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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 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 

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。 

 



2 

 

【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) 

② 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。 
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Ｐ０３０２９ 

（民間航空機基盤技術プログラム） 

「環境適応型高性能小型航空機研究開発」基本計画 

 

機械システム技術開発部 

１． 研究開発の目的・目標・内容 

（１）研究開発の目的 

大きな技術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航空機

関連技術について、材料・構造・システム関連等の中核的要素技術力を一層強化・保持するととも

に、機体及びエンジンの完成機関連技術を強化することなど、航空機関連産業の発展を目指すこと

を目標とする、民間航空機基盤技術プログラムの一環として本プロジェクトを実施する。 

具体的には、本プロジェクトの第１期（平成１５年度～平成１９年度）では、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）を対象として、軽量化等

による環境負荷の低減に資する材料技術、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

連技術の開発を行うことを目的とする。また、第２期（平成２０年度～平成２５年度）では、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）を対象とし

て、操縦容易性の実現等を可能とする技術の開発及び実証を行うことを目的とする。 

これにより、航空機産業はもとより、他の輸送機器産業、情報通信産業等、広範な分野への技術

波及、ひいては新規産業の創出に資するとともに、我が国における環境問題の解決に資することが

期待される。 

 

 

（２）研究開発の目標 

（２．１）第１期（平成１５年度～平成１９年度、助成事業（助成率１／２以内）・委託事業（一部）） 

①環境負荷低減 

本基本計画制定時での同クラスの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と、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、これらにかか

る時間と運用コストを大幅に削減する。 

 

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を試みることにより、実証に必要な設計・試作に要

する時間を抜本的に圧縮する。 

 

（２．２）第２期（平成２０年度～平成２５年度、委託事業） 

①操縦容易性を向上させるコックピットシステム技術開発 

操縦システム開発要素との相乗効果が発揮される事を確保しつつ、人間特性と調和するマン・

マシン・インターフェース等を開発してヒューマン・エラー誘発を極力排除するなど、安全性に

優れ、且つ、７０～９０席クラスの次世代リージョナルジェット機に最適なコックピット・シス
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テムを開発する。 

 

②電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術開発 

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ってヒューマン・エラーに起因

する重大事故の可能性を低減し、操縦が容易で、且つ、軽量である事を特徴とする、７０席から

９０席クラスの次世代リージョナルジェット機に最適、当該クラスでは初めての操縦システムを

開発する。 

 

【中間目標】 

（１）平成１７年度 

① 市場動向等を踏まえ、仕様の基本構想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の開発への適用について、下記（２）

項の目標の達成の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、基本的な仕様設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開発の成果が試作機の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 

 搭載装備品開発、地上統合試験、試作機設計・製造が順調に推移し、飛行試験に移行

できる目処が得られていること。 

【最終目標】平成２５年度 

各種地上試験、試作機の飛行試験等により上述の目標が達成されていること。 

 

（３）研究開発内容 

上記目標を達成するために、以下の技術項目について、開発実証を行う。本研究開発は、２段階

により構成され、第１期は以下①～⑤の要素技術開発及び機体基本仕様（含む，エンジン仕様）策

定を別紙計画に基づき実施し、第２期は以下③及び④の要素技術について小型航空機（サイズとし

ては、７０～９０席クラスジェット旅客機と同規模）を試作し、飛行を含めて所要の試験を行い、

開発実証を行う。 

 

①軽量化に資する先進材料／加工･成形技術 

②低抵抗化を実現する先進空力設計技術 

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 

④電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術 

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 
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２． 研究開発の実施方式 

（１）研究開発の実施体制 

①第１期（平成１５年度～平成１９年度） 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ技術開発機

構」という）が、原則本邦の企業、研究組合、公益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点

を有していること。ただし、国外企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準

獲得の観点から国外企業との連携が必要な部分はこの限りではない。）から、公募によって研究開発

実施者を選定し助成により実施する。また、材料評価及び騒音低減化分析・評価に係る基盤技術研

究については、ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発実施者を選定し委託により実施する。 

 

②第２期（平成２０年度～平成２５年度） 

本研究開発は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、ＮＥＤＯ技術開発機

構という。）が、単独ないし複数の、原則本邦の企業、研究組合、公益法人等の研究機関（原則、国

内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別な研究開発能力、研究施設等の活用

あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な場合はこの限りではない。）から公募

によって研究開発実施者を選定後、共同研究契約等を締結する研究体を構築し、委託して実施する。 

共同研究開発に参加する各研究開発グループの有する研究開発ポテンシャルの最大限の活用によ

り効率的な研究開発の推進を図る観点から、研究体からプロジェクトリーダー（研究全体の進行管

理に責任を持つ者）及び総括責任者（資金的及び人的な資源配分を含め、運営の観点から研究の実

施に総括的に責任を負う者）を提示させ、その下に研究者を可能な限り結集して効果的な研究開発

を実施する。 

 

（２）研究開発の運営管理（第２期（平成２０年度～平成２５年度）のみ） 

研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省、プロジェクト

リーダー及び総括責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開

発の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、四半期に一回程度プロジェ

クトリーダー又は総括責任者等を通じてプロジェクトの進捗について報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成１５年度（２００３年度）から平成２５年度（２０１３年度）までの１

１年間とする。但し、全期間を２期に分け、第１期は平成１５年度～平成１９年度の５年間、第２期

は平成２０年度～平成２５年度の６年間とする。 

 

 

４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、成果の技術

的意義並びに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による研究開発の中間評価を平成１８

年度、２０年度及び平成２２年度に、事後評価を平成２６年度に実施する（平成２０年度の中間評価

は、第１期の事後評価の位置付け）。また中間評価結果を踏まえ必要に応じプロジェクトの加速・縮小・

中止等見直しを迅速に行う。なお、評価の時期については、当該研究開発に係わる技術動向、政策動

向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。  
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５． その他の重要事項 

（１） 成果の普及 

得られた研究開発成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構、実施者とも普及につとめるものとす

る。特に、本研究ではソフトウェアの形態、構成、変更等の品質を徹底して管理する必要があり、

これら手法は、航空機産業のみならず、今後ますますソフトウェア制御が広まると見込まれる自動

車産業等の製造業、情報通信産業等に幅広く活用されることが期待される。 

 

 

（２）知的財産権の帰属 

委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２６条の規定等に基づき、原則として、すべて委

託先に帰属させることとする。 

 

（３）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研

究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究

開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを

弾力的に行うものとする。 

 

（４）根拠法 

本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第１５条第１項第３

号及び第１１号に基づき実施する。 

 

（５）その他 

①企業化状況報告及び売上納付（第２期（平成２０年度～平成２５年度）のみ） 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、基本契約に基づく試験研究終了年度の翌会計年度以降連続して１６

年間、毎年過去１年間における企業化状況についての報告書（企業化状況報告書）を委託先から

提出させる。また、企業化状況報告書により、試験研究成果によって国内需要向けの売上が生じ

たと認められる場合、その一部を委託先から納付させる。 

②その他 

特許（含む、国際特許）とすることが適切な案件については、積極的に特許取得を目指すもの

とする。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１５年３月、制定。 

（２）平成１６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。 

（３）平成１８年２月、機体仕様の変更及び実施期間延長等により改訂。 

（４）平成１８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。 

（５）平成１８年４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。 

（６）平成１８年６月、基盤技術研究に係る事項の追加等による改訂。 

（７）平成１９年３月、平成１８年度中間評価結果の反映により改訂。 
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（８）平成２０年１月、事業の進展により改訂。 

（９）平成２０年６月、第２期研究開発の採択により改訂。 
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（別紙）研究開発計画（第１期（平成１５年度～平成１９年度）） 

 

研究開発項目①「軽量化に資する先進材料／加工・成形技術」 

１．研究開発の必要性と目的 

航空機機体構造の軽量化は環境適合性の向上、運航経済性向上のための基本的要請であることか

ら、高性能金属材料や複合材料や新工法の適用が求められている。 

このため、材料分野では、金属材料の材料強度向上や組立て自動化に加え、構造様式の大幅変更

に踏み込んだ抜本的な変革が必要であり、また複合材料についても製造工程を抜本的に効率化する

技術を確立することが必要である。 

加工分野では、応力伝達の合理化と部品点数の削減を可能とするため、これまで小型二次構造部

材に留まっていたリベットを用いない一体化技術を大型一次構造まで拡大することが重要である。 

近年、金属接合が不可能である航空機用高力アルミニウム合金において、材料を溶かさずに接合

できる摩擦攪拌接合（FSW：Friction Stir Welding）の活用が期待を集めている。 

航空機用複合材料の製造技術において、プリプレグ法に比べて飛躍的に製造工程を効率化する樹

脂含浸法（VaRTM：Vacuum-assisted Resin Transfer Molding）が導入されつつあるが、更に強度

特性を増すことにより、航空機構造への適用が期待される。 

 

本研究開発では、航空機金属構造様式及び複合材料製造方法の革新により、航空機の飛躍的な軽

量化を図るための技術の開発・実証を行う。 

 

２．研究開発の具体的内容 

近年の関連研究開発の成果等をベースに、以下の技術について開発、実証を行う。 

 

1) FSWによる金属一体構造技術の開発 

FSWによる金属接合を利用した軽量の一体構造を次のステップで開発する。 

a. 各種の金属接合一体構造様式に対する製造工程／重量低減効果の明確化 

b. 各種継ぎ手様式の製造性及び継ぎ手強度特性の明確化 

c. 金属接合一体構造の製造工程／重量最適設計技術の開発 

d. 航空機一体構造製造設備の開発 

e. 部分構造モデルの試作／評価による製造性及び一体構造成立性の実証 

f. 金属接合一体構造の構造健全性保証（損傷許容設計）技術の開発（許容値データ取得を含

む） 

g. 金属接合継ぎ手に対する検査技術／補修技術の開発 

 

2) VaRTM等による航空機複合材料部材製造技術の開発 

航空機に適用可能な高品位VaRTM素材等を用い、航空機構造部材の製造技術を開発する。 

a. 各種構造様式に対応した製造基本プロセスの設定 

b. 航空機部材製造設備の開発 

c. 設定プロセスにて製造した複合材料の許容値データの取得及び評価 

d. 部分構造モデルの試作／評価による製造性及び構造成立性の実証 

e. 検査／補修技術の開発 
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研究開発項目②「低抵抗化を実現する先進空力設計技術」 

１．研究開発の必要性と目的 

ジェット航空機では直接運航費の約２５％を燃料費が占める。この燃料消費量の削減は運航経済

性の観点から重要であるのみならず、国際的な大きな課題となっている環境負荷の低減に不可欠な

要素となっている。 

航空機の燃料消費量を改善し、化石燃料使用量、すなわち二酸化炭素／窒素酸化物等の排出量を

削減するための研究開発が必要となっている。 

燃料消費量は空力効率、即ち空力抵抗に大きく左右されるため、設計手法／試験手法等の技術分

野に踏み込んで、小型ジェット機の空力抵抗低減に資する技術の開発・実証を行う。 

 

２．研究開発の具体的内容 

近年の関連研究開発の成果等をベースに、以下の技術について開発、実証を行う。 

 

1) 高揚抗比主翼の設計技術 

高い遷音速揚抗比を実現する翼型、及び平面形状を策定するための設計技術。 

2) 高効率高揚力装置の設計・評価技術 

離着陸性能を高めるために必要な簡素な機構を持ちながら、高い性能と低騒音効果をあわせもつ

高揚力装置の設計・評価技術。 

3) 推進系インテグレーションを含む全機干渉抵抗低減技術 

推進系や翼胴フェアリングの全機揚抗特性への影響を極小化し、全機空力抵抗を低減する設計技

術。 

4) 実機空力特性推定技術 

開発初期段階から精度良く揚抗特性を推定するための風洞試験技術（計測技術）及び計算空力技

術の改善。 
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研究開発項目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」 

１．研究開発の必要性と目的 

コックピットは航空機の全てのシステムを集中的に制御する中枢であり、同時に飛行安全の「最

後の砦」であるため、遭遇しうるあらゆる事象に対応できるよう、極めて多数の表示・操作手段が

装備されている。 

パイロットは多数の計器類等から発信される極めて多くの情報を、限られた時間で認識し、適切

な処置を判断し、即座に適切な操作を行う必要がある。昨今の電子技術の発達に伴い、情報の統合

処理／統合表示や操作の自動化といったソフトウェア／ハードウェア両面の革新がなされ多少改

善したものの、逆に近年の輸送量増大に伴う空域混雑度の悪化と情報通信技術の高度化・高精度化

を背景として、パイロットが把握すべき情報量、判断すべき事項の量が増大し続けている。依然と

してパイロットの負担を軽減するためのハードウェア、ソフトウェアの改善が必要である。 

本研究開発では、人間特性と調和するマン・マシン・インターフェイス技術等の開発、実証を行

い、ヒューマン・エラーの誘発を極力排除し、航空機の安全性の向上、運航経済性向上に資するこ

とを目的とする。 

なお、本技術の確立により、民間航空機分野のみならず、航空機以外の広範囲な分野において高

度情報通信システムを利用するための共通基盤技術が形成されることが期待される。 

 

２．研究開発の具体的内容 

近年の関連研究開発の成果等をベースに、以下の技術を中心に開発、実証を行う。 

1) 人間の特性を活かした操縦マニュアル等の最適表示技術 

2) コンピュータ・グラフィックを駆使した機体内外の状況認識サポート技術 

3) 操作ミスの余地を極小化する最適操作機器設計技術 
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研究開発項目④「電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術」 

１．研究開発の必要性と目的 

航空機の操縦システムは、人間による直接操作から、電子･情報技術を活用して自動化を進めた制

御へと徐々に移行してきている。実際、自動化はシステムの信頼性向上に伴って徐々に拡大し、パ

イロットの負担低減をした。しかし、こうした操縦システムの電子制御化は、安全性・信頼性基準

への適合性証明を困難にするのみならず、人間の感覚・能力との乖離が生じることにより、ヒュー

マン・エラーによる事故が増大したり、操縦システムの過度の複雑化により、機体重量及び機体価

格の増大を招いたりしている。 

我が国では、電子技術を駆使した民間機用操縦システムの開発実績がなく、国際共同開発プログ

ラムにおいても当該システム分野への参画は実現していないため、将来民間航空機市場に主導的に

参画する際には、操縦システムにおける技術の高度化を図ることが極めて重要である。 

本研究開発では、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・

エラーを誘発せず、操縦が容易で、且つ軽量の操縦システムを開発し、実証する。 

 

２．研究開発の具体的内容 

近年の関連研究開発の成果等をベースに、以下の技術を中心に開発、実証を行う。 

1) ヒューマン・エラーを誘発しにくく，操縦が容易な操縦システム構築技術 

2) 機器、配管・配線類等を最小にするためのシステム構築技術 
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研究開発項目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」 

１．研究開発の必要性と目的 

大規模で複雑なシステムのインテグレーションは 

a.（物理的な部品を含め）情報量が極めて多い。従ってインターフェイスも極めて多い。 

b.情報を共有すべき関係者が極めて多い。 

c.（インターフェイスが多く、贅肉を極限まで削った設計であることから）変更の影響範囲が

極めて広範。 

といった課題を有している。 

特に、大規模機械システムの効率化を実現するためには、正確かつ定量的な現状把握、変更（系

に対する擾乱－可能性を含む）による影響の定量的な推定を可能とするとともに、段階の異なる

各作業工程での関係者における情報の周知、同時意志決定を可能とすることが重要であり、技術

面からこれらの解決を図る必要がある。 

 

２．研究開発の具体的内容 

コンピュータの処理能力の向上、通信ネットワークの速度の向上，３Ｄ－ＣＡＤの多用などのハ

ードウェアと高速通信プロトコル、セキュリティソフトウェア、マネジメント支援ツール（リンク

付け機能を中核とする因果関係定義ツール）等のソフトウェアを活用することにより、以下の開発、

実証を行う。 

① 高品質な製品を製造する設計プロセス 

② 最小製造工程を実現するデジタル・マニュファクチャリング・ツール 

③ 最適工程順設計を実現するバーチャル・ファクトリ技術 
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研究開発計画（第２期（平成２０年度～平成２５年度）） 

研究開発項目③「操縦容易性を向上させるコックピット・システム技術」 

 

１．研究開発の必要性と目的 

 
民間旅客機のコックピットは航空機を構成する全システムの操作端が集中する「頭脳」である。 
近年は搭載コンピュータの能力向上に伴って自動化が進展しているが、複雑なマン・マシン・システム

の「安全の最後の砦」がパイロットである状況に変わりはない。 
一方、旅客機の事故原因の 70%以上は「ヒューマン・エラー」に起因する事、事故率の低下速度よりも

離発着回数の増加速度が大きい事から、ヒューマン・エラー発生を抑制するコックピット設計は安全性

向上に必須である。 
安全性向上を目指すアプローチは二つに大別される。一つは、自動化を推進してパイロットの関与を減

少してシステムにオーソリティを付与するアプローチ（＝人間が係らねばヒューマン・エラーは発生し

ない）、もう一つは、あくまでも人間であるパイロットに最終オーソリティを与えつつ、最適なマン・マ

シン・インタフェースを設計するアプローチである。何れのアプローチにも一長一短あるが、想定する

座席クラスに最適な、後者のアプローチを採る事とした。 
本試験研究では、上記の設計思想を取り入れた７０席から９０席クラスの次世代リージョナルジェット

機に最適なコックピット・システムを開発する。 
コックピット・システム開発は極めて高度なインテグレーション技術であり、関連する全ての拘束条件

をバランス良く満足するコックピットを構築する事自体に、非常に大きな開発要素を有する。 
 
２．研究開発の具体的内容 

 

第１期の研究開発の成果等をベースに、以下の技術を中心に開発、実証を行う。 

1) 人間工学の知見に立脚して、ヒューマン・エラーが発生しにくい設計を行うと共に、ヒューマン・

エラー発生時にも最悪の状態に陥らないよう、パイロットへの適切な伝達手段を具備するコックピ

ット・システムを実現する。 

2) 航空機のダウンタイム（運航に供する事ができない状態にある時間）を最小化し、且つ、運用コス

トが小さいコックピット・システムを開発する。 

3) 航空交通管制や航空機搭載機器の開発動向を踏まえ、追加機器の搭載スペースや電源容量等に適切

量のマージンを確保して設計する。コックピットシステムの成立性実施のための規定適合性の証明 
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研究開発項目④「電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術開発」 

 

１．研究開発の必要性と目的 

 

民間旅客機の操縦システムは、コックピット・システムと並び、航空機の安全性を左右する重要な構成

要素である。ヒューマン・エラー発生を抑制すべく種々の情報をパイロットにフィードバックしつつ、

優れた操縦特性を実現する想定機体クラスに最適な操縦システムを開発する。 
本試験研究では、７０席から９０席クラスの次世代リージョナルジェット機に最適な操縦システムを開

発する。 
コックピット・システムと同様、操縦システム開発も極めて高度なインテグレーション技術である。 
 
２．研究開発の具体的内容 

 

第１期の研究開発の成果等をベースに、以下の技術を中心に開発、実証を行う。 

1) パイロットに適切な視覚・触覚フィードバックを与え、機体の外部状況／内部状況に関する正確な

状況認知を可能としてヒューマン・エラー誘発を抑制する。また、優れた Handling Quality の実

現を含む先進的な飛行制御ロジック／制御則をソフトウェアで実現し、操縦容易な操縦システムを

構築する。 
2) 操縦システムを構成する諸要素の仕様を総合的に検討し、操縦システムの重量及び運用効率の最適

化を図る。操縦システムの成立性実証の規定適合性の証明 



用語 説明 

4D-RNAV 4 Dimension Area Navigation 経路の運航密度をあげるために飛行位置に加え、通過時刻を含む指

示を行う管制方式であり、通過時刻を含めコンピュータ監視できること

となるので、運航密度の向上と安全性の向上が両立できる方式と期

待されている。現在の航空管制では航空機の飛行高度、速度及び位

置を指示して管制しており、飛行時間は航空管制側の予測で行ってい

るが、指示はしていない。このため、特にターミナルでは管制官が

終フェーズまで誘導することとなり、管制官負荷の増大等、今後の輸

送量増大の課題と考えられている。 

ADG Air Driven Generator RAT に装備される緊急発電機のこと。RAT のプロペラで回すことから

このように呼ばれる。 

AGB Accessory Gear Box エンジンから抽出した回転動力を発電機・油圧ポンプに伝える為の歯

車を内蔵したケース。 

Age Forming  熱処理時の高温状態での成形する方法。熱処理と同時に成形を行う

ことができ，また治具に馴染ませる成形法であるため，再現性が高く，

コスト低減の効果がある成形法である。 

Air Cycle Machine  ECS Pack の中核であり、通常コンプレッサ,タービン,RAM ファンが同

軸で結ばれた構造と成っており、エンジン等からの高圧空気をコンプ

レッサで圧縮し、Secondary Heat Exchanger で外気と熱交換され冷却

された空気をタービンで断熱膨張させて冷却空気を生成する。 

Alternate  代替飛行場。悪天候あるいは滑走路の閉鎖等の理由で当初の目的

地に着陸できないときに、代わり着陸するための飛行場。通常 1 ある

いは 2 の代替飛行場を飛行計画に明示する。 

AL メッシュ  AL 繊維を平織り（メッシュ状）にした材料 

Anti-ice  飛行中，翼の前縁，エンジンの空気取り入れ口，プロペラの前縁，ア

ンテナ，ピトー系統，操縦席風防などへの氷の付着を防止し，それら

の機能を保つための装置。 

APU Auxiliary Power Unit エンジンを始動したり、エンジンが」停止している間の電源・空調用エ

アーを供給する小型ガスタービン・エンジン 

Artificial Feel Unit  操縦装置を介してパイロットに適切な操舵反力を与えるための，人工

感覚発生装置のこと。 

ATM Air Traffic Management 航空管制 

ATM2000+  Eurocontrol の将来航空管制のロードマップ 

AVIO ラック Avionics Rack アビオニクス機器を搭載，収納する棚や台のこと。 

Bleed  エンジンコンプレッサより取出された高温高圧空気。ECS、Anti-Ice 系

統の空気源 

Block Fuel  航空機が動き出してから、離陸・上昇・巡航・降下・進入を経て次の目

的地に着陸して停止するまでに消費する燃料。 

BM Base Metal 母材 
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用語 説明 

Brake By Wire  Fly-By-Wire の思想を Brake システムに適用したものであり，パイロッ

トのブレーキ操作を電気的な信号に変え，ワイヤ（電線）で伝達するシ

ステムのこと。 

Brittle  脆性な，脆い。粘りが無く、外力を加えると容易に破壊すること。 

BVID Barely Visible Impact Damage 目視点検において、見つけることができないであろうと判断しうる衝撃

欠陥を指す。 

CAEP-WG4 Committee on Aviation 

Environmental 

Protection-Working Group 4

ICAO（国際民間航空機関）の航空環境保全委員会のグループの１つ

であり、運航による環境負荷の低減を研究するグループワークである

CAI Compression strength After 

Impact 

衝撃後圧縮試験。複合材試験片に衝撃を負荷して損傷を与えた後の

圧縮特性を測定する試験。 

CAI 強度  衝撃後圧縮強度。試験片にインパクターによる衝撃を与えた後，圧縮

試験を実施する。複合材の場合，異物の衝突，工具落下等の欠陥の

発見が困難なため，この強度要求がある。 

CATⅡ Category II 進入限界高度に関するカテゴリ分類の一つ。パイロットが着陸するか

否かを決定する高度（デシジョン・ハイト）で 100ft，滑走路視程 1,200ft

以上で灯火が見えなければ着陸できないことを表す。 

CATⅢa Category IIIa 上記と同様のカテゴリ分類の一つであり，滑走路視程 700ft 以上で灯

火が見えなければ着陸できないことを表す。 

CATIA Computer-Aided 

Three-Dimensional 

Interactive Application  

航空機設計・製造に用いてきた CAD ﾂｰﾙである。従来の CATIA V4 に

引き続き開発された CATIA V5 は、蓄積された知識やノウハウを効果

的に管理し、それに基づいた設計作業生産性を高めることより製品の

改良を効果的に行うことができる。また Windows 標準の機能および革

新的なユーザー・インターフェースにより、誰でも簡単に操作すること

ができる。 

CFD Computational Fluid 

Dynamics 

数値流体力学。コンピュータを用いた数値シミュレーションによる流体

力学。 

CL Coefficient of Lift 揚力を動圧と代表面積で無次元化したもの。 

CMS Central Maintenance System 機上整備支援システムの中核をなすシステムのことであり，機上の各

種システム及び機器の健全性情報を統合し関連づけることで，不具

合機器の絞込み作業を支援する。得られた情報はディスプレイ，プリ

ンタ，各種情報メディア，無線通信等により整備員へ提示される。 

CNS/ATM Communications Navigation 

Surveillance / Air Traffic 

Management 

人工衛星やデータ通信などの新技術を利用した，新しい航空交通管

制，航法システムのこと。通信，航法，監視のそれぞれのシステムが

組み合わされた総称。 

COC Cash Operating Cost キャッシュ運航費の略。機体の運航に伴い発生する費用で、乗務員

費、燃料費、整備費、着陸料といった費目が含まれる。 

CV Coefficient of Variation 集団の標準偏差を平均値で割った値を指す。 
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用語 説明 

DELMIA DELMIA DELMIA は、工程設計からプラントレイアウト、ロボットやエルゴノミクス

までを含めたワークセルのシミュレーションと検証、そしてライン全体

のシミュレーションからコスト計算・ 適化にいたるまで、製造システム

全体のデジタル化を実現できるツールである。CATIA V5 や ENOVIA 

LCA とのデータ互換性を持ち、データの一元管理が可能となる。 

DER Designated Engineering 

Representative 

航空機の修理や改造に対する国の検査・承認行為を民間の専門家

（個人）に委任する FAA の制度。大修理や大改造に対する耐空性確

認・承認や、TC（型式証明）、STC（追加型式証明）などに関わるデザ

インデータの承認を行う。 

Design Life 設計寿命 機体又は構成部品が運用中に疲労不具合を生じてはならない期間と

して、契約者又は顧客により規定された寿命 

Determinant Assembly（DA） 部品基準組立法 Determinant Assembly は別名「部品基準組立法」とも呼ばれる組立方

法であり、その具体的内容は組立作業に使用する専用ジグを 大限

排除し、精度の高い部品を基準として組立作業を行うものである。組

立時にシム調整や部品の矯正を行う作業を排除し、自動化を進める

などして、組立作業時間を大幅短縮してトータルの製造コストを大幅

に削減するという戦略的製造技術である。 

DMU Digital Mock Up CAD を用いて製品の外見、内部構成などを比較、検討するためのシミ

ュレーションソフトウェアのこと。CAD で作成した 3D モデルを用いて、

組立・分解性、干渉チェック、機器操作性などを検証することが可能と

なる。CATIA V5 でも、機構解析を行う DMU キネマティクス・シミュレー

ターや干渉解析を行うDMUスペース・アナリシスなど様々なDMU機能

が準備されている。 

また DMU 用に通常の 3D データより軽くするグラフィック表現も用意さ

れている。 

DOC Direct Operating Cost 直接運航費の略。機種に連動して発生する費用であり、機体の運航

に伴い発生するキャッシュ運航費（乗務員費、燃料費、整備費等）と機

体の購入・保有により発生するオーナーシップコスト（減価償却費、保

険料等）から成る。 

DOORS  多種多様な要件（要求）を管理する市販のソフトウェア 

DR&O Design Requirement and 

Objectives 

製品を設計・製造する上で達成すべき要求仕様をまとめたもの、また

はその要求仕様のこと。 

要求仕様には、Design Requirements（設計要求、DR）と Design 

Objectives（設計目標、DO）があり、前者は達成できないとその製品の

競争力が当初見込みより落ちるため事業採算性の見直しが必要とな

るが、後者は達成することができればその製品の価値（魅力）が当初

見込みより高くなることが期待される。 

DRVSM Domestic Reduced Vertical 

Separation Minima 

国内短縮垂直間隔（陸上部に於ける RVSM 導入であり、我が国では

平成１７年９月から運航が開始されている） 

EAF Expanded Aluminum Foil 薄い AL フォイルに孔が空いた材料。メッシュ材と異なり，材料に連続

性があり，耐雷材としての性能が高い。 

Eclipse 社  米国の小型ジェット機を製造するベンチャー企業。5 人乗りの小型ビジ

ネスジェット（Eclipse500)を百万ドルという低価格で販売し，2000 機を

越える注文を得ている。Eclipse500 の製造においては，FSW 技術を適

用し，製造時間の大幅な短縮を図っている。 
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用語 説明 

ECS Pack Environmental Control 

System Pack 

航空機の与圧区画内の温度コントロール,及び換気の機能をもち、Air 

Cycle Machine, Dual Heat Exchanger, Water Separater,Temp. Control 

Valve 等より成る。 

Ejector Pump  エンジンからリターンされる燃料流を用いてタンク内の燃料を吸い上

げ、再び燃料をエンジンに供給する為のポンプ。 

EMU Electronic Mock Up CATIA V4 上での干渉チェックシステム。 

ENOVIA LCA ENOVIA Life Cycle 

Application 

ENOVIA LCA は、CATIA V5 との密なインターオペラビリティーを持つ

データベース管理ツール。号機管理や出図管理など、設計から製造ま

で一元管理が可能となる。 

Envelope Protection  機体の運用領域を逸脱して飛行することのないよう，何らかの手段で

パイロットに状況を認知させるか，機体の飛行状態に制限をかける機

能のこと。 

Ergonomics Design & Analysis Ergonomics Design & 

Analysis 

3D データ上で人体模型を定義し、人間工学に基づいた作業性をシミ

ュレーションすること。作業者の視線を確認、作業者にかかる負担を

割り出すことにより不具合防止に繋がる。 

ER 型 Extended Range Version Basic あるいは Standard 型に対して航続距離を増加させた型式の 1

つ。 

同一ペイロードでの燃料搭載量を増加させるため、 大離陸重量を増

加させる必要がある。燃料搭載量を増加させる方法として一般的なも

のは、主翼燃料タンクの余剰スペースを活用する、胴体床下あるいは

尾翼に燃料タンクを増設する、などがある。 

Euler Euler 流体運動を記述する支配方程式。流体粘性を考慮していない。 

FAA Federal Aviation Association 米国連邦航空局 

FADEC Full Authority Digital Engine 

Control 

電子制御によるエンジン・コントロール装置。あらゆる飛行状態で 適

なエンジン性能が得られる様にエンジンを制御する。 

FAR Federal Aviation Regulations 米国連邦航空法 

FEM Finite Element Method 有限要素法。コンピュータを使用した近似解析のひとつ。航空機構造

の主として応力解析を実施するために、全機あるいは部分構造を長

方形要素または三角形要素の平板要素と部材要素で分割し、これか

らなる立体構造として解析が行われる。 

FHA  Functional Hazard 

Assessment 

機能上の異常事象を抽出し，機体に及ぼす影響と致命度を評価し

て，信頼度要求を設定する安全性解析作業のこと。 

FOD Foreign Object Damage ジェットエンジンが異物を吸入したために損傷を受けること、またはそ

の損傷を言う。 

FOD 被害を引き起こす異物の代表的なものとしては、エンジンが吸い

込む気流により滑走路上から吹き上げられた金属片や砂礫、飛行中

の野鳥や霰、雹などがある。 

FSW Friction Stir Welding 摩擦攪拌接合。摩擦熱により軟化した材料を攪拌することにより，結

合するプロセス。溶接困難な材料でも接合が可能となる。 
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用語 説明 

