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研究評価委員会 
第１回「環境適応型高性能小型航空機研究開発」（中間評価）分科会 

議事要旨 
 

日 時：平成２０年８月１１日（月） １３：００～１７：５０ 
場 所：大手町サンスカイルーム D 会議室(朝日生命大手町ビル 27 階)  

 
 

出席者（敬称略、順不同） 
＜研究評価分科会委員＞ 
分科会長   鈴木 真二 東京大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 
分科会長代理 出井 裕  日本大学 理工学部 航空宇宙工学科      教授 
委 員    浅井 圭介 東北大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 
委 員    齋藤 哲夫 全国地域航空システム推進協議会     事務局長 
委 員    前間 孝則 航空アナリスト(ノンフィクションライター)  
委 員    李家 賢一 東京大学 大学院工学研究科 航空宇宙工学専攻 教授 
＜経済産業省＞ 
METI 推進者 伊藤 壽紹  経済産業省 産業技術環境局 研究開発課 研究開発専門職 
同上    島津 裕紀 経済産業省 製造産業局 航空機武器宇宙産業課 技術係長 

＜推進部門＞ 
NEDO 推進者 岡野 克弥 ＮＥＤＯ 機械システム技術開発部  部長 
同上     山本 克己 ＮＥＤＯ 同上     統括主幹 
同上     森本 哲也 ＮＥＤＯ 同上     主査 
同上     松井 研治 ＮＥＤＯ 同上     主査 
＜実施部門＞ 
実施者 河村 文博 三菱航空機(株) 技術部 開発統括グループ  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 
同上 田浦 伸一郎 同上  開発統括グループ  ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ 
同上 二ツ寺 直樹 同上  ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ 
同上 杉浦 貴明 同上  空力性能グループ     主任 
同上 子守 康裕 同上  構造グループ   主任 
同上 山口 恭弘 同上  操縦グループ   主任 
同上 本田 健一郎 同上  装備グループ   主任 
同上 水野 恵子 同上  開発統括グループ 
同上 川原 幸雄 同上  ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ 
同上 伊佐野 康夫 富士重工業(株)航空宇宙カンパニー航空機設計部 部長 
同上 濱本 健司 同上      課長 
同上 矢野 克彦 同上      担当 
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同上 梶浦 健治 日本航空機開発協会    常務理事 
同上 中村 俊哉 宇宙航空研究開発機構 国産旅客機チーム ﾁｰﾌﾏﾈｰｼﾞｬ 
＜NEDO 企画担当＞ 
企画調整部 松本 秀茂 NEDO 技術開発機構企画調整部   課長代理 
＜事務局＞ 
事務局 竹下 満  NEDO 技術開発機構研究評価広報部  統括主幹 
同上 寺門 守  同上      主幹 
同上 広田 健 同上      主査 
同上 志賀 英俊 同上      主査 
同上 八登 唯夫 同上      主査 
同上 峯元 克浩 同上      主査 
同上 浅野 常一 同上      主任 
同上 岡田 桃子 同上      職員 
同上 日野 俊喜 ㈱日鉄技術情報センター調査研究第一部  部長 
同上 森岡 幹雄 同上      主席研究員 
同上 池上 雄二 同上      客員研究員 
同上 伊藤 有子 同上      スタッフ 
同上 中原 洋二 同上      速記者 
＜一般傍聴＞ 
12 名 
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議事次第 

【公開セッション】 
１．開会、分科会の設置、資料の確認 
２．分科会の公開について 
３．評価の実施方法と評価報告書の構成について 
４．プロジェクトの概要説明（公開） 
4.1「事業の位置付け･必要性」、「研究開発マネジメント」、 

「研究開発成果」及び「実用化の見通し」  
4.2 質疑 
 
【非公開セッション】 
５．プロジェクトの詳細説明 
5.1 拘束条件の設定 
5.2 軽量化に資する先進材料／加工・成形技術 
5.3 低抵抗化を実現する先進空力設計技術 
5.4 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 
5.5 電子制御技術を活用した軽量操縦システム技術 
5.6 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 
5.7 実用化の見通し 
６．全体を通しての質疑 
 
