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概 要 
作成日 平成 20年 8月 4日 

プログラム（又は施策）名 航空機・宇宙産業イノベーションプログラム  

プロジェクト名 環境適応型高性能小型航空機研究開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P03029 

担当推進部/担当者 機械システム技術開発部/守屋 

０．事業の概要 

本事業は、課題設定型の助成事業であり、環境適応型の小型航空機（サイズとしては，

70～90 席クラスジェット旅客機と同規模）を適用対象として想定し軽量化等による環境負

荷低減に資する材料／加工・成型技術、操縦容易性の実現等を可能とする情報技術等の航

空機関連技術の実証を行うものである。本事業は、航空機関連技術開発によって幅広い分

野における新しい産業の創出につなげることを目標とする「航空機・宇宙産業イノベーシ

ョンプログラム」の一環として実施される。 

本事業は、2段階で構成されている。第 1 期（平成 15 年度～平成 19 年度）では要素技

術開発及び要素技術の拘束条件策定を実施し、第 2期（平成 20 年度～平成 25 年度）では

所要の試験を通じて、技術開発成果を実証する。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

環境適応型高性能小型航空機研究開発事業（以下、本事業という。）は、これまでに官民

で進められてきた様々な要素技術開発の成果を最大限活用して、材料・構造・システム単

位による要素技術を開発し、更にこれらの要素技術を実証するものである。 

本事業は、経済産業省が策定した「航空機・宇宙産業イノベーションプログラム」の一環

として実施するものであるが、同プログラムでは、航空関連技術は、その波及効果によっ

て環境をはじめ、情報、材料等の分野に高付加価値を生み出すものとして位置づけられて

いることから、航空機関連技術の戦略的な研究開発を行うことにより、我が国製造業の基

盤技術力の維持・向上を図ることが必要とされている。本事業は、小型航空機の環境適応

及び高性能化を目指す要素技術の開発と要素技術の実証を行うものであり、同プログラム

の目的に合致したものである。 

また、第 3期科学技術基本計画（2006年 3月閣議決定）において、航空機分野は、先端技

術と高度な材料・部品等をシステム統合する分野であり、重点推進 4分野及び推進 4分野

のうち、「情報通信」、「環境」、「ナノテクノロジー・材料」、「ものづくり技術」、「社会基

盤」、「エネルギー」といった複数の分野にまたがる技術開発課題を有している。航空機分

野の技術は他分野への技術波及効果も高く、その開発は産業技術政策上も極めて重要であ

り、特に、環境負荷低減を実現するための技術開発については、地球温暖化対策等の観点

からも積極的に取り組むべきである。第 3期科学技術基本計画を踏まえて策定された分野

別推進戦略では、航空機分野に関連するプロジェクトは主に「社会基盤」分野に位置づけ

られており、「高速輸送を可能とし、大量運航によって社会生活を支えているのみならず、

産業政策上、安全保障上も重要な役割を担っており、諸外国と同様に研究開発リスクを国

が負担しつつ、国民の航空輸送ニーズの多様化に応え、安全や環境問題に配慮した技術開

発に取り組む必要がある。このように、国の科学技術基本計画にも、本事業を含めた航空

機関連技術開発が適切に位置づけられている。したがって、上記のとおり、本事業につい

ては、「航空機・宇宙産業イノベーションプログラム」等の我が国政府の政策方針に合致

し、開発リスクの極めて高く、波及効果の大きい事業であることから、その推進に当たっ

ては国（経済産業省及び NEDO）が関与すべき事業であると考えられる。そして、研究開発

事業の方法としては、本事業による開発成果を活用して様々な産業分野での事業化を担う

ことが期待される民間事業者を中心に実施することが適切である。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