FTA Fault Tree Analysis FHA 等で抽出された異常事象のうち，致命度が高いと判断されたアイ

テムに対し Fault Tree を作成し，発生確率を算出する安全性解析作業

のこと。 

FWEP-AMD  Flight crew Workload 

Estimation Package Featuring 

Air MIDAS 

パイロット操作に関するワークロード評価を行うためのツールであり，

JAXA とサンノゼ大学が共同にて開発したもの。MIDAS とは

Man-Machine Integrated Design & Analysis System のことであり，

NASA とサンノゼ大学が共同にて開発したものである。 

GPS Global Positioning System 全地球位置計測システム 

Handling Quality 要求  機体に要求される操縦性のこと。 

HAZ Heat Affected Zone 熱影響部。FSW 部周辺の摩擦熱の影響がある部分 

HID High-Intensity Discharge 

lamp 

高圧放電灯。 

フィラメントの発光ではなく、アーク放電による光源であり、消費電力に

比して高い輝度が得られ、寿命が長い。価格は比較的高い。 

ICAO International Civil Aviation 

Organization 

国際民間航空機関の略。1944 年の国際民間航空条約（シカゴ条約）

に基づいて設立された国連の専門機関の一つ。国際民間航空の安全

かつ秩序ある発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営

を図ることを目的とし、技術的問題、法律的問題等に関する各種のほ

か、 近では経済的問題に関する活動も行っている。 

Inertia relief 効果 Inertial Relief Effect 主翼にエンジンを搭載したウィングマウント形態機において、エンジン

の自重により主翼にかかる荷重が減少する効果のこと。 

飛行中、主翼は機体重量を支えるために機体重量と同じ揚力を発生

させており、主翼には上向きの荷重が作用する。エンジンが主翼下面

にあると、下向きのエンジン重量が作用することにより主翼にかかる

上向きの荷重が軽減される。それにより、主翼にエンジンを搭載しな

い形態と比較して主翼構造重量軽減が見込まれる。 

IPCC Intergovernmental Panel on 

Climate Change 

国連の気候変動に関する政府間パネル 

JAW カーブ Jaw Curve ストレッチ成形装置におけるスキンのつかみ部である JAW のカーブ 

Kriging 法 Kriging Method 設計変数と目的関数の関係を効率的に関数近似して 適化を行う応

答曲面法の１種。南アフリカの鉱山学者 Krige が鉱物資源の埋蔵量推

定のために考案した手法をフランス人数学者 Matheron が統計的手法

として確立したものであり、Krige の名前をとって Kriging と呼ばれる。

Kriging 法はもともと鉱床の空間分布予測を行う手法であり、 空間現

象を連続空間確率場でモデル化し、観測されたデータから任意の位

置での確率場の値を予測するものである。 

L/D Lift-Drag Ratio 揚力を抗力で割ったもの（揚抗比）。この値が大きい程燃料消費量が

少ない。 

Lean Manufacturing リーン生産 リーン生産は、1980 年代に MIT のジェームズ・P・ウォマック教授らが

提唱した、トヨタ自動車に代表される「多品種大量生産」型の生産方式

の総称です。 リーン（lean）とは「贅肉のない」という意味で、80 代「少

品種大量生産」の行き詰まりにより不況にあえいでいた米国企業に対

して、無駄を排除し効率的な生産を実現することで消費者の多様な嗜

好に対応する、新しい生産方式として提唱されている。 
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用語 説明 

LED Light Emitting Diode 発光ダイオード。 

一般に白熱電球に比べて消費電力や発熱が少なく、寿命が長い。価

格は比較的高い。 

LIFE  航空機が運用開始から終了までの間に負荷される荷重の回数，大き

さを定めたもので，これを 1LIFE の荷重と設定。航空機の疲労等の設

計に用いる。 

LRU Line Replaceable Unit アビオニクス機器等のパッケージのことであり，一般に故障等が生じ

た場合の交換単位を表す。 

LR 型 Long Range Version Basic あるいは Standard 型に対して航続距離を増加させた型式の 1

つ。 

一般的にLR型は ER 型よりもさらに航続距離が長い。例： 777-200ER 

7,730nm、777-200LR 9,420nm 

MAC Mean Aerodynamic Chord 空力平均翼弦。翼幅方向に変化している揚力がある代表的な翼断面

にすべて作用すると仮定すると翼の特性計算が容易になる。この仮

定した翼断面の翼弦を空力平均翼弦と呼ぶ。 

Maneuvering Stability  機体をマニューバさせた際の安定性，操縦性のこと。本報告書の記述

では，Pitch 引き起こし時の操縦性について議論しており，具体的には

引き起こしを行う際に必要となる 1g あたりのパイロット操舵力という指

標に基づき，機体の安定性，操縦性を評価している。 

MARC  MSC 社の大規模解析にも柔軟に対応可能な非線形構造解析プログ

ラムの商品名。 

ロンドン大学とブラウン大学で 12 年以上にわたって研究教育機関に

携わったペドロ・V・マサール博士によって開発されました。その後、多

くの有限要素法研究者、技術者の参加により整備・拡張が行われ、特

に非線形分野の機能に優れています。 

Master Axis Model Master Axis Model 各コンポーネントの Axis を管理している CATIA V5 データ。 

Master Datum Model Master Datum Model 設計する上で基準となる要素を定義している CATIA V5 データ。 

Master Interface Control 

Model 

Master Interface Control 

Model 

設計する上で基準となる要素で、各コンポーネント間で共有するデー

タを管理している CATIA V5 データ。 

Master Surface Model Master Surface Model 機体外形形状であるｻｰﾌｪｽﾃﾞｰﾀ（OML）を管理している CATIA V5 デ

ータ。 

Max Zero Fuel Weight  大零燃料重量のこと。 

運用自重に 大ペイロードを加えたもの。主翼の強度を決定するため

に使用される。飛行中、主翼に生じる揚力は上向きで、燃料の重量は

それを打ち消す方向に作用する。よって燃料が無くペイロードのみの

この重量条件で主翼に作用する荷重が 大となる。 

MDO Multidisciplinary Design 

Optimization 

多分野統合 適設計の略。複数分野に渡る設計作業を統合して同時

に 適化する技術の総称。航空宇宙分野においては、空力設計、構

造設計、装備設計、工作等の複数分野に渡る設計プロセスを同時に

制御することで、異分野間の干渉設計を含めた統合 適設計の実現

が期待されており、近年脚光を浴びている研究分野となっている。 
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用語 説明 

MIL-F-8785C  米国Military Specification "Flying Quality of Piloted Airplanes"のこと。

航空機の操縦性に関する規定が定められており，民間航空機の操縦

性要求も本 Specification に基づき設定されている。 

MIL-HDBK-17  米国 the Department of Defense（国防総省）と the Federal Aviation 

Administration（連邦航空局）が共同で開発・維持している複合材料の

ハンドブック（手引書）。ガイドラインであり、法的拘束力はない。 

Mix-Manifold  ECS Pack で生成された空調空気とキャビンからの再循環空気を混

ぜ合わせるためのマニフォールド 

MLW Max Landing Weight 大着陸重量のこと。 

航空機の機種ごとに定められた、その航空機の着陸時にとり得る重

量の 大値。着陸性能、着陸復行時の上昇性能、機体強度などを考

慮して設定される。 

MOGA Multi-Objective Genetic 

Algorithm 

多目的遺伝的アルゴリズムの略。メンデルの法則やダーウィンの理論

で知られているように、全ての生物は生殖と淘汰及び突然変異によっ

て環境に適応しながら進化し、進化の過程で生物の持つ遺伝子が

様々に変化して次世代に引き継がれていくと言われている。遺伝的ア

ルゴリズムは、このような生物進化の過程そのものをモデル化し、

適化問題の解法に応用したアルゴリズムである。確率論に基づいた

多点同時探索が可能であるため、局所的な 適解が無数に存在する

多峰性問題に対しても、大域的な 適解を求めることができる。 

More Electric システム More-Electric System 従来のエンジンが、推力のほかに油圧、ニューマチック、電気を発生し

て航空機のエネルギーとして利用していたのに対し、油圧やニューマ

チックの発生を抑え、電気利用を増やす方向で機体のエネルギー利

用効率を高め燃費改善を図る他、機械部品数の低減による信頼性向

上や運用コスト低減を狙う手法として MEA（More Electric 

Architecture）が注目されている。 

本紙ではこの MEA に基づき電気化を進めた系統（動力、電源、空調、

防氷）をまとめて「More Electric システム」あるいは「ME システム」とし

ている。 

MTOW Max Takeoff Weight 大離陸重量のこと。 

航空機の機種ごとに定められた、その航空機の離陸時にとり得る重

量の 大値。離陸・上昇性能、安定性、操縦性、機体強度などを考慮

して設定される。 

Multiple Site Crack  複数の起点から発生した亀裂のこと。単独起点から発生する場合と異

なり，亀裂同士がつながり，一瞬にして大きな破壊となる危険性があ

る。米国のアロハ航空機の事故では胴体パネルのリベット穴を起点と

する複数の亀裂が発生し，胴体パネルが飛行中に吹き飛ぶ事故とな

った。 

NAS Architecture National Airspace 

Architecture 

米国の将来航空管制のロードマップ 

NCW Non Crimp Woven Crimp（縮れ，ひだ）が無く繊維の直進性に優れた織物。 

NC 制御 Numerical Control 装置の動作を数値指令によりデジタル制御する方式 

NS Navier-Stokes 流体運動を記述する支配方程式。流体粘性も考慮している。 
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用語 説明 

OBIGGS Onboard Inert Gas 

Generating System 

機上不活性ガス発生装置。生成した窒素富化空気は燃料タンクに注

入し、燃料タンクの防爆性能を向上させる。 

OHC Open Hole Compression 有孔圧縮試験片。標定部に規定寸法の孔を設けた圧縮試験片によ

り、ファスナ孔等を模擬した試験片として圧縮特性データを取得する。

OHT Open Hole Tension 有孔引張試験。標定部に規定寸法の孔を設けた引張試験片により、

ファスナ孔等を模擬した試験片として引張特性データを取得する。 

Oil Flow  ＣＦＤの解析結果処理において風洞試験のオイルフローを模擬したも

の。表面流跡線。 

OML Outer Mold Line 機体の外形形状のこと。機体設計を実施するためには、全ての部位

について OML を 3 次元の面で定義する必要がある。 

Operational Empty Weight  運用自重のこと。 

機体構造、エンジン、固定装備、内部装備の重量に、以下の重量を加

えたもの；系統内の燃料、滑油、作動油、救命胴衣，救命ボート、運航

マニュアル、乗員とその手荷物、旅客へのサービス用品、食料など。 

Outflow Valve  与圧区画の圧力制御を行うために使用するバルブ。与圧区画から機

外への排気流量を制御し与圧区画内圧力を制御する。 

PANS OPS Procedures for Air Navigation 

Services-Operation 

ICAO が示す経路の設置基準と運航基準 

PBB Passenger Boarding Bridge 空港ターミナルビルと航空機を連結する可動式の搭乗橋のことで、航

空機への乗降に使用する。 

空港ターミナルビルから航空機までを段差無く接続できるため、乗降

し易く、また通常覆いがあるため天候や気候に影響され難いなど利便

性が高い。 

PBTH Program Power by the Hour Program エンジン整備に関し、飛行時間に応じ整備費を支払う整備プログラ

ム。整備費（$/Flight Hour）を固定する事で時系的に大きくなる整備費

負担の均一化を図るもの。 

PCU Power Control Unit 油圧を動力として使用し，舵面を駆動，制御する機器のこと。 

PDM Product Data Manager 製造データ一括管理システム 

Pitch  機体の左右軸を中心とした上下方向の動き 

Primary Flight Display  パイロット正面に配置された主計器表示画面のこと。飛行に必要な重

要情報（姿勢，速度，高度など）が表示される。 

PSE Principal Structural Element 航空機の構造の内、飛行荷重・地上荷重・与圧荷重等を耐荷する重

要な部材で、その部材損傷が機体に致命的な損傷を与える要素のこ

とを指す。 

RAT Ram Air Turbine 航空機の非常動力確保のため、飛行中の電源・油圧源喪失時に自動

展開する小さなプロペラで、機体の前進速度による相対風により非常

用の発電機または油圧源を回す装置。 

RFI Request for Information システムの開発／供給を担う候補サプライヤに対し，保有する技術

力，製品群，財務能力，想定されるビジネス・アレンジメント等につい

ての情報提供を求めるため，機体メーカより提示する文書のこと。 
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用語 説明 

RNAV (Radio) Area Navigation 広域航法：計器飛行方式の発展型の１つであり、「VOR/DME 局の電

波覆域の中でより直線に近い経路を設定（方式１）」、「衛星航法で位

置確認して大圏経路を飛行する経路を設定（方式２）」及び「（方式１）

と（方式２）の航法を複合した経路（方式３）」がある。現時点では、我

国と欧州では方式１のみ運航が認められており、幹線航空路における

運航が開始されている。これにより飛行距離の短縮と、これによる経

路間隔の短縮による新たな航空路の開設等で、一方通行の航空路、

複線航空路等が実現でき、輸送量の拡大が期待されている。 

Roll  機体の前後軸を中心とした左右方向の動き 

RTD Room Temperature Dry 試験片を室温で乾燥した状態で試験すること。 

RTM Resin Transfer Molding 金型に封入された繊維に樹脂を注入し加熱硬化させる成形法。オート

クレーブのような高価な設備を必要としない。 

RVSM Reduced Vertical Separation 

Minima 

短縮垂直間隔：従来、飛行高度 28,000ft 以下は高度間隔 1,000ｆｔ、

29,000ft 以上は 2,000ｆｔで管制がなされてきた。飛行高度 29,000ft から

41,000ft までの高度間隔を 1,000ft とすることにより、各航空路の混雑

を緩和するとともに、巡行高度での飛行機会が増大する。我が国の管

制する洋上管制では、平成９年度から導入が開始されている 

SAE ARP5412  模擬電撃波形を記述した SPEC 

Scheduled Gearing 機能  パイロット操作量と舵面駆動量の比率であるギアリングを，飛行条件

に応じて自動的に変動させ，操縦性を向上させる機能のこと。 

Seed Model  根本となるモデル 

S-FBW Simplified Fly-By-Wire 簡素化された Fly-By-Wire システムのこと。操縦系統の機械的リンケ

ージを取り除き，代わりにパイロットの操作を電気的な信号に変え，ワ

イヤ（電線）でサーボ・アクチュエーターに入力して電気的に操舵する

方式は Fly-By-Wire と同様であるが，姿勢等のフィードバックループを

構成せず，通常の Fly-By-Wire に比べシステムがより簡略／軽量化さ

れている。 

SFC Specific Fuel Consumption エンジンの燃料流量(単位時間あたりの燃料消費量)を推力で割った

値。エンジン単体の燃費効率を表す数値として使用される。 

SOB Side Of Body 主翼と中央翼部の付け根部のことを示す。 

SPF Super Plastic Forming 加熱するなどして通常の状態では達成出来ない大きな伸びを可能とし

て、複雑形状に加工する金属加工技術であり、条件によっては 100%

以上の伸びが得られる 

Spoiler  主翼によって発生する揚力を弱める（スポイル）目的を持つ操縦翼面

のこと。 

Steering By Wire  Fly-By-Wire の思想をステアリング・システムに適用したものであり，

パイロットのステアリング操作を電気的な信号に変え，ワイヤ（電線）

で伝達するシステムのこと。 

SWB Span Wise Beam 中央翼部のリブの配置を翼幅方向に配置した構造様式。 

SZ(Stir Zone)  攪拌部。FSW 部のピンにより攪拌された部分 
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用語 説明 

Terrain  地面，地形のこと。本報告書の記述では，主に高低差のある地形情

報など，激突の危険性のある地面情報を意図している。 

Thrust Asymmetry 

Compensation 

 左右エンジンの非対称推力を補償し，機体姿勢を安定に維持する機

能のことであり，片側エンジン故障時に特に有効となる。Fly-By-Wire

機では自動的な補償操作を行う機能を持たせることも可能となる。 

Unusual Baggage  特定の路線、季節に限り持込まれる荷物｡ゴルフバッグ、スキー板等。

VaRTM  RTM の一種。オス型またはメス型に CF プリフォームを配置しフィルム

シートで密閉、真空下で樹脂を含浸させ加熱硬化させる成形法。型が

片面で良いため，治具費が安価となる。 

VF Variable Frequency 交流発電機の出力の周波数がエンジン回転数の変化に伴い変動す

る方式。（VF 発電機、可変周波数発電機） 

従来、航空機の交流電源周波数としては 400Hz が基本であり、発電

機を駆動するエンジンの回転数がスロットル操作により変化しても発

電機の回転数を変えないよう機械的に制御する定速駆動装置を持つ

必要があった。この定速駆動装置を排除することで重量軽減、部品点

数低減による信頼性向上を狙ったのが VF 方式である。 

短所として、電気利用機器側が電源周波数変動に対応する必要があ

るが、近年はインバータ装置の発展等により問題ではなくなってきて

いる。 

VOR/DME 経路 VHF Omni Range/Distance 

Measurement System 

航法援助施設（無線標識）を利用した計器飛行方式による運航経路

の１種。地上に設置された VOR/DME 局からの方位と距離により、管

制許可の得られた位置と実際の飛行諸元とを確認しながら飛行する

経路方式。 

WBS Work Breakdown Structure 航空機開発における全作業を区分分けした作業体系を言い、大区分

（「設計」、「製造」、等）から小区分（単作業）まで複数層にて徐々に細

分化されるものである。WBSを用いることで作業管理が容易となり、特

に作業漏れ防止に用いることが有効である。 

Weather Minima 低気象条件 離陸または着陸を行う際，空港などに設定された気象条件の基準、要

件のこと。一般的にこの条件以上でないと、離陸または着陸できな

い。 

Yaw  機体の上下軸を中心とした機首の左右方向の動き。 

Zanchor® Zanchor ドライクロス，プリプレグ等、複合材素材の積層体に特殊な針を用いて

厚み方向に繊維を絡ませることで、層間を補強するための手法、また

は層間を補強した素材。（シキボウ㈱の登録商標） 

アーク・スパーク  電気的な火花 

アスペクト比 Aspect Ratio 翼幅の二乗を主翼面積で割った値で、翼の細長比を表す。 

主翼のアスペクト比が大きいほど揚力に依存する誘導抵抗が小さくな

る反面、翼根に作用する曲げモーメントが大きくなるため、主翼重量が

増加する。 

一般的に、航続性能が重視される輸送機や滑空機（グライダー）で

は、アスペクト比の大きな主翼とする。 

アノダイズ処理  電気化学反応を利用して，材料表面に酸化皮膜を形成することによ

り，材料の腐食を防止する防食処理のひとつ。航空機のアルミニウム

材料では塗装前の下地処理として幅広く使用されている。 
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用語 説明 

   

アビオニクス Avionics Aviation と electronics の合成語で航空用電子機器のこと。通信装置，

自動操縦装置，航法援助装置，警報装置，記録装置，機内放送装

置，娯楽装置などがある。 

アルメン試験片 Almen Strip ショットピーニング加工度の判定に用いられる試験片 

一次構造  飛行荷重，地上荷重，与圧荷重の伝達を主要に受け持つ構造部。 

例：主翼や尾翼の桁 

インパクトダメージ Impact Damage 製造時もしくは運用時に想定される衝撃による部材損傷。 

ウィングマウント Wing Mount エンジンを主翼に搭載する方式、またはその方式でエンジンを搭載し

た機体形態を言う。中型機、大型機に多く見られる形態。例： 747、

777、737、A320 など。 

ウイングレット Winglet 主翼の翼端に立てた小翼のこと。これを装着することで、翼端を延長

してアスペクト比を増加させるのと同じ空力的効果(つまり誘導抵抗低

減)を得ることができ、更に翼端をそのまま延長する場合よりも翼根に

かかる曲げモーメントは小さいというメリットがある。揚力に依存する

誘導抵抗を低減できることから、巡航時の燃費を低減するだけでなく、

揚力の大きい離陸・上昇時の性能も改善できる。 

応力拡大係数⊿K  亀裂先端近くにおける応力や歪みの大きさの尺度。亀裂進展等の計

算に用いる。 

応力集中係数 Kt  切欠きや孔などの応力上昇部の 大応力と基準となる一般部応力の

比。疲労計算に用いる。 

オートクレーブ Autoclave 複合材の成形装置の 1 つ。積み重ねたプリプレグに熱と圧力を負荷し

て硬化(固める)することができる。圧力媒体にガスを用いることで、オ

ートクレーブ内では均一なガス圧を負荷することができるため、複雑な

形状の部品にも均一な圧力を負荷することができる。 

オートクレーブ Autoclave 高温高圧下で硬化、成形させるための装置 

カーソル・コントロール  一般的なパーソナル・コンピュータのマウスに近い操作要領でパイロッ

トの各種操作ができる，入力方式のこと。 

カウンターシンク  皿頭鋲を装着するための、皿もみ、皿取り。 

カットオフエネルギ（136J） Cut-off Energy 機体製造時もしくは運用時に起こりうる衝撃エネルギーの基準値（米

国空軍資料が源泉）。 

キャップシール  ファスナ頭又は頭周囲にキャップを使ってドーム状にシールする方法 

機力操縦  パイロットの操作入力に基づき，油圧アクチュエータ等を用いて空力

舵面を駆動する操縦システムの一つ。 

亀裂進展特性  亀裂を有する部材に繰り返し荷重が負荷される場合の亀裂の進展す

る速さ。 通常（ｄａ/dN）として繰り返し数に対する亀裂の進展する割

合。  

クオリフィケーション 

Qualification 

会社もしくは公共のスペックへの適合を判断する手続きを指し、特に

材料についてはその物理・化学・機械特性を取得することを示す。 
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用語 説明 

グランディング  電流帰路 

クリーン主翼  高揚力装置を展開していない主翼。巡航時の主翼形態。 

クリップリング  ストリンガ等の薄肉断面材に圧縮応力が作用すると、一部が壁面座

屈を起こし、隅部に応力が集中する。 さらに荷重を加えると部材の隅

部が塑性域に入って、ついに崩壊する。 この現象をクリップリングと

呼ぶ。 

クリティカルパス Critical Pass 計画を進める上で も時間がかかり困難な部分 

グレアシールド  操縦室の窓から入る光が計器板上で反射するのを防ぐために設けら

れた遮蔽板のこと。グレアシールドの前縁部にはスイッチやライトなど

が配置されることが多い。 

高揚力装置 High Lift Device 離着陸時の低速飛行時に大きな揚力を得るための装置。代表的なも

のに前縁スラット、後縁フラップがある。前縁スラットは主翼前縁を前

方に押し出し主翼本体との間に隙間を作り、圧力の高い空気を翼上

面に導くことによって翼上面に沿って流れる気流の剥れを防ぎ、失速

迎え角を増加させるとともに得られる 大揚力を増大させるものであ

る。後縁フラップはいくつか種類があるが、一般的なものは主翼後縁

を後方にずらしながら下方へも折り曲げて、隙間を作る・反りを増や

す・翼面積を増やす ことにより 大揚力を増大させるものである。 

コーナーフィラー Corner filler 複合材でＴ型，Ｉ型の補強材を成形する際、交点で生じる隙間を埋める

材料。 

コキュア（一体成形） Co-cure スキン材と補強材のように複数の構成部品を、予め素材（プリプレグ

またはドライクロス）で形を整えておき、これらの部品を組み合わせて

一回の成形工程で１体の部品として成形する技術。 

コボンド Co-bond 予め硬化した複合材と複合材の素材（プリプレグまたはドライクロス）

を接着剤を介して硬化すると同時に接合する技術。 

コボンド結合  2 種の材料を硬化と同時に接着する方法。部品硬化の工程，接着の

工程が削減できるため，安価なプロセスとなる。 

コボンドパネル  2 種の材料をフィルム接着剤を介して同時硬化し接着したパネル 

サーティフィケーションプラン 

Certification Plan 

規定適合性を得る 初のステップとして作成する計画書であり、どの

ように規定への適合性を証明するかの全体像を記載したものを指すと

ともに、TC 取得手続きに関する一種のカリキュラムの位置付けを持

つ。 

サンディング  研磨作業。ここでは，表面処理の密着性向上のための研磨作業 

シーラント  材料の合わせ面や角部への水分等の浸入を防止するために塗布す

るシール材のこと。ゴム等の高分子材料を用いるのが一般的。 

シニング、フック  FSW にて Lap（重ね合わせ）接合した際に攪拌部周辺の塑性流動によ

り材料が巻き上げられる部分。攪拌部の左右に出来る。 

シム調整 Shim シムは隙間調整部品で，主に板材。それを用いて隙間を調整するこ

と。 

終端孔  FSW にて FSW 終端でピンを抜く際に出来る孔 
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用語 説明 

シュリンク Shrink ベースの機体から胴体を短縮すること、またはその機体をいう。胴体

を短縮することにより、旅客機の場合は座席数が減少する。 

ベース機体が対象とする路線よりも小さな旅客需要の路線に投入す

ることを狙ったもの。 

例：A319 は A320 をシュリンクした機体。 

ショート・ダクト Short Duct ナセル（エンジン周りの覆い）の型式の一つ。ナセルは、ロング・ダクト

とショート・ダクトに識別される。ロング・ダクトは、ファンの空気流と燃

焼後の高温・高圧排気を混合させた後排出するのに対し、ショート・ダ

クトでは、これらの空気流を分離させた状態で排出する。 

ショットピーニング Shot Peening 表面に無数の金属製または非金属製粒子を衝突させ，表面に多数の

ディンプルを形成することで圧縮残留応力を付与し，疲労特性を向上

させる冷間加工プロセスのひとつ。疲労特性に加えて摺動特性，耐磨

耗性，耐応力腐食割れ性などにも効果がある場合もある。 

シングル・スロッテッド・フラッ

プ 

Single-Slotted Flap 後縁フラップの形式の 1 つ。主翼後縁を後方にずらしながら下方へも

折り曲げて、隙間(スロット)を 1 箇所作り、反りを増やし、翼面積を増や

すことにより 大揚力を増大させるもの。隙間の数を2あるいは3に増

やしたダブルあるいはトリプル・スロッテッド・フラップと比較すると、得

られる 大揚力は小さくなるが機構が簡単である。 

シングルクラス Single Class すべての座席でサービスクラス（ファースト、ビジネス、エコノミー等）が

同一である形態。一般に、全座席でエコノミークラスの形態を言うこと

が多い。 

シングルコンタ Single contour コンターとは外形線のこと。1 方向に曲げ加工されたスキン形状。 

スカイハイウエイ Sky Highway 飛行高度 29,000ft 以上を高性能機の専用空域とする我が国の将来航

空管制計画の根幹プロジェクトである。ここでの主要な運航方式は

RNAV と DRVSM である。RNAV については方式１による路線拡大が、

平成 19 年度から開始され、平成 30 年度までに方式２の導入が順次

進められ運航機能を拡大して行く。究極的にはフリーフライト方式も構

想されている。これにより、低速機と同じ路線で本来の性能が発揮で

きなかった高性能機の能力活用（飛行距離の短縮、 適飛行高度で

の飛行機会の増大及び高密度運航等）による空域全体の運行効率の

向上が期待されている。 

スキン Skin 外板 

スクリーニング Screening 新材料などを選定する前に化学・物理・機械特性等を測定し、ふるい

にかけること。 

スコープ・クロース Scope Clauses 大手エアラインのパイロット組合と会社間の労使協定で、大手エアライ

ン傘下のリージョナルエアラインが運航できる機材(座席数・機数等)を

制限するもの。パイロットの職場確保の意味合いが強い。 

スコッチブライト  不織布研磨材。合成繊維の１本１本に研磨砥粒を接着剤でつなぎ止

めたもので出来ている。 

ステッチピッチ  ステッチング材で縫う間隔 

ストリンガフランジ Stringer Flange 機体外板を補強平板構造とする場合の補強材をストリンガと称するこ

とが一般的で、そのストリンガは T 型、I 型、Hat 型、J 型等さまざまな

断面形状を持つが、片側が自由端である面をフランジと称する。 
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用語 説明 

