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文

我が国の航空宇宙工業は、終戦後7年間のブランクを経て、昭和27年に始
まる米軍機の修理による技術の習得から航空機事業を再開し、また先進国
に遅れて、昭和45年に我が国初の人工衛星「おおすみ」を打ち上げ、宇宙
工業分野で研究開発が本格的にスタートした。
戦後の航空機事業再開から50年、航空機分野ではF-86、F-104、F-4、F-15
と世界の最新鋭戦闘機をライセンス生産するとともに、これらを通じて蓄
積した技術をベースにT-2、T-4練習機やF-1支援戦闘機等の国産開発を行い、
そして日米共同による世界最高水準のF-2支援戦闘機開発を成功させ、現在
は、次期輸送機及び次期固定翼対潜機の開発を推進している。また、YS-11
旅客機やMU-2、MU-300ビジネス機を国内開発するとともに、優れた生産技
術等を背景としてボーイング767、777をはじめとする国際共同民間機プロ
グラムへの積極的参加も増加している。宇宙分野では、Ｈ-ⅡAの成功によ
り、国際打ち上げ市場への参入の足がかりを固めつつある他、科学衛星技
術分野では世界的成果を挙げるとともに、実用衛星の分野でも利用が拡大
している。
このように目覚しい発展を遂げた日本の航空宇宙工業であるが、その背
景には常に欧米レベルへの挽回と凌駕を目指し、いろいろなプロジェクト
の出現機会をとらえた先人の挑戦があった。このような進歩、変化の激し
い時代の経験は、将来を展望するときの貴重な財産でありまた資料となる。
以上の見地から、平成14年に日本航空宇宙工業会が創立50周年を迎えた
記念の一環として、
「日本の航空宇宙工業50年の歩み」を刊行することとし
た。
本誌は、我が国の航空宇宙分野のプロジェクトを客観的に記述すること
により、戦後50年にわたる航空宇宙工業の発展の歴史を総括することを目
的としているが、航空宇宙工業の活動に関する資料として、航空宇宙産業
界へのご理解とご支援を戴く上での一助となれば幸甚である。
終わりに、本誌を編纂・刊行するにあたり、ご支援いただいた多くの皆
様方に深く謝意を表する次第である。
平成15年5月

社団法人 日本航空宇宙工業会
会長

西岡 喬
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総論
はじめに：今日の航空機工業
昭和27年に我が航空機工業が再出発してから50年

ライセンス生産はその後も昭和40年代のF-4J戦闘

が経過した。昭和20年の敗戦に至るまでの時期、我

機、昭和50年代のF-15J戦闘機、P-3C哨戒機、さら

が国の航空機工業は軍需産業として国家の強化育成

に各種のヘリコプターへと引き継がれ、今日までの

策の基で発展し、零戦等に代表されるような世界的

50年間に亘る我が航空機工業の展開を強力に支えて

な傑作機を生み出すとともに、最盛期には約100万

きた。こうした生産活動は設備・機械の拡大・充実

人の従業員を擁して年産2万5千機を生産した世界有

をもたらし、習得された加工・製造技術や各種の管

数の産業であった。昭和20年までの累積生産機数は

理手法は国内開発機の生産にも使用され、効率的な

実に約10万機にも達していた。しかし、敗戦に伴う

生産基盤が構築されていった。我が国航空機工業は

連合軍の占領政策は、航空機工業にとって過酷なも

こうしてその時々の最新の製造技術を吸収するとと

のであった。航空機工場の機械・設備はもとより、

もに、独自の工夫・改良を積み重ねることによって

研究施設や設計資料などがことごとく破壊・消却さ

生産力を逐次充実・発展させてきた。航空機工業は

れるとともに、航空機に関する活動は研究・教育活

総合産業とされ、その成立のためには、背景に一定

動に至る一切が禁止され、財閥解体などの産業政策

の成熟度に達した一定規模の産業社会が必要とされ

と相まって我が航空機工業は文字通り消滅したので

ている。その点、奇跡とも称される戦後の経済成長

ある。その後禁止令が解かれるまでのおおよそ7年

をもたらした我が国産業社会の拡大と成長が、航空

間我が国には航空機工業は存在していない。従って、

機工業の生産基盤構築に必要な基本的な条件を満た

昭和27年の再出発はまさに廃墟からの再建であっ

していた側面を見逃してはならない。昭和60年代以

た。しかも、この間に航空機はプロペラ機からジェ

降、ヘリコプターとエンジン以外にはめぼしいライ

ット機へと大きな技術的飛躍を遂げており、欧米先

センス生産は行われていないが、一方で民需の国際

進国との圧倒的な技術格差の下での再出発であっ

共同事業への参画が活発化し、独自の製造技術・管

た。

理技術・低コスト化技術などが追求されている。そ

まず、生産基盤についてみると、昭和27年の再開

の結果、今やコスト、品質、納期などの生産面での

当時、折からの朝鮮戦争がもたらした米軍からのオ

競争力は民需の分野で世界的に評価されるまでにな

ーバーホールなどの受注によって事業のきっかけを

っている。

得た我が航空機工業は、防衛庁が採用した最新鋭機

次に、技術基盤（開発技術力）については、我が

のライセンス生産を通して生産基盤を構築してき

航空機工業は昭和27年の再出発直後から自主開発へ

た。昭和30年代初頭に開始されたT-33練習機、F-

の果敢な挑戦を始めている。まず、早くも昭和28年

86F戦闘機に続き昭和30年代半ばには早くもP2V-7哨

には日本ジェットエンジン株式会社が設立されてジ

戒機や当時最新鋭の超音速機F-104J戦闘機のライセ

ェット・エンジンの開発に向けた活動が開始され、

ンス生産に着手している。F-104Jは5年間に230機が

翌年には防衛庁においてジェット練習機研究開発計

生産され、国産化率は最終的に機体65％、エンジン

画の検討が開始されている。こうした意欲的な活動

80％、電子機器76％に達した。ライセンスによる国

はJ-3エンジンおよびT-1練習機として実を結び、昭

内生産は維持・整備基盤の国内確保等の防衛上の必

和35年5月17日、J-3搭載の我が国初のジェット機は

要から行われるものであるが、当時の我が国航空機

日本の空に飛び立っている。この戦闘機型の小型機

工業にとっては製造技術はもちろん生産管理や品質

開発の基軸は、我が国初の超音速機となった昭和40

管理など様々の管理手法、さらに規格・標準やマニ

年代のT-2練習機及びその改良によるF-1戦闘機の開

ュアルの体系などの面でも吸収するところが多く、

発に引き継がれ、さらに我が国初のファン・ジェッ

生産基盤の形成・充実にとって効果が大きかった。

トであるF-3エンジンを搭載した昭和50年代のT-4練
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習機開発経験を経ることにより、開発経験に応じた