事業の目標 

①環境負荷低減 

本事業開始時の同クラス・ジェット旅客機の燃費に比して，機体の軽量化・低抵抗化によ

り 1割程度、新エンジンの搭載を含めて 2割程度の燃費削減を可能とする要素技術の開発

を目標とする。 

②操縦容易性の確保 

操縦計器類のデジタル化及び操縦システムにおける動力伝達システムの合理化により、高

度の知識と的確な判断力を求められるパイロットの訓練や操縦における負担を軽減し安

全性の向上を図ると共に、これらにかかる時間等を大幅に削減する。 

③開発・生産システムの効率化 

最新の情報技術を活用した CAD/CAM等を試みることにより、実証に必要な機体の設計・試

作に要する時間等を抜本的に圧縮する。 
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【中間目標】 

(1) 平成 17 年度 

①市場動向等を踏まえ、要素技術開発に供する拘束条件の構想策定を完了している

こと。 

②上記目標である環境負荷低減、操縦容易性の確保及び開発・生産システムの効率

化を実現するために必要となる要素技術等の試作機開発への適用について、下記

(2)項の目標の達成目途が得られていること。 

(2) 平成 19 年度 

①外形形状、荷重，構造・装備等，要素技術開発の拘束条件策定を完了している

事。 

②上記目標である環境負荷低減、操縦容易性の確保及び開発・生産システムの効率

化を実現するために必要となる要素技術等の開発成果が試作機開発に適用できる

水準に到達していること。 

(3) 平成 22 年度 

地上要素試験等が順調に推移し、翌年度に飛行試験に移行できる目処が得られてい

ること。 

 

【 終目標】（平成 25 年度） 

飛行試験等により、上記の環境負荷低減、操縦容易性の確保及び開発・生産システム

の効率化の目標達成を実証すること。 

 

主な実施事項 H15 H16 H17 H18 H19 H20～H25  

拘束条件の策定        

要素技術開発        

実証試験（地上/飛行）        

事業の計画内容 

設計･製造プロセス開発        

会計・勘定 H15 H16 H17 H18 H19 総額

一般会計 343 876 915 1,413 1,585  5,132

特別会計 
（電多・高度化・石油の別） 

- - - - -   

 

開発予算 

（会計・勘定別に事業

費の実績額を記載） 

（単位：百万円） 総予算額 343 876 915 1,413 1,585  5,132

経産省担当原課 製造産業局航空機武器宇宙産業課 

幹事会社 三菱重工業(株) 開発体制 

助成先 
三菱重工業(株)，富士重工業(株)，(財)日本航空機開発協会 

＜共同研究先＞宇宙航空研究開発機構，東北大学 

 

情勢変化への対応 

本事業開始当初は、ターボプロップ機の代替需要等を考慮にいれて 30～50 席クラスの機

体を想定していた。しかし、燃料価格上昇に伴う機材大型化志向の進展と併せ、羽田空港

拡張が現実味を帯びてきたことから、70～90 席クラスの需要拡大が見込まれることが判

明した。 

上記の市場環境変化により、国内需要の獲得が期待されることから、想定する機体規模を

70～90 席クラスに変更し、併せて，燃費削減目標の内訳変更，及び事業期間の延長等を

行った。 

 

Ⅲ．研究開発成果につい

て 

1. 事業全体の成果概要 

70-90 席クラスを想定して要素技術開発の拘束条件たる基本仕様を策定した。技術的成

立性の確認と同時に、解析及び風洞試験で燃費 20%減（エンジンを含む；同クラス機

比）を上回る性能を確保できる見込みを得た。併せて当該仕様がエアラインに受け入

れられることを確認した。要素技術開発もそれぞれ所定の成果を獲得し、実証段階に

進む準備が整った。 
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2. 研究開発テーマ毎の成果概要 

(1) 個別要素技術開発の拘束条件の策定 

70-90 席クラス規模のジェット旅客機を想定して要素技術開発の拘束条件たる基

本仕様を策定した。 

①機体仕様と技術的成立性 

4 列座席胴体、後胴床上＋前胴床下の荷物室配置、エンジン翼下搭載（ウィン

グマウント形態）を外形上の特徴とする基本仕様の策定を完了した。外形形状

策定の過程で、エンジン／主要装備品の仕様／配置、構造仕様等を併せて設定、

レイアウト成立性を確認した。 

②環境適応性 

エンジン燃費改善を前提とした解析ベースの推定で、同クラス機に対して 20%

強の燃費優位性を有する。当該外形形状を基本・詳細風洞試験で評価し、空力

特性は概ね解析通りの結果であることを確認した。 

③エアライン要求適合性 

70～90 席クラスで燃費を 適化する基本コンセプトに、ほぼ全てのエアライン

が賛同した。仕様細部の作りこみをするものの、構想がエアライン要求に適合

していることを確認した。 

 