ストレッチ Stretch ベースの機体から胴体を延長すること、またはその機体をいう。胴体

を延長することにより、旅客機の場合は座席数が増加する。 

ベース機体が対象とする路線よりも大きな旅客需要の路線に投入す

ることを狙ったもの。 

例：777-300 は 777-200 をストレッチした機体。 

スパー Spar 翼構造として翼幅方向に組み込まれた主要部材 

スプライスジョイント Splice Joint 2 枚以上の部材を重ねた継手形状 

スプリングバック Spring back 板金加工は板材に成形荷重を加え、塑性変形を生じさせて形状付与

するものであり、成形荷重を除荷する際には弾性変形分の戻りが発

生する。よって部品は 終的に必ず成形金型と異なる形状を持つこと

となる。この現象をスプリングバックと呼ぶ。 

センター・ペデスタル Center Pedestal コックピット内の正操縦士と副操縦性の間に配置された台座のこと。

通常，エンジン操作レバーやフライト・マネージメント・システムの操作

装置が装備される。 

せん断強度特性  断面をずらす方向に働く力（剪断力）に対する強度特性。航空機の胴

体構造では，側面部でせん断的な力が作用する。 

ターボプロップ Turboprop タービンの回転運動を軸出力として取り出し、減速装置によってタービ

ンの回転数を 1/10 程度に減らしてプロペラを回転させ、その推進力を

航空機の推進力として使用する型式のエンジンがターボプロップエン

ジンで、マッハ 0.65 以下の飛行速度で経済性に優れ、短距離用の小

型機に多く使用されている。 

ダイバーター Diverter 導通性を確保するためのシートまたはフォイル状の部材 

タフネス Toughness 亀裂の不安定進展に対する材料の抵抗値。特に、複合材では衝撃損

傷時に使われる場合が多い。 

ダブルコンター形状 Double contour コンターとは外形線のこと。軸方向と幅方向の 2 方向に曲げ加工され

たスキン形状。ダブルコンター形状の身近な形状例として鞍型があ

る。 

ダブルバブル胴体断面形状 Double-Bubble Cross 

Section 

胴体一般部の断面が、2 つの円を上下に重ねたような形となっている

ものを言う。2 つの泡を接触させた時の形に似ていることからこの名が

ある。 

旅客機では、客室のあるメインデッキと、メインデッキ床下に貨物室用

のサブデッキ（ロアデッキ）を配置するような場合に、客室および貨物

室の空間要求（室内高さ、容積など）を共に満足し、かつ断面積が

小となる形状がダブルバブル形状となる。 

関連；ベリーカーゴ形態 

データバス  機体内に設置される各電子機器間に敷設される通信回線及び給電線

を含む標準バス方式。関係者の間ではデジタルデータバスと認識され

ている。 

テープ試験  塗装／表面処理の母材との密着性確認のために実施する試験。 

塗装／表面処理後の試験片にテープを貼付け，一気に引き剥がし塗

装／表面処理の剥れがないことを確認する。 

デジタル・エンジニアリング Digital Engineering 製造業の競争力アップのために、コンピュータを使ってスピード、正確

性、低コストを達成すること。 
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用語 説明 

デジタル・ヒューマン Digital Human 3D データ上で人体模型を定義し、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ、及び組立・ぎ装の作業性

をシミュレーションすること。作業者の視線、作業者にかかる負担など

をモックアップ無しで事前に割り出すことが可能となる。 

デジタル・マニュファクチャリ

ング 

Digital Manufacturing PLM（プロダクト・ライフサイクル・マネージメント）の中心となるソフトウ

ェア技術。製造工程の定義と 適化のほか、工程管理さらに製品や

工場のデジタル化により、設計部門と効果的な同期を取ること。 

ドライプリフォーム Dry-Preform 強化繊維を略部品形状に賦形した繊維構造体 

ドラッグポーラー Drag Polar 揚力と抗力の関係を表したもの（揚抗特性）。一般に抗力は揚力増加

に対し 小値（極値）を持つ。 

トランスレーティング方式 Translating Type 扉の作動方式の一つ。扉の初動は、機体内側斜め上方にスライドし、

その後ヒンジにより扉を機体外側へ平行移動させる。 

ドレープ性 Drape-ability 基材の垂れ具合，しなやかさを示す。複合材の場合、積層した素材（ド

ライクロス，プリプレグ等）を成形型に馴染ませで形を整える意味で使

用する。（Drape forming） 

ニードリング Needling 何層にも重ねた繊維，織物に他列に配置した針を抜き差しすることで

不織布を製造する方法。 

バースト  剥離が発生し，徐々に進展しある条件で急拡大し機体失速を迎える

時点を指す。 

バーソンプレス成形 Rubber forming press 油圧によるゴム圧成形法。バーソンとはダグラス社で開発されたバー

ソンホイーロン法の通称である。 

バーチャル・ファクトリ Virtual Factory CAD で設計するのと同様に、生産設備も全て 3D-CAD による設計を

行う。そこで仮想工場としてコンピュータ上でバーチャル・ファクトリを

作り、生産設備の検討を行うこと。 

バーニシング Burnishing バーニシング加工とは金属表面に硬い物質を押さえつけながら，表面

を磨く加工を一般的にはさすが，ここでは材料を押さえつけて，塑性変

形をさせることにより，接合時に収縮した接合金属を延ばすことによ

り，残留応力を除去することを示している。 

パイロット タイプレーティン

グ 

Pilot Type Rating パイロットが乗務する航空機の型式限定の資格。 

バッグサイド  複合材硬化の際にバギングフィルム側となる部品の面。反対面をツー

ルサイドという。 

バックプレーンバス Backplane Bus 統合モジュラー・アビオニクスの構成要素の１つであり、電子機器筐体

内で各モジュラ間の通信及び給電のために設置される標準方式のイ

ンターフェースバスである 

パネル座屈 Panel Buckling 胴体のスキンや桁のウェブが圧縮荷重や剪断荷重を受けた場合、あ

る荷重以上になると急激に面外方向の変形を生じる現象。 

パネルストレッチ方式 Panel Stretch 胴体延長する方式の一つ。胴体のストレッチ箇所の胴体パネルを延

長して、延長していない胴体とは別の構造となる。延長した胴体に対

して胴体分割数は、増えない。 
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用語 説明 

パネル法  物体表面及び空間を細かい計算格子で分割して，厳密に流体をシミ

ュレートするＣＦＤに対し，物体表面のみをパネルと呼ばれる領域に分

割して，簡易的に流れをシミュレートする方法。 

バフェット Buffet 飛行中の機体に生ずる振動の一種。航空機の飛行限界を定める場

合に考慮すべき重要な要素の一つ。 

バラスト（カウンター・バラン

ス） 

Ballast 機体の重心位置を調整する目的で搭載する錘のこと。 

パラメトリック・モデリング Parametric Modeling パラメトリック・モデリングとは、3D モデル上で拘束条件などをパラメー

タ化し、3Ｄモデルの形状を定義するモデリング手法。そのパラメータ

値を変更することにより、形状変更が再定義され、再作成の工数を減

らすことが可能となる。また、そのパラメータは Excel 等の外部ﾌｧｲﾙに

関連付け、テーブル管理も行うことができる。 

バリアブル・キャンバ Variable Camber 相反する特性である高速飛行時の小さい抵抗と低速飛行時の大きな

揚力とを両立させるため，飛行中，翼型のキャンバー（中心線のそり

具合）を変えられるようにしたもの。翼の前後縁部に付けられたフラッ

プを利用する。 

パレート解 Pareto Solution 多目的 適化において、ある目的関数の値を改善するためには少な

くとも１つの他の目的関数値を改悪せざるを得ない解のことであり、複

数目的関数間のトレードオフに関して 適な解の集合を形成する。 

バレル試験 Barrel Test 胴体の強度特性を確認するために、筒状の供試体を使用した試験 

ビルディングブロックアプロー

チ 

Building Block Approach 複合材構造を実証する上で、解析技術と試験を相乗的に用いる（例え

ば解析予測を試験で確認したり、試験計画を解析に基づき作成したり

する）ことで信頼性を向上しながら全体コストを下げることが可能であ

る。この考え方を延長し、複雑な構造をクーポン片、構造要素、サブコ

ンポーネント、コンポーネント、実機製品等にレベル分けし、各レベル

の解析や試験を実施する際、それよりも下位の解析・試験で得られた

経験を基にする実証方法を、ブロックを積み重ねていくことになぞら

え、ビルディングブロックアプローチと称する。 

ビルトイン・ステア Built-in Stair 航空機への乗降に使用する階段（エアステア）の 1 種で、航空機に備

え付けられているものを言う。 

乗降ドアと一体化されているもの（CRJ など）、客室内に収納箱を備え

ており、使用する時だけ引き出すもの（YS-11 など）、乗降口の床下に

収納されているもの（B737 など）がある。 

ヒンジタイプ Hinge Type フラップ展開時に回転運動のみで可動するタイプ。 

ファウラータイプ Fowler Type フラップ展開時にまず後方に移動した後下方へ折り曲がるタイプ。フラ

ップの後方移動により揚力を発生する有効面積を増加させる効果が

ある。 

フィレットシール Filet Seal 板を重ねてリベット結合した場合に，端面から水分等が板界面に浸入

するのを防止するためにおこなうシーラントを塗って行うシール。 

ブースト・ポンプ Boost Pump エンジンに燃料を供給する為に燃料を昇圧する為のポンプ。 

フェーズドアレー式超音波検

査 

 複数の超音波を発生させる探触子を有するセンサーを用いて，それら

のセンサーの信号を発生させるタイミングを制御することで，幅を持っ

たエリアを同時にかつ高精度に検査できる超音波検査方法。 
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用語 説明 

プライドロップオフ部 Ply Drop Off Part 積層厚を変化させた部分 

プライマ Primer 航空機の機体に塗布する下地塗装のこと。機体外部は，上塗りを行う

が，内面側は，上塗りは行わないのが，一般的。 

プラグ方式 Plug Type 胴体延長する方式の一つ。胴体の延長箇所に延長部分の構造組立

を延長する箇所に挿入して延長する方式。延長した胴体は、胴体結合

箇所が増える。 

ブラスト Blast 砂状の粒子を素材表面に高速で当て，素材表面の塗装／表面処理

の密着性を向上させるためのプロセス 

フラッタ Flutter 翼に作用する空気力、慣性力、弾性復元力が関連して機体が動的不

安定となり調和振動が持続する現象。発散振動で構造破壊に至る場

合もあることから、飛行安全上 も注意を払うべき事象と位置付けら

れる。一般的に機体の軽量化（低剛性化）を進めるとフラッタ特性は悪

化することから、航空機の高性能化と飛行安全性を両立させるために

は、設計段階でフラッタ発生速度を精度良く予測する技術が必要とな

る。 

プリプレグ Prepreg 複合材を製造するための素材。強化繊維を一方向に引き揃え、また

は織物にし、一定の割合で樹脂(母材)を含浸させた材料。 

プログラム・ローンチ Program Launch 機体開発が正式に開示されること。 

プロセス・スペック Process Spec 製品を製造するための作業環境，材料，設備，道具および手順を規

定した仕様書。 

プロセスウィンドウ Process window 製品を製造するための温度，圧力，時間等の適用範囲。 

プロビジョン Provision 将来的な発展性を考慮し，発展的改修が容易に可能となる設計思想

が盛り込まれていることを意図する。 

ペイロード Payload 有償搭載量と訳す。 

航空機がそれ自体の移動を目的とせずに 2 点間を飛行するとき、当

該地点間を移動させることを目的としてその機体に搭載している物品

を言う。民間旅客機の場合は乗客、乗客の手荷物、貨物の合計。 

ベーン・メイン形式 Vane-Main 主翼下面の圧力の高い空気をフラップ上面に導くことで性能を高める

スロット（隙間）が 2 カ所にできるように作られたダブル・スロッテッド・フ

ラップの一種。主翼とフラップの間に巡航時には隠れてしまうベーンと

呼ばれるキャンバーの大きな小翼を設けている。 

ベリーカーゴ形態 Belly Cargo Configuration 客室などのあるメインデッキの床下にサブデッキとして貨物室を配した

機体のこと。 

関連；ダブルバブル胴体断面形状 

ヘルスモニタリング Health Monitoring System 機体システムの異常，故障状態を含めた健全性をモニタすること。重

大故障が発生した場合にはパイロットに機体の異常状態を通知し，安

全な飛行を維持するが，影響の小さな異常状態であっても整備員に

通知することで，より効率的な整備作業を支援する。 

ボイド  内部に発生する欠陥の一種。一般に泡状，トンネル状のものが多い 
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用語 説明 

マスクレスピーニング Masking-less Peening 微粒子ショットでは，表面粗度変化が小さいことや，ショットにより導入

されるひずみ量が極めて小さいため，通常のショットピーニング後の

部材表面の形状変化や表面粗度変化，ひずみの導入などを防ぐ目的

で行われるマスキングが不要となる。このようなマスキング無しで行う

ショットピーニングのことを指す。 

マルチブロック構造格子 Multi-Block Structured Grid 空力計算格子を複数のブロック（構造格子）で分割して表現する格子

のこと。単一の計算格子を用いた場合、格子直交性を保持したままで

複雑形状に沿った形で格子線を滑らかに形成するのは非常に困難と

なるが、空間格子を複数のブロックに分割することで、複雑形状に対

しても直交且つ滑らかな格子生成が可能となる。 

モジュラー・アビオニクス Modular Avionics アビオニクス・システム構成方式の一つであり，キャビネット・タイプの

シャーシ内に各種機能に応じて分割された複数モジュールを装備した

もの。従来の LRU 方式に比べ機能の統合／共通化が図れるため，重

量やスペースの効率化が期待できる。また，モジュール単位での交換

が可能となるため，従来 LRU 方式に比べて交換単位の細分化が期待

できる。 

ユニバーサルデザイン Universal Design 言語の違い、左右の利き手の違い、障害の有無、年齢性別の差異に

関係なく利用することができる設計・工業デザイン 

ラグ部品 LUG 耳金部品, 可動による荷重分散機構を付与するための部品。 

ランプレシオ Ramp Ratio 傾斜比率 

リアマウント Rear Mount エンジンを胴体後部側方に搭載する方式、またはその方式でエンジン

を搭載した機体形態を言う。小型機、ビジネスジェット機に多く見られ

る形態。例： MD-80、CRJ200 など。 

リーク試験 Leak Test 漏れ試験。ファスナシール部からの漏れの有無を確認する試験。 

リージョナル・ジェット Regional Jet 旅客がそれ程多くない路線や大空港と地方空港を結ぶ路線に運航さ

れるジェット機。一般に、100 席未満の小型ジェット機を指す。 

リブ Rib 主翼や尾翼の中に桁とほぼ直角に取り付けられている部材。 

リモート・アクセス Remote Access 遠隔地のコンピュータからサーバーへアクセス環境。ｾｷｭﾘﾃｨ対策や

データの一元管理を行う上で１つのサーバーにデータを集約する必要

がある。そこでサプライヤや外注はサーバーへ Remote Access を行

い、そのコンピュータが目の前にある時と同じように直接操作すること

が可能となる。 

リレーショナル・モデリング Relational Modeling 形状を定義する上で参照する機体外形や基準となる要素を各 3D ﾓﾃﾞ

ﾙ間で共有参照することで、参照先の形状変更（仕様変更、形状変更

等）に追従して自動更新するモデリング手法。特に概念設計時におけ

る様々な仕様検討を迅速に展開する必要がある場に有効となるモデ

リング手法である。 

レーザトラッカ Laser Tracker レーザーによる計測装置の１つ。測定位置にリフレクターと呼ばれる

反射装置にレーザーを当てて測定する。 
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用語 説明 

液層プロセス成型技術  製品の形状になるようあらかじめ繊維シート等を金型内にセットし、そ

こに溶融したマトリックス樹脂を加圧注入して繊維に樹脂を含浸させ、

型を加熱して成形する複合材料の製造方法。また、マトリックス樹脂

のフィルムを繊維シートと共にセットして、それを熱で溶融させて含浸

させる方法もある 

干渉抵抗  他の物体からの影響により発生する抵抗。 

幹線機  旅客数が多い主要路線で運航される機材。一般に、100 席以上の機

材を指す。 

感圧塗料(PSP) Pressure-Sensitive Paint 特定有機分子の燐光が酸素分子により弱まる消光作用と呼ばれる性

質を利用した塗料。気圧による酸素濃度変化に対応する発光強度を

計ることで物体上の圧力分布を測定する。温度依存性も持っている。

感温液晶  温度変化に強く依存し，波長領域の光を選択的に反射する性質を持

つ液晶。数種類混合することにより所望の温度範囲で発色させること

ができる。感温塗料に対して計測系が簡素ですむという利点がある。

層流領域と乱流領域とで温度差があることを利用して遷移の判定が

可能になる。 

感温塗料(TSP) Temperature Sensitive Paint 感圧塗料と同種の塗料であるが、感圧塗料よりも温度感度が大きく、

圧力感度が小さい特性を持つ。 

規定適合性  航空法等の規定に対する整合性 

型式証明 Type Certification 航空機の型式ごとにその設計が基準に適合していることを証明する

行為 

計画図 Layout Drawing 現段階で MJ の計画図フェーズでどこまで定義するのか未定のため、

用語として削除をよろしくお願いします。 

計算格子  CFD 解析を行う時にシミュレートすべき領域（物体表面，物体周りの空

間）を網目状に分割したもの。計算格子が細かいほど解析精度は向

上するが，解析時間も増大する。 

古典積層理論 Classical Lamination Theory 複合材料は炭素繊維等の強化材の方向による異方性が強く、異なる

角度方向を重ねあわせた積層体として構造要素に用いることが多い。

積層体の機械特性を、積層板の中央面に垂直な断面は変形後も中

央面に垂直という仮説を用いて単層板特性から予測する理論を古典

積層理論と呼び、現在でも多くの航空機複合材適用部に使用されて

いる。 

航空交通流管理システム  民間航空機、自衛隊機及び米軍機を含めた我が国の空域を飛行する

計器飛行方式の機体毎の飛行諸元を実時間で監視し、各経路と管制

官負荷の平準化により、我が国の空域全体の運行効率あげるための

プロジェクトである。設備の整備が昨年度から開始され、10 年間近い

計画が進められている。 

航法精度要件 Required Navigation 

Performance 

従来は、航空機の誘導は管制官がレーダによって行ってきたが、航空

機が集中する空港周辺では混雑時間帯にあっては管制官の負荷が

上がり、遅延の原因となってきた。経路毎に航空機に航法精度を要求

し、航空機の自動制御により航空路幅を逸脱しないことを航法精度と

して求める運航方式である。これにより、安全性と運行効率の向上

（経路間隔を狭める、管制官負荷を低減）の両立が期待されている。 
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用語 説明 

高 Re 数遷音速風洞  流体運動を支配する 重要パラメータである Re 数はｽｹｰﾙに比例す

る為、通常の風洞試験では模型縮率に応じて実機よりも小さくなる

が、風洞を極低温環境にする事でRe数の構成要素である粘性係数を

変化させ、模型ｽｹｰﾙで実機の Re 数を時実現する風洞。 

三次元主翼  実際の主翼。 

残留応力  溶接や塑性加工により生じた塑性変形の不均一性に起因して，材料

内部の力の釣り合いを満足するために発生する材料内部に潜在的に

有する応力。 

残留強度試験  損傷を受けた部材が耐えうる 大強度を測定する試験。 

磁気攪拌溶接  TIG 溶接の欠点であるブローホールを発生させないため、磁気発生装

置により金属溶融部に力を発生させ回転、攪拌しブローホールを散逸

させる手法 

自己反射補正法  計測点の輝度を計測する際、計測点で反射した計測点以外の発光

（自己反射）を同時に計測してしまうことによる誤差を除去する補正

法。 

自動積層技術 

（テーププレースメント） 

 自動複合材積層技術の一種で、従来の幅広テープでは出来ない複雑

な曲面の積層を可能とする技術。複合材の幅によってファイバー

（Automated Fiber Placement）、トウ（Automated Tow Placement）、テ

ープ（Automated Tape Placement）の種類がある 

失速特性  主翼の失速（剥離）による飛行特性。剥離は翼全体で同時におきるわ

けではなく，翼の一部が剥離し始めたのち徐々に主翼全体に広がる。

その剥離の仕方（剥離の始まる位置や広がる速度等）により飛行特性

が大きく変わる。 

樹脂ブリード Resin ｂｌｅｅｄ 複合材を成形する際に、余剰の樹脂を流し出すこと。 

樹脂リッチ層 Resin rich layer 樹脂が必要以上に含まれる層。 

出発信頼性 Dispatch Reliability あらかじめ定められた時間通りに航空機を運航できる能力のこと。航

空機自身に起因する事態で出発が 15 分以上遅れると定時出発でき

なかった扱いになる。 

巡航翼型形状  高揚力装置を展開していない翼断面形状。クリーン翼型。 

真空チャック vacuum chuck 真空チャックの原理は、下の図に示すようにワークとチャックの接触面

を真空にすることにより、ワークが大気圧に押され、チャック面にワー

クが吸着することを利用したものである。真空チャックのワーククラン

プ力は、メカクランプと比較して非常に弱いのが特徴であり短所でもあ

るが、使い方よっては大変便利なチャッキング方式といえる。 

推進系インテグレーション  推進系（エンジン）と機体との統合設計。エンジンの推力効果等も考慮

する必要がある。 

線形空気力ツール Liner Aerodynamic Force 

Calculation Tool 

線形理論に基づいて構築された非定常空気力計算ツールのこと。代

表的なものとして、汎用構造解析ソフト NASTRAN で使用されている

Doublet Lattice Method があるが、衝撃波を伴うような流れ場の非線

形性を模擬することができないため、遷音速での計算精度がしばしば

問題となる。 
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用語 説明 

繊維蛇行 Fiber wrinkle 繊維強化複合材の強化繊維に生じるしわ，うねり。 

遷音速 Transonic Speed 機体の飛行速度や気流の速度を、流れの特性毎に亜音速・遷音速・

超音速・極超音速と分類したものの一つ。音速近傍の速度。概ねマッ

ハ数 0.8 から 1.2 まで（問題となる流れ場による)。遷音速の流れは亜

音速の流れや超音速の流れが入り交じっており、大変複雑になってい

る。 

遷音速ディップ現象 Transonic Dip Phenomena 航空機のフラッタ発生速度が遷音速領域において急激に低下する現

象のこと。遷音速流中にある翼の振動に伴い、翼面上に存在する衝

撃波が前後に移動したり、あるいは衝撃波強さが変化することによっ

て生じるとされている。 

層流境界層  境界層（物体から主流までの速度勾配の大きい領域）の大部分が層

流であるもの。 

造波抵抗  遷音速や超音速の速度領域では，流体の粘性や剥離によって抗力が

生じる。これは衝撃波の発生によって，その後方の気流の流速の低

下や運動量の損失を生じた結果であり，船が水面に波を立てて進む

状態と似ているので，造波抗力または造波抵抗という。（wave drag） 

損傷許容設計  構造には、はじめから損傷（亀裂）が存在することを前提として、その

亀裂が大きくなっても、急激には成長せず、構造全体の破壊に至るこ

とが無いように配慮し、破壊に至る前に点検で発見して修理を行える

ようにする設計法。 

耐食性  水分等に伴う腐食に対する耐性。航空機の場合は，海面上を飛行す

るため，塩水に伴う腐食を対象にする場合が多い。 

探傷子  非破壊検査で使用するためのセンサーのこと。 

知識ベースモデリング Knowledge Base Modeling パラメトリック・モデリングの一部で、設計意図や仕様を知識（Knowｌ

edge）として 3D データに組み込み、ミスの削減や設計自動化につなげ

生産性を向上するためのモデリング手法。CATIA V5 では、主にパラメ

ータ（A,B,C,D）、式（A+B）、ルール（C の場合 A+B、D の場合 A-B）およ

びチェック（A+B＞0 の時警告を発生）などがある。 

低コストエアライン Low-Cost Airlines 生産性の効率化によって低い運航費用を実現し、低価格・簡略化した

航空輸送サービスを提供する航空会社。米国、欧州で発達し、アジア

にも広がりつつある。 

低歪成形技術（低歪冶具）  加工後のそり、ねじれ等の変形を防ぐ複合材成形技術 

抵抗発散特性  主翼（翼型）は揚力一定の条件においてマッハ数が増加していくと

徐々に抵抗が変化していくが，あるマッハ数に達すると衝撃波の発達

により急激に抵抗が増加する。これが抵抗発散（drag divergence）で

あり，そのときのマッハ数を抵抗発散マッハ数(MDD)という。この MDD

と揚力との関係を抵抗発散特性という。 

突合せ継手  材料の端面同士を接触させて接合する継手。これに対して，リベット

継手のように板を重ねて表面同士を接触させる継手を重ね継手とい

う。 

二次元翼  翼型。翼断面形状。 
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用語 説明 

熱可塑成分 Thermoplastics element  熱を加えると軟化し、室温に戻すと硬化する樹脂成分。ポリエチレン

樹脂，ポリエーテルエーテルケトン樹脂等（⇔Thermoset element：熱

硬化成分。エポキシ樹脂，フェノール樹脂等） 

粘性解析  流体粘性を考慮した解析。NS(Navier-Stokes)解析。 

薄肉鋳造  比較的大型の複雑形状部品でも 少板厚を 1mm 程度の薄肉化が可

能な鋳造技術 

非構造格子 Unstructured Grid CFD 計算に使用する計算格子の１種。格子配列が規則的に並んでい

ないため、構造格子と比較して非構造格子と呼ばれる。非構造格子で

は、計算空間を六面体や四面体、三角柱（プリズム）や四角錘（ピラミ

ッド）といった種々の格子タイプで埋めることができるため、構造格子と

比較して複雑形状に対する形状融通性に優れている。 

非破壊検査  部品の健全性を破壊することなく検査する手法。代表的なものには，

放射線検査，超音波検査等がある。 

非平面翼 Non-Planar Wing T 型尾翼に代表される揚力面が交差する形態の翼の総称。平面翼と

異なり、各揚力面の上下・ピッチ振動だけでなく、ヨー・ロール振動をも

考慮した非定常空気力計算を要するとともに、各揚力面の空力干渉

による影響も重要となるため、解析予測することが非常に難しい。 

微粒子ショット法 Fine Particle Shot Peening ショットピーニングの一種で，投射材として平均粒径 40-200μm の微

細な粒子を高速で投射することにより，表面粗度変化を抑制しつつ表

層のみに高い圧縮残留応力を付与することで，優れた疲労特性向上

効果や摺動特性を得る冷間加工プロセス。 

標準離着陸経路 SID/STAR Standard Instrument 

Departure、Standard 

Terminal Arrival Route 

SID：計器飛行方式で飛行する航空機が滑走路から航空路に合流す

るための標準飛行経路を利用する出発方式 

STAR：計器飛行方式 で到着する航空機が航空路から計器進入方式

を開始するまでを定めた標準経路を利用する進入方式 

複合材 Composite Material 2 つ以上の互いに異なる材料要素を組み合わせて、元の要素は出来

上がった材料中で元の形を残しつつ、個々の要素に無かった特性を

生み出した人工の材料。（繊維強化プラスチックなど） 

並列解析  １つのＣＦＤ解析を複数のＣＰＵを使用して行うこと。CPU 数に比例して

解析時間が大幅に短縮できる。 

融着材  熱を加える等して固体を解かし、粘性を上げるまたは液状にして他の

物質同士を接着することができる材料。 

揚抗比 Lift-Drag Ratio L/D と同意 

翼弦長後退角  主翼平面形において各翼弦の 25％位置がなす後退角。ちなみに 0％

翼弦長後退角とは前縁後退角のこと。 

乱流境界層  境界層（物体から主流までの速度勾配の大きい領域）の大部分が乱

流であるもの。 

乱流抵抗  気流の乱れにより物体表面に発生する摩擦抵抗 

 



