ミサイルシミュレーション基礎技術の研究

17 17高精度レーダ航跡解析技術の研究

17 19中距離空対空誘導弾に対するダクテッドロケット飛しょう

体技術適用の研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：航空機システム研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

システム 航空機 携帯型飛行体技術の研究 １４ １８ 個人携帯な可能な規模の無人

研究部 飛行体に関する研究

高々度滞空型無人機システムの １５ ２０ 高々度を長時間滞空して、我

研究 が国周辺の情報収集、偵察及

（１）滞空型無人機要素技術の び警戒監視等の任務を遂行可

研究 能とする滞空型無人機システ

ムに関する研究

将来無人機システムの研究 １７ １９ 武装無人機の運用、無人機の

運用拡大に係る発進・回収方

式、成層圏滞空飛行船システ

ムの実現性の検討に関する研

究

航空機形状の最適設計技術に関 １８ ２１ 航空機形状の統合的最適設計

する研究 技術に関する研究

運用環境拡大無人機システムに ２０ ２１ プラットフォームの柔軟かつ

関する研究 効率的な運用を可能とする運

用環境拡大無人機システムに

関する研究

将来戦闘機のシステム化に関す ２０ ２２ 将来戦闘機のシステム化に関

る研究 する研究

将来戦闘機システムの研究 ２２ （３０） 複数の戦闘機が連携して射撃

（９）戦闘機用統合火器管制技 を行うことで射撃機会の増大

術の研究 等を図る戦闘機用統合火器管

制技術に関する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：航空機システム研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

システム 航空機 ヘリコプターの機体振動低減技 ２２ （２４） 回転翼哨戒機（能力向上型）

研究部 術に関する研究 の速度性能の向上を図るため

に、トランスミッション・ピ

ッチモード不安定化現象に起

因する機体振動を低減させる

研究

支援無人機の研究 ２２ ２３ 有人機または隊員の行動を支

援することにより、柔軟かつ

効率的な任務遂行を可能とす

る支援無人機に関する研究

将来戦闘機システムの研究 ２３ （３１） 高ステルス性を備えた将来戦

（３）ウェポンリリース・ステ 闘機の実現に必要なウェポン

ルス化の研究 リリース・ステルス化に関す

る研究

将来戦闘機システムの研究 ２３ （３０） 高ステルス性を備えた将来戦

（１０）ステルスインテークダ 闘機の実現に必要なステルス

クトの研究 インテークダクトに関する研

究

無人機システム化技術の研究 ２４ （２６） 将来の無人機の信頼性及び任

務達成能力の向上を図るため

の、無人機のミッション管理

技術及び自動化技術に関する

研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：エンジンシステム研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

システム 航空機 将来エンジンの研究（３）実証 ７ １９ 低バイパス比再熱ターボファ

研究部 エンジンの研究 ンエンジンに関する研究

リフトファンエンジンの研究 １７ １９ 性能推定プログラムの作成、

システム検討及び部分負荷解

析による研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：誘導武器システム研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

システム 誘導武器 ダクテッドロケット飛しょう体 １２ １９ ダクテッドロケット・エンジ

研究部 の研究 ンを搭載した飛しょう体の成

立性を地上発射試験により早

期に実証し、基礎的な技術資

料を取得する。

先進 要素技術の研究 １７ （２４） ＣＭ、ＡＳＭ等に対する広域SAM
防空を実現するため、センサ

及び射撃統制ネットワーク等

により協調運用される先進Ｓ

ＡＭシステムコンセプトの確

立を図るとともに先進ＳＡＭ

システム実現に必要とされる

要素技術の技術的課題を解明

する。

超小型化技術を適用したミサイ ２０ ２２ マイクロシーカをはじめとし

ルシステム構想の研究 た誘導弾小型要素技術の適用

によるミサイルシステムの超

小型化技術の研究

誘導武器低 化要素技術の ２２ （２４） 電波吸収材料やステルス形状RCS
研究 等の低 化技術の誘導武器RCS

への適用の研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（担当室：航空機空力・制御研究室）

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定

年度)