(2) 先進材料／加工･成形技術の開発 

(a) FSW 

高能率･高品質、且つ高信頼度の航空機部材製造技術として、摩擦撹拌接合

（FSW）技術を開発した。静強度、疲労強度や損傷許容性（亀裂進展速度等）

の評価／特性改善方法開発に加え、耐食性向上技術、非破壊検査手法、補修技

術等を併せて開発し、成果を得た。 

技術的成立性、ユーザ／メーカ双方の得失を総合的に評価した結果、十分なメリ

ットを得る事は困難と判明したため、FSW 技術の開発／実証継続を見送る事とし

た。但し、今回開発・評価した FSW 技術は、条件が異なれば有用である為、成果

は今後活用可能である。 

 

(b) A-VaRTM 

航空機機体構造の軽量化等を目的として、適用想定部位を尾翼桁間構造に設定

し、A-VaRTM 法（Advanced VaRTM : Vacuum-assisted Resin Transfer Modeling)

を開発した。 

クーポンレベルの供試体、構造要素供試体を用いた種々特性評価試験で技術的

成立性を確認、18～19 年度には実大構造を試作、強度試験にて成立性／解析と

の一貫性を確認した。又、同時並行で製品品質の一貫性を担保するプロセス開

発を行い、妥当性を確認した。 

技術的成立性、ユーザ／メーカ双方の得失を総合評価した結果、尾翼構造を対

象に実証段階に進む目処を得た。 

 

 

 

 

 

 

 

            実大強度評価試験 

 

(c)複合材主翼（RTM 他） 

① 主翼特有の課題である耐雷性／液密性（シール性）を評価した。耐雷試験を

実施し、耐雷材、耐雷構造コンセプトの妥当性を確認した。又、リーク試験及

び疲労試験を実施して、シールコンセプトの妥当性を確認した。 

② RTM 適用性試験及び表面処理法検討を実施した。表面処理法ではテープ試験

を実施し、大面積、表面凹凸に関わらず短時間での作業が可能なブラスト適用

の目処を得た。RTM 適用性試験では基礎特性データを取得し、複合材で問題と

なる圧縮強度、HTW（Hot-Wet）強度に問題がないことを確認した。総じて、RTM

法成立性に目処が得られた。 
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(d)金属主翼（FSW 他） 

① FSW 接合部、構造要素部を模擬した試験片で強度データを取得、FSW 適用の目

途を得た。また、試験片／供試体製作を通じて、接合条件、接合治具コンセプト

等のデータを取得し、基本接合プロセスを確立した。再 FSW による修理は内部品

質に問題はないが静強度が低下するので、重量影響を考慮した許容値設定方法や

その他修理法の検討を行った。 

 

② 又、FSW 後のパネルにコンタを付す成形法として、FSW パネルの Age Forming

に係る成形性を確認、製造プロセス／スペック構築に資する基本データを取得し

た。他方、機体大型化に伴う板厚増大で接合速度が低下する為、接合速度増大策

が課題である。総じて検討対象とした FSW／Age Forming 手法に成立の目処を得た。

 

 

(3) 先進空力設計技術の開発 

航空機の燃料消費量削減を実現する空力効率向上、すなわち、揚力等の要求を満

足しつつ空力抵抗を低減するために、CFD 技術や MDO 技術など、各種の空力設計

技術を開発した。当該技術を用いて高い遷音速揚抗比を実現する主翼及び高効率

高揚力装置の策定、干渉抵抗を低減する空力形状の策定等を実施し、風洞試験に

より有効性を確認した。 

 