Ⅰ． 事業の目的・政策的位置付けについて 

1． NEDO の関与の必要性・制度への適合性 

1.1 NEDO が関与することの意義 

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実施することが適切である。 

 
1.2 実施の効果（費用対効果） 

本事業は、小型民間航空機の要素技術開発及びその実証を行うものであるが、本事業の実施の

効果としては、以下のものが期待される。 

 

(1)航空機産業の発展 

我が国の民間航空機産業は、YS-11 の開発以降小型ビジネス機を除く旅客機の開発を実施して

いないが、国際共同開発により機体開発に参画し、技術力を着実に向上させ、発展を続けてきた。

本事業の成果として、航空機の先進技術を獲得することにより、我が国航空機産業の飛躍的な発
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展が期待される。 

 

(2)環境問題への対応 

地球温暖化対策など環境問題への対応は、我が国を含め国際的に取り組むべき重要な課題であ

る。航空分野においても、今後航空需要の堅調な進展が期待される中で、航空機の運航に伴う温

室効果ガス（二酸化炭素）の排出を抑制していくことが必要となっており、このためには航空機

の運航に伴うエネルギー消費の効率化が求められる。本事業は、同クラスのジェット旅客機に比

して、機体の軽量化・低抵抗化等により大幅な燃費削減を目指している。本事業の成果を活用し

て、環境負荷の低い小型航空機が運航されることによって、温室効果ガスの排出抑制に大きく寄

与するものと期待される。 

 

(3)関連産業への技術波及効果 

航空機関連技術は、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大きな技術波

及効果を有している。本事業においては、先進材料／加工・成形技術、情報技術を駆使した先進

空力設計技術、コクピット技術や操縦システム技術、大規模生産システムの CAD/CAM 技術等の要

素技術開発を実施している。これらの成果は、航空機製造分野はもとより、大型構造物製造分野、

情報処理機器製造分野及びバーチャルプロトタイピング分野など広範な分野への技術波及、ひい

ては新規産業の創出に資することが期待される。（図Ⅰ-1 参照） 

 

 

 航空機製造分野 

 

 

 

 その他製造分野 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図Ⅰ-1 関連産業への技術波及効果】 
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2． 事業の背景・目的・位置付け 

（事業の背景） 

我が国の国産旅客機開発は、戦後 7 年間の航空機製造の禁止期間を経て、米軍機の修理等によ

る先進諸外国の技術へのキャッチアップから始まり、1950 年代後半以降、戦後初の国産旅客機全

機開発である YS-11 の開発を行うに至ったが、182 機の製造を経て 1982 年に開発会社は解散し、

その後今日に至るまで国産旅客機の全機開発は行われてこなかった。YS-11 開発終了後、我が国

の航空機メーカーは国際共同開発に重点を置き、海外機体メーカーのパートナーとして世界水準

の技術を獲得し、例えば B767（1978 年開発開始）で約 15％、B787（2005 年開発開始）では約 35％

の参画比率を得るまでとなっている。これらの開発実績やエンジンの国際共同開発により、我が

国の航空機産業の生産規模は 1 兆円規模に達している。1980 年代以降防衛予算が伸び悩む中で、

我が国航空機産業の成長の牽引役は民間航空機部門であり、今後ともこの傾向に基本的な変更は

ないと考えられる。 

また、民間航空需要が今後も順調に増加していくと予測されている一方で、航空機に対する環

境面、安全面への対応について社会的要請が高まっており、航空機産業として、これらの要請に

応えられる機材の開発が求められる。 

 

（事業の目的・位置付け） 

 これまで述べてきたとおり、航空機関連技術は、大きな技術波及効果を有し、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である。我が国航空機産業の基盤技術力の維持・

向上を図るとともに、関連分野への技術的波及を図るためには、航空機関連技術の戦略的な研究

開発を行うことが必要であり、また、我が国の航空機産業の更なる発展には、地球温暖化等の環

境負荷の低減、安全性の向上など社会的要請に的確に対応できるものであることが必要である。 

本事業は、上記の背景や政策目的を踏まえ、環境適応型高性能小型航空機の技術開発を行うこ

ととし、軽量化等による環境負荷の低減に資する複合材料や先進加工・成形技術及び先進空力設

計技術、操縦容易性の実現を可能とし安全性の向上等に資する情報技術、開発・生産システムの

効率化を図るシステム技術等の航空機関連技術の開発・実証を行うこととしている。 

  

また、本事業の成果を活用することにより、我が国の航空機関連産業の技術力が強化され、更

なる発展が期待できる。また、前述の通り、本事業は経済産業省の「航空機・宇宙産業イノベー

ションプログラム」の一つとして位置付けられており、本事業が所期の成果を達成することによ

り、その政策目的を実現できるものである。 
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Ⅱ． 研究開発マネジメントについて 

1． 事業の目標 
1.1 研究開発目標 

本事業では、技術の波及効果により、環境、情報、材料等の各分野に高付加価値を生み出す航

空機開発技術について、環境適応等の要請に対応した民間航空機の技術開発の取り組むことによ

り、我が国航空機産業の発展を目指している。 

環境面、安全面への社会的要請の高まりを受け、航空機製造業界には、これらの要請に応える

ことが求められている。以上のような認識を踏まえ、環境適応性向上及び運航費削減の手段とし

て「①環境負荷低減＝燃料使用量の削減」の技術、及び、安全向上策として「②操縦容易性向上」

の技術、同様に製造プロセス効率化の手段として「③IT(CAD/CAM)を活用した開発・生産システム

効率化」の技術等が、今後求められる重要技術と考えられるため、以下に示す目標を設定し、研

究開発を進めることとした。 

 

1.1.1 平成 15 年度～平成 19 年度 

1.1.1.1 環境負荷低減 

本事業開始時点での同クラスのジェット旅客機の燃費に比して、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。 

 

1.1.1.2 操縦容易性の確保 

操縦計器類のデジタル化と、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、これらにかか

る時間等を大幅に削減する。 

 

1.1.1.3 開発・生産システムの効率化 

新の情報技術を活用した CAD/CAM を試みることにより、設計に要する時間を抜本的に圧縮す

る。 

 

1.1.2 平成 20 年度～平成 25 年度 

1.1.2.1 操縦容易性を向上させるコックピット・システム技術 

 パイロットに 終オーソリティを与えつつ、 適なマン・マシン・インタフェースを設計思想

として取り入れた 70 席から 90 席クラスの次世代リージョナル・ジェット機に 適なコックピッ

ト・システムを開発する。 

 

1.1.2.2 電子制御技術を活用した軽量等の操縦システム技術開発 

 ヒューマン・エラー発生を抑制すべく様々の情報をパイロットにフィードバックしつつ、優れ

た操縦特性を実現する想定機体クラスに 適な操縦システムを開発する。リージョナル・ジェッ

ト機体に必要十分である機能を選択することにより、過剰な機能のもたらす信頼性低下因子を排

除し、シンプルな高信頼性操縦システムとする。 
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1.2 目標設定の理由 

1.2.1 環境負荷低減 

1.2.1.1 環境適合性向上の観点 

ジェット航空機では DOC の約 25%を燃料費が占める。この燃料消費量の削減は、運航経済性の

みならず、環境負荷の低減に不可欠な要素となっている。このような状況において、2 割程度の

燃費向上は直接的な化石燃料使用量の大幅な減少を意味し、二酸化炭素や窒素酸化物等の排出量

を削減し、環境適合性の向上に寄与するものである。 

 

1.2.1.2 市場ニーズとの適合性／競争上の優位性 

燃料費は DOC の 25％程度を占め、加えて近年の燃料費高騰によるエアライン収支への影響が拡

大している為、燃費削減に対するニーズはますます増大しており、2 割程度の燃費削減は、新型

機への市場ニーズに十分に対応している。 

 
1.2.2 操縦容易性の確保 

1.2.2.1 安全性向上の観点 

民間航空機の事故率は 20 年以上の間ほぼ一定で推移し、航空輸送量の増大に伴って事故数・死

者数共に増大傾向にある。事故の主要因(Primary Causes)の 70%をパイロットの不適切な対応が

占めており、一般にヒューマン・ファクタ問題として知られる。この問題を解決しないと航空輸

送システムに対する信頼感が揺らぎかねず、関係諸機関は其々の領域で多面的な対処策を講じて

いる。 

このような状況下、機体メーカーに求められる 大の責務はマン・マシン・インターフェース

設計を改善して、設計に起因するヒューマン・ファクタ問題による事故を発生させない事である。

近年の輸送量の増大に伴う空域混雑度の悪化と情報通信技術の高度化・高精度化を背景として、

パイロットが把握すべき情報量、判断すべき事項の量が増大し続けており、依然としてパイロッ

トの負担軽減のためのハードウェア／ソフトウェアの改善、特にマン・マシン・インターフェー

スの改善が求められる。 

コックピット内の表示様式、スイッチ類レイアウト、操縦桿、操作マニュアルなどを代表とす

る「目に見えるインタフェース」の改善、自動操縦システム作動ロジックなど「目に見えないイ

ンタフェース」の改善、機体に働く空気力を常に触覚で感知できる操縦系統などは、いずれもマ

ン・マシン・コミュニケーションの改善をもたらし、ヒューマン・ファクタに起因する事故を減

少させ、安全性向上に寄与する。 

パイロットに求められる素養を持つ人材は限られている上に、機長に必要な総合的技量を養う

には長期間の訓練と経験を要する。リージョナル・ジェット機の小型化・高頻度化が進むと、必

要なパイロット数は増大するが、今後も現在と同じ水準でパイロットを確保するならば、パイロ

ット不足が深刻化するおそれが大きい。安全性を向上させつつ、パイロットに高度な技量を求め

ずに、パイロット不足を克服するには、「操縦・操作が容易な、即ち、高度な技量を要さず操縦で

きる航空機」が必要である。本目標は当該ニーズに対応するものである。 
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1.2.2.2 運航経済性向上の観点 

燃料費と同様に飛行乗務員費（大部分がパイロット費用）が DOC の中で大きな割合を占めてい

る。この要因は、月平均のフライト時間に比して給与水準が高く、機種限定免許のために単一機

種しか操縦できず(従って必要なパイロット数が多い)、しかも初期／機種転換訓練に極めて膨大

な時間(即ちコスト)がかかる事が原因となっている。これらの解決には、「簡単に操縦できる」航

空機が、初期／機種転換いずれの訓練時間も減少させると共に、高度な知識量・技量を要しない

ことでパイロット不足傾向を緩和し、当該技量に応じた適切な給与水準となることを促すことで、

オペレータの運航経済性を向上させることとなる。 

 
1.2.3 開発・生産システムの効率化 

1.2.3.1 運航経済性向上の観点 

コンピュータ処理能力とネットワークの広がりが不十分であったこれまでは、(情報不足の状態

でも)「それなりに」的確な推察・判断ができる人間系の介在が不可欠であった。その一方で、人

間系の介在／手書き書類の存在などはシステム化・自動化を阻み、情報収集・管理が非効率とな

ると同時に、ミス／失念／コミュニケーション・ギャップ等による後戻りループを生み、また、

高度な情報収集能力と推察力、判断力を要するため、適切な人材が限定されるという欠点もあっ

た。そこで、急速に発展する IT 技術・ツール群とネットワーク・インフラの普及を 大限に有効

活用することは、デジタル化・システム化を進めて開発・生産プロセスを高効率化／短時間化に

寄与できる。また、IT 技術を活用した整備マニュアル類／部品カタログ等はオペレータの機材運

用効率向上に大きく寄与するポテンシャルを持っている。開発・生産プロセスの効率化を阻む要

因の一つに、非電子化情報の存在に伴う非効率があるが、同様の状況がオペレータの整備作業等

でも発生する。そこで、IT 技術を用いて、必要な整備情報、即ち整備プロセスや交換部品等の情

報をタイムリーに入手できれば、整備作業の高速化、機材ダウンタイムの削減等を通じて、直接

運航費の中で大きな比率を占める整備費を削減する事となる。 

 

1.2.3.2 産業競争力向上の観点 

前項で記載した開発・生産システムの効率化は、企業の基盤的競争力の強化を意味するもので

あり、本研究開発完了後は、様々な事業の技術力の向上に資するものである。また、「大規模複雑

システム」の典型である開発・生産システムを効率化できる方法論は、一企業、一産業を越えて

汎用化が可能であり、我が国産業の高度化にも一定の寄与ができると見込む。 

前項、本項の観点から、IT 技術を有効活用した開発・生産システムの効率化は、適切な目標で

あると言える。 
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2． 事業の計画内容 

本事業では、1．項で記載した事業の目標を達成するために必要な要素技術（表Ⅱ-2-1）の開発

実証、及び要素技術を実証するために必要な作業を実施する。作業項目の相互関係を図Ⅱ-2-1に、

作業計画を表Ⅱ-2.1 に示す。 

 

【表Ⅱ-2-1 事業の目標を達成するための要素技術（研究開発テーマ）】 

 事業の目標 目標を達成するための要素技術 

① 軽量化等に資する先進材料／加工･成形技術 

② 

環境負荷低減 

低抵抗化を実現する先進空力設計技術 

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 

④ 

操縦容易性の確保 

電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術 

⑤ 開発・生産システムの効率化 
大規模機械システムの設計・製造の短時間化等のための

新の CAD/CAM 技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図Ⅱ-2-1 作業項目の相互関係】 

 

 

 

 

総合調査研究 

拘束条件の策定 

要素技術開発 

 ①先進材料／加工・成形技術 

 ②先進空力設計技術 

 ③コックピット・システム技術 

 ④軽量の操縦システム技術 

要素技術開発 

 ⑤設計・製造の短時間化等 

研究開発成果の実証 

技術の活用を睨み，市場
動向を把握する。

拘束条件の元で 
要素技術の 
開発を実施する。 

フィードバック 

 

環境適応型高性能小型航空機研究開発
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研究開発の期間は、平成 15 年度（2003 年度）から平成 25 年度（2013 年度）までの 11 年間と

する。但し、全期間を 2 期に分け、第 1 期は平成 15 年度～平成 19 年度の 5 年間、第 2 期は平成

20 年度～平成 25 年度の 6年間とする。（図Ⅱ-2-2 参照） 

第 1 期には以下①～⑤の要素技術開発及び基本仕様（含む、エンジン仕様）策定を実施し、第

2期には以下③及び④の要素技術について所要の試験を行い、研究開発実証を実施する。 

なお、本事業では、下記の通り評価時期及び当該時期における達成目標を設定している。 

①軽量化等に資する先進材料／加工・成形技術 

②低抵抗化を実現する先進空力設計技術 

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 

④電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術 

⑤大規模機械システムの設計・製造の短時間化等のための 新の CAD/CAM 技術 

 

【中間目標】 

(1) 平成 17 年度 

①市場動向等を踏まえ、仕様の基本構想を完了していること。 

②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の開発への適用について、下記(2)項の目標の達

成の目処が得られていること。 

 
 (2) 平成 19 年度  

①外形形状、荷重、構造・装備等の基本的な仕様設定を完了していること。 

②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の成果が試作機の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 

操縦容易性の確保、操縦システムの軽量化及び信頼性の高い操縦システムに関し、試作機

製造着手に必要な設計、並びに地上要素試験等を完了していること。 

 

【 終目標】平成 25 年度 

試作機の飛行試験等により、操縦容易性の確保、操縦システムの軽量化及び信頼性の高い操

縦システムについての目標達成を実証すること。 
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【図Ⅱ-2-2 研究開発期間】 

 

2.1 研究開発の内容 

2.1.1 要素技術開発の拘束条件の策定(平成 19 年度までに策定完了) 

(a) 研究開発の必要性と目的 

各要素技術の開発に際しては、実用化時・実運用時の拘束条件を前もって定め、当該拘束条件の

もとでの開発目標達成を目指す必要がある。 

 

(b) 研究開発の具体的内容 

1) 要求仕様／性能目標等の策定 

小型ジェット機の同クラス他機の仕様、顧客要求等を調査し、仕様／運航性能目標／運航条件等、

上位の拘束条件を設定する。また、燃費向上など技術開発目標の運航コストへの寄与度を定量的

に評価するツールとして、DOC(直接運航費)推算モデルを策定する。 

 

2) 設計条件の策定 

1)の作業結果を踏まえ、設計を具体化する為の設計条件を策定する。主として機能・性能要求で

ある1)に加えて、規定される安全性に係る条件を織り込み、設計条件とする。 

 

3)基本仕様の策定 

2)項で設定した設計条件に基づき、要素技術研究開発成果を搭載する基本仕様を策定する。基本

仕様策定の過程で、設計データ取得を目的とする風洞試験、部分構造試験などを実施する。 

本作業は主として三菱重工業が担当するが、3)項作業の一部である主翼構造基本設計作業、及び

上流過程である1)項／2)項の一部を富士重工業が実施する。 

 

なお、本事業開始当初は 30 席クラス機を対象として上記作業を実施したが、主として市場

環境の変化により検討対象を 70～90 席クラスに変更したため（3.1 項参照）、各種拘束条件

の再設定行い、同様のプロセスに沿って基本仕様の策定作業を実施している。 

 

H15 年度 

（2003） 

H16 年度 

（2004） 

H17 年度

（2005） 

H18 年度 

（2006） 

H19 年度

（2007）

H20 年度

（2008）

H21 年度

（2009）

H22 年度

（2010）

H23 年度

（2011）

H24 年度 

（2012） 

第 1 期 第 2期

仕様検討・概念設計 

要素技術開発 

設計・試作・試験 

要素技術実証 

中間評価 
▽ 

中間評価
▽ 

中間評価
▽ 

事後評価
▽ 

H25 年度 

（2013） 

H26 年度

（2014）

（委託）（助成） 
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2.1.2 軽量化等に資する先進材料／加工･成形技術 

(a) 研究開発の必要性と目的 

航空機機体構造の軽量化等は環境適合性の向上、運航経済性向上のための基本的要請であること

から、高性能金属材料や複合材料、新工法の適用が求められている。 

このため、材料分野では、金属材料の材料強度向上や組立て自動化に加え、構造様式の大幅変更

に踏み込んだ抜本的な変革が必要である。 

加工分野では、応力伝達の合理化と部品点数の削減を可能とするため、これまで小型二次

構造部材に留まっていたリベットを用いない一体化技術を大型一次構造まで拡大することが

重要である。 

近年、金属接合が不可能である航空機用高力アルミニウム合金において、材料を溶かさず

に接合できる摩擦攪拌接合（FSW：Friction Stir Welding）の活用が期待を集めている。 

航空機用複合材料の製造技術において、樹脂含浸法（VaRTM：Vacuum-assisted Resin 

Transfer Molding）が導入されつつあるが、更に強度特性を増すことにより、航空機構造へ

の適用が期待される。 

 

本研究開発では、航空機金属構造様式及び複合材料製造方法の革新により、航空機の飛躍

的な軽量化等を図るための技術の開発・実証を行う。 

 

(b) 研究開発の具体的内容 

1) FSW による金属一体構造技術の開発（平成 19 年度で終了） 

FSW による金属接合を利用した軽量の一体構造を次のステップで開発する。 

a. 各種の金属接合一体構造様式に対する重量低減効果の明確化 

b. 各種継ぎ手様式の製造性及び継ぎ手強度特性の明確化 

c. 金属接合一体構造／重量 適設計技術の開発 

d. 航空機一体構造製造設備の開発 

e. 部分構造モデルの試作／評価による製造性及び一体構造成立性の実証 

f. 金属接合一体構造の構造健全性保証（損傷許容設計）技術の開発（許容値データ取

得を含む） 

g. 金属接合継ぎ手に対する検査技術／補修技術の開発 

 

2) VaRTM 等による航空機複合材料部材製造技術の開発 

航空機に適用可能な高品位 VaRTM 素材等を用い、航空機構造部材の製造技術を開発する。 

a. 各種構造様式に対応した製造基本プロセスの設定 

b. 航空機部材製造設備の開発 

c. 設定プロセスにて製造した複合材料の許容値データの取得及び評価 

d. 部分構造モデルの試作／評価による製造性及び構造成立性の実証 

e. 検査／補修技術の開発 
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2.1.3 低抵抗化を実現する先進空力設計技術 

(a) 研究開発の必要性と目的 

ジェット航空機では直接運航費の約25%を燃料費が占める。この燃料消費量の削減は運航経

済性の観点から重要であるのみならず、国際的な大きな課題となっている環境負荷の低減に

不可欠な要素となっている。 

航空機の燃料消費量を改善し、化石燃料使用量、すなわち二酸化炭素／窒素酸化物等の排

出量を削減するための研究開発が必要となっている。 

燃料消費量は空力効率、即ち空力抵抗に大きく左右されるため、設計手法／試験手法等の

技術分野に踏み込んで、空力抵抗低減に資する技術の開発・実証を行う。 

 

(b) 研究開発の具体的内容 

1) 高揚抗比主翼の設計技術 

高い遷音速揚抗比を実現する翼型、及び平面形状を策定するための設計技術。 

2) 高効率高揚力装置の設計・評価技術 

離着陸性能を高めるために必要な簡素な機構を持ちながら、高い性能と低騒音効果をあわ

せもつ高揚力装置の設計・評価技術。 

3) 推進系インテグレーションを含む全機干渉抵抗低減技術 

推進系や翼胴フェアリングの全機揚抗特性への影響を極小化し、全機空力抵抗を低減する

設計技術。 

4) 実機空力特性推定技術 

開発初期段階から精度良く揚抗特性を推定するための風洞試験技術（計測技術）及び計算

空力技術の改善。 

 

2.1.4 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 

(a) 研究開発の必要性と目的 

コックピットは航空機の全てのシステムを集中的に制御する中枢であり、同時に飛行安全の「

後の砦」であるため、遭遇しうるあらゆる事象に対応できるよう、極めて多数の表示・操作手段が

装備されている。 

パイロットは多数の計器類等から発信される極めて多くの情報を、限られた時間で認識し、

適切な処置を判断し、即座に適切な操作を行う必要がある。昨今の電子技術の発達に伴い、

情報の統合処理／統合表示や操作の自動化といったソフトウェア／ハードウェア両面の革新

がなされ多少改善したものの、逆に近年の輸送量増大に伴う空域混雑度の悪化と情報通信技

術の高度化・高精度化を背景として、パイロットが把握すべき情報量、判断すべき事項の量

が増大し続けている。依然としてパイロットの負担を軽減するためのハードウェア、ソフト

ウェアの改善が必要である。 

本研究開発では、人間特性と調和するマン・マシン・インターフェース技術等の開発、実

証を行い、ヒューマン・エラーの誘発を極力排除し、航空機の安全性の向上、運航経済性向

上に資することを目的とする。 

なお、本技術の確立により、民間航空機分野のみならず、航空機以外の広範囲な分野にお
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いて高度情報通信システムを利用するための共通基盤技術が形成されることが期待される。 

 

(b) 研究開発の具体的内容 

1)人間の特性を活かした操縦マニュアル等の 適表示技術 

2)コンピュータ・グラフィックを駆使した機体内外の状況認識サポート技術 

3)操作ミスの余地を極小化する 適操作機器設計技術 

 
2.1.5 電子制御技術を活用した軽量の操縦システム技術 

(a) 研究開発の必要性と目的 

航空機の操縦システムは、人間による直接操作から、電子･情報技術を活用して自動化を進めた

制御へと徐々に移行してきている。実際、自動化はシステムの信頼性向上に伴って徐々に拡大し、

パイロットの負担を低減した。しかし、こうした操縦システムの電子制御化は、安全性・信頼性基

準への適合性証明を困難にするのみならず、人間の感覚・能力との乖離が生じることにより、ヒュ

ーマン・エラーによる事故が増大したり、操縦システムの過度の複雑化により、機体重量及び機体

価格の増大を招いたりしている。 

我が国では、電子技術を駆使した民間機用操縦システムの開発実績がなく、国際共同開発

プログラムにおいても当該システム分野への参画は実現していないため、将来民間航空機市

場に主導的に参画する際には、操縦システムにおける技術の高度化を図ることが極めて重要

である。 

本研究開発では、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・エラーを誘発せず、操縦が容易で、且つ軽量の操縦システムを開発し、実証する。 

 

(b) 研究開発の具体的内容 

1)ヒューマン・エラーを誘発しにくく、操縦が容易な操縦システム構築技術 

2)機器、配管・配線類等を 小にするためのシステム構築技術 

 

2.1.6 大規模機械システムの設計・製造の短時間化等のための 新の CAD/CAM 技術 

(a) 研究開発の必要性と目的 

大規模で複雑なシステムのインテグレーションは 

a.（物理的な部品を含め）情報量が極めて多い。従ってインターフェースも極めて多い。 

b.情報を共有すべき関係者が極めて多い。 

c.（インターフェイスが多く、贅肉を極限まで削った設計であることから）変更の影響

範囲が極めて広範。 

といった課題を有している。 

特に、作業の効率化を実現するためには、正確かつ定量的な現状把握、変更（系に対す

る擾乱－可能性を含む）による影響の定量的な推定を可能とするとともに、段階の異なる

各作業工程での関係者における情報の周知、同時意志決定を可能とすることが重要であり、

技術面からこれらの解決を図る必要がある。 
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(b) 研究開発の具体的内容 

コンピュータの処理能力の向上、通信ネットワークの速度の向上、3D-CAD の多用などのハ

ードウェアと高速通信プロトコル、セキュリティソフトウェア、マネジメント支援ツール（リ

ンク付け機能を中核とする因果関係定義ツール）等のソフトウェアを活用することにより、

以下の開発、実証を行う。 

① 高品質を実現する設計プロセス 

② 効率的なデジタル・マニュファクチャリング・ツール 

③ 適工程順設計を実現するバーチャル・ファクトリ技術 

 

2.1.7 総合調査研究（平成 19 年度で終了） 

(a) 研究開発の必要性と目的 

総合調査研究として、以下の 2 項目につき、航空分野の動向等に関する知見を有する財団

法人日本航空機開発協会（以下、JADC と略す）が担当する。この結果を、適時、技術開発・

実証に反映するとともに、本研究開発事業終了後の技術の活用を円滑化することを目的とす

る調査活動と位置付ける。 

 

(b) 研究開発の具体的内容 

1) 技術調査(航空機を取り巻く運航環境等の調査等) 

これまで JADC が主体に実施してきた市場調査及び受託研究等の成果を踏まえ、航空機の将来

の市場性を左右する運航環境等(代表例は以下の通り)を調査する。 

 

a. 環境問題 

JADC は市場調査を通じて蓄積した成果を踏まえ、航空機を取り巻く環境問題の法的規制、

課題及び対策案等の調査検討を実施する。 

 

b. 将来航空管制 

大量輸送と運航コスト低減の市場ニーズに対応するために、航空管制に対応した航空機に

よる市場性確保が必要である。JADCは経済産業省の受託研究として実施してきた「航空機用

先進システム基盤技術成果」及び「次世代高信頼性アビオニクス技術」の研究を通じて取得

したアビオニクス統合技術の研究成果を活用して、将来航空管制への対応要件、課題及び対

策案等の調査検討を実施する。 

 

c. 多用途機の仕様調査 

小型航空機の運用範囲(用途)拡大のため、各種航空機の運用事例調査し、小型航空機にお

ける運用方法及び必要な技術要素(システム機能)を調査する。 

 

d. その他 

・Modeling & Simulation技術 

設計の効率化及び将来の市場性を開拓するなどの観点からの動向を調査する。 

・高機能客室サービス 
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旅客航空機の集客能力を左右する要因の一つである、客室安全性、快適性及び客室サ

ービスの向上につき運航者の取組みを含む動向を調査する。 

中でも、近年問題となってきた乗客持ち込みの携帯電子端末及び高度医療機器との電

磁干渉問題と対策動向についても調査する。 

・運航範囲の拡大 

気象等による航空機の運航制限、遅延が発生している。これらに対応するため、 新

センサ技術等の適用による運用範囲の拡大につき、その現状、課題及び見通し等を調査

する。なお、この調査は「c. 多用途機の仕様調査」とも連携して取り組む予定である 

 

2) これまでの研究開発成果の活用支援 

JADC は、自らがこれまで研究開発等で進めてきた開発成果を環境適応型高性能小型航空機へ

適用するための支援を行う。また、JADC が収集した文献、技術収集データ及び新規の技術検討

情報の提供等の支援作業も伴わせて行う。 
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【表Ⅱ-2.1-1 「環境適応型高性能小型航空機研究開発」研究開発計画及び年度別予算推移】 

 

 