【公開セッション】 
７．まとめ・講評 
８．今後の予定 
９．閉会 
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議事要旨 
１．開会、分科会の設置について、趣旨説明、資料の確認 

・ 開会宣言（事務局） 
・ 研究評価委員会分科会の設置について、資料 1-1、1-2 に基づき事務局より説明。 
・ 鈴木分科会長挨拶 
・ 出席者（委員、推進者、実施者、事務局）の紹介（事務局、推進者） 
・ 配布資料確認（事務局） 

２．分科会の公開について 
事務局より資料 2-1、2-2、2-3、および 2-4 に基づき説明し、 
「議題６．研究開発成果の詳細について」を非公開にすることが了承された。 

３．評価の実施方法について 
事務局より資料 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5 に基づき説明し、事務局案どおり了承された。 

４．評価報告書の構成について 
事務局より資料 4 に基づき説明し、事務局案どおり了承された。 

５．プロジェクトの全体概要について 
推進・実施者より資料 5-1、5-3 に基づき説明が行われた後、質疑が行われた。 
主な質疑内容： 
・ アビオニクス関連の研究開発テーマの成果の評価方法について質問がなされた。これ

に対して、最終的には実証試験を考えているとの回答がなされた。 
・ 平成 18 年度の中間評価で、開発リスクについてのコメントがあったが、それに対する

対応の説明がなかったことへの質問がなされた。これに対して、開発リスクを洗い出

し、各リスクへの対応について専門家の意見を聞き、平成 18 年度、19 年度のテーマ

に反映させていること、スケジュールの遅れを回避するため、進捗管理を月 1 回のペ

ースで行なうことなどで対応している旨の回答がなされた。 
・ エアライン要求への適合性に関して具体的な内容について質問がなされた。これに対

して、適合対象には法令上の要求に加えて利用者独自の要求がある為、エアラインに

も声をかけて、要求事項を設計に反映しているという回答がなされた。 
・ 操縦性に関して、パイロットの評価が良かったという表現がなされているが、既存機

種と比べて具体的に何が良かったのかについての質問がなされた。これに対して、既

存機種は機械式のシステムであり、操縦特性の最適化が難しいところがあったという

説明がなされた。 
・ 複合材料の製法に関して、オートクレーブを用いる一般的な方法と本プロジェクトで

採用している方法（A-VaRTM)と比較した場合、それらの評価方法自体に違いはない

のかという質問がなされた。これに対して、本プロジェクトで採用している方法（樹

脂を後で流し込む方式）は、プリプレグ方式と成形方法が異なる為、A-VaRTM 特有

の成形プロセスに起因する評価パラメータも存在する。詳細は企業秘密の部分もある。

最終的には、構造体としての強度、品質などの評価試験を実施するが、プリプレグ方
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式の構造体と同じであるとの回答がなされた。 
・ 要素技術を適用した試作機の規定適合性を証明する事が前提で進められているが、コ