① 失速特性、フラッタ特性や燃料タンク容量等種々の制約の下で高い揚抗比を実

現する主翼形状設計技術として； 

・ 高い推定精度の計算空気力学(CFD: Computational Fluid Dynamics)析技術

・ 空力・構造等の多分野同時 適化(MDO: Multi-disciplinary Design 

Optimization)技術 

を概ね確立し、風洞試験を通じてその精度・妥当性を確認した。 

②簡素な機構ながら高性能と低騒音の高揚力装置設計技術として； 

・ 高揚力装置周りの複雑な流れ場を解析する CFD 技術 

・ MDO 技術を適用、機構・構造制限を勘案した空力形状 適化技術 

・ 高揚力装置で発生する空力騒音メカニズムを分析する CAA（Computational 

Aero-Acoustics）技術 

 を概ね確立し、風洞試験を通じてその精度・妥当性を確認した。 

③ 想定する機体規模では推進系や翼胴フェアリングの全機揚抗特性への影響が

大型機に比べて大きいことから、これら干渉抵抗を低減する設計技術を開発し、

風洞試験を通じて精度・妥当性を確認した。 

④ 空力現象理解を支援する風洞試験（測定）技術を開発、風洞試験で妥当性を確

認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風洞試験 
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(4) コックピット･システム技術の開発 

 

航空機の安全性向上等に資することを目的とした、人間特性と調和するマン・マ

シン・インタフェース技術等を開発、ヒューマン・エラーの誘発を極力排除する

コックピットの基本仕様を策定し、モックアップ及びコックピットシミュレータ

試験にて妥当性を確認した。 

 

① コックピット内表示機器に関する規定類への適合を前提条件として、パイロ

ットに提供するべき多数の情報を限られた表示領域に適切かつ効率的に表示

するための 適配分を行うことにより、パイロットの認知負担を軽減する表

示システムを開発した。大型ディスプレイを効果的に活用して、小型表示機

器を大幅に削減し整備性向上も期待できる仕様を構築した。 

② 航空機運航の安全性に大きく影響する機体内外の状況認識性の向上を目的に

グラフィック情報表示技術を開発した。コックピット内操作機器に関する規

定類への適合を拘束条件として、操作手順や表示手段との整合性を考慮して

各パネル類に機能配分し、ヒューマン・エラー誘発の極力排除を狙った操作

機器レイアウトを構築した。 

 

 

(5) 軽量操縦システム技術の開発 

パイロット特性と電子制御技術を適切に調和させること等により、ヒューマン・

エラーの誘発、操縦が容易、且つ軽量の操縦システムの基本仕様を策定し、パイ

ロットシミュレーション試験で妥当性を確認した。 

 

① 簡素な機構と制御ロジックを持ちつつ、パイロットに適切な視覚／触覚フィ

ードバックを与えて、機体の外部状況／内部状況に関する正確な状況認知を

可能とする「Simplified Fly-By-Wire (S-FBW)」操縦システムの基本仕様を

策定した。(制御則) 

耐空性に関する規定及び Handling Quality 要求への適合を拘束条件とし、メカ

ニカル部品、電子・電気機器、油圧機器等への 適な機能配分を行い、重

量を 小化する操縦システムの基本仕様を策定した。（メカ等） 

 

(6) 試作機の詳細設計・製作及び試験 

試作機製作着手に先立ち、設計計画／製作計画／試験計画を具体化して規定適合

性証明計画を策定した。試作機による飛行試験に先立って安全性を示す必要があ

る為。 

 

(7) 開発･生産システムの効率化 

コンピュータの処理能力向上、通信ネットワークの速度向上／普及、3 次元 CAD

の普及等を背景に、設計／製造及び管理プロセスの策定・改善～当該プロセスの

遂行を効率化するソフトウェア／システムの開発を通じて、航空機開発・製造プ

ロセスを抜本的に効率化する手法を策定した。作業プロセス細部の策定、システ

ム開発ともに一部遅れはあるが、次フェーズに進む事は可能である。 

 

① 設計効率向上に資するデジタル図面作成手法に加え、製造工程／試験工程な

ど、メーカ内の一連の工程整備作業を含む下流工程を事前シミュレートする

技術・手法を開発し、設計に反映するプロセスを構築した。 

② 汎用ツールを 大限活用して、設計･製造に係わる管理手法を構築、試作機設

計･製造プロセスに試適用する準備を整えた。 

 