　　　　　　   年度
研究
開発項目

Ｈ15年度 Ｈ16年度 Ｈ17年度 Ｈ18年度 Ｈ19年度

　『拘束条件の設定』

(1) 要求仕様･性能目標策定

(2) 設計条件の策定

(3) 基本仕様の策定

(4) 拘束条件･基本仕様の見直し
項目①
　『先進材料／加工･成形技術』

(1) 摩擦攪拌接合（FSW）設計技術

(1) 製造プロセス開発

(2) 構造成立性の確認

(3)  耐空性証明計画立案・調整

(4)　詳細製造プロセスの設定

(5) 設計許容値取得

(6) 部分構造モデルによる工作試験

(7) 部分構造試験

(2) 軽量/高強度 VaRTM

(1) 強度・剛性基本特性のスクリーニング

(2) 品質安定性の確保

(3) 工法の抽出

(4) 製造プロセス検証と目処付け

(5) 製造時不適合・検査手法の洗い出し

(6) 実機部品製造/組立

(7) 耐空性証明計画立案・調整

(8) 実大尾翼強度試験

(9) 材料特性・設計データ取得・実証試験

(10) 実機製造プロセス確定試験と検証

(3) 製造技術の開発

(a) 課題抽出と一次評価

(b) 解析技術開発及び製造ﾌﾟﾛｾｽ設定試験

(c) ﾌﾟﾛｾｽのﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ化

項目②
　『先進空力設計技術』

(1) 高揚抗比主翼の設計技術

(2) 高効率高揚力装置の設計技術

(3) 推進系ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝを含む
　　　　全機干渉抵抗低減技術

（4） 実機空力特性推定技術

（5） 空力・構造同時最適化技術開発

項目③
　『ｺｯｸﾋﾟｯﾄ･ｼｽﾃﾑ技術』

(1) ｺｯｸﾋﾟｯﾄ構想策定

(2) ｺｯｸﾋﾟｯﾄ初期仕様の策定

(3) 要素技術試験

(4) 耐空性証明計画の策定／調整

(5) ｺｯｸﾋﾟｯﾄ初期仕様の見直し

(6) ｺｯｸﾋﾟｯﾄ計画設計

（詳細）

（詳細）

（基本）

（基本）

ﾌﾟﾛｾｽのﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ化

▽#１実大試作、評価

板金部品の高精度化/微粒子ショットの適用化　等

顧客要求・運用実態・他機調査／評価など

ｺｯｸﾋﾟｯﾄ・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

（詳細）（基本）

（詳細）（基本）

▽実大尾翼製作
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【表Ⅱ-2.1-2 「環境適応型高性能小型航空機研究開発」研究開発計画及び年度別予算推移】 

　　　　　　   年度
研究
開発項目

Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 Ｈ１９年度

項目④
　『軽量化した操縦ｼｽﾃﾑ技術』

(1) 操縦ｼｽﾃﾑ構想策定

(2) 操縦ｼｽﾃﾑ初期仕様の策定

(3) 要素技術試験

(4) 耐空性証明計画の策定／調整

(5) 操縦ｼｽﾃﾑ計画設計

項目⑤
　『開発･生産ｼｽﾃﾑの効率化』

(1) DE/DM/VFの実用化

  (a) ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ技術

  (b) ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ技術

　(c) ﾊﾞｰﾁｬﾙ・ﾌｧｸﾄﾘ技術

(2) 高効率設計・製造情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ手法

項目⑥
　『総合調査研究』

(1) 技術調査

(a) 環境負荷低減

(ｱ) 環境動向調査

(ｲ) ICAO動向調査

(ｳ) 運航による環境負荷低減構想調査

(ｴ) 要件調査

(b) 将来航空管制

(ｱ) ICAO構想調査

(ｲ) 実機例調査

(ｳ) 将来航空管制計画と機体要件調査

(ｴ) システム構想

(c) 多用途機

(ｱ) 実機例調査

(ｲ) Option仕様調査

(ｳ) システム構想

(d) その他

(ｱ) Modeling ＆Simulation技術

(ｲ) 高機能客室サービス

　・ 高機能客室システムの動向調査

　・各種方式及び技術課題の調査

　・システム構想

(ｳ) 運航範囲の拡大

(2) これまでの研究開発成果の活用支援

一般会計（百万円） 343 876 915 1,413 1,585

特別会計（百万円） - - - - -

総予算額（百万円） 343 876 915 1,413 1,585

ﾌﾟﾛｾｽ構想策定

ﾌﾟﾛｾｽ構築／試行／効果検証

ﾊﾟｲﾛｯﾄ・ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

ﾂｰﾙ調査～ﾌﾟﾛｾｽ構想策定～ﾌﾟﾛｾｽ具体化～ｼｽﾃﾑ要件定義

ｼｽﾃﾑ開発／効果検証／ﾏﾆｭｱﾙ・作業ｽﾍﾟｯｸ

ﾂｰﾙ調査～ｼｽﾃﾑ構想策定～ﾌﾟﾛｾｽ具体化～ｼｽﾃﾑ要件定義

ﾂｰﾙ調査～ｼｽﾃﾑ構想策定～ﾌﾟﾛｾｽ具体化～ｼｽﾃﾑ要件定義

ｼｽﾃﾑ開発／効果検証／ﾏﾆｭｱﾙ・作業ｽﾍﾟｯｸ
化

ｼｽﾃﾑ開発／効果検証／ﾏﾆｭｱﾙ・作業ｽﾍﾟｯｸ化

【DE=Digital Engineering／DM=Digital Manufacturing／VF=Virtual Factory】
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2.2 研究開発の実施体制 

本事業においては、新エネルギー・産業技術総合開発機構が、原則本邦の企業、研究組合、公

益法人等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別の

研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点から国外企業との連携が必要な部

分はこの限りではない。）から、公募によって本事業の助成対象となる研究開発実施者を平成 15

年 5 月に選定した。 

上記公募により三菱重工業株式会社、富士重工業株式会社、財団法人日本航空機開発協会を助

成先として、また独立行政法人宇宙航空研究開発機構（採択時は航空宇宙技術研究所）、国立大学

法人東北大学が共同研究先として選定され、三菱重工業を中心にして密接な連携を取りながら本

事業を推進する。 

本事業では、基本技術を「実用レベル」まで高める事を目指す。各要素技術を「実用レベル」

に高めるには、搭載対象となる小型航空機の性能目標から定まる条件を満足させる事は当然なが

ら、その他の拘束条件（製造設備条件等）を全て満足させる必要がある。 

上記の背景を踏まえ、本事業では三菱重工業が幹事会社となる。上述の各種拘束条件を策定し、

担当の要素技術開発を実施すると同時に、共同開発者を含む全体を取り纏める。富士重工業は、

主翼を対象として、基本仕様の策定、及び先進材料／加工・成形技術の研究開発を担当する。日

本航空機開発協会（以下、JADC と記す）は、従来から経済産業省所管の試験研究の取り纏めを担

当しており、先進技術の知識集積が顕著である。本研究開発で実用化対象とする要素技術のうち

の幾つかは同協会所管の試験研究を基盤としている。本事業では、総合調査研究として、将来運

航環境の推定（即ち、仕様策定時に勘案すべき運航条件）を中心とする技術調査等を担当する。 

宇宙航空研究開発機構と三菱重工業との間で共同研究契約を締結し、先進空力設計技術研究開

発分野、コックピット／操縦システム研究開発分野、先進材料／加工技術研究開発分野、及び試

作機試験分野等に於いて共同研究を実施する。同様に、東北大学と三菱重工業との間でも先進空

力設計技術研究開発分野における共同研究を実施する。 

また、平成 18 年度に複合材料技術開発及び騒音低減技術開発に係る基盤技術研究の実施の必要

が生じたため、先進材料／加工・成形技術研究開発のうちの VaRTM 主要力学特性試験・評価研究、

及び先進空力設計技術開発のうち低騒音化デバイス性能評価研究を宇宙航空研究開発機構へ委託

して実施した。 

平成 15 年度～平成 19 年度の研究開発体制図は図Ⅱ-2.2-1 に示す通りである。 



－Ⅱ-15－ 

 

2.3 研究開発の運営管理 

上述の通り三菱重工業が幹事会社となり富士重工業及び日本航空機開発協会を取り纏め、全体

計画や作業進捗を総括する。各社間の連携は、報告会等の開催、日常的な連絡（電話、メール等）

により実施し、情報の共有等を図ることとしている。また、委託事業の成果についても、三菱重

工業と共有され、効果的にプロジェクト運営が行われている。 

なお、NEDO としては、これらの研究開発実施者の開発状況を適時把握し、所要の指導等を行う

と共に、半年から一年に一度報告会を開催し、各社から作業の進捗及び成果について報告を受け

ることとしている。 
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＜ 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 

独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

（※平成 18 年度のみ NEDO からの直接委託） 

・先進材料／加工・成形技術開発（VaRTM 主要力学特性試験・評価研究） 

・先進空力設計技術開発（低騒音化デバイス性能評価研究） 

（共同研究）

富士重工業株式会社 財団法人日本航空機開発協会 

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） 

三菱重工業株式会社 

助成率：1/2 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

経済産業省 産業技術環境局研究開発課（予算原課） 
      製造産業局航空機武器宇宙産業課（政策原課） 

【共同研究】国立大学法人東北大学 

 ・計算風洞による空力解析及び形状設計実施 

【共同研究】独立行政法人宇宙航空研究開発機構 

・先進材料／加工・成形技術開発 

・先進空力設計技術の評価 
・コックピット評価，操縦システム開発

【図Ⅱ-2.2-1 ｢環境適応型高性能小型航空機研究開発｣の実施体制図(平成 15 年度～平成 19 年度)】 

（共同研究）
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3． 情勢変化への対応 

3.1 機体サイズ等の変更（平成 17 年度） 

3.1.1 事業開始当初の認識 

 
本事業開始当初（平成15年）は以下の状況に着目し、30～50席クラスのジェット旅客機を想定

した要素技術の開発・実証を目指した。 

 

①乗客の利便性向上及び航空会社の収益性向上を目的として、近年航空機運航における機材の

小型化・多頻度化の動きが進んでいる。他方、従来小型機の主役であったターボプロップ機

は、機内騒音・振動等の快適性に対する不満及び安全性への不安から、乗客に敬遠される傾

向にある。かかる背景から、1990年代半ばに登場した50席クラスジェット機は爆発的な売行

きを示している。 

②一方、現在19～30席クラスのターボプロップ機は全て生産が終了しており、航空会社のジェ

ット化への期待も強いが、これらを直接代替し得る、運航経済性に優れた30席クラスジェッ

ト機は出現していない。 

 

3.1.2 市場環境の変化 

研究推進中に2009年の羽田空港拡張計画が現実味を帯びてきたことから、今後国内エアライン

が機材構成を見直す方針であり、その結果、70～90席クラス機の需要が拡大することが見込まれ

るに至った。 

また、研究開発と並行して市場調査を継続した結果、エアラインの価格競争の激化、燃料費の

高騰等から、環境適応型の機体の需要が想定されることが判明した。 

 

3.1.3 計画変更内容 

70～90席クラスの市場は、上記の市場環境変化により、国内需要の獲得により事業性の向上が

期待されることから、想定する機体を平成18年2月に70～90席クラスに変更した。 

また、機体サイズ変更に伴い、下記の変更を行った。 

 

(1)燃費削減目標値の内訳 

当初は同クラスのジェット旅客機に比して、機体のみ（形状、空力技術、軽量化等）で2割程度

の燃費削減を目標としたが、既存機種が比較的設計の新しいものに替わったため、燃費削減目標

設定の前提条件が異なるものとなった。そのため、適用する要素技術等の変更はないものの、そ

の適用効果や比較基準が異なることから、機体で1割程度、新エンジン搭載を含めて2割程度の燃

費削減を目標とすることとした。（図Ⅱ-3.1.3-1参照） 

 

 

 



－Ⅱ-18－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①100席以上への拡張性を持たせず、70-90席クラスに特化した。 

②70～90席クラスの既存機は、比較的大きなアスペクト比を採用しているため差が減少 

③巡航マッハ数が高くなったこと、および主翼前縁にも高揚力装置が付いたことから、

自然層流の実現が困難 

④70～90席クラスの既存機は、30席クラス機と比べ設計が新しい（約10年） 

⑤70～90席クラスでは既存機に比べ、高い航続性能と離着陸性能が要求され、高性能高

揚力装置を採用しても他機に比べて主翼の小型化が困難 

 

【図Ⅱ-3.1.3-1 燃費改善量変化の理由】 

 

(2)研究期間 

期間全体を、平成15年度～平成19年度末までの第1期、平成20年度～平成23年度の第2期に分割

し、第1期には要素技術開発、第2期には実証試験を実施することとした。 
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(3)中間目標・ 終目標の内容・時期 

研究期間の変更に伴い、中間評価の実施頻度を増やすと共に事後評価の時期と当該時期での達

成目標を変更した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図Ⅱ-3.1.3-2 研究期間の変更】 

 

なお、本変更に当たっては、以下の手続きを実施している。 

・平成18年 1月 有識者に開発目標の変更等につき意見聴取 

・平成18年 2月 NEDO運営会議による審議・了承／基本計画変更を決定 

 

3.2 研究開発項目等の変更（平成19年度） 

3.2.1 計画変更の背景 

(1)H19年度末に要素技術開発に目処がつく見込み。 

(2)H20年度からは、要素技術の実証を目的に飛行試験等を実施する計画 

H15 年度 

（2003） 

H16 年度 

（2004） 

H17 年度 

（2005） 

H18 年度

（2006）

H19 年度

（2007）

H20 年度

（2008）

H21 年度

（2009）

H22 年度 

（2010） 

H23 年度 

（2011） 

H24 年度

（2012）

仕様検討・概念設計 

要素技術開発 

設計・試作・試験による実証 

要素技術実証 

中間評価 
▽ 

中間評価
▽ 

中間評価
▽ 

事後評価
▽ 

 

 

要素技術開発 

設計・試作・試験 

要素技術実証 

仕様検討・概念設計 

中間評価 
▽ 

事後評価
▽ 

初飛行
▽

変更前 

変更後 
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3.2.2 計画変更の目的 

 平成19年度末にて助成事業を終了し、平成20年度以降は、飛行安全上重要な操縦及びコックピ

ット・システム技術の開発及び飛行試験を含む実証を基盤技術研究促進事業として実施する。本

事業の開発成果（人間特性と調和した電子制御技術や情報通信技術の構築等）は、航空機以外の

広範囲な分野への波及することが期待されるともに、民間航空機用システムの開発実績を有して

いない我が国航空産業にとって、エアライン等のユーザニーズや実運航の状況を把握・蓄積する

ことにより次の開発に繋がる等の効果・効用が大きい基盤技術であることから、委託事業により

実施することにする。 

 

3.2.3 計画変更内容 

(1)研究開発の目的・目標 

 現行の研究開発の目的の骨子「航空機関連技術の要素技術開発及び小型航空機（サイズとして

は、70～90席クラスジェット旅客機と同規模）の飛行試験を含めた研究開発実証」は維持するが、

現行の研究開発の目標「①環境負荷低減、②操縦容易性の確保、③開発・生産システムの効率化」

は平成19年度までとし、平成20年度からは「①操縦容易性を向上させるコックピット・システム

技術」「②電子制御技術活用した軽量等の操縦システム技術開発」を実施するとともに、中間目

標・ 終目標の時期等を変更する。 

 

(2)研究開発内容等 

研究開発項目を限定（操縦、コックピット） 

研究期間を2年延長（平成15～23年度：9年間→平成15～25年度：11年間） 
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【図Ⅱ-3.2.3-1 研究開発内容・期間の変更】 

 

(3)研究内容の基盤性 

 コックピット・システム技術、操縦システムともに極めて多くの要素（ハードウェア／ソフト

ウェア）で構成され、要求事項も多岐にわたる。加えて、機体空力特性、他システム、構造との

インター・フェースも多く、機体として「成立する」コックピット・システム及び操縦システム

を作り上げる作業自体が、「大規模システムのインテグレーション」に相当する。 

 個々の要素技術には強みを持つが、インテグレーション能力に欠ける我が国航空業界にとって、

極めて重要な意味を持つ開発である。エアライン等のユーザ・ニーズや実運航状況（含む不具合

情報）を把握・蓄積することにより、将来の次機種開発に繋がる事が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H15 年度 

（2003） 

H16 年度 

（2004） 

H17 年度

（2005）

H18 年度 

（2006） 

H19 年度

（2007）

H20 年度

（2008）

H21 年度

（2009）

H22 年度

（2010）

H23 年度

（2011）

H24 年度 

（2012） 

仕様検討・概念設計 

要素技術開発 

設計・試作・試験 

要素技術実証 

中間評価 
▽ 

中間評価
▽ 

中間評価
▽ 

事後評価 
▽ 

変更前 

変更後 

H25 年度 

（2013） 

H26 年度

（2014）

中間評価
▽ 

中間評価
▽ 

事後評価
▽ 

設計・試作・試験 

要素技術実証 

・コックピット・システム技術 
・操縦システム技術 

 

 

 

 

（H20 年度以降のみ変更） 
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【図Ⅱ-3.2.3-2 研究開発内容の基盤性】 

 

(4)研究内容の波及効果 

 以下に波及の源泉となる技術と対象事例を示す。 

①Man-in-the-Loop System の Interface 設計技術 

・人間工学的配慮に基づく設計技術で、下記事項を含む。 

・人間オペレータの機能的特性 

・考慮すべき環境条件 

・上記を踏まえた設計条件の設計方法 

・緊急時のプロシージャ設計方法等 

波及対象は、人間操作を含むシステム全般であるが、特に、ヒューマン・エラーが事故等の重大な

影響を及ぼす可能性があるシステムへの効果が大きいと期待される。 

・自動車、船舶等の移動体のコックピット／操縦システム 

・各種プラントの制御ルーム等 

②操縦方式（Simplified Fly-by-wire） 

 電子制御系の設計技術で、下記事項を含む。 

・アーキテクチャそのもの 

・耐故障のための冗長性の設定方法 

・自由度を持った設計手法 

・位置制御技術等 

 波及対象は、例えば、自動車の運転システム 

 ・X-by-wire、X は、Steering、Brake、Throttle 等 

運航
・市場ニーズ
・運航情報（含む、不具合情報）

インテグレーション 要求（仕様）ブレイク・ダウン 

市場仕様

設計

機体統合

設計要求 Tier0

設計要求 Tier1 

設計要求 Tier2 

仕様書／
スペック

単品図面 単品製作／
試験

組立／
要素試験

系統組立／
系統機能試験

全機地上試験

飛行試験 

コックピット・システム 
操縦システム

他システム
我が国航空機業界の強み 
（経験限界） 

我が国航空機業界の弱み 

相互に影響し合う

インテグレーション技術運航
・市場ニーズ
・運航情報（含む、不具合情報）

インテグレーション 要求（仕様）ブレイク・ダウン 

市場仕様

設計

機体統合

設計要求 Tier0

設計要求 Tier1 

設計要求 Tier2 

仕様書／
スペック

単品図面 単品製作／
試験

組立／
要素試験

系統組立／
系統機能試験

全機地上試験

飛行試験 

コックピット・システム 
操縦システム

他システム
我が国航空機業界の強み 
（経験限界） 

我が国航空機業界の弱み

要求を満足しているか？

インテグレーション技術

＝波及の源泉
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③制御則設計技術 

信頼性評価方法～設計への反映方法で、下記事項を含む。 

・異常事象の抽出方法 

・異常事象発生時に保証する最低限の機能の設定方法、等 

波及対象は、ソフトウェア制御を適用しているシステムで、例えば下記のようなもの。特に、ソフト

ウェア不具合が人的被害を引き起こす恐れがあるシステムへの適用は効果が大きい。 

・エレベータ 

・新幹線、等 

 特に、コックピット・システム及び操縦システムは共に、組み込むソフトウェアが重要な機能を担う。この

為、安全上クリティカルなソフトウェアを実用化するには、想定される全ての飛行条件、または、絶対に

起こりえない事を証明できない故障等の条件下で、ソフトウェアを組み込んだ機器・機体が安全である事

を証明しなければならない。 

 この為には、ソフトウェアの形態、構成、変更等の品質を徹底して管理する必要があり、これら手法は、

航空機産業のみならず、今後ますますソフトウェア制御が広まると見込まれる自動車産業等の製造業、

情報通信産業等に幅広く拡張されることが期待される。 

 また、各種学会では、航空機／自動車双方の業界から出席し、コックピット関連／操縦関連の技術を

紹介している例がある。 

 

なお、本変更に当たっては、以下の手続きを実施している。 

・平成 19 年 12 月 NEDO ホームページにてパブリックコメントを募集 

・平成 20 年 1 月 NEDO 運営会議による審議・了承／基本計画変更を決定 
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4. 中間評価結果への対応 

 平成 18 年度に実施した中間評価での評価結果をふまえ、基本計画及び実施方針の見直しを行い、そ

れに沿って実施計画書の見直しを行った。表Ⅱ-4-1 に提言されたコメントを示す。 

 提言されたコメントに対しては、それぞれ平成 18 年度以降の研究進捗に反映し、特に、「開発リスクを

減じる実行計画上の工夫」及び「積極的な複合材の使用の検討」への対応として、平成 18 年度及び平

成 19 年度に加速資金を充当し、複合材料の特性試験・評価手法を確立するための研究及び複合材料

の耐雷対策の研究をそれぞれ実施した。 

 なお、本プロジェクトでは、平成 20 年度、及び平成 22 年度にも中間評価を実施する予定である。 
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【表Ⅱ-4-1-1 中間評価での評価結果】 

No. 評価書 提言されたコメント 

1 総合評価 

 

 

今後に対する提言 

 

 

 

実用化・事業化の見通し 

 

 

 

低抵抗化を実現する先

進空力設計技術 

詳細な風洞試験や操縦系の実機飛行試験など、開発リスクを減

じる実行計画上の工夫を施し、規定適合性証明及び事業化に向

けた計画を着実に実行する事が望まれる。 

規定適合性証明を念頭に置いた新技術の早期の成立性目処付

け、より詳細な風洞試験、操縦系などの実機飛行試験など、開

発リスクを早期に解消する実行計画上の工夫を行い、これを迅

速且つ着実に遂行することが望まれる。 

事業化を推進するためには、規定適合性証明を念頭に置いた新

技術の早期見極めが必須であり、必要な検討を迅速に推進する

ことが望まれる。また、詳細な風洞試験、操縦系の実機での飛

行試験など開発リスクを早期に解消する実施計画の工夫が望

まれる。 

PSP(感圧塗料)手法は規定適合性証明に供した実績が無く、開

発リスク増大の一因となる。 

従来から使われてきた風洞試験のような実績のある手法も用

いて、着実な実証も平行して行っていくよう留意されたい。 

2 総合評価 

 

研究開発マネジメント 

 

実用化・事業化の見通し 

整備費などを含めた直接運航費全体の優位性を実現する為に、

数値目標の設定と実現策の検討も望まれる。 

運航・整備に係わるソフトウェア的な経験が不足している我が

国では、この点の努力が一層必要 

運航コストの見積もりやその目標の明確化、合わせてメンテナ

ンスプログラムの十分な検討がなされなくては実用化の検討

まで行ったとは言えない。 

3 総合評価 

 

研究開発マネジメント 

航空会社とのさらなる連携や航空機器メーカーの参画による

体制の整備が必要である。 

事業体制は妥当であるが、実用化を考えると、航空会社とのさ

らなる連携が必要である。 

4 総合評価 

 

実用化・事業化の見通し 

大規模機械システムの

設計・製造の短時間化の

ための 新の CAD/CAM 技

術の適用 

情報技術による開発効率化、知識やデータの保存、人材育成な

どに十分に配慮するべきである。 

IT に習熟した航空機技術者の育成が必要である。 

情報システム開発に人材を割くべきであり、特に、航空機技術

を知っているシステム技術者を育成すべきである。加えて、次

の世代へのデータや技術、設計法の伝承ができるような情報技

術が望まれる。 
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【表Ⅱ-4-1-2 中間評価での評価結果】 

No. 評価書 提言されたコメント 

5 今後に対する提言 

 

 

 

研究開発マネジメント 

事業計画はより具体性が必要であり、特に、潜在顧客の対象は

大手エアラインに限定せず、近年、成長が著しい LCC（Low Cost

Carrier）やリース会社、更には本機を投資対象と考えた場合

の魅力向上化などの検討も必要である。 

座席クラス変更により競合が厳しい市場に参入するに当たっ

ての戦略を具体化すべく更なる検討が必要である。 

6 研究開発マネジメント 

 

研究開発成果 

燃費の 2割削減うち、1割を新エンジンの採用で計画しており、

エンジンの入手を確実にすることが必要である。 

新エンジンの採用を計画することで機体全体の燃費低減で目

標に到達しようとしているが、新エンジンの入手を確実にする

ことが必要である。 

7 研究開発マネジメント 

 

 

軽量化に資する先進材

料／加工・成形技術 

環境適合性をより高めるために、積極的な複合材料の使用も検

討すべきであり、検査等の必要経費を含めた運行コストでの比

較検討が必要である。 

複合材料を用いるのか、金属（FSW）を用いるのか製造方式に

関しては早期の見極めが必要であり、信頼性、製造コスト、開

発リスク、新技術活用時のメンテナンスコスト等を総合的に勘

案して 終決定してほしい。 

「VaRTM による複合材料の作製」は「軽量化」、「FSW による接

合」は「低コスト化」に対する効果があるが、FSW では大幅な

軽量化は期待できないため、軽量化に係る目標の達成が懸念さ

れる。 

8 研究開発マネジメント 安全性に関しては、急速に進展する将来の技術動向も踏まえた

開発計画を取り込む意気込みも望まれる。 

9 研究開発成果 

 

 

軽量化に資する先進材

料／加工・成形技術 

FSW に関しては、安全性保証方法の明確化等、重要課題に速や

かに取り組むために、コスト削減効果など必要な事前評価を早

急に完了させる事が必要 

主翼構造、胴体構造に FSW 技術を適用した場合に致命的な欠陥

に至り得る点については、コスト削減効果など必要な事前評価

を早急に完了させた上で、安全性保証方法の明確化とそれに基

づいた各種試験、設計許容値取得を可及的速やかに実践すべき

である。 

10 研究開発成果 VaRTM に関しては型式証明取得に向けた早期の対応が求められ

る。 
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【表Ⅱ-4-1-3 中間評価での評価結果】 

No. 評価書 提言されたコメント 

11 研究開発成果 

 

 

 

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 

コックピット・ディスプレイ・システムについては「やや保守

的」なものにとどめる方がよい場合もあり得るので、エアライ

ン・パイロットのニーズに合致していない点がないか、確認が

必要である。 

コンテンツ、視認性なども含めパイロットからのニーズを十分

調査すべきである。 

従来からの｢斬新さ｣による逆効果の有無や、更に、緊急時など

の操作の円滑性を確保する上での重要事項等、パイロットの意

見を聞きながら検討を進めるべきである。 

12 研究開発成果 

 

 

電子制御技術を活用し

た軽量操縦システム技

術 

操縦方式に関しては、S-FBW を採用するものの、各種プロテク

ション機能に新機軸を打ち出しており、今後、エアラインとの

調整、ならびに実機飛行試験が望まれる。 

シミュレータ試験だけではなく、既存機の改造や実験機による

飛行試験を計画に盛り込む等、開発リスクを抑制する必要があ

る。 

全てが soft protection でなければならないのか、hard 

protection であっても良いかの峻別は、エアライン・パイロ

ットの意見も聞きながら進めるべきである。 

13 研究開発成果 特許については国際出願が少ないように思われる。 

14 研究開発成果 開発に対する国民の理解を得るためにも、より積極的な広報活

動が必要である。 

15 実用化・事業化の見通し 事業化のタイミングを逃さぬよう着実に計画を推進する事が

必要である。 

16 軽量化に資する先進材

料／加工・成形技術 

実施者間においてはさらなる連携を図り、情報の共有化に努力

されたい。 

17 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 

エアライン及びアビオニクス・メーカーとの協力関係を強化

し、細部を早急につめる必要がある。 

18 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 

ヒューマンエラーの背景要因や事故原因の多様性に係わる精

査を一層深めて、安全性向上技術全体の中での本研究の位置付

けを示せ 

19 電子制御技術を活用し

た軽量操縦システム技

術 

Steering も FBW とのことだが、Control Logic、信頼性には神

経を払われたい｡ 
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5． 評価に関する事項 

 本プロジェクトではこれまでに下記の通り評価を実施した。 

(1)事前評価 

①評価実施時期 ：平成 15 年度 

②評価手法 ：外部評価 

③評価事務局 ：機械システム技術開発部 

④評価委員 ：別紙Ⅱ-1 の通り 

(2)中間評価 

①評価実施時期   ：平成 18 年度 

②評価手法     ：外部評価 

③評価事務局    ：研究評価部 

④評価委員     ：別紙Ⅱ-2 の通り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙Ⅱ-1 

 

1 

環境適応型高性能小型航空機研究開発 

技術審査委員(平成 15 年度 敬称略) 

 

 

・氏名（ふりがな） 鈴木 真二（すずき しんじ）・・・委員長 

 所属・役職    東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

 