た、ほぼ時を同じくして、ジェネラル・アビエーシ

設計者の階層構成が可能となり、また搭載装備、部

ョンの領域でMU-2、FA-200、KH-4が開発され事業

品・素材を含めほぼ完全な国内開発基盤が構築され

としても健闘したことは注目される。

た。昭和30年代のPS-1飛行艇の開発、昭和40年代の

YS-11後継機開発への模索は、様々の紆余曲折を

C-1輸送機の開発で培った能力とあわせ、我が国航

経て昭和50年代のB-767共同開発参画へと展開し、

空機工業の技術基盤（開発技術力）は、昭和50年代

さらに昭和60年代のB-777共同開発事業参画（ロー

に一定のレベルで、ほぼバランスのとれた態勢を整

ンチ平成2年）へと発展するに及んで、国際共同開

えたと言えよう。戦前のレベルにはまだしもの感が

発・生産が民需部門における支柱に育つことになっ

有るとはいえ、我が航空機工業が先進国集団の一角

た。この間、通産省は昭和61年に「航空機工業振興

に復活するのにほぼ30年を費やしたことになる。

法」の改正を行い、国際共同開発に対して大きく支

このように、適切な開発事業の積み重ねによって、

援の手をさしのべている。このような民需部門にお

ようやく復活・育成した技術基盤態勢の下で、我が

ける国際共同開発は機体構造に限らず、たとえば

国航空機工業界が総力を結集して開発を目指したの

V2500などエンジンや各種のシステム装備や素材な

がFSX（次期支援戦闘機）であった。FSXは、事業

どの分野も我が国航空機工業の一角を形成しつつあ

としては上記F-1戦闘機の後継機を開発するもので

る。さらに、ビジネス機やリージョナル・ジェット

あるが、昭和50年代に防衛庁技術研究本部が行った

と称される領域での国際共同開発への参画も活発

運動能力向上機の研究（CCV実験機）などで我が国

で、機体、エンジン、搭載装備、部品・素材等の各

でもCCVの設計概念を獲得したこと、また、同時並

分野で、企業が個別に事業展開を図っている。しか

行的に研究が進んでいたアクティブ・フェーズドア

し、共同開発とはいえ、概して事業性の評価や構想

レイ・レーダー、複合材一体成形翼などの斬新な技

設計/基本設計など事業の初期段階への本格的な参

術についても実用化の目途が得られたことなどか

画には至っておらず、また最終組み立てや飛行試

ら、防衛庁と産業界が一体となって国内開発が志向

験・耐空証明さらに販売・プロダクト・サポートの

されたものである。しかし、結果は、米国のF-16戦

などの分野では部分的な参画に留まっている。この

闘機をベースとして日米共同開発することになっ

ため、技術基盤の核をなすシステム・インテグレー

た。当時は、所謂貿易摩擦など日米関係は厳しい状

ション能力を育成強化する上では多くを期待できな

況下にあり、FSXについては日本政府として苦渋の

い状況にある。技術基盤の充実、強化のためには、

政治判断となった。そのため、開発の実行過程で各

国際共同開発事業におけるこうした分野への参画を

種の問題点が発生したが、これは、主として経費負

拡大することが必要であるが、より本質的には何よ

担、技術移転、ワーク・シェアなど共同開発のフレ

りも自主開発を目指さなければならないことは言う

ーム・ワーク上の制約に起因するもので、その点今

までもない。

後に課題を残したともいえるが、日本のリーダーシ

航空再開から半世紀、我が航空機工業は今や超音

ップの下で、日本の開発手法をベースにプログラム

速戦闘機を開発・生産する能力を持ち、民需では世

を推進した経験は大きい成果である。

界の主要な航空機メーカーから開発のパートナーと

民間輸送機開発への挑戦は、通産省主導で開始さ

して嘱望されるまでに成長した。この間、冷戦構造

れ昭和32年には既に財団法人輸送機設計研究協会が

の消滅に伴う世界的な国防予算の縮減をうけて、各

設立され、国家予算を得て具体的な設計研究が始ま

国の航空機工業は軍需から民需への転換を図るとと

っている。日本航空機製造（株）が設立された昭和

もに、企業統合などによって産業の再構築を急いで

34年には開発体制が整い、YS-11の本格的な開発に

きた。我が航空機工業における防需のシェアも冷戦

着手した。昭和37年暮れには初飛行し、昭和39年8

期の80％前後からここ10年で60％前後となり、着実

月には型式証明を取得している。YS-11は我が航空

に民需への転換を遂げつつある。そして、産業規模

機工業が世に問うた最初の本格的な旅客機であり、

は、売り上げで一兆円の水準に達し、2万5千人規模

耐空証明・販売・プロダクトサポートといった未知

の従業員を擁している。国内では将来の成長が見込

の領域を抱えながら、総生産機数182機のうち75機

める技術先導型の工業として存在感を増しつつあ

を15カ国へ販売・輸出したことは特筆に値する。ま

り、将来確実に実現するであろう次世代超音速輸送
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機の開発では国際共同開発の一角を担おうとする意
欲的な研究活動を推進している。
しかし、例えば航空機工業が直面している当面の
事業環境だけを見ても安全性・利便性・快適性の改
善を含む高速・高性能化に加え、低コスト化や環境
問題重視の要請はますます厳しくなると思われる。
また、情報技術（IT）の進展に伴い、世界的な規模
で競争が激化することは避けられない趨勢にあると
ともに、各種の規格・基準・標準・認証さらに耐空