(8) 総合調査研究 （日本航空機開発協会：JADC） 

航空管制方式動向調査及び環境負荷に対する影響評価を実施した。我が国将来航

空管制方式への対応能力を有する機体の場合、環境負荷低減を期待できる事を確

認した。 

また、これまで JADC が進めてきた材料技術、加工技術及びシステム技術等の研究

開発成果を提供した。 

 投稿論文 「査読付き」0件，「その他」41件 

 
特  許 

「出願済」25 件，「公開」4 件,「登録」10 件（意匠），「実施」0 件（う

ち国際出願 3 件） 
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Ⅳ．実用化，事業化の見

通しについて 

1.“要素技術の”成果の実用化可能性 

本事業では、①環境適合性向上に資する「環境負荷低減＝燃料使用量削減」技術、②

安全向上策に資する「操縦容易性向上」技術、③プロセス効率化に資する「IT（CAD/CAM）

を活用した開発・生産システムの効率化」に係わる技術を開発し、これらの成果を、

飛行試験等を通じて実証することとしている。 

 

これら技術を小型航空機に適用すれば、燃費はエンジンを含めて２割程度の削減が期

待できる。 

 

本事業は、2段階により構成され、第 1期（平成 15年度～平成 19年度）は要素技術

開発他を実施、第 2期（平成 20年度～平成 25度）は試験等によって技術開発成果の

成立性・妥当性を実証する。今回の中間評価は第 1期終了時点での到達点評価であり、

各要素技術の成立性を確認できたことから、第 2期に移行する事とする。 

 

2. 波及効果 

開発対象技術は、いくつかの汎用性を有するサブ要素に分解できる。（例えば操縦シ

ステム技術のサブ要素は、制御則設計技術、Man-in-the-Loop System のインターフ

ェース設計技術、等）これらサブ要素は、適用対象によらず波及可能ゆえ、航空機分

野に限らず、（自動車・船舶等移動体の制御室設計やソフトウェア制御を要するモノ

等）他分野に広く普及するポテンシャルを有する。 

 

事前評価 H15年度実施  担当部 機械システム技術開発部 
 

Ⅴ．評価に関する事項 中間評価以降 
中間評価 H18年度，H20年度，H22年度 実施予定 

事後評価 H25年度 実施予定 

作成時期 H15年 3月 作成 

 

Ⅵ．基本計画に関する事

項 

 
変更履歴 

H16年 2月 推進部署名及びプロジェクトコードの追記、実施期間

及び事後評価年度の明確化、独立行政法人移行に伴

う根拠法名称等変更の理由により改訂。 

H18年 2月 機体仕様の変更及び実施期間延長等により改訂。 

H18年 3月 プロジェクト基本計画等の体系の整理に伴う様式の

変更等により改訂。 

H18年 6月 民間航空機基盤技術プログラム基本計画の変更によ

り改訂。 

H19年 3月 平成１８年度中間評価結果の反映により改訂。 

H20年 1月   事業の進展により改訂。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

環境適応型高性能小型航空機研究開発全体の研究開発実施体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜ 役 割 分 担 ＞ 

 

 

三菱重工業株式会社 

・研究開発全体取りまとめ 

・要素研究開発、飛行試験実施 

 

 

 

 

 

 

 

富士重工業株式会社 

・主翼開発 

・先進材料／加工・成形技術開発 

財団法人日本航空機開発協会 

・ これまでの関連研究開発成果の活用支援 

・ 航空機を取り巻く環境調査及び評価 

富士重工業株式会社 財団法人日本航空機開発

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 国立大学法人東北大学 

（幹事会社）

（共同研究） （共同研究） 

三菱重工業株式会社 

助成率：１／２ 

ＮＥＤＯ技術開発機構 

（共同研究）

【共同研究】国立大学法人東北大学 

 ・空力解析及び形状設計技術開発 

【共同研究】独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

・ 先進空力設計技術の開発・評価 

・ 先進材料／加工・成形技術の評価 

・ コックピット評価、操縦システム評価 
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「環境適応型高性能小型航空機研究開発」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
途上国の技術のキャッチアップが予想以上のテンポで進んでいる現在、わが国の