 

・氏名（ふりがな） 宮下 徹（みやした とおる） 

 所属・役職    国土交通省 航空局 技術部 航空機安全課長 

 

 

・氏名（ふりがな） 五十嵐 伸吾（いがらし しんご） 

 所属・役職    財団法人 ＵＦＪベンチャー育成基金 総務部長 

          

 

・氏名（ふりがな） 武田 展雄（たけだ のぶお） 

 所属・役職    東京大学大学院 新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授 

           

 

・氏名（ふりがな） 垣本 由紀子（かきもと ゆきこ） 

 所属・役職    実践女子大学 生活科学部 生活環境学科 人間工学研究室 教授 

           

 

・氏名（ふりがな） 李家 賢一（りのいえ けんいち） 

 所属・役職    東京大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 助教授 

           

 

・氏名（ふりがな） 中井 武（なかい たけし） 

 所属・役職    全日本空輸（株）企画室 主席部員 

           

 

 

 

 



別紙Ⅱ-2 

 

1 

環境適応型高性能小型航空機研究開発 

技術審査委員(平成 18 年度 敬称略) 

 

 

分科会長 鈴木 真二 東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

 

分科会長代理 稲垣 敏之 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 

リスク工学専攻 専攻長、教授 

 

委員 出井 裕 日本大学 理工学部 航空宇宙工学科 助教授 

 

委員 奥田 章順 株式会社三菱総合研究所 産業・市場戦略研究本部  

産業戦略研究グループ  チーフコンサルタント、主席研究員 

 

委員 柴田 啓二 全日本空輸株式会社 運航本部 運航サポート室  

技術部 技術部長 

 

委員 高須 義則 株式会社日本航空インターナショナル 整備本部  

技術部 部長 

 

委員 藤井 英俊 大阪大学 接合科学研究所 機能性診断学分野 助教授 

 

委員 大和 裕幸 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

環境学研究系 研究系長、教授 

 

委員 李家 賢一 東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授 

 



Ⅲ．研究開発成果について 

 

1. 事業全体の成果概要 

1.1. 事業目標～各研究開発テーマの達成目標と中間目標 

 本項では、事業全体目標と各研究開発テーマの関係を整理し、中間評価時点の事業全体目標を各研

究開発テーマの目標に分解する。 

本事業を構成する実施項目は下記の 8 項目ある。（表Ⅲ-1.1-1） 

①～⑤が研究開発テーマ（要素技術開発対象）、「拘束条件の設定」は形状、荷重、環境条件など

要素技術開発に係わる拘束条件設定に係わる事項、「試作機の詳細設計・製作及び試験」は要素技

術の成立性・有効性実証に係わる作業、「総合調査研究」は管理等の運航環境動向調査など、全般

に係わる調査作業で、いずれも事業目標には直結しない。 

【表Ⅲ-1.1-1 実施項目一覧】 

分野 実施項目 

要素技術開発の条件設定 拘束条件の策定 

要素技術開発 ①先進材料／加工･成形技術の開発 

②先進空力設計技術の開発 

③コックピット･システム技術の開発 

④操縦システム技術の開発 

実証に伴う事項 試作機の詳細設計・製作及び試験 

作業プロセス／インフラ ⑤開発･生産システムの効率化 

研究開発全般に関わる調査等 総合調査研究 

 

事業全体の開発目標と研究開発テーマの対応を表Ⅲ-1.1-2 に示す。 

 

【表Ⅲ-1.1-2 事業目標と研究開発テーマの対応】 

事業の目標 研究開発テーマ （目標達成手段） 

 

①先進材料／加工･成形技術 

環境負荷低減 本事業開始時点での同クラスの

ジェット旅客機の燃費に比して、

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先進空力設計技術 

操縦容易性の確保 操縦計器類のデジタル化と、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

③コックピット・システム技術 
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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、これらにかかる時間等

を大幅に削減する。 

④操縦システム技術 

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 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

る時間を抜本的に圧縮する。 

⑤開発・生産システムの効率化 

 

燃費目標（新エンジンを含めて 2 割削減）は、①による軽量化、②による設計手法開発、双方の成

果を新エンジン寄与分と併せて達成を狙う。 

 

③及び④は、パイロット・ワークロードを軽減する（ヒューマン・ファクタに十分配慮したワークロード

配分を実現する）コックピット及び操縦システム仕様を策定する事が目標。訓練に要する時間はエアラ

イン方針によって異なる事、定量的な確認は本事業の期間中には実施できない事から、本事業では、

エアライン・パイロット等のレビューを通じた設計妥当性／目標適合性評価の結果が合否判断の指標

となる。 

 

⑤は、開発・生産プロセス効率化を実現する為に、設計・生産設計・製造及びプロジェクト・マネジメ

ント各作業に係る作業プロセス策定・改善／システム開発（プログラム開発／カスタマイズ等）／プロ

シージャ開発（ルール設定／ドキュメンテーション等）を行う。効率化可否／程度が合否判断の基準と

なる。 

 

尚、後述するように、①～⑤の研究テーマには個々に開発目標を設定している。
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Ⅲ-1-3 

第 1 回及び第 2 回中間評価時点の達成目標は以下の通り。 

 

【表Ⅲ-1.1-3 第 1 回及び第 2 回中間評価時の達成目標】 

【目標 1】 市場動向等を踏まえ、仕様の基本構想を完了していること。 第 1 回中間評価 

（～平成 17 年度） 【目標 2】 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の開発への適用につい

て、第 2 回中間評価時目標の達成の目途が得られていること。 

【目標 1】 外形形状、荷重、構造・装備等、基本的な仕様設定を完了している

こと。 

第 2 回中間評価 

（～平成 19 年度） 

【目標 2】 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の成果が試作機の開発に

適用できる水準に到達していること。 

 

第２回中間評価時点の目標は、以下の通り言い換える事ができる。 

 

【目標 1】 「基本仕様設定を完了している事。」 

【目標 2】 「表Ⅲ-1.1-2、①～⑤について、それぞれ当初計画通りの成果を獲得し、平成 20 年度以

降、実証フェーズである第 2 期に進むことが可能と判断できること。」 

 

事業の目標（最終目標）は、実証（試験）を通じて初めて達成度が評価できる為、その達成手段であ

る研究開発テーマ①～⑤を対象とする中間評価段階の目標（【目標 2】）は上述の表現にならざるを得

ないが、事業者において計画した個々のテーマの具体的な確認項目、評価／検証手段等を記した

（本事業は、事業者が主体的に取り組む研究開発事業に対し、NEDO がその事業費の一部を負担す

る補助事業）。目標達成度の自己評価では、これら評価／検証ステップを計画通り実行したか否か、

その結果は想定どおりであったか否か、等を勘案した。（1.2 項を参照。） 

 

表Ⅲ-1.1-4 に実施項目を細分化した開発項目それぞれについて、（最終的な）開発目標、第 1 回／

第 2 回中間評価時点での評価指標（評価・検証手段）を纏める。 

  「拘束条件の策定」は研究開発テーマではないが、要素技術開発を計画に沿って進める為に必須

ゆえ、中間評価時の達成目標としている。他テーマと同じフォームで記載する。 



 

【表Ⅲ-1.1-4（1/6） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

拘束条件の策定 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

 

N/A 

【目標】 

①基本仕様の策定を完了 

【目標】 

①仕様の基本構想策定を完了 

 

 

N/A 

【評価・検証手段】 

①技術的成立性 

・詳細風試で空力特性を確認 

・エンジン基本仕様設定を完了 

・構造基本仕様設定を完了 

・装備品基本仕様設定を完了 

・CATIA 等でレイアウト成立性を確認 

・規定適合性を基本確認 

 

②環境適応性 

・詳細風試で空力特性を確認 

・燃費を解析で確認 

 

③エアライン要求適合性 

・エアライン・インタビューにて確認 

 

【評価・検証手段】 

①技術的成立性 

・基本風試で空力特性を初期確認 

・エンジン初期仕様の設定を完了 

・構造初期仕様の設定を完了 

・主要装備品の初期仕様設定を完了 

・レイアウト成立性を概略確認 

 

 

②環境適応性 

・基本風試で空力特性を初期確認 

・燃費を解析で初期評価 

 

③エアライン要求適合性 

・エアライン・インタビューにて確認 
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【表Ⅲ-1.1-4（2/6） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

①先進材料／加工･成形技術 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

【目標】 

①重量： アルミ・リベット構造と同等以下 

②パネル製造効率： 50%向上 

 （対アルミ・リベット構造） 

【目標】 

①構造成立性を確認 

②重量、製造効率目標達成を概ね確認 

③設計データ（許容値）取得を概ね完了 

④プロセス・スペック等の策定を完了 

⑤試作機製造設備の設置を完了 

【目標】 

①構造成立性に目処付け 

 （安全性・製造・運用に致命的欠陥がない事） 

②重量・製造効率目標の達成に目処 

③設計データ、スペックのドラフト版を策定 

④平成 19 年度末試作機適用準備完了に目処 

(a) FSW 

  

【評価・検証手段】 

①実機強度試験で強度特性他を確認 

②規定適合性は最終確認に目処 

③試作機製造過程で製造効率を確認 

 

【評価・検証手段】 

①実大構造要素試験で強度特性を確認 

②設計データ取得試験計画、プロセス・ス

ペック等の妥当性を確認 

③規定適合性証明計画妥当性を確認 

【評価・検証手段】 

①クーポン試験・部分構造要素試験で； 

－基本特性（静・疲労・亀裂進展等）を確認 

－耐食性付与方法の成立性を確認 

－製造プロセス成立性を初期確認 

 （工具・治具仕様、検査方法等） 

②規定適合性を初期評価 
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【目標】 

①重量：15～20%減（対アルミ構造） 

②製造効率：アルミ構造と同等 

【目標】 

①構造成立性を確認 

②重量、製造効率目標達成を概ね確認 

③設計データ（許容値）取得を概ね完了 

④プロセス・スペック等の策定を完了 

⑤試作機製造設備の設置を完了 

【目標】 

①構造成立性に目処付け 

 （安全性・生産・運用に致命的欠陥がない事） 

②重量・製造効率目標の達成に目処 

③設計データ、スペックのドラフト版を策定 

④平成 19 年度末試作機適用準備完了に目処 

(b) 複合材尾翼 

（A-VaRTM） 

【評価・検証手段】 

①実機強度試験で強度特性他を確認 

②規定適合性最終確認に目処 

③試作機製造過程で製造効率を確認 

 

【評価・検証手段】 

①実大構造強度試験で強度特性を確認 

（静強度・疲労強度・残留強度等） 

②製造プロセスの成立性を確認 

③規定適合性証明計画妥当性を確認 

【評価・検証手段】 

①クーポン試験・部分構造要素試験で； 

－基本強度特性（静・疲労・CAI 等）を確認 

－製造プロセス成立性を初期確認 

 （治具、加工・組立段取り、検査方法等） 

②規定適合性を初期評価 

 

 



 

【表Ⅲ-1.1-4（2/6）（続き） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

①先進材料／加工･成形技術 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

【目標】 

①重量：15～20%減（対アルミ構造） 

②製造効率：アルミ構造と同等 

 

【目標】 

①構造成立性の確認 

②RTM 材料、製造プロセス確立 

③製造性を確認 

④重量、製造効率目標の達成 

【目標】 

①構造成立性に目途付け 

(c) 複合材主翼 

（RTM 他） 

【評価・検証手段】 

①設計データの取得 

②実機強度試験で強度特性他を確認 

【評価・検証手段】 

①基礎強度データの取得 

②概念設計に基づく重量の確認 

③概念設計に基づく製造効率の確認 

④実大成形試験での製造性の確認 

【評価・検証手段】 

①クーポン試験での基礎強度特性データ取得 

②主翼燃料タンク成立性確認試験（耐雷及び

シール性） 

    

【目標】 

①重量：アルミ・リベット構造と同等以下 

②製造効率：接合プロセスにつき 20%向上 

（対アルミ・リベット構造） 

【目標】 

①構造成立性の確認 

②FSW 製造プロセス確立 

③製造性を確認 

④重量、製造効率目標の達成 

【目標】 

①構造成立性に目途付け 

②重量・製造効率目標達成の目途付け 

 

(d) 金属主翼 

（FSW 他） 

【評価・検証手段】 

①設計データの取得 

②実機強度試験で強度特性他を確認 

【評価・検証手段】 

①接合プロセスの確認 

②基礎強度データの取得 

③概念設計に基づく重量の確認 

④概念設計に基づく製造効率の確認 

【評価・検証手段】 

①接合プロセスに目途付け 

②クーポン・部分構造要素試験での基礎強度

特性データ取得 
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【表Ⅲ-1.1-4（3/6） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

②先進空力設計技術 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

【目標】 

①解析精度の実機実証 

【目標】 

①解析精度の詳細風試による確認 

【目標】 

①高精度解析手法の確立（CFD 技術） 

②同時最適化技術（MDO）の確立 

③計算速度の向上 

－計算格子自動生成ツール開発、等 

(a) 高揚抗比主翼 

(b) 高効率高揚力装置 

(c) 推進系インテグレーション 

（全機干渉抵抗低減） 

 

（空力・構造同時最適化技術

（MDO）を含む） 

【評価・検証手段】 

①確認風試による確認 

－解析精度／燃費低減効果 

②飛行試験による最終確認 

【評価・検証手段】 

①詳細風試による確認 

－解析精度 

－燃費低減効果 

【評価・検証手段】 

①基本風試で解析精度を初期確認 

②機体設計に適用、燃費低減効果を確認 

③機体設計適用の過程で計算速度を評価 

    

【目標】 

①空力現象理解の促進 

②推定精度向上 

【目標】 

①空力現象理解の促進 

②推定精度向上 （映り込み補正、等） 

(d) 実機空力特性推定技術 

(ア) 光学的計測技術 

N/A 

【評価・検証手段】 

①基本風試（低速半裁）・詳細風試適用 

－同右 

【評価・検証手段】 

①基本風試への適用 

－圧力データ等との比較による精度評価 

【目標】 

①摩擦抵抗の推定精度向上 

②空力的見地からの製作要求設定 

【目標】 

①摩擦抵抗評価ツールの遷移判定条件構築 

 

(イ) 乱流抵抗低減 

及び予測手法 

N/A 

【評価・検証手段】 

①詳細風試による検証 

【評価・検証手段】 

①要素風試による検証 

【目標】 

①解析精度の実機実証 

【目標】 

①同右 

※第二段階： N-S ベース解析ツール 

【目標】 

①非平面翼・遷音速フラッタ解析ツール開発 

 ※第一段階： Euler ベース解析ツール 

(ｳ) 非平面翼の遷音速 

フラッタ特性解析技術 

【評価・検証手段】 

①確認フラッタ風試による確認 

②飛行試験による最終確認 

 

【評価・検証手段】 

①フラッタ風試による解析精度確認 

－Euler ベースの解析ツール 

－NS ベースの解析ツール 

【評価・検証手段】 

①予備フラッタ風試で解析精度を初期検証 

②機体設計適用の過程で計算速度を評価 
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【表Ⅲ-1.1-4（4/6） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

③コックピット・システム技術 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

【目標】 

①コックピットの最終仕様完成 

②ワークロード低減効果の実証 

【目標】 

①コックピット基本仕様の確定 

【目標】 

①コックピット基本構想の設定 

－コックピット・レイアウト／機器配置 

－画面コンテンツ（Normal／Emergency） 

－操作パネル 

－システム・アーキテクチャ 

－アビオニクス機器要求、等 

 

【評価・検証手段】 

①エアライン要求適合性 

・パイロット評価にて確認 

 （実機相当シミュレータ及び実機） 

・エアライン・インタビューにて確認 

②規定適合性 

・適合性最終確認に目処 

 （パイロットによる実機評価） 

 

【評価・検証手段】 

①エアライン要求適合性 

・パイロット評価（エアライン） 

 （コックピット・シミュレータ） 

・エアライン・インタビューにて評価 

②技術的成立性 

・装備品メーカとの協議等で基本合意 

③規定適合性 

・基本仕様／証明計画の妥当性を確認 

【評価・検証手段】 

①パイロット要求適合性 

・パイロット評価（社内パイロット） 

②技術的成立性（含コスト目標適合性） 

・装備品メーカとの協議を開始 

③規定適合性 

・規定適合性証明計画の策定 
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【表Ⅲ-1.1-4（5/6） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

④操縦システム技術 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

【目標】 

①操縦システムの最終仕様完成 

②ワークロード低減効果の実証 

【目標】 

①操縦システム基本仕様の確定 

【目標】 

①操縦システム基本構想の設定 

－操縦システム方式の選定 

－システム構成 

－設計要求 

－制御ロジック／パラメータ案 

－操縦システム構成機器要求、等 

 

【評価・検証手段】 

①飛行性／操縦性要求適合性 

・パイロット評価 

 （実機相当シミュレータ及び実機） 

・エアライン・インタビューにて確認 

②規定適合性 

・適合性最終確認に目処 

 （パイロットによる実機評価） 

 

【評価・検証手段】 

①飛行性／操縦性要求適合性 

・パイロット評価 

 （操縦シミュレータ） 

・エアライン・インタビューにて評価 

②技術的成立性 

・装備品メーカとの協議等で基本合意 

③規定適合性 

・仕様／証明計画の妥当性を確認 

 

【評価・検証手段】 

①飛行性／操縦性要求適合性 

・シミュレーション運動解析 

②技術的成立性 

・装備品メーカとの技術調整を開始 

③規定適合性 

・規定適合性の見通し 

・規定適合性証明計画の策定 
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【表Ⅲ-1.1-4（6/6） 各実施項目の目標と評価・検証手段 （最終／第 2 回中間評価時点／第 1 回中間評価時点）】 

⑤開発・生産システムの効率化 最終（事業）目標／確認手段 第 2 回中間評価時点 第 1 回中間評価時点 

(a) デジタル・エンジニアリング、デジタル・マニュファクチャリング及びバーチャル・ファクトリ技術の実用化 

【目標】 

①試作機設計・製作作業に適用 

②作業効率向上効果の実証 

【目標】 

①デジタル・エンジニアリングに付き； 

－作業プロセス設定を完了 

－主要システム開発が概ね完了 

②デジタル・マニュファクチャリング及びバー

チャル・ファクトリ技術につき； 

－作業プロセス設定を概ね完了 

－主要システム開発準備を完了 

【目標】 

①デジタル・エンジニアリングにつき； 

－最新ツールの機能評価を概ね完了 

－主要システム構想策定を概ね完了 

②デジタル・マニュファクチャリング及びバー

チャル・ファクトリ技術につき； 

－最新ツールの機能評価を概ね完了 

(ア) デジタル・エンジニアリング 

(イ) デジタル・マニュファクチャリング 

(ウ) バーチャル・ファクトリ 

【評価・検証手段】 

①過去事例との作業効率比較 

②同じく不具合発生頻度比較 

【評価・検証手段】 

①基本仕様策定作業への試適用 

②部品試作／試験供試体製作への試適用 

【評価・検証手段】 

①初期仕様策定作業への試適用 

(b) 高効率設計・製造情報マネジメント手法の開発・実用化 

【目標】 

(a)項に同じ 

【目標】 

①作業プロセス設定を概ね完了 

②主要システム開発が概ね完了 

【目標】 

①最新ツールの機能評価を概ね完了 

②システム構想策定に着手 

(ア) 設計・製造情報の 

一括管理システム 

【評価・検証手段】 

(a)項に同じ 

 

【評価・検証手段】 

①基本仕様策定作業への試適用 

②部品試作／試験供試体製作への試適用 

【評価・検証手段】 

①社内レビュー 

【目標】 

①試作機開発管理作業に適用 

②作業効率向上効果の実証 

【目標】 

①作業プロセス設定を完了 

②主要システム開発が概ね完了 

 

【目標】 

①主要項目の管理構想策定を概ね完了 

②システム構想の策定を概ね完了 

(イ) プロジェクト・マネジメント手法 

【評価・検証手段】 

①過去事例との作業効率比較 

②同じく不具合発生頻度比較 

【評価・検証手段】 

①18～19 年度開発管理作業への試適用 

【評価・検証手段】 

①社内レビュー 

 



 

1.2. 目標達成度 

1.2.1 事業全体の目標達成度 

第２回中間評価時点の 2 つの上位目標に対する達成度を下記に示す。各研究開発テーマの成果

概要と中間目標に照らした達成度を 1.2.2 項に纏める。 

 

【目標 1】 「外形形状、荷重、構造・装備等、基本的な仕様策定を完了していること。」 

 

70～90 席機クラスを想定した基本仕様の策定を完了した。 

従って、目標 1 は達成した。 

 

【目標 2】 「表Ⅲ-1.2-1、①～⑤にて、それぞれ当初計画通りの成果を獲得し、平成 19 年度末時点

には試作機に（⑤は試作機開発作業に）適用できる水準に到達している事。」 

 

表Ⅲ-1.2-1 に示す通り、ほぼ全ての研究開発テーマにおいて当初想定通りの成果を得た。 

従って、目標 2 は達成した。 

 

 

尚、表Ⅲ-1.2-1 及び 1.2.2 項の「達成度」，「評価」欄の記号の意味は以下の通り。 

◎： 当初想定以上の成果を獲得 

○： 想定通りの成果を獲得 

△： 概ね想定通りの成果を獲得したが、一部未達又は課題あり 

×： 実施せず、又は、所望の成果を獲得できず 
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【表Ⅲ-1.2-1 各研究開発テーマの目標と達成度纏め（1/2）】 

目標 開発項目／サブ目標 達成度 

【目標 1】 

外形形状、荷重、構造・装備等、基本的な仕様設定を完

了していること 

拘束条件の策定 

 

①技術的成立性を確認 

②環境適応性を確認 

③エアライン要求適合性を確認 

○ 

FSW 

 

①構造成立性を確認 

②重量、製造効率目標の概ね達成を確認 

③設計データ（許容値）取得を概ね完了 

④プロセス・スペック等の策定を完了 

⑤試作機製造設備の設置を完了 

△ 

（注１） 

尾翼 

（A-VaRTM） 

①構造成立性を確認 

②重量、製造効率目標達成を概ね確認 

③設計データ（許容値）取得を概ね完了 

④プロセス・スペック等の策定を完了 

⑤試作機製造設備の設置を完了 

○ 

主翼 

（複合材） 

①構造成立性を確認 

②RTM 材料、製造プロセスを確立 

③製造性を確認 

④重量、製造効率目標達成に目処 

○ 

【目標 2】 

・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 

の実現に必要な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 

 

先進材料／加工・ 

成形技術 

 

主翼 

（金属） 

①構造成立性を確認 

②FSW 製造プロセスを確立 

③製造性を確認 

④重量、製造効率目標達成に目処 

○ 

（注１） FSW 技術は、技術的成立性を確認するも、製造メーカ／運用双方のメリット・デメリットを総合評価した結果、十分な効果が得られないと判断し、次フェーズには進まない事とした。 
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【表Ⅲ-1.2-1 各研究開発テーマの目標と達成度纏め（2/2）】 

空力設計技術 ①CFD 技術、MDO 技術；解析精度と効果を確認 

②実機空力特性推定技術（光学計測技術）を確立☆計算速

度を大幅に向上 

③実機空力特性推定技術（遷音速フラッタ特性解析技術）

N-S ベース解析ツール開発を概ね完了 

◎ 

コックピット・システム技術 ①エアライン要求適合性を確認 

②技術的成立性を確認 

③規定適合性見通しを確認 

○ 

操縦システム技術 ①飛行性/操縦性要求適合性を確認 

②技術的成立性を確認 

③規定適合性見通しを確認 

○ 

【目標 2】 

・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 

の実現に必要な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 

 

開発・生産システム効率化 ①作業プロセス設定を概ね完了 

②主要システム開発を概ね完了 

☆一部にシステム開発遅れあり 

△ 

 

 

 



 

1.2.2 拘束条件策定、及び、各研究開発テーマの成果概要と目標達成度 （平成 19 年度末時点） 

本項では、拘束条件策定、及び、各研究開発テーマの成果概要と表Ⅲ-1.1-4 に纏めた中間評価時

点での目標に照らした目標達成度を記載する。 

 

(1) 個別要素技術開発の拘束条件の策定 

成果概要は以下の通り。 

① 機体仕様と技術的成立性 

(a) 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策定を完了した。 

(b) 外形形状策定の過程で、エンジン／主要装備品の基本仕様／配置構想、構造基本仕様等

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 

(a) エンジン燃費改善（既存機 SFC 比＝▲10%）を前提とした解析ベースの推定（CFD解析による

空力特性を用いたミッション計算）では、90 席クラスの想定機は同クラス既存機に対して 20%

強の燃費優位性を持つことを確認した。 

(b) 外形形状の空力特性を風洞試験で評価し、ほぼ解析通りの結果となっていることを確認した。

燃費目標（機体・エンジン合計で▲20%）の達成を見込める事を確認した。 

 

③ エアライン要求適合性 

(a) 基本仕様について、エアラインのレビューを受けた。 

(b) 70～90 席クラスで燃費を最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。細

部仕様の作りこみを要するものの、構想の妥当性、エアライン要求との適合性を確認した。 
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平成 19 年度末目標達成度 

・詳細風試で空力特性を確認
・燃費を解析で確認（解析結果の妥当性も確認）

②環境適応性を確認

（燃費2割削減）

・詳細風試で空力特性を確認
・エンジン基本仕様設定を完了
・構造基本仕様設定を完了
・装備品基本仕様設定を完了
・CATIA等でレイアウト成立性を確認
・規定適合性に問題がないことを確認

①技術的成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・エアラインによるレビュー等で確認③エアライン要求適合性を確認

・完了☆基本仕様策定を完了

・詳細風試で空力特性を確認
・燃費を解析で確認（解析結果の妥当性も確認）

②環境適応性を確認

（燃費2割削減）

・詳細風試で空力特性を確認
・エンジン基本仕様設定を完了
・構造基本仕様設定を完了
・装備品基本仕様設定を完了
・CATIA等でレイアウト成立性を確認
・規定適合性に問題がないことを確認

①技術的成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・エアラインによるレビュー等で確認③エアライン要求適合性を確認

・完了☆基本仕様策定を完了

 

 

(2) 先進材料／加工･成形技術の開発 

(a) FSW  

成果概要は以下の通り。 

① 構造成立性 

(ア) クーポン試験／構造要素試験にて、静強度はリベット構造に勝る事を確認した。 

(イ) 疲労強度は、面外荷重負荷時、及び、断続接合部でリベット構造に劣る。両条件が重なる

マウスホール部を模擬した構造要素試験の結果、疲労寿命は設計寿命を大きく上回るも

のの、リベット構造に劣る事を確認した。従って、応力を下げる設計上の配慮が必要であ

る。 

(ウ) 亀裂進展特性はリベット構造に劣る。目視検査で見落とす可能性がある最大亀裂寸法（2 

inch＝50 mm を想定）に達した後、破断までに要するサイクル数は、リベット構造の 1/3 程

度である。安全性を確保するには検査間隔を短くする等の措置を要し、整備性悪化をもた

らす為、実用化の観点からは致命的欠陥となる。 

原因は接合時の熱による引張残留応力である事が判明した為、ローラを接合部に押し付

けるバーニシング加工で残留応力を除去する方法を評価した。バーニシング処理後の亀

裂進展速度はリベットよりも低下し、当該処理の成立性を確認した。 

 

② 製造プロセス 

(ア) 予め耐食性を付与した部品を接合しても強度・耐食性に悪影響がない事を確認した。 

(イ) 開発初期段階における薄板パネル試作では、接合に伴う熱によって非常に大きな歪を発

生したが、その後の治工具／工具の改良によって、リベット組立パネルと同等の精度を実

現できる事を確認した。治工具構想と共に、基本製造プロセスの策定を完了した。 

また、欠陥検査手法として、超音波検査手法の成立性を初期確認した。 
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③ 重量・製造効率 

(ア) 重量はリベット構造と同等、即ち、目標通りと見込む。但し、疲労特性／亀裂進展特性は

リベット構造に劣る事、リベット構造のような「クラック・ストッパ」が存在しない一体構造様

式である為に、安全性向上／リスク回避の為に応力を下げる設計とする場合には重量が

増大する。 

 

(イ) 製造プロセス等の各種検討結果を踏まえ、オートリベッタによるリベット接合作業と FSW

による接合時間を比較評価した。 

接合組立の正味時間は減少するが、表面処理・塗装及び検査作業が増加することか

らトータルの接合時間はほぼ同等となる。また、FSW による接合では、オートリベッタでは

不要の追加治具等が必要になることから、十分な製造効率向上効果が見込めないことが

判った。 

 

④ 規定適合性 

規定適合性証明計画を策定し、レビューを受審した。規定適合性証明を危うくする致命的欠

陥は存在せず、技術的成立性は見込めるとの評価であった。但し、実機設計／荷重を模擬し

た試験条件で、多くの試験データを系統的に蓄積する必要ありとの指摘を受けた。 

 