証明などに係わる各国あるいは地域の競合関係もこ
れまで以上に戦略性を深めると思われる。もとより、
航空機工業は国防に直結する基幹産業の一つであ
り、国家の要請に応えるための生産・技術基盤を強
化して行かなければならない。また、技術先導型で
波及効果の大きい工業として、技術立国を目指す我
が国産業社会への貢献が期待されていることは言う
までもない。我が航空機工業はこうした国家の要請
と事業環境に的確に対応してゆかなければならな
い。
ライト兄弟のフライヤー号による動力飛行から百
年が過ぎようとしている。時あたかも防衛庁の次期
輸送機（C-X）
、次期固定翼哨戒機（P-X）の開発が
始まり、経産省/NEDOの支援による民需への投入
を念頭に置いた環境適応型高性能小型航空機および
同エンジンの研究開発が始まろうとしている。また、
同様に経産省/NEDOの支援による次世代の超音速
輸送機搭載を目指した超音速輸送機用推進システム
（HYPR）に引き続く環境適合型次世代超音速推進
システム（ESPR）の研究が推進されており、さら
に文科省/（独）航空宇宙技術研究所ではSST実験
機などの意欲的な試みが進行している。航空機の新
しい世紀の劈頭に立って 、50年に亘る我が航空機
工業復活の足跡をたどり、先人の努力に敬意を表す
るとともに、その志を我がものとする機会として航
空新世紀への飛翔を誓いたい。
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第1章 戦前の航空機工業と戦後の再建
戦前は、その規模、技術力、生産能力において世

回飛行距離世界記録（11,651km）の樹立、昭和14年

界でも有数な地位にあった日本の航空機工業は、戦

の毎日新聞社機「ニッポン号（九六式陸上攻撃機の

中に壊滅的な打撃を受け、更に戦後の占領軍政策に

民間型）」による20カ国訪問、総飛行距離52,800km

より7年間に亘り一切の航空関連活動を禁止され、

に及ぶ世界一周飛行の成功といった快挙が相次い

特に技術力の面で大きく立ち遅れる事になった。昭

だ。このうち航研機を除いた神風号とニッポン号は

和27年の航空機工業の再開もほぼ零からのスタート

軍用機を転用したものであった。

であったが､朝鮮特需により復興へのキッカケを掴
むことになる。

1節 戦前の航空機工業
わが国の航空機工業が、産業としての形態をとと
のえるようになったのは、昭和5、6年ごろのことで
あった。昭和6年の航空機生産機数は年間400機弱で
あったが、10年後の太平洋戦争突入時には4,800機、
さらに3年後の昭和19年には、月産約3,000機、年産
約25,000機を数え、終戦までには合計約10万機を生
産した。このように急速な発展を支えた企業と従業

中島飛行機における陸軍一式戦闘機「隼」の生産風景

員数をみてみると、機体メーカー12社、エンジンメ

太平洋戦争に突入してからも、日本の航空技術は

ーカー7社、従業員は終戦時100万人に達し、その規

発展を続けた。日中戦争ですでに存分に威力を発揮

模は、米・ソ・独・英各国に次ぐものであり、技術

していた三菱の海軍零式艦上戦闘機（昭和15年）や

的にも優れた実績を残した。

川西の海軍二式大型飛行艇（昭和17年）、海軍局地

当時の陸海軍が軍事上の必要性から、わが国独自

戦闘機紫電改（昭和19年）、川崎の三式戦闘機「飛

の航空機の開発、生産をめざして惜しみなく経費を

燕」、わが国初めての複座戦闘機となった二式複座

負担し、それを受けて、三菱重工、中島飛行機、川

戦闘機「屠竜」
、中島の陸軍一式戦闘機「隼」
、四式

崎航空機、愛知航空機をはじめほとんどの会社は

戦闘機「疾風」
（昭和19年）などの傑作機をはじめ、

英・仏・独・米各国の技師らを招いてその指導を仰

戦時中のため未公認ではあったが、周回距離

ぎ、技術力、生産能力を向上させた。陸海軍が、速

16,435kmの世界記録を生んだ立川のＡ-26長距離機

度、航続性能そして戦闘性能などに高い要求性能を

（キ-77）
（昭和19年）等の優秀機が開発された。 さ

設定し、航空機メーカーに次々と新型機を試作させ、

らに終戦時には、わが国初の4発陸上攻撃機「深山」

要求を満たした機体を生産に移す政策を採ったた

や「連山」を完成した他、初のロケット戦闘機「秋

め、航空機メーカーは技術的難間を解決すべく絶え

水」
、ターボジェット戦闘機「橘花」
、空対艦「イ号

ず努力をせざるを得なかった。航空機メーカーによ

1型誘導弾甲、乙」、赤外線ホーミング・ミサイル

る努力の成果の一つとして、昭和10年に完成させた

「ケ号」など、当時の世界の最新技術を盛り込んだ

三菱の九六式艦上戦闘機がある。同機は、最高時速

装備品が開発途上にあったことを見ても、わが国の

約435km/hを記録し、従来の日本の戦闘機の性能水

航空技術が世界的水準にあったことがわかる。

準を大きく上回るものであったばかりでなく、海外

ドイツのメッサーシュミットMe262とMe163のわ

の一流戦闘機と比較しても少しの遜色もないものだ

ずかな資料を参考にしながら、新しく日本で設計さ

った。さらに、昭和12年の朝日新聞社機「神風号

れた国産の石川島播磨重工製「ネ20」エンジンを搭

（九七式司令部偵察機）
」による東京／ロンドンの欧

載した初のジェット機「橘花」及び三菱重工製「特

亜連絡飛行の実現、翌13年には「航研機」による周

呂2号」
（KR-10）を搭載したロケット機「秋水」が、
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2節 戦後の再建