将来航空機の空力関連技術の研 １４ １９ 将来航空機の空力関連技術に航空機技 航空機

究 関する評価・解析手法につい術研究部

ての研究

将来超音速航空機の超音速航将来超音速航空機の形状・空力 １７ ２１

行に必要な複葉翼形状及びそ関連技術の研究

の空力特性に関する研究

将来戦闘機システムの研究 ２２ （２６） 戦闘機等のステルス性向上を

(1)ウェポン内装化空力技術の 実現する際に不可欠な内装ウ

研究 ェポン分離時の搭載物等に作

用する空力現象の解明に関す

る研究

将来戦闘機システムの研究 ２２ （３３） 複数航空機（無人機）を群と

(5)群協調飛行制御技術の研究 して適切に制御する群協調飛

行制御に関する研究

将来戦闘機システムの研究 ２０ ２２ 横転中の航空機主翼における

(11)空力弾性風洞試験技術の研 空力弾性現象の解明に関する

究 研究

将来戦闘機システムの研究 ２１ ２３ 高速風洞試験において、各種

(12)高速風洞特性評価技術の研 の風洞試験に対応し、かつ試

究 験効率の向上を図るための風

洞試験技術に関する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：航空機構造研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

航空機技 航空機 先進隔壁構造の研究 １６ １８ 将来の航空機に適用する胴体

、術研究部 構造様式について研究を行い

軽量化並びにコスト低減を図

るための技術資料を得る。

降着装置の軽量化の研究 １７ １８ 将来の航空機（戦闘機）の降

着装置の軽量化を図るため、

降着装置のうち、ドラッグス

トラット、旋回機構及び昇降

機構部等への複合材等の適用

のため国内における関連技術

及び基礎材料の候補調査

先進航空機構造の研究 １９ ２１ 将来の航空機構造に適用する

構造様式、材料等について研

究を行い、軽量化、整備性向

上、コスト低減等を図るため

の技術資料を得る

耐衝撃性構造の研究 １７ （２４） 将来ヘリコプターにおいて想

定される厳しい運用環境で発

生する不時落下に対して乗員

の生存性向上を図るため、落

下衝撃を吸収すると共に乗員

生存空間を確保する機体構造

様式に関する技術資料を得る



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：航空機構造研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

航空機技 航空機 ウェポン内装化胴体構造の研究 ２２ ２３ 将来の戦闘機におけるステル

術研究部 ス性向上及び機動性向上等を

図るため、ウェポン内装化胴

体構造について研究を行い、

技術資料を得る。

将来航空機用多機能複合構造の ２４ （２５） 将来の航空機に適用する構造

研究 部材の振動減衰性能や熱遮蔽

性能等を高める多機能複合構

造について研究を行い、技術

資料を得る。



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：航空機搭載機器研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

航空機技 航空機 将来戦闘機の研究（４）舵面制 １６ １８ 航空機の任務達成能力及び整

術研究部 御技術の研究 備性等の向上を図るための、

( )機体装備ﾀﾞｲﾅﾐｯｸｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 主要な構成装備である操縦系10
技術の研究 統、ｱﾋﾞｵﾆｸｽ・ｼｽﾃﾑ等に関する