【平成 19 年度目標達成度と今後の進め方】 

技術的成立性には概ね目処が得られたが、製造効率向上に係るメリットが十分とは言えない為、

研究開発の継続を見送り、次フェーズには進まないこととした。 

FSW の特性を活かせる適用対象が存在すると思われるため、今回の研究開発成果は無駄にな

らないと考える。 

 

(b) 低コスト複合材（A-VaRTM）（尾翼） 

成果概要は以下の通り。 

① 構造成立性 

A-VaRTM にて製造した複合材で各種強度試験を実施し、尾翼構造適用に耐えうる性能であ

ることを確認した。また、製造した部材の強度特性のばらつきを評価し、安定した強度特性の

発現、即ち、品質安定性を確認した。 

 

② 重量・製造効率 

A-VaRTM による実大垂直尾翼桁間構造の試作品製造を通じて、重量削減目標（15～20%）達

成の目処付けができたと共に、製造効率評価を実施し、アルミ合金で製造した場合と比べて加

工プロセスでは約 40％の効率向上効果があることがわかった。また、トータルプロセスでもプリ

プレグ構造に比べ、20%以上の効率向上効果があるとともに、アルミ合金と比較しても約 1.1 倍

程度までに抑制できる見込みであることがわかった。 

 

③ 設計データ（許容値）取得 
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  各種強度試験を実施して、設計データ（許容値）を取得した。 

 

④ プロセス・スペック等の策定 

自動製造技術を盛り込んだプロセス・スペックを作成すると共に、非破壊検査手法による検査

手法の有効性を確認した。 

 

⑤ 試作機製造設備の設置 

初期設備の開発は完了した。 

 

平成 19 年度末目標達成度 

・スペック策定を完了。④プロセス・スペック等の策定を完了

・各種強度試験により初期設計データ取得を完了。
③設計データ（許容値）取得を

概ね完了

・アルミ構造比15～20％減に目処。
・アルミ構造と同等の製造効率に目処。

②重量、製造効率目標達成を
概ね確認

・解析／強度試験にて強度成立性を確認。
・実大成形試験で製造性／製造品質に問題ない
ことを確認。

・規定適合性証明方法に問題ない旨を確認。

①構造成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・試作機用設備の設置を完了。⑤試作機製造設備の設置を完了

・スペック策定を完了。④プロセス・スペック等の策定を完了

・各種強度試験により初期設計データ取得を完了。
③設計データ（許容値）取得を

概ね完了

・アルミ構造比15～20％減に目処。
・アルミ構造と同等の製造効率に目処。

②重量、製造効率目標達成を
概ね確認

・解析／強度試験にて強度成立性を確認。
・実大成形試験で製造性／製造品質に問題ない
ことを確認。

・規定適合性証明方法に問題ない旨を確認。

①構造成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・試作機用設備の設置を完了。⑤試作機製造設備の設置を完了

 

 

(c) 複合材主翼（RTM 他） 

成果概要は以下の通り。 

① 要求仕様への適合性 

主翼複合材化時の主要課題である、耐雷性／液密性（シール性）について評価試験を実施

した。 

耐雷試験では、候補耐雷材の試験後損傷状況比較、想定した耐雷構造様式での耐雷試験

結果から、耐雷材選定、耐雷構造コンセプトの妥当性を確認した。 

ファスナシール試験では、ファスナシール部を模擬した供試体を用いてリーク試験及び疲労

試験を実施し、シールコンセプトの妥当性を確認した。 

 

② 高効率製造技術の確立 

製造効率向上のために、表面処理法の検討、及び RTM 適用性試験を実施した。 

表面処理法検討の一環として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

の作業が可能である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、複合材で一般に問題となる圧縮強度、HTW

Ⅲ-1-17 



 

（Hot-Wet）強度は十分高く、強度での適用目途を得た。また、作業性（含浸性）も良好で、材料

調達性にも優れることから、製造効率向上の目途も得られた。 

 

③ 製造性 

実構造の製造性確認のため、二次構造要素をほぼ備えているスポイラーを試作した。ハニ

カムコアパネル、ポッティング、エンドリブを一体化した、一体化成形プロセスの成立性を確認

し、ハニカムコア構造 RTM プロセスを確立した。また、重量及び製造効率評価を実施し、重量

は従来複合材とほぼ同等となる見通しを得、製造効率は金属構造と同等レベルを実現できる

見通しを得た。 

 

 

平成 19 年度末目標達成度 

・重量：アルミ構造比 -22%
・製造効率：アルミ構造比 +5%

④重量目標達成に目処
製造効率目標達成に目処

・実大構造試作にて、内部品質、外形寸度、表面
品質等に問題がない事を確認。

③製造性を確認

・従来材より高強度のRTM材（織物・樹脂）を開発

・初期設計用強度データを取得

・実大構造試作にて実機並み複雑形状での製造
プロセス確立を確認

②RTM材料、製造

プロセスを確立

・耐雷、シール性、表面処理法コンセプトを確立①構造成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・重量：アルミ構造比 -22%
・製造効率：アルミ構造比 +5%

④重量目標達成に目処
製造効率目標達成に目処

・実大構造試作にて、内部品質、外形寸度、表面
品質等に問題がない事を確認。

③製造性を確認

・従来材より高強度のRTM材（織物・樹脂）を開発

・初期設計用強度データを取得

・実大構造試作にて実機並み複雑形状での製造
プロセス確立を確認

②RTM材料、製造

プロセスを確立

・耐雷、シール性、表面処理法コンセプトを確立①構造成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価
 

 

(d)金属主翼（FSW 他） 

成果概要は以下の通り。 

① 要求仕様への適合性（FSW） 

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。 

 

② 接合プロセス確立（FSW） 

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。 

 

③ 修理・検査技術の確立（FSW） 

修理性確認試験を実施し、静強度の低下が見られたものの、再 FSW によって内部品質上は

修理が可能であることを確認した。強度低下の対策として、重量影響を考慮した許容値設定方

法、その他修理法も含めた検討を実施した。 
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④ 高効率製造技術の確立（FSW 他） 

高効率製造技術として Age Forming 適用性試験を実施し、FSW パネルの Age Forming 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。 

 

⑤ 製造性 

想定機体規模の大型化によって厚板への FSW 適用が必要となるが、板厚増大に伴い、大

きな製造効率向上が見込めないことが判明した。そのため、薄板構造での製造効率を検討、

適用想定部品としてリブを選定し、製造性確認試験を実施、薄板構造ならば製造効率向上効

果が得られることを確認した。 

 

平成 19 年度末目標達成度 

・重量：従来アルミ構造比 +3%
・製造効率：アルミ構造比 22%減

④重量目標達成に目処
製造効率目標達成に目処

・実大構造試作にて、内部品質、外形寸度、表面品質等に
問題がない事を確認。

③製造性を確認

・パネル等の実構造接合治具コンセプトを確立

・複雑形状パネル成形の為のエイジフォーミング適用性を確認

・LAP／BUTT接合での接合条件を確立

・修理時の接合プロセスを確立

・初期設計用強度データを取得

・実大構造試作にて複雑形状での接合プロセス確立を確認

②FSW製造プロセス確立

・接合限界は、板厚・接合速度から4.8mmである事を確認①構造成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・重量：従来アルミ構造比 +3%
・製造効率：アルミ構造比 22%減

④重量目標達成に目処
製造効率目標達成に目処

・実大構造試作にて、内部品質、外形寸度、表面品質等に
問題がない事を確認。

③製造性を確認

・パネル等の実構造接合治具コンセプトを確立

・複雑形状パネル成形の為のエイジフォーミング適用性を確認

・LAP／BUTT接合での接合条件を確立

・修理時の接合プロセスを確立

・初期設計用強度データを取得

・実大構造試作にて複雑形状での接合プロセス確立を確認

②FSW製造プロセス確立

・接合限界は、板厚・接合速度から4.8mmである事を確認①構造成立性を確認

目標達成状況目標

○総合評価
 

 

(3) 先進空力設計技術の開発 

(a) 高揚抗比主翼／高効率高揚力装置／推進系インテグレーション（MDO を含む） 

成果概要は以下の通り。 

① 高揚抗比主翼の設計技術 

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) 技術 

・ 空力・構造等の多分野同時最適化(MDO: Multidisciplinary Design Optimization)技術 

を開発し、外形形状設計に適用、詳細風洞試験を通じてその効果と推定精度を確認した。 

 

② 高効率高揚力装置の設計技術 

簡素な機構ながら高性能（高揚抗比）と低騒音特性を有する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に供する CFD 解析技術 
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・ MDO 技術を適用した機構・構造の制限を勘案した空力形状最適化技術 

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

Aero-Acoustics）技術 

 を開発し、外形形状設計に適用、詳細風洞試験を通じてその効果と推定精度を確認した。 

 

③ 推進系インテグレーションを含む全機干渉抵抗低減技術 

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

れらの影響（干渉抵抗）を低減する設計技術を開発し、外形形状設計に適用、詳細風洞試験

を通じてその効果と推定精度を確認した。 

 

☆計算作業効率化 

①～③項、全てに共通する事項として、形状及び解析格子作成作業の大幅な効率化と、大

規模並列解析による解析時間短縮等により、従来手法に比して設計時間を半減できる事を確

認した。 

 

平成 19 年度末目標達成度 

目標 目標達成状況 

①高揚抗比主翼の設計技術 ・CFD 技術／MDO 技術を開発、効果と推定精度を確認。 

・計算作業が効率化された事を確認（従来手法比：-50％） 

②高効率高揚力装置の設計技術 ・高揚力装置周りの複雑な流れ場に供する CFD 解析技術を開

発し、その効果と推定精度を確認。 

・MDO 技術を適用した機構・構造の制限を勘案した空力形状最

適化技術を開発し、その効果と推定精度を確認。 

・空力騒音メカニズムを解析する CAA 技術を開発し、その効果

と推定精度を確認。 

・計算作業が効率化された事を確認（従来手法比：-50％） 

③全機干渉抵抗低減技術（推進

系インテグレーションを含む） 

・干渉抵抗を低減する設計技術を開発、その効果と制度を確

認。 

・計算作業が効率化された事を確認（従来手法比：-50％） 

総合評価 ○ 

 

(b) 実機空力特性推定技術－光学的計測技術 

成果概要は以下の通り。 

光学的計測技術である感圧塗料計測技術につき、主翼の推進系搭載部の如く、複雑な形状を

持つ部分で発生する自己反射に伴う誤差を除去する補正法を開発し、基本・詳細風洞試験で有

効性を確認した。本技術によって感圧塗料計測適用範囲が拡大すると共に、計測精度が向上し

た為、特に圧力が複雑に変化する場所等の空力現象解明が容易となり、実用性に目処を得た。 
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平成 19 年度末目標達成度 

目標 目標達成状況 

①空力現象理解の促進 ・複雑形状適用が可能となり、精度向上／適用範囲

拡大 

・実用性に目処 

②推定精度向上 ・同上 

総合評価 ◎ 

 

(c) 実機空力特性推定技術－乱流抵抗低減及び予測手法 

成果概要は以下の通り。 

実機性能推算において最も困難である抵抗推定につき、乱流摩擦抵抗推算に供する遷移予

測ツールを整備、要素風洞試験を経て遷移判定条件を設定し、詳細風試により妥当性を確認し

た。本遷移予測ツールを活用すれば、風洞試験結果から実機抵抗を推定する際の推定精度向

上が期待できる。 

 

平成 19 年度目標達成度 

目標 目標達成状況 

①摩擦抵抗の推定精度向上 ・乱流遷移予測ツールを整備、妥当性を確認 

②空力的見地からの製作要求設定 ・本ツールを活用、製作要求設定に繋がる見込み 

総合評価 ○ 

 

(d) 実機空力特性推定技術－非平面翼の遷音速フラッタ特性解析技術 

成果概要は以下の通り。 

非平面翼形態に適用でき、衝撃波・粘性効果を考慮可能な CFD（Euler／Navier-Stokes）によ

る空気力計算をベースとした遷音速フラッタ解析ツールを開発した。（第一段階として Euler ベー

スのツール、第二段階として N-S ベース解析ツール） 

当該ツールで T 尾翼フラッタ風洞試験の検証計算を実施し、線形解析（NASTRAN）では捕捉で

きない遷音速領域でのフラッタ速度低下を精度良く推算できることを確認した。 

さらに、ウィングマウント形態主翼のフラッタ風洞予備試験の検証計算を実施し、遷音速効果

の小さい亜音速領域では線形解析（NASTRAN）と同等のフラッタ速度推算精度が得られることを

確認し、ウィングマウント形態主翼のフラッタ風洞本試験を実施して、ウィングマウント形態主翼に

適用した際のツール精度を確認した（亜音速～遷音速）。 

また、64bitPC の導入によって、大幅な計算時間短縮を実現できる見込みを得た。 
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平成 19 年度末目標達成度 

目標 目標達成状況 

非平面翼・遷音速フラッタ解析 

ツール開発 

・亜音速／遷音速両領域で所望の推定精度を有する事を

確認。 

・風試にて精度を確認。 

総合評価 ○ 

 

(4) コックピット･システム技術の開発 

成果概要は以下の通り。 

① ディスプレイ・システム構想の策定 

環境条件等を設定して要求仕様をまとめ、アビオニクス・メーカとの技術調整を交えながら、以

下の特徴を有する次世代コックピットのディスプレイ・システム構想を策定した。 

(ア) グラフィックを用いた高い状況認識性の実現 

(イ) 将来 CNS/ATM 環境下で必要とされる、より高度なシステムへの拡張性の確保 

(ウ) ペーパーレス・コックピットの推進 

 

さらに、アビオニクス機能構成を設定するとともに、以下の特徴を有する機器構成を設定した。 

(エ) CMS（Central Maintenance System）による整備性向上の実現 

 

② コックピット・レイアウト構想の策定 

ヒューマン・エラー誘発を極力排除することを目的に、以下の特徴を有するコックピット・レイア

ウト構想を策定した。 

(ア) 大型ディスプレイ 4 面を配置し、可能な限りの表示占有率を確保した主計器盤 

(イ) 良好な操作性及び外界・計器からの視線移動が最小であることを考慮して、自動操縦関連

の操作機器を中心に配置したグレアシールド 

(ウ) 前方に高ワークロード下での操作が求められる機器及び表示ディスプレイとの近接性が求

められる操作機器を、後方にはエンジン出火時の手順の流れを考慮して消化系統パネルを

配置したセンター・ペデスタル 

(エ) 使用頻度の低い各装備システムの操作系を中心に、想定される出発前操作手順に沿って

配置されたオーバーヘッド・パネル 

 

③ コックピット構想の初期評価 

実物大の簡易モックアップを製作し、図面のみでは評価が困難なパイロット・インタフェース等

に関する仕様の初期評価を行った。社内、エアライン等のパイロットによる評価を実施し、基本仕

様が妥当であることを確認すると共に、コメントをコックピット構想に反映した。 

 

④ コックピット・アレンジ基本設計 

CATIA 上でコックピット・アレンジを３次元定義し、コックピット・アレンジの基本設計を実施した。

機首外形形状、アビオ機器配置、パイロット視界等の検討を行い、詳細なコックピット・アレンジ案
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を設定した。さらに、CATIA の Human モジュールを用いたパイロットの操作性評価を行い、設計

の妥当性を確認した。 

 

⑤ 機体全体システムとの整合性 

大画面の横４面配置を前提とする設計思想を取り入れた基本仕様/レイアウトにて機体の全体

システムとの整合性を評価し、問題がないことを確認した。 

 

⑥ 規定適合性の目処付け 

コックピット・モックアップ等を用いて策定した基本仕様につき、規定適合性に問題がないことを

確認した。又、規定適合性証明計画を策定し、妥当性を確認した。 

 

平成 19 年度末目標達成度 

・ 基本仕様の妥当性を確認。
・ 規定適合性証明計画を作成、妥当性を確認。

③規定適合性見通しを確認

・ モックアップ/シミュレータを用いて物理的レイアウト、
操作系、表示系を評価。

・ 社内/エアライン・パイロット評価は良好。
①エアライン要求適合性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・ アビオニクス・サプライヤを交えて基本仕様を策定。
技術的成立性を確認。

②技術的成立性を確認

・基本仕様策定を完了。☆コックピット基本仕様の策定

・ 基本仕様の妥当性を確認。
・ 規定適合性証明計画を作成、妥当性を確認。

③規定適合性見通しを確認

・ モックアップ/シミュレータを用いて物理的レイアウト、
操作系、表示系を評価。

・ 社内/エアライン・パイロット評価は良好。
①エアライン要求適合性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・ アビオニクス・サプライヤを交えて基本仕様を策定。
技術的成立性を確認。

②技術的成立性を確認

・基本仕様策定を完了。☆コックピット基本仕様の策定

 

 

(5) 操縦システム技術の開発 

成果概要は以下の通り。 

① 操縦システム基本仕様の設定 

軽量で安全性・操縦性に優れる操縦システムの開発を目指し、操縦システムの基本仕様を以

下の通り設定した。 

(ア) 代表的なシステム・アーキテクチャを候補案としたトレードオフ検討を実施のうえ、操縦容易

性、開発リスク、既存機からの先進性等を勘案し、Simplified Fly-By-Wire 方式を採用した。 

(イ) 均一な操縦特性を実現する Scheduled Gearing 機能、片エンジン故障時の自動補償機能で

ある Thrust Asymmetry Compensation 機能、パイロット認知性を向上させる"Soft" 

Protection 等の各種機能を付加し、操縦容易性の実現を図った。 

(ウ) FHA (Functional Hazard Assessment) / FTA (Fault Tree Analysis)等により機体レベルの安

全性解析を行い、安全性に関する要求を満足するシステム構想を設定した。 

(エ) 油圧システムは、信頼性要求を考慮のうえ独立した 3 重冗長構成を採用した。 

(オ) 技術成立性等について装備品サプライヤとの技術調整を実施、成立性を確認した。 
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② 飛行性／操縦性設計要求案の設定 

JAXA 殿と協力して基礎フライトシミュレーション試験によるパイロット評価を行い、操縦特性と

パイロット・レーティングの関係を評価するとともに、飛行性／操縦性に関する定量的な設計要求

案を設定した。 

 

③ 飛行制御ロジック／パラメータの設定 

以下に示す作業を行い、飛行制御ロジック／パラメータを設定した。 

(ア) 汎用の数値解析プログラムを活用し、飛行制御ロジック／パラメータの設定作業に必要とな

る机上検討用の操縦システム解析ツールを準備した。 

(イ) 飛行制御ロジック／パラメータ案を構築した。 

(ウ) Pitch / Roll / Yaw 各種特性につき、解析ツールを用いた操縦性の初期評価を実施した。 

(エ) 設計要求案を満たすよう、要すればロジック／パラメータの見直しを実施した。 

(オ) 設計要求を満たすことを確認した。 

 

④基本フライトシミュレーション用フライトシミュレータの整備 

設計した飛行制御ロジック／パラメータの妥当性確認を目的とした基本フライトシミュレーショ

ン試験の準備作業として、想定機の運動を模擬するフライトシミュレータの整備を以下の通り実

施した。 

(ア) 既存のフライトシミュレータを活用し、大規模なハードウェアの改修を伴うことなく、操縦シス

テムの基本的な操縦性を評価可能な設備を構築した。 

(イ) 社内パイロットによるレビューを行い、整備したフライトシミュレータが操縦性評価に供しうる

ことを確認した。 

 

⑤Pitch 制御則のチューニング 

 基本フライトシミュレーション試験用フライトシミュレータを用いて、Pitch 制御則のチューニングを

実施しパラメータを操縦システムの基本仕様へ盛り込んだ。 

 

⑥フライトシミュレータを用いたパイロット評価 

  基本フライトシミュレーション試験用フライトシミュレータを用いて、基本操縦特性における FAA 

Handling Procedure の評価を実施した。その結果、操縦の FAA の Handling Quality の要求値を満足

していることを確認し、また、社内等のパイロットより操縦特性は非常に良好との評価を得た。 

 

⑦機体全体システムとの整合性 

  策定した操縦システムの基本仕様を元に、機体システムとの整合性を評価し、成立性に目処を

得た。 

 

⑧規定適合性の目処付け 

  操縦システムに関連する規定の Compliance Check List を作成し、操縦システム基本仕様及び

必要開発試験の妥当性を確認した。 
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目標達成度を以下の通り纏める。 

 

平成 19 年度末目標達成度 

・基本仕様の妥当性を確認。
・規定適合性証明計画を作成、妥当性を確認。

③規定適合性見通しを確認

・操縦シミュレータを用いたパイロット評価試験にて，
Cooper Harper Rating要求の達成を確認。

・MIL-HDBK等を参考に設定した飛行性/操縦性要求
への適合性を確認。

①飛行性/操縦性要求適合性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・操縦システム・サプライヤを交えて基本仕様を策定。
技術的成立性を確認。

②技術的成立性を確認

・基本仕様策定を完了。☆操縦システム基本仕様の策定

・基本仕様の妥当性を確認。
・規定適合性証明計画を作成、妥当性を確認。

③規定適合性見通しを確認

・操縦シミュレータを用いたパイロット評価試験にて，
Cooper Harper Rating要求の達成を確認。

・MIL-HDBK等を参考に設定した飛行性/操縦性要求
への適合性を確認。

①飛行性/操縦性要求適合性を確認

目標達成状況目標

○総合評価

・操縦システム・サプライヤを交えて基本仕様を策定。
技術的成立性を確認。

②技術的成立性を確認

・基本仕様策定を完了。☆操縦システム基本仕様の策定

 

 

(6) 開発･生産システムの効率化 

(a) デジタル・エンジニアリング、デジタル・マニュファクチャリング及びバーチャル・ファクトリ技術 

成果概要は以下の通り。 

 

①デジタル・エンジニアリング 

2 次元図面を廃して 3 次元設計データのみを正とする為に、部品の属性を 3 次元形状データと

共に管理する手法を定め、単品（成形法別）／組立双方で妥当性を確認した。パラメトリック・モ

デリング及びリレーショナル・モデリングは、機首及び主翼桁間に試適用して、機能の成立性と有

効性を確認した。全機を対象とする「フル・リレーショナル・モデリング」に拡充する為に必要となる、

共有データ（座標系など）の階層／関係に係るルールを策定した。また、CATIA と連携した設計

作業支援システムとして、重量・重心計算マクロの作成、干渉チェック機能の成立性確認等を実

施した。 

 

②デジタル・マニュファクチャリング及びバーチャル・ファクトリ 

全機 3 次元モデル（デジタル・モックアップ）を作成し、デジタル・ヒューマンを用いて、整備性／

製造性をシミュレートする機能を評価し、十分に実用に耐え得る事を確認した。 

また、ENOVIA で管理される CATIA データを用いて、DELMIA で工程や作業フローを作成し、作

業性評価やクリティカルパス、フロータイムなどの妥当性を評価する手法を策定した。 

併せて製造指示や手配・調達に繋げる業務フローを策定した。 
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平成 19 年度末目標達成度 

目標 目標達成状況 

①作業プロセス設定を完了 ・設計分野の主要作業プロセス設定をほぼ完了、

情報フローの妥当性を確認。 

・製造プランニング分野の主要作業プロセス設定

を概ね完了し、成立性を確認。 

②主要システム開発が概ね完了 ・業務プロセスに合わせたシステム開発を実施中

だが、一部に遅れあり。 

総合評価 △ 

 

(b) 高効率設計・製造情報マネジメント手法の開発・実用化－設計・製造情報の管理システム 

成果概要は以下の通り。 

CATIA、ENOVIA 及び DELMIA を軸として、変更管理システム、形態管理システム、調達システ

ム等と連携、機体開発／生産に係る情報を統合管理する全体システム構想を策定した。 

又、図面の検図プロセス、出図プロセス等を策定し、システム構築を概ね完了した。 

 

平成 19 年度末目標達成度 

目標 目標達成状況 

①作業プロセス設定を完了 ・形態管理、変更管理等に係る主要作業プロセス

設定を概ね完了。成立性・妥当性を概ね確認。 

・出図関連プロセス策定を完了。 

②主要システム開発が概ね完了 ・変更管理システム、形態管理システム、調達シス

テム等と連携、機体開発／生産に係る情報を統合

管理する全体システム構想を策定。 

・主要システム開発に着手するも、一部に遅れ。 

総合評価 △ 

 

(c) 高効率設計・製造情報マネジメント手法の開発・実用化－プロジェクト・マネジメント手法 

成果概要は以下の通り。 

汎用ウェブブラウザ上で機能する PDM を軸に、リスク管理、変更管理、ドキュメント管理等、プ

ロジェクト・マネジメントを構成する諸情報を総合的に管理する構想を策定した。一部を試作し、

有効性を確認している。 

また、要求管理／要求適合性管理を目的に、汎用ツールをカスタマイズした管理システム構想を策定し

た。これも同様に試行を開始し、成立性・有効性を概ね確認、平成 20 年度以降の本格開発に備える。 
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平成 19 年度末目標達成度 

目標 目標達成状況 

①作業プロセス設定を完了 ・作業進捗管理、要求管理、適合性管理等の主要

マネジメント・プロセスの策定を概ね完了。 

②主要システム開発が概ね完了 ・個別システムの開発は進捗中なるも、統合化は

未了、遅れあり。 

総合評価 △ 

Ⅲ-1-27 



 

Ⅲ-1-28 

1.3 特許・意匠登録及び成果の普及について 

成果の権利化、普及等に資する活動状況を以下に纏める。 

 

(1) 特許／意匠登録 

平成 15 年度～平成 19 年度に、特許 13 件、及び意匠登録を 12 件出願した。（出願取り下げ済み

を除く。） 

表Ⅲ-1.3-1 に特許／意匠登録の内容等を示す。 

 

(2) 論文投稿・発表等 

プロジェクト概要や研究開発成果の対外公表に努めた。複合材等の要素技術開発成果の幾つ

かは国際学会でも発表し、注目を集めている。平成 15 年度～平成 19 年度の件数は以下の通り。

表Ⅲ-1.3-2 に論文投稿・発表、展示、及び報道の内訳を示す。「環境問題」分野は JADC、他は MHI

が担当した。関連報道は多数に及び、全貌把握が困難であるため、一部のみを掲載した。 

○学会等での口頭発表： 62 件 

○学会誌等への論文投稿： 4１件 

○Airshow 等への展示： 5 件 

○プロジェクト関連の報道： 22 件 



 

【表Ⅲ-1.3-1 特許・意匠登録一覧 （平成 15 年度～平成 19 年度） （1/6）】 

 

No. 種類 名称 内容 出願国 日付 
出願番号 

登録番号 
状況 

日本 出願日：平成 16 年 2 月 5 日

公開日：平成 17 年 8 月 18 日

特願 2004-029717 号 

特開 2005-219636 号 

公開 1 特許 航空機、移動体、移

動体に対する座席

配置 

断面が略円形状の機体と、前記機体内に設けられた床上に、複

数並べて設けられた座席を備え、前記座席のうち少なくとも前記

機体の内壁面に近接する側の第一の座席が、前記機体の進行

方向に対し、当該機体の中心側に向けて斜めに配置されている

ことを特徴とする航空機。 

PCT 

加盟国 

出願日：平成 16 年 10 月 1 日 PCT/JP04/14482 出願中 

2 特許 亀裂進展抑制方法

及び溶接継手構造

体 

【課題】溶接継手構造体の溶接接合部において、亀裂の進展を

抑制または阻止することができる亀裂進展抑制方法を提供する

こと。【解決手段】ストリンガ１３のフランジ部１３ａに重ね合わせ

たスキン１１を溶接により接合してなる溶接継手構造体の亀裂

進展抑制方法が、スキンとフランジ部１３ａとを摩擦撹拌接合に

より溶接して摩擦撹拌接合部１４を形成する溶接接合工程と、

摩擦撹拌接合部１４に圧縮の残留応力を付与し、摩擦撹拌接合

部１４を貫通して接合部裏面側まで到達する塑性ひずみを入れ

る圧縮残留応力付与工程とを備えている。 

日本 出願日：平成 17 年 7 月 26 日

公開日：平成 19 年 2 月 8 日

特願 2005-215432 号 

特開 2007-29981 号 

公開 
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【表Ⅲ-1.3-1 特許・意匠登録一覧 （平成 15 年度～平成 19 年度） （2/6）】 

 