される。
しかし、開発・生産された航空機は軍用機がほと

1 終戦とGHQの航空政策

んどで、民間機は皆無に近かった。また技術の面を

昭和20年8月15日、太平洋戦争はわが国の無条件

みても、小型機については零式艦上戦闘機等の例で

降伏によって終結した。終戦によってわが国は連合

みられるように世界有数の優れた技術を保有してい

国軍の占領下におかれ、旧陸海軍、旧財閥の徹底的

たが、4発爆撃機や4発大型輸送機、エンジンの分野

な解体が開始された。

では欧米先進国に追いつくまでには至らなかった。

連合軍は次々と航空政策を打ち出した。まず、同
年8月24日、日本国籍のいっさいの航空機は飛行を
禁止された。ついで同年9月2日、連合軍総司令部
（GHQ）の覚書によって、日本政府は、飛行場およ
びすべての必要な航空保安施設を現状のまま連合軍
に引き渡すように命ぜられた。さらに、同年9月22
日、「降伏後の日本に関する米軍の最初の政策」が
発表され、「武装解除並ニ軍国主義ノ抹殺」という
一項によって、約3ヵ月の間に旧陸海軍所属の軍用
機、民間機は徹底的に破壊され、つづいて24日には、
民間航空機および部品などの生産禁止が指令され

川崎航空機における陸軍三式戦闘機「飛燕」の生産風景

た。
以上の措置の総まとめとして同年11月18日、GHQ

そのうえ産業の形態としても、航空機工業を支え

は12月31日限りで航空機の生産・研究・実験をはじ

る部品工業が十分発達しない状態のままであった

めとした一切の活動を禁止する覚書を発表し、日本

し、さらにアメリカですでに重視されていた製造段

の飛行機は模型飛行機すら飛ばすことができなくな

階に於ける品質管理、規格の統一、コストの分析と

った。また、運輸省航空局も同年の12月31日をもっ

いった合理的な生産管理についても、わが国では大

て廃止され、中央航空研究所、東京帝大航空研究所

戦に入ったころに、ようやく部分的な研究に着手す

なども翌年1月までにことごとく廃止された。終戦

るといった有様だったため、大量生産能力ではアメ

間近には、米軍の空襲によって多くの航空機工場は

リカやドイツ、イギリスなど列強に比べて大きな差

決定的な大打撃を受けており、すでに瀕死状態あっ

があった。無理な増産につぐ増産によって航空機の

た航空機工業だったが、これすら占領軍によって完

機数は一応揃えても、その可動率等は米・独に比べ

全に葬り去られたのであった。そのうえ、財閥解体

ると低かった。また航空機個々の性能は概して優秀

によって、航空機を生産していた会社のほとんどが

だったが、性能を追及する余り、乗員の生命を保護

複数の会社に分割され、技術者も分散していった。

する防弾装備などの安全面が犠牲にされたため、戦

さらに決定的だったのは、それまで航空機工業を支

闘時の被弾による損失率は連合国の軍用機にくらべ

えていた陸海軍が消滅してしまったことである。

てはるかに高かった。このように、戦前の航空機工
業は総じていえば規模は大きく、一面では技術水準

2 終戦による混乱と各社の対応

も一流に近づいてはいたが、近代工業としてはきわ

以下は、昭和27年12月通産省が調査した戦後航空

めてバランスのわるい産業のまま戦争に突入せざる

機工業の転換状況に、若干の補足をつけ加えたもの

を得なかった。

である。
〔三菱重工（航空機部門）
〕
戦時には、零式艦上戦闘機、百式司令部偵察機、
四式重爆撃機、ロケット式局地戦闘機「秋水」など
17,000機、および51,000台のエンジンを製造していた
が、終戦により三社に分割され、航空機部門は中日
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戦前の航空機工業と戦後の再建

本重工に吸収された。航空機の代わりに、自動車車
体、内燃機、スクーター、鋳物、農機具などを生産
していた。

〔川崎航空機〕
戦時には、二式複座戦闘機「層龍」、三式戦闘機
「飛燕」など8,000機、エンジン14,000台を製造したが、
川崎機械工業、川崎岐阜製作所に分割された。消火
器、繊維機械、バス車体、同エンジンなどを生産し
ていた。
〔川西航空機〕
戦時には、二式大型飛行艇、局地戦闘機「紫電改」
など2,862機を製造したが、新明和興業（後に新明和
工業）、明和自動車、摂津車両等に分割され、自動
車部品、内燃機、オートバイ、自動三輪車などを生
産していた。

海軍零式艦上戦闘機の生産風景

川西航空機の海軍二式大型飛行艇

三菱重工が開発・生産した海軍一式陸上攻撃機

〔中島飛行機〕

〔新日本飛行機〕
戦時には、九三式水上および陸上中間練習機など
3,300機を製造したが、日本モータース、岡村製作所
に分割され、金属金具を生産した。
以上はおもな会社の状況であるが、それぞれ終戦
のショックを思い思いの方法で乗りきらざるをえな
かった。しかし、解散した航空技術者がほかの産業
に移ったことによって、戦前に高度に発達した航空
技術が他産業に広く波及し、モノ不足時代の民需の
発展に大きく貢献した。なかでも特筆すべきは、大
量の航空関連技術者が参入した土木建設工業、陸上

中島飛行機の陸軍百式重爆撃機「呑龍」

戦時には、一式戦闘機「隼」
、四式戦闘機「疾風」
、

車輌工業、鉄道車輌、電気通信工業の分野で、それ
ぞれ道路、橋梁、自動車、新幹線、ラジオ、レーダ
ーなどの発展に尽くしたことである。

艦上偵察機「彩雲」
、艦上攻撃機「天山」
、ジェット

なお、その後、前記5社は、旧三菱重工の三社は

式局地戦闘機「橘花」など25,935機の機体と46,726台

合併して新三菱重工（現三菱重工）となり、中島飛

のエンジンを製造していたが、終戦により、大宮富

行機は分割された12社のうち5社が昭和28年7月に大

士工業、富士精密などの12社に分割された。それら

同団結して富士重工を結成した。中島飛行機のエン

の各社では、バスのボディ、農機具、自動車部品、

ジン部門を引き継いだ富士精密は独自にロケットの

スクーター、客車・電車、内燃機などを生産・修理

生産を開始し、後に日産自動車宇宙航空事業部を経

していた。

て、現在は石川島播磨重工の一部と合併し、IHIエ
アロスペースとなっている。新日本飛行機は元の日
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本飛行機に戻り、川西航空機は新明和工業に、川崎