航空機先進装備技術の研究 先進的な技術に関する研究

将来戦闘機の研究（４）舵面制 １６ １８ 将来の戦闘機のための電動ア

御技術の研究 クチュエータに関する研究

電動アクチュエータの研究

航空機先進搭載機器技術の研究 １９ ２１ 航空機の任務達成能力及び整

備性等の向上を図るための、

主要な搭載装備である操縦系

統、ｱﾋﾞｵﾆｸｽ・ｼｽﾃﾑ等に関する

先進的な技術に関する研究

将来戦闘機ｼｽﾃﾑの研究（７）ﾊﾟ ２２ （２４） 航空機のステルス性及び高運

ｲﾛｯﾄﾜｰｸﾛｰﾄﾞ低減ｱﾋﾞｵﾆｸｽ技術の 動性向上並びにパイロットワ

研究 ークロードの低減を図るため

将来戦闘機システムの研究 ４ の、主要な搭載装備システム（ ）

電動アクチュエーションシステ である操縦系統、ｱﾋﾞｵﾆｸｽ･ｼｽﾃ

ムの研究 ﾑ等に関する先進的な技術に関

航空機先進搭載機器システム技 する研究

術の研究

将来ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの研究( )一体型 １７ ２０ 将来のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰを構成する中核5
ｼｽﾃﾑ技術の研究 技術の１つである経済性及びMDC
ｼｽﾃﾑ構成技術の研究 全天候性に優れた一体型MDC

M D C M a j o r D y n a m i c（

主要動力機構）のComponent
構成技術に関する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：航空機搭載機器研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

航空機技 航空機 将来ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの研究( )一体型 ２１ ２２ 防衛省のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰに求められる5
術研究部 ｼｽﾃﾑ技術の研究 優れた全天候性及び運動性をMDC

搭載型全天候対応駆動システム 実現する搭載型全天候対応駆

の研究 動システムに関する研究

非対称戦闘／将来ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの研 ２３ ２３ 防衛省のﾍﾘｺﾌﾟﾀｰに求められる

究 優れた全天候性及び運動性を

( )一体型 ｼｽﾃﾑ技術の研 実現する全天候対応駆動シス5 MDC
究 テムの試験評価技術に関する

全天候対応駆動システム試験評 研究

価技術の研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：エンジン熱空力・構造研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

航空機技 航空機 次世代エンジン要素の研究 １７ １９ 回転する保炎器による薄型燃

術研究部 焼器に関する研究および金属

ナノ触媒による推進薬燃焼性

能への効果の研究

エンジン圧縮系要素空力形状の ２０ ２２ 将来の航空機用エンジン圧縮

研究 系空力要素について数値解析

を利用した空力性能向上に関

する研究

エンジン排気赤外線低減化技術 ２３ （２４） 航空機用エンジン排気の赤外

に関する研究 線放射強度の低減技術に関す

る研究

先進材料のエンジン適用化技術 １８ ２１ 先進材料を航空機用エンジン

に関する研究 部品に適用するために必要な

構造および評価方法に関する

研究

次世代エンジン主要構成要素の ２２ （２７） 次世代の航空機用エンジンの

研究 エンジンコア部主要構成要素

に関する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：エンジン制御・補機研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

航空機技 航空機 分散型制御方式の研究 １８ ２３ エンジン制御を分散化して冗

術研究部 長性等を向上させる研究

性能劣化推定技術の研究 ２３ （２４） エンジン性能の劣化を簡易に

推定する手法の研究

小型高出力補機の研究 ２４ （２５） 将来の戦闘機に求められる小

型高出力のエンジン補機の研

究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：光電波誘導研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

誘導武器 誘導武器 マイクロミサイル技術の研究 １６ １９ 小型・軽量・低価格な光波誘

技術研究 （１）光波マイクロミサイルの 導ミサイル用シーカの実現に

部 研究（光波マイクロシーカ技術 関する研究

の研究）

誘導武器 高性能光波誘導技術の研究 １８ ２０ 光波シーカの高性能化に関連

（高性能光波誘導技術の研究） した目標識別性能、対妨害性

能等の向上に関する研究

誘導武器 将来電波ホーミング技術の研究 １７ １９ 高精度電波ホーミング技術に

関する研究

誘導武器 光波追尾技術の研究 １９ ２１ 高い目標識別・追尾性能を有

（光波追尾技術の研究） する赤外線複合シーカの実現

に関する研究

誘導武器 将来ミサイルシステムの研究／ ２０ ２２ 低ＲＣＳ化する目標に対処す

（４）低ＲＣＳ対処ミサイル用 るために必要な電波シーカ技

電波シーカに関する研究 術に関する研究

（将来電波シーカ技術の研究）

誘導武器 将来ミサイルシステムの研究／ ２１ ２３ ＩＲステルス・光波妨害技術

（５）将来光波シーカ要素技術 に対処可能な光波誘導技術及

の研究 び新光学材料を用いたシーカ

（将来光波誘導技術の研究） 用ドームに関する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：光電波誘導研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