No. 種類 名称 内容 出願国 日付 
出願番号 

登録番号 
状況 

3 特許 金属部材の製造方

法及び構造部材 

【課題】金属材料表面のショットピーニング処理を伴う、航空機や

自動車等に用いられる構造部材等の金属部材の製造におい

て、ショットピーニング処理の前後で金属材料の表面粗さをほと

んど変化させずに疲労特性を向上させることを目的とする。 

【解決手段】 平均粒径が２００μｍ以下の投射材を用いて金属

材料表面に対してショットピーニング処理をおこない、前記金属

材料表面の、前記投射工程前の表面粗さに対する前記投射工

程後の表面粗さの比を、０．８以上１．５以下とする。 

日本 出願日：平成 18 年 3 月 15 日

公開日：平成 19 年 9 月 27 日

特願 2006-070794 号 

特開 2007-245275 号 

公開 

4 特許 金属部材の製造方

法及び構造部材 

【課題】 金属材料表面のショットピーニング処理を伴う金属部材

の製造において、金属材料の寸法変化や表面形状の荒れをほ

とんど生じさせずに、該金属材料表面に付着した鉄分を効率よく

除去し、かつ製造される金属部材の疲労特性を向上させること

を目的とする。 

【解決手段】 軽合金を含む金属材料の表面に、平均粒径が０．

１ｍｍ以上５ｍｍ以下であり、鉄を主成分とする第１の粒子を投

射し、つづいて前記金属材料の表面に、平均粒径が２００μｍ

以下であり、鉄を実質的に含まない第２の粒子を投射する。 

日本 出願日：平成 18 年 4 月 3 日  

公開日：平成 19 年 10 月 25

日 

特願 2006-102161 号     

特開 2007-277601 号 

公開 

Ⅲ
-
1
-
3
0
 

 

 



 

【表Ⅲ-1.3-1 特許・意匠登録一覧 （平成 15 年度～平成 19 年度） （3/6）】 

 

No. 種類 名称 内容 出願国 日付 
出願番号 

登録番号 
状況 

日本 出願：平成 15 年 10 月 27 日 意願 2003-031658 号 出願中 

米国 出願：平成 16 年 4 月 27 日 

登録：平成 16 年 12 月 28 日

出願：29/204221 

登録：D500282 

意匠登録

済み 

（権利化） 

カナダ 出願：平成 16 年 4 月 22 日 出願：106682 出願中 

5 意匠 飛行機 Nose 部分 

OHIM 

（EU 連合） 

出願：平成 16 年 4 月 22 日 

登録：平成 16 年 4 月 22 日 

出願：000165972 

登録：000165972 

意匠登録

済み 

（権利化） 

米国 出願：平成 16 年 4 月 27 日 

登録：平成 16 年 12 月 28 日

出願：29/204220 

登録：D500281 

意匠登録

済み 

（権利化） 

カナダ 出願：平成 16 年 4 月 22 日 出願：106683 出願中 

ブラジル 出願：平成 16 年 4 月 27 日 

登録：平成 16 年 8 月 17 日 

出願：DI6401387-1 

登録：DI6401387-1 

意匠登録

済み 

（権利化） 

6 意匠 飛行機 全体 

OHIM 

（EU 連合） 

出願：平成 16 年 4 月 22 日 

登録：平成 16 年 4 月 22 日 

出願：000165964 

登録：000165964-01 

意匠登録

済み 

（権利化） 
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【表Ⅲ-1.3-1 特許・意匠登録一覧 （平成 15 年度～平成 19 年度） （4/6）】 

No. 種類 名称 内容 出願国 日付 
出願番号 

登録番号 
状況 

7 意匠  航空機用座席  座席全体 日本 出願日：平成 18 年 4 月 12 日

登録日：平成 18 年 10 月 12 日

出願番号:意願

2006-009464       

登録番号：意匠第

1287470 号 

意匠登録

済み 

(権利化) 

8 意匠  航空機用座席  シート部分 日本 出願日：平成 18 年 4 月 12 日

登録日：平成 18 年 10 月 12 日

出願番号:意願

2006-009465       

登録番号：意匠第

1287471 号 

意匠登録

済み 

(権利化) 

9 意匠  航空機用座席  モニター受像機とテーブル 日本 出願日：平成 18 年 4 月 12 日

登録日：平成 18 年 10 月 12 日

出願番号:意願

2006-009466       

登録番号：意匠第

1287472 号 

意匠登録

済み 

(権利化) 

10 意匠  航空機用座席  小物入れとテーブル 日本 出願日：平成 18 年 4 月 12 日

登録日：平成 18 年 10 月 12 日

出願番号:意願

2006-009467       

登録番号：意匠第

1287473 号 

意匠登録

済み 

(権利化) 

11 特許 真空 RTM 成形法 積層厚さ，かさ密度に応じて樹脂流通媒体の枚数を変化させ

る、もしくはパーミアビリティの異なる樹脂流通媒体を敷設する。

繊維強化基材への樹脂含浸速度をコントロールでき、均一な樹

脂含浸状態を得ることができる。 

日本 出願日：平成 19 年 3 月 20 日 出願番号：特願

2007-072069 

出願中 
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【表Ⅲ-1.3-1 特許・意匠登録一覧 （平成 15 年度～平成 19 年度） （5/6）】 

No. 種類 名称 内容 出願国 日付 
出願番号 

登録番号 
状況 

12 特許 プリフォームおよび

その製造法ならび

に FRP 製造方法 

バッグ上の中央部から端に向かって錘を順次配しながら真空圧

を適用させて繊維強化基材の賦形を行う。 

繊維強化基材を成形治具に確実にドレープさせることができる

のでブリッジングの防止が図れ、樹脂溜りやボイドまたビード周

辺にリンクルの無い良好な品質の成形品が得られる。 

日本 出願日：平成 19 年 3 月 20 日 出願番号：特願

2007-072070 

出願中 

13 特許 プリフォームおよび

その製造法 

プリフォーム製作段階で繊維強化基材プリフォームと樹脂流通

媒体を一体化させ、これを型にセットして樹脂含浸硬化を行う。 

バッグ材がブリッジしないため、成形品コーナ部に樹脂リッチ部

やボイドの無い品質良好な成形品を得ることができる。 

日本 出願日：平成 19 年 3 月 20 日 出願番号：特願

2007-072068 

出願中 

14 特許 航空機用スリップ

マーク印設作業用

具 

航空機における艤装作業において、例えば、スクリュー、ボル

ト、配管等の規定トルクをもって取り付けられる連結箇所に義務

づけられているスリップマーク印設作業を効率化するための、航

空機用スリップマーク印設作業用具 

日本 出願日：平成 19 年 3 月 24 日 出願番号：特願

2007-071364 

出願中 

15 特許 高揚力発生装置お

よび翼 

空力騒音の発生を抑制するのに適した高揚力発生装置および

翼に関するもの 

日本 出願日：平成 19 年 5 月 25 日 出願番号：特願

2007-139430 

出願中 

16 特許 金属部材の製造方

法及び構造部材 

疲労特性および耐食性を共に向上させた金属部材の製造方法

および構造部材に関するもの 

日本 出願日：平成 19 年 10 月 5 日 出願番号：特願

2007-261762 

出願中 

17 特許 操縦システム、操縦

桿リンク切り離し方

法 

２つの操縦桿がリンク機構により連結された操縦システム、及び

操縦桿リンクの切り離し方法 

日本 出願日：平成 20 年 2 月 20 日 出願番号：特願

2008-039342 

出願中 
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【表Ⅲ-1.3-1 特許・意匠登録一覧 （平成 15 年度～平成 19 年度） （6/6）】 

No. 種類 名称 内容 出願国 日付 
出願番号 

登録番号 
状況 

18 特許 高揚力発生装置、翼

および高揚力発生装

置の騒音低減構造 

空力騒音の発生を抑制するのに適した高揚力発生装置、翼お

よび高揚力発生装置の騒音低減構造 

日本 出願日：平成 20 年 2 月 27 日 出願番号：特願

2008-046905 

出願中 

19 特許 航空機組立品 耐雷構造を有する航空機の主翼や胴体等の航空機組立品に関

するもの 

日本 出願日：平成 20 年 3 月 24 日 出願番号：特願

2008-076547 

出願中 

20 意匠  乗り物用座席  座席全体 日本 出願日：平成 19 年 4 月 14 日

登録日：平成 20 年 2 月 29 日 

出願番号:意願

2007-009824       

登録番号：意匠第

01326015 号 

意匠登録

済み 

(権利化) 

21 意匠 航空機用空調吹出し

口  

吹出し口 日本 出願日：平成 19 年 6 月 11 日 出願番号:意願

2007-015439 

出願中 

22 意匠 航空機用窓パネル 窓パネル形状 日本 出願日：平成 19 年 6 月 11 日 出願番号:意願

2007-015440 

出願中 

23 意匠 航空機用天井パネル 天井パネル形状 日本 出願日：平成 19 年 6 月 11 日 出願番号:意願

2007-015441 

出願中 

24 意匠 航空機用照明および

空調パネルユニット 

照明および空調パネル形状 日本 出願日：平成 19 年 6 月 11 日 出願番号:意願

2007-015442 

出願中 

25 意匠 航空機用操縦桿ホ

イール 

操縦桿ホイール形状 日本 出願日：平成 20 年 2 月 13 日 出願番号:意願

2008-003153 

出願中 
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【表Ⅲ-1.3-2 対外発表、投稿、展示、報道の内訳 （1/5）】 

分野 学会名称／報道機関名等 論文タイトル／活動内容等 時期 
発
表 

投
稿 

展
示 

報
道 

全般 地域航空フォーラム静岡 模型＋パネル展示 平成 15 年 11 月   ○  

全般 航空宇宙学会中部支部・航空宇宙フェア '03 プログラム紹介 平成 15 年 11 月 ○    

全般 流体力学会中部支部設立記念講演会 プログラム紹介 平成 15 年 12 月 ○    

全般 名古屋空港関係者懇親会 プログラム紹介 平成 16 年 1 月 ○    

全般 国際貿易会議（Singapore） プログラム紹介 平成 16 年 2 月 ○    

全般 Farnborough Airshow リーフレット＋パネル展示 平成 16 年 7 月   ○  

全般 JA2004 （国際航空宇宙展） 客室モックアップ（4 列・110"径）展示 平成 16 年 11 月   ○  

全般 日本航空宇宙学会 年会 パネルディスカッション プログラム紹介 平成 17 年 4 月 ○    

全般 Paris Airshow 模型＋リーフレット＋パネル展示 平成 17 年 6 月   ○  

全般 国際貿易会議（Singapore） プログラム紹介 平成 18 年 2 月 ○    

全般 航空宇宙学会中部支部特別講演会 プログラム紹介 平成 18 年 3 月 ○    

全般 日本航空宇宙学会 年会 パネルディスカッション プログラム紹介 （発表後マスコミによる取材受け） 平成 19 年 4 月 ○ ○
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  ○ 

全般 早稲田大学理工学術院開所記念フォーラム プログラム紹介 (発表後マスコミによる取材受け) 平成 19 年 11 月 ○   ○ 

全般 東京大学流体科学セミナー プログラム紹介 平成 20 年 2 月 ○    

        

環境問題 航空環境研究 
将来航空管制による航空機運航面からの温室効果ガス削減の

研究動向 （JADC） 平成 16 年 3 月  ○   

複合材 SAMPE Europe 2004 A-VaRTM Process for Primary Aircraft Structures 平成 16 年 4 月 ○ ○   

空力設計 航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム 2004 二次元高揚力装置周りの流れ場解析とその検証 平成 16 年 6 月 ○    ○

複合材 みらいせんい展（繊維機械学会） 3 ストリンガパネル展示 平成 16 年 8 月   ○  

製造技術 第 42 回飛行機シンポジウム レーザー溶接による航空宇宙製品製造技術開発 平成 16 年 10 月 ○ ○   

空力設計 第 42 回飛行機シンポジウム 2 次元高揚力装置風洞試験における風洞壁干渉の CFD 解析 平成 16 年 10 月 ○ ○   

空力設計 第 42 回飛行機シンポジウム 2 次元フラップにおける Re 数効果 平成 16 年 10 月 ○ ○   

空力設計 第 42 回飛行機シンポジウム 航空機高揚力装置展開時の空力解析 平成 16 年 10 月 ○ ○   

空力設計 
4th International Symposium on Advanced Fluid 

Information 

Multidisciplinary Design Optimization of Wing Shape for Regional 

Jet 
平成 16 年 11 月 ○ ○   

 

 



 

【表Ⅲ-1.3-2 対外発表、投稿、展示、報道の内訳 （2/5）】 

分野 学会名称／報道機関名等 論文タイトル／活動内容等 時期 
発
表 

投
稿 

展
示 

報
道 

空力設計 
4th International Symposium on Advanced Fluid 

Information 

Towards the development of Environmentally Friendly High 

Performance Small Jet Aircraft 
平成 16 年 11 月 ○ ○   

空力設計 平成 16 年度科研費シンポジウム 小型民間機空力設計における産官学連携研究成果の適用 平成 17 年 1 月 ○ ○   

空力設計 
Third International Conference on Evolutionary 

Multi-Criterion Optimization 

High-Fidelity Multidisciplinary Design Optimization of Wing 

Shape for Regional Jet Aircraft 
平成 17 年 3 月 ○ ○   

環境問題 （財）空港環境整備協会大気環境委員会 
CNS/ATM 運航による温室効果ガス等の 低減研究の動向につ

いて （JADC） 
平成 17 年 3 月 ○    

複合材 SAMPE Europe 2005 A-VaRTM for Primary Aircraft Structures 平成 17 年 4 月 ○ ○   

空力設計 AIAA 23rd Applied Aerodynamics Conference 
High-Fidelity Multidisciplinary Design Optimization of 

Aerostructural Wing Shape for Regional Jet 
平成 17 年 6 月 ○ ○   

空力設計 
35th AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit in 

Toronto 

The Application of MDO Technologies to the Design of a High 

Performance Small Jet Aircraft - Lessons learned and some 

practical concerns – 

平成 17 年 6 月 ○ ○   

複合材 
ICAF2005 

Residual Strength for A-VaRTM structural elements（National 

Review の一部） 平成 17 年 6 月  ○   

FSW 
ICAF2005 

Fatigue and Crack Propagation Properties of Friction Stir 

Welded Lap Joint and Panel 平成 17 年 6 月 ○ ○   

空力設計 第 15 回設計工学・システム部門講演会 
Kriging モデルを用いた小型ジェット旅客機主翼形状の多分野

融合最適設計 
平成 17 年 8 月 ○ ○   

空力設計 IEEE Congress on Evolutionary Computation 
Data Mining for Multidisciplinary Design Space of Regional-Jet 

Wing 
平成 17 年 9 月 ○ ○   

空力設計 日本機械学会年次大会講演論文集 遷音速小型旅客機に於ける多分野融合最適化 平成 17 年 9 月 ○ ○   

構造解析 International KRASH Users' Seminar A Study of Water Impact Response with the DRI/KRASH 平成 17 年 9 月 ○ ○   

意匠設計 応用人間工学発表会 旅客機の客室デザイン 平成 17 年 9 月 ○ ○   

空力設計 
2005 JSASS-KSASS Joint International Symposium on 

Aerospace Engineering 

The Application of MDO Technologies to the Design of a High 

Performance Small Jet Aircraft 
平成 17 年 10 月 ○ ○   

空力設計 
2005 JSASS-KSASS Joint International Symposium on 

Aerospace Engineering 

Efficient Multidisciplinary Design Optimization for Regional Jet 

Wing Using Kriging Model 
平成 17 年 10 月 ○ ○   
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【表Ⅲ-1.3-2 対外発表、投稿、展示、報道の内訳 （3/5）】 

分野 学会名称等 論文タイトル／活動内容等 時期 
発
表 

投
稿 

展
示 

報
道 

空力設計 第 43 回飛行機シンポジウム 多分野統合最適化技術を用いた高性能小型民間機の設計 平成 17 年 10 月 ○ ○   

空力設計 平成 17 年度宇宙科学情報解析センターシンポジウム 
CeNSS を活用した大規模 CFD 解析技術の民間航空機空力設

計への適用 
平成 17 年 11 月 ○ ○   

複合材 

SAMPE Japan jisse9 2005 

（発表は東レ社より） 

A-VaRTM Material and Fabrication Process for Aircraft Primary 

Structures 平成 17 年 11 月 ○ ○   

空力設計 三菱重工技報 
環境適応型高性能小型航空機設計における多分野統合最適

化技術（MDO）の適用 
平成 17 年 12 月  ○   

構造解析 第 8 回 材料の衝撃問題シンポジウム 航空機の着水衝撃試験とシミュレーション 平成 17 年 12 月 ○ ○   

複合材 三菱重工技報 航空機複合材一次構造への VaRTM 適用化研究 平成 17 年 12 月  ○   

空力設計 
44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit、 

Reno 

Multidisciplinary Design Optimization of Wing Shape for a Small 

Jet Aircraft Using Kriging Model 
平成 18 年 1 月 ○ ○   

空力設計 
44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit、 

Reno Aerodynamic Optimization of Multi-Element Airfoil 
平成 18 年 1 月 ○ ○   

複合材 SAMPE Europe 2006 A-VaRTM for Primary Aircraft Structures 平成 18 年 3 月 ○ ○   

空力設計 

ICAS(International Council of the Aeronautical 

Sciences)2006 

The Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ of the Variable-Fidelity MDO Tools a Jet 

Aircraft Designt        平成 18 年 9 月 ○    

空力設計 ECCOMAS CFD 2006 

Multidisciplinary Design Optimization of Wing Shape With 

Nacelle and pylon 平成 18 年 9 月 ○    

空力設計 第 44 回飛行機シンポジウム エンジンナセル付き主翼の多分野融合最適設計 平成 18 年 10 月 ○    

空力設計 第 44 回飛行機シンポジウム JAXA 高揚力装置風洞模型を用いた従来空力設計手法の検証 平成 18 年 10 月 ○    

空力設計 

2006 KSAS-JSASS Joint International Symposium on 

Aerospace Engineering Application of MOD Technology to Jet Aircraft Design 平成 18 年 11 月 ○ 
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空弾 

第 43 回日本航空宇宙学会 中部支部・関西支部合同秋

季大会 エンジンナセル付き民間機主翼の遷音速フラッタ風洞試験 平成 18 年 11 月 ○    

空力設計 

第 43 回日本航空宇宙学会 中部支部・関西支部合同秋

季大会 

環境適応型高性能小型航空機の実用設計における多分野統

合最適設計技術(MDO)の適用 平成 18 年 11 月 ○    

装備設計 SAE Aircraft & Engine Icing International Conference Validation Result of FENSAP-ICE at MHI 平成 18 年 11 月 ○ ○   

空力設計 第 20 回数値流体力学シンポジウム エンジン搭載形態形状に対する空力設計 平成 18 年 12 月 ○    

 



 

【表Ⅲ-1.3-2 対外発表、投稿、展示、報道の内訳 （4/5）】 

分野 学会名称等 論文タイトル／活動内容等 時期 
発
表 

投
稿 

展
示 

報
道 

空力設計 国産旅客機開発セミナー（東京大学航空宇宙工学主催） 環境適応型高性能小型航空機開発状況 平成 19 年 1 月 ○    

複合材 ICAF2007 A-VaRTM for Primary Aircraft Structures 平成 19 年 5 月 ○    

空弾 

IFASD2007 (International Forum on Aeroelasticity and 

Structural Dynamics 2007) 

Transonic Flutter Analysis for Wing-Pylon-Nacelle 

Configuration 平成 19 年 6 月 ○    

空力設計 AIAA Journal Multi-Disciplinary Design Exploration For Winglet 平成 19 年 7 月  ○   

複合材 ICCM-16 

A-VaRTM TECHNOLOGY APPLICATION FOR JAPAN’S NEW 

REGIONAL JET AIRCRAFT 平成 19 年 7 月 ○ ○   

空力設計 可視化情報学会 2007 全国講演会 

自己組織化マップの国産旅客機多分野統合最適設計への適

用事例紹介 平成 19 年 9 月 ○    

飛行制御 

宇宙航空研究開発機構 次世代 SST・国産旅客機シン

ポジウム 国産旅客機への貢献（操縦システム技術） 平成 19 年 9 月 ○    

複合材 平成 19 年度 第 2 回素材専門委員会 VaRTM 複合材の旅客機機体構造への適用について 平成 19 年 9 月 ○ ○   

空力設計 第 45 回飛行機シンポジウム MRJ への多目的最適化の応用 平成 19 年 10 月 ○    

飛行制御 第 45 回飛行機シンポジウム Open Loop Fly-By-Wire 機におけるプロテクションに関する研究 平成 19 年 10 月 ○ ○   

空力設計 第 43 回飛行機シンポジウム 多分野統合最適化技術を用いた高性能小型民間機の設計 平成 17 年 10 月 ○ ○   

複合材 SAMPE Japan Jisse-10 2007 

A-VaRTM Technology Application on Primary Aircraft 

Structures 平成 19 年 11 月 ○ ○   

空力設計 

日本航空宇宙学会誌 12 月号 連載記事「エアロスペー

ス ABC」 多分野統合最適設計 平成 19 年 12 月  ○   

空力設計 第 21 回数値流体力学シンポジウム 次世代型リージョナルジェット(MRJ)について 平成 19 年 12 月 ○    

空弾 第 21 回数値流体力学シンポジウム 航空機実用設計に向けた非構造 CFD 空弾解析ツールの開発 平成 19 年 12 月 ○    

空弾 第 21 回数値流体力学シンポジウム エンジンナセル付き高アスペクト比主翼の遷音速フラッタ解析 平成 19 年 12 月 ○    

空力設計 日本機械学会東海支部第 105 回講習会教材 航空機における環境技術 平成 20 年 1 月  ○   

複合材 次世代航空機用構造部材創製加工技術シンポジウム 航空機開発における先行研究の意義 平成 20 年 1 月 ○    
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【表Ⅲ-1.3-2 対外発表、投稿、展示、報道の内訳 （5/5）】 

分野 学会名称等 論文タイトル／活動内容等 時期 
発
表 

投
稿 

展
示 

報
道 

全般 Wing 誌 「GJ（30～50 席クラスジェット機）」 インタビュー 平成 15 年 5 月    ○ 

全般 日経産業新聞 「国産初のジェット開発」 平成 15 年 9 月    ○ 

全般 NHK 番組「おはよう日本」 「世界を狙う国産ジェット機」 平成 15 年 12 月    ○ 

全般 ビジネスウィーク誌 「小型旅客機開発について」 平成 16 年 3 月    ○ 

全般 航空技術誌 「環境適合型高性能小型航空機の研究開発プロジェクト」 平成 16 年 3 月    ○ 

全般 Wing 誌 「小型旅客機開発試作開始」 インタビュー 平成 16 年 4 月    ○ 

全般 日刊航空通信 「三菱重工、明春にも小型ジェット機体基本仕様策定へ」 平成 17 年 1 月    ○ 

全般 日刊航空通信 「小型旅客機事業開発推進専門委」審議再開へ 平成 17 年 2 月    ○ 

全般 日刊航空通信 「三菱重工、小型リージョナル・ジェット 機体仕様決定へ」 平成 17 年 3 月    ○ 

全般 日経新聞 MJ 関連記事 平成 17 年 4 月    ○ 

全般 Japan Times 誌 “Japan tries to get aerospace industry off the ground” 平成 17 年 5 月    ○ 

全般 航空ファン誌 「日の丸旅客機」 MJ 平成 17 年 7 月    ○ 

全般 日刊航空通信 「日本ブランドの航空機輸出に貿易保険適用へ」 平成 17 年 8 月    ○ 

全般 日刊航空通信 「MJ 事業化の可否、平成 19 年度末までに判断」 平成 17 年 9 月    ○ 

全般 Wing 誌 開発プロジェクト特集 平成 17 年 9 月    ○ 

全般 日経産業新聞 「国産ジェット旅客機 開発事業見直し」 平成 17 年 9 月    ○ 

全般 朝日新聞 「旅客ジェット、挑む国内勢 成長市場、2010 年代参入めざす」 平成 17 年 10 月    ○ 

全般 読売新聞 社説 「商業化へ開発を加速できないか」 平成 17 年 10 月    ○ 

全般 日刊航空通信 「ＭＪ、今年度末までに機体仕様・事業化目標を設定」 平成 17 年 12 月    ○ 

全般 産経新聞 「日の丸ジェット開発加速」 平成 18 年 1 月    ○ 

 

 



Ⅳ 実用化の見通しについて 

 

1. 研究開発の見通しについて 

本研

研究

①本

②各

以下

究開発事業では、①環境適合性向上策としての「環境負荷低減＝燃料使用量の削減」に係る技

術、②安全性向上策としての「操縦容易性向上」に係る技術、及び、③開発・製造プロセス効率化手段

としての「IT（CAD/CAM）を活用した開発・生産システム効率化」に係る技術を開発している。 

既に記載した通り、第 1 期の研究開発はそれぞれ概ね順調に進捗し、平成 19 年度末時点には所期の

中間目標を達成、第 2 期の実証フェーズに進む事が可能と判断される段階にある。これまでの成果を踏

まえ、研究開発事業の最終目標、各要素技術の成立性・有効性について実大試作機を用いた実証を進

める。順調に推移すれば、第 2 期終了時には各要素技術が実用に耐え得る事が実機にて実証される事

となる。 

 

2. 成果の実用化見通しについて 

開発成果の実用化シナリオには下記の２つがある。 

事業における想定通り、リージョナルジェット機に適用して実用化 

要素技術を構成する汎用技術要素を他分野／他製品に活用して実用化 

、それぞれについて概要を記す。 

【他分野】

・低抵抗の機体外形形状

・軽量構造（主翼，尾翼）

・コックピット／操縦システム

・高効率の業務インフラ

小型リージョナルジェット機

自動車

船舶

プラント

風車ブレード

【汎用技術要素の波及】 【小型航空機適用による実用化】

環境適応型高性能

小型航空機研究開発

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

【他分野】

・低抵抗の機体外形形状

・軽量構造（主翼，尾翼）

・コックピット／操縦システム

・高効率の業務インフラ

小型リージョナルジェット機

自動車

船舶

プラント

風車ブレード

【汎用技術要素の波及】 【小型航空機適用による実用化】

環境適応型高性能

小型航空機研究開発

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

【他分野】

・低抵抗の機体外形形状

・軽量構造（主翼，尾翼）

・コックピット／操縦システム

・高効率の業務インフラ

小型リージョナルジェット機

自動車

船舶

プラント

風車ブレード

【汎用技術要素の波及】 【小型航空機適用による実用化】

環境適応型高性能

小型航空機研究開発

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

【他分野】

・低抵抗の機体外形形状

・軽量構造（主翼，尾翼）

・コックピット／操縦システム

・高効率の業務インフラ

小型リージョナルジェット機

自動車

船舶

プラント

風車ブレード

【汎用技術要素の波及】 【小型航空機適用による実用化】

環境適応型高性能

小型航空機研究開発

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

環境適応型高性能

小型航空機研究開発

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

・高精度CFD技術

・VaRTM成形等に係るノウハウ

・インタフェース設計技術

・制御則設計技術，他

・適用対象個々の固有条件充足
（開発要素を生じるケースあり）

 
 

2.1 本事業における想定通り、リージョナルジェット機に適用して実用化 

第 1 期／第 2 期を通じて最終的に実用性が実証される要素技術開発の成果は、リージョナルジェット

機への適用／搭載も想定している。具体的には、高効率（低抵抗）の機体空力形状、軽量構造

（A-VaRTM成形による尾翼桁間構造、等）、操縦・操作容易なコックピット・システム／操縦システム等

である。 

 

2.2 各要素技術を構成する汎用技術要素を他分野／他製品に活用して実用化（波及効果） 

操縦・操作容易性の実現を狙うコックピット・システム技術／操縦システム技術には、ヒューマン・ファ

－Ⅳ-1－ 



－Ⅳ-2－ 

クタを考慮した機械システム～オペレータ間のインタフェース設計技術が「汎用性」を有する技術とし

て内包されている。同様に、研究開発対象となっている各要素技術は、それぞれ、他製品／他分野に

応用可能な汎用的技術を内包している。 

これら「汎用的」技術は、適用対象個々の拘束条件に合わせる為に開発要素を生じる可能性はあるも

のの、他分野／他製品に波及が可能である。 

尚、航空機関連技術は、一般に、自動車に比べて数倍の波及効果を有すると言われている。 

 

3. その他の期待効果 

3.1 我が国製造業の発展 

既に述べた通り、航空機は自動車に比して数倍の技術波及効果を有すると言われている。小型民

間旅客機への活用に加え、運航を通じてフィードバックされる各種問題・改善要求は新たな技術課題

を生み、次世代航空機適用を見据えた技術開発ニーズを生じる。このループを適切に回すことが本邦

航空機産業の健全な発展に繋がると共に、技術波及効果を通じて、我が国製造業全体の発展に繋

がるものと期待される。 

 

3.2 本邦航空交通システムの充実 

リージョナルジェット機に対する国内需要増大は、羽田再拡張に伴う路線／機材構成再編の必要

性を背景にしている。国内エアライン要求に合致する機体の市場投入は、国内エアラインの航空路線

網効率化に資することを意味し、燃料消費量削減等を通じてエアライン経営に貢献するとともに、乗客

に対する本邦航空交通システム／サービスの充実にも寄与することとなる。 

 

3.3 我が国における環境問題解決への貢献 

研究開発対象技術の成果を適用する小型航空機は、同クラス既存他機に比して燃料消費量が2割

程度少ない「環境適応型」の航空機となる見込みである。航空機の二酸化炭素／NOx排出総量は現

時点では自動車等の地上移動手段に比して小さいが、GDP伸び率に概ね比例して航空交通量も増

大すると予想される為、我が国における環境問題解決に少なからず貢献するものと期待される。 

 

以上 
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