産業の高度化は不可欠であり、そのための高付加価値技術開発の典型として本プロ

ジェクトが立ち上げられ、ニーズに応える航空技術が育成されることが期待される。

平成 18 年度中間評価以降、仕様検討、要素技術開発、さらには、規定適合性証明の

準備も着実に進み、要素技術の試作機適用を実現しうるレベルに向上させた点で成

果は評価できる。航空機の設計・開発・生産技術は他産業への波及効果も大きく、

その観点でも評価される。今後、技術データの蓄積、性能推定技術の更なる高度化、

生産性の予測技術、長時間に亘る運航に耐え得る耐久性の問題等に取り組む必要が

ある。本プロジェクトへの国民の関心は高く、国民の幅広い支持が得られるように

広報体制の充実も検討してもらいたい。 
 

２）今後に対する提言 
日本の航空技術が次世代につながるように、その点も視野に入れて研究開発を拡

大していく必要があり、国には継続な支援をお願いするとともに、実施者はそれに

応えて欲しい。エアラインは、航空要素技術個々の機能・性能はもとよりサポート

体制を含めた総合的な判断をするので、多くのエアラインの意見を聴取して、サー

ビスやメンテナンスにも目を向けて必要技術を発掘し、研究開発に発展させる事を

本プロジェクトに期待する。軽量化技術に関しては、複合材料などの新材料の見極

めが重要である。技術開発格化に伴って熟練技術者の不足が懸念されるが、人材の

確保には国内外の協力体制や国の試験設備の活用なども含めて産官学の連携強化も

進めて欲しい。 
 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
航空技術は産業政策上も重要であることは政府も指摘している。本プロジェクト

は、開発リスクの大きさや長期に亘る開発期間のために、民間のみでは実施が困難

であり、環境適合性、省エネという現在の社会ニーズとも合致しているので、NEDO
の関与は妥当である。共同研究を通じて産官学の結束力が醸成されたことは、航空

宇宙産業の発展の原動力となり、また、他産業分野へ要素技術の波及効果が見込ま

れる点でも評価できる。特に、航空技術には中小製造業の関心が高く、それらを束
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ねることができれば、産業競争力の強化にも繋がる。今後、軽量化、低抵抗化や先

進コックピットなどの次世代の要素技術の他分野への技術移転が、一層容易に行わ

れる環境づくりが必要である。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
  研究開発目標として「環境負荷低減」、「操縦容易性の確保」、「開発・生産システ