ックピット周りの技術と、複合材利用技術の規定適合性証明の表現が異なり、フェー

ズのずれを感じるという質問がなされた。これに対して、要素技術開発は各技術の開

発フェーズが必ずしも揃わないのが実態である。適合性評価の進捗度も、要素技術に

より差がある表現になっているという回答がなされた。 
・ 前回の中間評価では A-VaRTM や FSW 接合技術の規定適合性について、いくつかの

意見が出ていたことを踏まえ、その対応について質問がなされた。これに対して、平

成 19 年度末の時点で基本的には問題ないという結論に達しているとの回答がなされ

た。 
・ 先進空力技術は◎の達成度であるが、これは産官学の連携が上手く機能したためなの

か、その連携方式は他分野にも適用できるかとの質問がなされた。これに対して、先

進空力技術のような分野はメーカーがひとりよがりで進めがちであるが、今回、産官

学連携を通じて良い成果が得られた。他の分野にも有効と思われ、適用すれば良い成

果を期待できると考えているとの回答がなされた。 
・ 開発・生産システムの効率化の評価が△となっているが、何か障害があったのかとい

う質問がなされた。これに対して、システム整備はフロントローディングが理想とい

う考え方で目標を設定し、開発を進めてきた。しかし、実態に合わせて開発・生産シ

ステムの開発スケジュールや進め方を見直す必要も生じ、必ずしも理想通りには行か

なかったという回答がなされた。 
・ 同項目に関して、詳細な設計がない段階で目標設定に先走ったところがあったのでは

ないかという質問がなされた。これに対して、項目によっては想定できない部分があ

る。その観点では勇み足の部分があったと思う、との回答がなされた。 
・ コックピット・システム技術に関して、パイロット負担増は航空管制など外部との関

係があることへの考え方について質問がなされた。これに対して本プロジェクトの技

術は航空管制への対応も考慮している。JAXA とも協力して、この問題にも取り組ん

でいるとの回答がなされた。 
 
（非公開セッション） 
６．研究開発成果の詳細について 

推進・実施者より資料 5-2、5-4 に基づき説明が行われた後、質疑が行われた。 
７．全体を通しての質問 

全体を通しての質疑応答が行われた。 
 
（公開セッション） 
８．まとめ、講評 
・鈴木分科会長 



 

 

 

6

2 回目の中間評価であるが大きな成果が上がっている。環境負荷低減は時代の要請であり期

待される。航空機産業は日本の産業としても重要である。人材が要求される産業分野である

が、本日の委員会でポテンシャルは十分であるという印象である。 
・出井分会長代理 
前回は未解決の問題が多かったが、今回、その多くが解決されているという印象である。中

小企業の航空機産業への参入にも協力している。本プロジェクトの要素技術には中小企業が

関心を持っているテーマも多い。 
・浅井委員 
この数年で要素技術が試作開発に適合するレベルに近づいている。今後、要素技術の精度を

より高めて欲しい。産官学の連携がうまく機能していることも評価できる。いろいろな分野

に展開してもらいたい。 
・齋藤委員 
最先端の技術を扱ったにプロジェクトであり期待している。作る側の視点以外に使う側の視

点での評価も重要である。 
・前間委員 
今回、評価委員として初めて参加した。今まではジャーナリストの立場で外から航空機の開

発を見てきた。研究開発としては盛りだくさんであり、よい成果を期待したい。 
・李家委員 

2 年前の中間評価以降確実に研究開発が進んでいるという印象である。空力設計関係の◎も

さらにパワーアップしてもらいたい。開発・生産システムの△については、CAD・CAM の

実績を積んで欲しい。基本的には本プロジェクトは目標を着実に達成しているという認識で

ある。 
９．今後の予定、その他 

事務局から資料６に基づき説明があった。 
１０．閉会 
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配布資料 

資料 1-1 研究評価委員会分科会の設置について 
資料 1-2 ＮＥＤＯ技術委員・技術委員会等規程 
資料 2-1 研究評価委員会分科会の公開について（案） 
資料 2-2 研究評価委員会関係の公開について 
資料 2-3 研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘について 

資料 2-4 研究評価委員会分科会における非公開資料の取り扱いについて 
資料 3-1 NEDO における研究評価について 
資料 3-2 技術評価実施規程 
資料 3-3 評価項目・評価基準 
資料 3-4 評点法の実施について（案） 
資料 3-5 評価コメント及び評点票（案） 
資料 4 評価報告書の構成について（案） 
資料 5-1 事業原簿（公開版） 

資料 5-2 事業原簿（非公開版） 
資料 5-3 プロジェクトの概要説明資料（公開版） 

事業の位置付け・必要性・研究開発マネジメント、 
研究開発成果及び実用化の見通しについて 

資料 5-4 プロジェクトの詳細説明資料（非公開版） 
①拘束条件の設定 
②軽量化に資する先進材料／加工・成形技術 
③低抵抗化を実現する先進空力設計技術 
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 
⑤電子制御技術を活用した軽量操縦システム技術 
⑥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 
⑦実用化の見通し 

資料６ 今後の予定 