誘導武器 誘導武器 将来ミサイルシステムの研究／ ２１ （２６） 低ＲＣＳかつ移動速度の遅い

技術研究 （３）アクティブ電波画像誘導 目標に対処するための電波誘

部 方式に関する研究 導方式に関する研究

（アクティブ電波画像誘導方式

の研究）

誘導武器 将来ミサイルシステムの研究／ ２３ （２５） 将来の対空誘導弾への適用を

（８）低ＲＣＳ目標の早期検出 想定した高い目標検出能力を

技術に関する研究 有する電波シーカの実現に関

（低ＲＣＳ目標の早期検出技術 する研究

に関する研究）

誘導武器 将来ミサイルシステムの研究／ ２４ （２６） ＩＲステルス・光波妨害技術

（５）将来光波シーカ要素技術 に対処可能な光波誘導技術に

の研究 関する研究

（光波複合シーカ技術の研究）



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：誘導管制研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

誘導武器 誘導武器 誘導武器高精度化技術の研究 １５ １９ 将来の経空脅威である高々度

技術研究 （１）地上誘導方式に研究 ・極小ＲＣＳ・超高速目標へ

部 先進地上誘導要素技術 の対処を可能とし、かつ従来

目標への対処能力を向上させ

た将来ミサイル誘導システム

に関する研究

将来射撃管制用レーダシステム １７ ２０ 高性能、多様化する将来の経

の研究 空脅威に有効に対処するため

に必要な射撃管制用レーダシ

ステムの能力向上に関する研

究

高精度地上誘導技術の研究 ２１ ２３ 高性能、多様化する将来の経

空脅威に有効に対処するため

に必要な地上誘導技術の高精

度化に関する研究

将来射撃管制技術の研究 ２４ （２５） ステルス航空機・ＣＭ等の高

性能、多様化する将来の経空

脅威への対処を可能とするた

めに必要な将来射撃管制技術

に関する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：ロケット推進研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

ロケットモータの製造方法を根誘導武器 誘導武器 将来ミサイルシステムの研究 ２４ （２７）

本的に変更し、推進薬充填率の技術研究 （７）直巻マルチセグメント・

大幅な向上やマルチスラストを部 ロケットモータに関する研究

実現する直巻マルチセグメント

研究ロケットモータについての

レーザ点火装置の研究 １９ ２０ 高信頼性、高 性でコンパIM
クトなレーザ点火装置につい

ての研究

充填率の向上が可能な直巻直巻ＦＷロケットモータの研究 ２０ ２２

ロケットモータの成形性FW
に関する研究

ダクテッドロケットエンジン将来ガスジェネレータ要素の研 ２２ （２４）

の主要構成品であるガスジェ究

ネレータの性能向上を可能と

する 固体ガス発生剤の高性、

能化に資する研究



技 術 研 究 件 名 一 覧 表

（ ）担当室：ロケット推進研究室

担 当 分 類 件 名 着手年度 終了年度 備 考

(終了予定年度)

誘導武器 誘導武器 誘導弾用先進推進技術の研究 １７ １９ 将来の誘導弾推進装置の性能

技術研究 向上を目指した先進的な推進

部 装置に関する研究

先進推進装置構成要素の研究 ２０ ２２ 将来の誘導弾推進装置の性能

向上を目指すため、先進的な

推進装置及びその構成要素に

関する研究

推進装置評価方法に関する研 ２３ （２５） 将来、誘導弾推進装置を評価

究 する上で必要となる解析技術

及び推進装置の構成要素に関

する研究

燃焼速度領域拡大化の研究 ２４ （２６） 固体ロケットモータの設計の

柔軟性向上に資する燃焼速度

領域拡大に関する研究