制であったものを許可制にするなど大幅な手直しが

航空機はほかの分野とあわせて、今日の川崎重工と

行われた。

なっている。
4 朝鮮戦争時の航空機工業
3 政府の対応と航空機工業再開への動き

GHQの指令によって航空機の生産・研究を禁止さ

昭和25年6月25日未明、朝鮮半島の北緯38度線全

れた各会社は、すでにのべたように民生品を細々と

域にわたり全面的な戦争の火ぶたが切られた。戦争

生産しながら、航空禁止令解除日の来ることをひた

は一挙に拡大し、全世界が緊張していった。この戦

すら待ち望んでいた。しかし、ほぼ7年に及ぶ活動

争を契機として、アメリカの対日政策が大転換し、

禁止期間中、世界の航空機技術は長足の進歩を遂げ

昭和27年4月の対日講和条約の締結への道が開かれ

ていた。戦争末期にドイツ、イギリス、アメリカな

ていった。

どで急速に実用化が進んだジェット・エンジンはま

対日講和条約の発効を間近にひかえた昭和27年4

ず戦闘機に優先的に採用され、音速の壁を突破する

月9日、GHQは「兵器、航空機の生産禁止令」を解

等飛躍的な性能向上をもたらしており、戦勝国の航空

除し、許可制に改める旨、通告した。これによって

技術のレベルは戦前の航空技術に比して次元の異なる

日本の航空機工業は自主的に航空機の生産と研究を

高いレベルに達していた。こうした中、戦災を被った

再開することができるようになった。

ままの建物と賠償指定を解除された老朽設備しか持た

復興をめざす政府は、航空再開と同時に、通産省
通商機械局に航空機生産行政に関する特別調査会を
設け、昭和27年8月には重工業局に航空機課が新設さ

ない日本の航空機工業が再開したのは朝鮮戦争の特需
による米軍機のオーバーホールと修理であった。
昭和27年7月、米陸海軍から昭和飛行機にL-5、L-7、

れた。これらの一連の動きのなかで、同年7月、
「航

L-20、L-23などの連絡機、T-6練習機、C-45輸送機の

空機製造法」が制定・公布された。そして8月には、

オーバーホールが発注された。同年末には、米空軍

同施行令、ついで昭和28年1月には同施行規則が制

から川崎航空機にノースアメリカンF-51戦闘機、T-

定・施行され、ここに航空機工業再開への道が開か

6テキサン練習機、ベルH-13小型ヘリコプター、さ

れた。

らに後にロッキードT-33Aジェット練習機、ロッキ

一方、今後の航空機工業のあり方について検討す
る航空機生産審議会が、昭和27年9月に設置された。

ードF-80、リパブリックF-84、ロッキードF-94など
ジェット戦闘機のオーバーホールが発注された。

この審議会は通産大臣の諮問に応じて、航空機の生
産、技術の向上に関する重要事項を調査審議すると
ともに、関係各大臣に建議することを任務とした。
同会は発足後活発に答申や建議を行い、わが国の航
空機工業の今日の姿を形づくっていった。
このように航空機工業の再開後、米軍、保安庁関
係の需要は拡大していった。それに伴い、企業の動
きは活発となり、昭和28年末までに航空機製造法に
基づく製造修理の届けを出した会社は39社に達して
いた。需要が限定されていた当時の状況では、新規
参入による企業の乱立は、ようやく再建へ向けて立
ち直りかけていた航空機工業にとってはむしろ弊害

米軍機のオーバーホール（新明和工業）

にもなっていた。このような状況のうちに昭和29年

さらに翌28年の6月には、米空軍から新三菱重工に

6月、従来の航空機製造法の見直しが始まり、一部

ダグラスB-26爆撃機、カーチスC-46輸送機、少しあ

が改正されて、同年9月「航空機製造事業法」が施

とになってノースアメリカンF-86Fジェット戦闘機の

行された。新しく施行された同法は、「過剰投資を

オーバーホールが発注された。同じく、米海軍から

排除し、生産分野、生産系列に一定の秩序を与えよ

日本飛行機にノースアメリカンSNJ練習機、グラマ

うとする」ことをひとつのねらいとし、従来の認可

ンTBM哨戒機、ロッキードP2V対潜哨戒機、グラマ
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ンF9F戦闘機などのオーバーホールが発注された。

で、可能なかぎりの技術的追求をしたのであった。
昭和27年5月末に全日本学生航空連盟（読売新聞
社が後援）から注文を受けたのがその始まりであっ
たが、昭和27年9月、記念すべき戦後の国産第1号機
が飛んだ。新立川飛行機と名を変えた旧立川飛行機
の技術者たちが、工場に残っていた「神風」II型
150hpエンジンとその付属品である木製プロペラ、
スターター、エンジン計器をそのまま利用して立飛
式Ｒ-52型を完成させた。設計開始時には航空局の耐
空性基準がまだ公布されていなかったため、構造強
度は旧日本航空評議会の飛行機機体強度規程の陸上
機第4種に準拠していた。
R-52練習機は昭和27年9月17日に初飛行した。翌

新三菱重工における米軍F-86Fのオーバーホール作業

18日に読売飛行場で命名式が行われ、「タチヒ」号
と命名された。その後、昭和28年4月まで飛行試験

さらに昭和30年7月には、米海軍から新明和工業

が行われた。特殊な機体なので量産には至らず1機

にダグラスR4D輸送機、空軍からはダグラスC-47輸

だけに終わったが、全日本学生航空連盟の訓練およ

送機のオーバーホールが発注された。エンジン修理

びグライダー曳航機として活躍した。

については、レシプロ・エンジンは昭和飛行機が、
ジェット・エンジンは川崎航空機が受注している。
また、米軍用機の機器や装備品の修理も、昭和27年
に日本無線、神鋼電機、藤産業、昭和28年には東京
計器製造所（現トキメック）、東京航空計器、昭和
29年には萱場工業（現カヤバ工業）
、新日本飛行機、
富士精密工業（現IHIエアロスペース）
、日本航空電
子工業、新中央工業（現ミネベア）、関東航空計器
で開始された。
立川の極東空軍補給所（FEAMCOM）では、戦
後まもなく米空軍機の整備・修理・改修に多数の日
本人技術者を雇用していたが、これらの経験者が、
最新の整備・製造技術を習得して、航空再開後に各