ムの効率化」を挙げている点は要素研究の目的として適切である。具体的には、燃

費削減に係る高い目標値の設定、生産技術の高効率化、操縦容易性の確保による安

全性向上、規定適合性証明等による到達度の実証を掲げた進め方は、研究開発マネ

ジメントとして評価できる。先進空力設計技術の研究開発は産官学の協力が成功し

た例として評価できるので、制御や構造・材料の分野にも展開すべきである。「操縦

容易性の確保」は、次世代技術の研究開発への移行の際には有利な条件になり、「開

発・生産システムの効率化」は、開発速度の向上の観点からも重要なので、これら

を目標に進めて欲しい。ハイテクを盛り込むほどコストアップに繋がるというジレ

ンマもあるが、目標設定を周辺動向等で見直す柔軟性があれば解決できる。設計技

術・生産技術では不具合発生時の交換時間の短縮、騒音低減技術の効果の定量化、

運航経験の豊富な関連者がより密接に参画できる仕組み、などを念頭に進めて欲し

い。 
 
３）研究開発成果について 
  基本的な仕様の設定、規定適合証明の検討も確実になされ、全体として中間目標

を達成しており、評価できる。要素技術開発項目では、先進材料／加工・成型技術、

数値流体計算(CFD：Computational Fluid Dynamics)に関連した先進空力設計技術

に関して目標値に到達しており、特に要素技術の真空圧樹脂含浸成形法(VaRTM：

Vacuum-assisted Resin Transfer Molding)による複合材料の高効率製造技術は他

分野でも応用できる。知財関連の取扱いに関しては、特許取得及び論文発表など、

適切に行われている。開発・生産システムの効率化は、今後の重要な課題であり、

タイムリーに開発を進めていってほしい。また、コックピット・システム技術や操

縦システム技術は、関連者との連携を強化し、成果を普及させて欲しい。加工技術

などは中小企業を育成していく観点から必要であり、一部の企業だけでなく広く普

及させることを期待する。本研究開発には国民は関心を持っており、広報活動は改

善されつつあるが、まだ不十分な面があるので、進行状況をできる限り公表するこ

とが国民の理解を得るため必要である。 
 
４）実用化の見通しについて  
  本プロジェクトの主眼である要素技術の実用化の見通しは明確になっている。特

に、VaRTM による複合材料の高効率製造技術、FSW(Friction Stir Welding)、高精
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度 空 力 解 析 手 法 (CFD) と 同 時 最 適 化 手 法 (MDO:Multidisciplinary Design 
Optimization)による空力設計技術は実用化が期待でき、広範囲の産業分野への波及