それに続いて東洋航空が製作したTT-10型練習機

会社に分散・復帰したことも、航空関連産業の急速

（昭和27年12月、初飛行）
、日本大学の木村秀政教授

な立ち上がりに役立った。
現在ではほとんど忘れ去られた格好の特需だが、

の指導する航空研究会の学生が設計して、岡村製作
所が製作したＮ-52（昭和28年4月、初飛行）
、川崎岐

戦後の航空機工業再開に当たっては、これが大きな

阜製作所によるKAL-1連絡機（昭和28年7月、初飛

はずみになったばかりでなく、当時の最新航空技術

行）等いろいろな航空機が試作されたが、いずれも

を習得するうえで、日本の航空機工業界には多大の

1機か2機が試作されただけで終わっている。

貢献があった。
5 小型機の試作が相次いだ再開初期の
航空機工業
待望の航空再開と同時に行われたのは、航空機工
業関係者による様々な航空機の試作だった。各社と
もすでに述べたようなほとんど何もない状態の中
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川崎KAL-1連絡機（軽飛行機）

この時代に試作されたこれら軽飛行機は、我が国
航空機会杜の航空への熱意を示すものであったが、
いずれも量産には至らなかった。その理由としては、
信頼性が十分確認できていなかったこと、価格が高
く、市場競争力がなかったこと、もともと量産を想
定していなかったため、生産設備などの準備が十分
なされていなかったことなどがあげられている。
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朝鮮特需に伴う米軍用機のオーバーホール作業を
受注し、立ち直りのキッカケを掴んだ日本の航空機
工業は、航空自衛隊の発足により開始された各種航
空機のライセンス生産を通じて戦後急激に進歩した
米国の航空機生産技術を学ぶことになる。この時期
に修得した高度に機械化、標準化された生産技術、
品質保証手法、効率的な生産方式にたいする考え方
等はその後の航空機工業の水準向上にとり大きな意
義を有するものであった。
航空機やエンジンのライセンス生産が活発化する
につれて、機体、エンジンおよび関連機器メーカー
もおよその今日の顔ぶれが揃い、現在の航空機工業

T-34メンター初等練習機の生産風景

の秩序がほぼ整ったといえる。すなわち、機体では
新三菱重工（現三菱重工）、川崎航空機（現川崎重

T-34メンターの製造権については、昭和28年9月、

工）
、富士重工、新明和工業、日本飛行機の5社が出

富士重工はビーチ・クラフト社とT-34メンターの製

揃い、また、日本ジェットエンジン（株）、川崎航

造権導入に関する契約（期間は6年間）を結び、同

空機、新三菱重工、富士精密（現在はIHIエアロス

年11月、日本政府の認可を得ていた。

ペース）などのエンジンメーカー、その他、材料・

同機搭載のコンチネンタルO-470-1113Ａエンジン

部品メーカーも歩調を合わせて、日本の航空機工業

の製造権に関しては、昭和28年秋に富士自動車がコ

という一つの母体がようやく形成されていった時代

ンチネンタル・モーターズ社と契約を締結した。

であった。

昭和28年11月、富士重工は、米国からの技術導入
による小型飛行機生産の第一号として同機のライセ

1節 ライセンス生産による基盤の構築

ンス生産を開始するために、宇都宮車両（株）の航
空機工場を拡充してT-34メンター初等練習機の生産

1 航空機工業再開の第一歩T-34練習機の国産
航空機工業の再建に最も大きな影響を与えるとと
もに大きく貢献したのは、いうまでもなく昭和29年

準備を整えた。本航空機工場では初めて米軍規格
MIL-Q-5923Bによる品質管理を導入した点におい
て、大きな意義があった。

の航空自衛隊の発足である。航空自衛隊は、まず戦

昭和29年3月には輸入機の組立生産に入り、同年3

闘機パイロットを育成するために何よりも練習機を

月12日には宇都宮飛行場で生産開始の祝賀会と公開

必要としており、昭和27年に初等練習機としてビー

飛行を行った。昭和30年10月には富士重工宇都宮製

チ・クラフト社のT-34メンターの採用を決定した。

作所の航空機工場でT-34メンター初等練習機の国産

ビーチ・クラフト社の傑作小型機「ボナンザ」から

1号機が完成し、関係者多数の見守る中で初飛行が

発展した軍用練習機T-34メンターは初等練習機とし

公開された。ライセンスによるものとはいえ、日本

ては性能がよく、装備がきわめて行き届いていたう

の航空機工業がふたたび航空機を生産したことを祝

え、設計にゆとりがあり、軽快さとともに過酷な運

う記念すべき飛行となった。

用にも耐え得る堅牢な構造を兼ね備えていた。

T-34メンターの生産は、昭和29年度にノックダウ
ン49機、国産27機が発注され、30年度には26機、31
年度には22機が発注された。当初は航空自衛隊およ
び海上自衛隊の初等練習機として生産されたものだ
が、その性能の良さが評価されて、後には富士重工
が独自に改良を加えた陸上自衛向けのLM-1、海上
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自衛隊の練習機や連絡機としてKM-2、さらに航空

ラスの連絡機を将来はすべてヘリコプターでまかなう

自衛隊がメンターの後継機として採用したT-3を含

という方針を打ち出した。アメリカ陸軍が観測・連絡

めると、メンター系列の機体は全部で305機生産さ

に小型ヘリコプターを導入し、これを主力としていく

れた。このうちT-34は、賠償を含め、フィリピンに

計画を発表したため、これに習って大きく方針転換し

36機、インドネシアに1機が輸出されている。

たのであった。こうして、L-19の国産は計画半ばで中

メンターの国産に際し、富士重工は、ビーチ・ク

止されてしまったが、この間に富士重工は、当時世界

ラフト社が米空軍の制式機であるT-34生産に対して

最大の小型機メーカーとして君臨していたセスナ社の

行っている品質管理や生産方式をそのまま取り入れ

多くの優れた技術を学ぶ事ができた。

る一方、多くの機器・部品・材料メーカーも、米国
のそれぞれの専門メーカーと技術援助契約を結び、
必要な技術を導入し機器の国産化を推進した。

3 T-33Aジェット練習機の国産
ジェット戦闘機の保有機数が増加するにつれて、
戦闘機パイロットの養成が急がれたが、航空自衛隊

2 中途で挫折したセスナL-19の国産計画

では、基本操縦課程をT-33Aで、戦闘機操縦課程を

昭和29年7月1日に発足した陸上自衛隊は、すでに

F-86Fで行う構想を持っていた。F-86Fよりわずかに

保安隊時代からセスナL-19A連絡機を米国から供与

早い時期からT-33A練習機を米軍から供与されてお

されていたが、その機数は昭和30年3月末で合計107

り、航空自衛隊では、すでに60機余りを保有してい

機に達していた。陸上自衛隊では装備機数をさらに

た。ロッキードT-33Aは世界26か国に供与されてい

増加するために同機を国内生産する方針を打ち出し

た当時世界最高のジェット練習機とされ、当時の航

た。これは昭和35年度末までに固定翼機を250機装

空自衛隊は、F-86FとともにもT-33Aも国産化する

備するという計画に基づくもので、具体的には昭和

ことを計画し、日米両国政府による調整を進め、両

31年度から昭和32年度にかけて3機を試作、そのあ

機種の国産化を正式に決定した。T-33Aライセンス

と昭和33年度に12機、以降数年間にわたって毎年20

国産相当会社として川崎航空機が選定され、これに

機程度を生産して行く計画であった。

よって戦後初めてジェット機を国産するという特筆

この計画を受けて、富士重工は、昭和30年6月、
セスナ航空機会社とL-19Aの製造に関する技術援助

すべきプログラムがいよいよ動きだすことになっ
た。

契約を締結して、昭和31年9月には政府の認可を得
た。そして陸上自衛隊からその発展型であるL-19E
の発注を受け、強度試験は運輸技術研究所（三鷹）
と防衛庁技術研究所（立川）で実施され、試作1、2
号機は防衛庁技術研究所により岐阜で飛行試験が行
われた。昭和33年度には量産機12機、昭和34年度に
は8機を納入した。

ロッキードT-33Aジェット練習機の生産風景

川崎航空機は、昭和29年1月からすでに米空軍の
ロッキードT-33Aのオーバーホールを始めており、
ジェット機オーバーホールに関して経験を積んでい
セスナL-19連絡機

ところが、昭和34年に至り、陸上自衛隊は、このク

た。しかしながらジェット機を自らの手で製造する
のは全く初めての経験であるため、同社では内示を
受けるとともにロッキード社と具体的な技術提携を
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結び、その技術導入に積極的に取り組んだ。提携に

同社ではこれより先、すでに昭和29年7月にノー

基づいてロッキード側は多数の技術者を岐阜に送り

スアメリカン・アビエーション社（以降、ノ社）と

込み、技術指導と教育をおこない、川崎航空機側も

F-86F修理作業のため「修理及び部品製造権に関す

彼等から意欲的に技術、生産手法、品質管理などを

る技術援助契約」を締結して修理作業を行ってきた

習得した。

が、F-86Fの国産化がいよいよ本決まりになったの

昭和30年6月8日には第一次協定が結ばれて、日米
の共同生産という形で生産が行われることが決定し

を機に、昭和30年8月には新たに「完全国産化に関
する技術援助契約」を結び、生産準備を進めた。

た。川崎航空機は主契約会社として約2か月間にわ

昭和31年1月26日からはノ社技術陣による技術訓

たる準備期間を経て、昭和30年10月から、まずノッ

練指導が開始された。米国側からの技術者は最終的

クダウン機の組立生産に入った。T-33Aの国産第1

に25名に達したが、その技術訓練指導は新三菱重工

号機は昭和31年1月21日に完成、同日、各務原飛行

側技術者には初めて接する斬新かつ合理的なもの

場で公開飛行が行われた。これを手始めに徐々に作

で、その習得は容易ではなかったが、日本側技術者

業範囲を拡大し、最終的には部品製造から最終組立

らの意欲と熱意により言葉の障壁を克服し、新技術

まで完全な国産化へと移行して行ったのである。第

を習得した。

1次生産分97機のうち30機はノックダウンであった

70機のノックダウン生産分組立キットと組立治工

が、第２次生産分83機、第3次生産分30機と合わせ

具 は 、 日 米 政 府 間 の MDAP（ Mutual Defense

て、昭和31年3月から昭和34年3月までに合計210機

Assistance Program：日米無償援助協定）に基づき

が生産されたのであった。第三次生産の平均国産比

米政府から供与され、昭和31年3月11日、まず補助

率は43.1%、最終国産比率は約65%である。

翼の組立作業が大江地区の第5工場で始まった。こ
うして国産F-86F戦闘機の1号機は予定より1か月も

4 F-86Fジェット戦闘機の国産
昭和30年12月、MSA協定によって米軍から9機の

早く完成し、8月9日に小牧飛行場で試験飛行が行わ
れ、翌月20日に防衛庁に引き渡された。第1次生産

ノースアメリカンF-86F戦闘機が、昭和31年にはさ

分の70機は昭和32年12月26日までに完納されたが、

らに171機が供与されて、航空自衛隊は併せて180機

この間のF-86Fの生産作業量は、同社名古屋航空機

の戦闘機を装備する極東有数の空軍に成長していた

製作所の総作業量の85％にも達した。

が､更にその装備機数を増加させる計画であった。

その後、第2次生産分110機、第3次生産分120機の

このような航空戦力を効果的に発揮するために、戦

合計230機が本格的国産機として生産された。年度

闘機等の維持・整備基盤を国内に確保する事が必要

別の生産機数をみると、昭和31年度のノックダウン

であり、同戦闘機を国産する事を検討していた。そ

16機に続いて、昭和32年度80機（ノックダウン54機、

して昭和30年6月、日米両国政府間でジェット戦闘

国産26機）、昭和33年度93機、昭和34年度59機、昭

機生産に関する交渉がまとまり、日本でF-86Fを国

和35年度52機の合計300機が生産され、平均月産6機

産化することが了承された。同年8月5日には新三菱

のペースで、当初計画通り昭和36年2月まで続けら

重工に対し、防衛庁長官から70機のF-86Fノックダ

れた。第2次生産分以降は部品を含めて国産化する

ウン生産の内示書が手渡された。

ことになっていたが、国産化できないものは引き続
きMDAPによる供与を受けた。F-86F第三次生産の
平均国産化率は約48%で、最終国産化率は約60%で
あった。
Ｆ-86Ｆの国産はこうして順調に行われたが、途中、
昭和34年9月26日には東海三県を襲った伊勢湾台風
が大江工場を高潮で水浸しにするという大災害が発
生、機械設備、製品、材料、部品などほとんどが冠
水、その復旧には非常な努力が払われた。冠水品を