効果がある。生産システムの技術も他分野でも役立ち、適用は可能である。生産技

術の実用化は、シミュレーションによる事前評価が必要である。今後、運用の方法、

設計・生産技術の長期のメンテナンスと運用部門に引き継ぐ方法、関連者の要望を

十分聞き入れて問題点を研究開発者へフィードバックする仕組みなども実用化に向

けて検討して欲しい。 
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個別テーマに関する評価 

 成果及び実用化の見通しに関する評価、今後の研究開発に関する提言 

①軽量化に資

する先進材料

／加工・成形技

術 

高効率複合材料、複合材主翼に関しては目標を達成した。特に、VaRTMの実用性評価は系統的になされ、

尾翼への適用性も示し、規定適合性に目処を立てたことは評価できる。他産業でも開発中の技術なので、

その動向も見極めて進めて欲しい。JAXA協力を得て実施した実物大強度評価試験は産官学連携が成功した

好例であり、この種の連携は材料・製造法開発にも適用できる。FSWに関しては、多様な材料特性による

加工条件でのデータが収集され、接合限界などを示したことは価値がある。軽量化技術は、他技術との差

別化、搭載エンジンの燃費削減も含めて、更なる検討が必要である。FSWは重量増加が伴うこと、動的環

境下で長期間使用することを考慮して、導入には総合的判断が必要である。 

②低抵抗化を

実現する先進

空力設計技術 

空力騒音メカニズムの解析、遷音速の空力弾性解析技術の効率化、空力設計の効率化、感圧塗料による

測定技術などが産学官の連携で得られた成果は高く評価できる。3次元複雑形状を対象としたCFDとナセ

ル・パイロン部や翼胴部など空力干渉を生じる部分を対象としたMDOの結果が風洞試験結果と良く一致す

ることなど、解析手法の有効性を証明したことは評価できる。MDOによるメタル構造と複合材構造の形状

最適化手法も軽量化と設計効率化に役立つ。粒子画像流速測定法(PIV:Particle Image Velocimetry)や感圧

塗料(PSP:Pressure Sensitive Paint)などの先進風洞試験計測技術は、計測精度が向上し適用範囲が広がり、

設計ツールとして実用化できる。今後、抵抗係数や最大揚力係数の絶対値の推定精度を高レイノルズ数風

洞試験データとの対比により確認し、信頼性を更に高めること、防氷系統及びエンジン搭載状態での解析

と風洞試験結果の対比による推定精度の検証、CFDで推定しにくい境界部分のトランジェントな現象の解

明、などを行うことが望ましい。設計期間及び解析時間の短縮が図られているが、その技術の実用化・普

及という視点を明確にする必要がある。環境適応に関して、燃費だけではなく騒音軽減も重要であり、さ

らに検討を進めてもらいたい。 
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③画像･情報処

理技術を活用

して、操縦容易

性を向上させ

るコックピッ

ト・システム技

術 

平成18年度中間評価で指摘されたアビオニクス・サプライヤを交えた検討、エアライン要求適合性の確

認が済み、コックピットレイアウトや画面コンテンツの選定、などは評価できる。大画面ディスプレイを

多用したコックピットは、従来の小型ディスプレイ／計器中心のものから大きく変化しており、今後、パ

イロットも参画して、通常飛行時のみならず異常発生時におけるパイロットへの情報提供の方策を加味し

た、操縦室の全体レイアウト、基本仕様、グラフィック・ディスプレイの見易さなどを設定する必要があ

る。通常飛行時ばかりでなく異常発生時のパイロットへの情報提供も重要であり、また混雑する航空交通

への対応、地上管制との連携、GPS等を利用する衛星航法・広域航法(RNAV:aRea NAVigation)、なども含

めた仕組みの検討が必要である。「人間中心の自動化」のコンセプトも進んでいるが、過去の事故の事例、

特に小型機でのパイロットのヒューマンエラーなどのデータを解析し、今回のシステムに見落としがない

か検証が必要である。 

④電子制御技

術を活用した

軽量操縦シス

テム技術 

操縦システムの基本仕様の策定、パイロットによる評価、規定適合性の検討、飛行試験計画も組み込ん

だ研究開発方針の策定が、開発方針の策定が進んでいることは評価できる。簡易電気信号式操縦方式

(S-FBW：Simplified Fly-By-Wire)採用の基本方針で、経験豊富なパイロットの意見を取り入れ、各種操縦

特性スペックとの適合性やロバスト性の検証も行いシステムの完成度を高めてもらいたい。本システムは

多くの機器・装置類を用いるものであり、部品メーカーの協力が必要であるが、今後、会社間の意思疎通

を円滑にする努力が必要である。システムの制御ソフトウェア開発に関しては日本は実績が乏しいが、適

合性証明のノウハウなどの情報の（可能な限りの）開示も行なって欲しい。また、ソフトウエアを国内で

開発することも今後は検討して欲しい。 
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⑤大規模機械

システムの設

計・製造の短時

間化のための

最新のＣＡＤ

／ＣＡＭ技術 

開発・生産システムの効率化は、設計段階から製造における工程数、部品数、開発工数、材料費、冶具

等々の最適化に取り組む事ができ、あるいは製品手直しや材料廃棄の減少等にも寄与するので、本技術が

完成すれば強力なツールに発展する可能性が高く、他の産業への波及効果が大きいこと、などの観点でも

評価される。ただし、研究が終了した時点で明確になる、現在のシステムの長所や短所に対する知見を反

映させて、はじめて一貫したシステムが構築できるもので、本技術は今後その段階で正確に評価されるだ

ろう。大規模機械システムでは複数企業にまたがる部品調達の遅れが納期遅れの主要因となることがある

等、リスク要因は近年複合化しており、従来のスケジュール管理プロセスでは予見困難になる傾向にある。

そのため、特に、複数の企業にまたがる場合を想定し、システムの安全性確保、設計のフローの詳細な把

握、前提条件が変更された場合のフィードバック設計、CAD/CAM技術者の教育、外注先と連携が取れる

システムなどの課題を解決する方向で進めて欲しい。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

2.4

2.4

2.1

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化の見通しについて

３．研究開発成果について

２．研究開発マネジメントについて

１．事業の位置付け・必要性について

 
評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ A 
２．研究開発マネジメントについて 2.1 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ

３．研究開発成果について 2.4 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ A 
４．実用化の見通しについて 2.4 Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

（注）A=3、B=2、C=1、D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について  (3)研究開発成果について 
・非常に重要        →Ａ     ・非常によい        →Ａ 
・重要           →Ｂ     ・よい           →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ     ・概ね妥当         →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた→Ｄ      ・妥当とはいえない        →Ｄ 
(2)研究開発マネジメントについて   (4)実用化の見通しついて 
・非常によい        →Ａ     ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ     ・明確              →Ｂ 
・概ね適切         →Ｃ     ・概ね明確         →Ｃ 
・適切とはいえない     →Ｄ     ・見通しが不明              →Ｄ 
 
 
 