新三菱重工が国産したノースアメリカンF-86F戦闘機
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てきた防衛庁は、
「P2V-7国産化概要」という資料を

300号機の完納式は昭和36年2月25日に小牧工場第

作成し、政府機関の関連部門に配布して、予算計上

1格納庫で、防衛庁長官以下防衛庁関係者、米空軍

の意図があることを示す一方、自民党国防部会の要

等関係者等多数が参列して盛大に行われた。

望もあって、対潜哨戒機の調達費約600万円を計上

日本でのF-86F国産がスムーズに実現した背景に

した。昭和32年8月には海上幕僚監部によりP2V-7国

は、戦後、米国が日本に対して有償で提供した小麦

産化計画書が作成され、9月10日には国防会議が開

の対価を円で蓄積した「小麦資金」という財源が存

かれて「日本側負担額を50％以下にすることを条件

在したことが一つの理由に上げられる。昭和28年5

として、昭和33年度よりP2V-7の生産を開始する」

月、米国政府は復興間もない日本の航空機を含む兵

という決定がなされた。政府はただちにこの旨を正

器の生産を援助する用意があると言明し、「小麦資

式にアメリカ政府に通知し、具体的な交渉の開始を

金」から36億円が日本の防衛のために贈与されるこ

要求するとともに、P2V-7の生産担当会社の決定を

とになった。防衛庁は発足当時から航空自衛隊の主

急いだ。

力機にはノースアメリカンF-86Fを装備する計画を

その後の日米交渉の結果、P2V-7対潜哨戒機を42

持っていたこともあり、「小麦資金」の用途につい

機生産、日本側負担金は50％弱の120億円、所要総

ては、まずF-86Fを300機国産調達するための費用に

工数は、治工具も含めて530万時間ということで決

充てることが決せられ、昭和30年6月に日米政府間

着した。又生産体制については、当初からそのプラ

協定が調印された。因みに、この「小麦資金」はF-

イム企業を希望していた新明和工業と川崎航空機の

86Fのほか、T-33練習機210機の国産・調達費用とし

間でプライム競争が展開されたが、昭和32年12月5

ても使用されている。

日に通産省から発表されたP2V-7国産担当会社は、

F-86Fの国産は以上述べたごとく順調に行われた

川崎航空機を主契約会社とするという内容であっ

が、第1次契約分70機については、新三菱重工と防

た。このような決定がなされた理由についてはつま

衛庁との契約については準拠すべき基準がなく、か

びらかではないが、日本の航空機メーカーとして新

つノックダウン組立は初めてのケースだったため、

三菱重工、川崎重工、富士重工の3社に加えて、さ

工数の算定、費目の計上等確信のある見積りができ

らに新明和工業を入れた4社体制にする必要がある

ず、契約締結は大いに難航した。折衝、打ち合わせ

かどうか、国として過剰な設備を持つことになるの

が繰り返された後、とりあえずは概算請負契約とし、

ではないか、といった危惧があったあったと言われ

後日、ある程度実績の出たところで金額を途中確定

ている。新明和工業では、米空軍の特需も一段落し

するという方式が採用された。

て甲南工場の作業量は月間わずか2万時間、伊丹工
場も約7万時間という状況だったため、下請協力生

5 P2V-7対潜哨戒機の国産
海上自衛隊は、その前身の海上警備隊発足時に米

産を希望する旨を関係当局に申し出た。数次にわた
って川崎航空機と打ち合わせを行った結果、新明和

軍から供与されたTBMアベンジャー対潜機、P2V

工業は総工数の20％の作業（首部胴体、水平尾翼、

ハープーン哨戒機、PBYカタリナ飛行艇などを装備

垂直尾翼、昇降舵、方向舵の製造など）を担当する

していたが、これらがいずれも大戦中の旧式機だっ

ことになった。

たため、早い時期に新しい対潜哨戒機を入手する必
要があった。
昭和29年になって、その有力候補機種にロッキー
ドP2V-7ネプチューンが浮上し、米国政府にその供
与を申し入れた。アメリカ側は、日本側の要求に対
して昭和30年度には6機、昭和33年度に16機のMAP
供与を行ったが、それ以上の供与には応ぜず、日本
がこれを国産化するなら協力する旨、伝えてきた。
部内にもP2V-7の保有を要望する声がたかまり、
大蔵省や通産省などと予算折衝をする必要に迫られ
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実用上昇限度は60,000ft（18,000m）以上、上昇速度
は、50,000ft（15,500m）まで8分以内、行動半径
200nm（370km）以上、そして、1,800mの滑走路に
離着陸できることなどの能力を備えていることが必
要であるというものであった。
こうしたF-X選定のための前提条件が揃ったので、
防衛庁は同年8月、6名の次期戦闘機調査団を派米さ
せた。調査団は、同年9月に帰国、同月末に空幕長
に報告書を提出、空幕長は同年10月7日、防衛庁長
官にこれを報告した。その報告書には全体としてロ
ッキードF-104AとグラマンF11F-1Fに特色が多いと
述べられていた。これをもとに昭和32年12月、昭和
川崎航空機岐阜製作所におけるP2V-7の国産風景

33年1月、4月と国防会議が開かれ、次期戦闘機をグ
ラマンF11F-1Fスーパータイガーに内定した。しか

P2V-7はレシプロ機とはいいながら、3,750 hpのラ

しながら、政府は容易に「内定」を「決定」とする

イトR3350エンジンと補助エンジンとして推力1.54t

ことができず、そのまま年を越したが、これには航

のウェスティング・ハウスJ34ジェットエンジンを

空自衛隊内部、とくに運用関係者の中に、新しい主

装備していた。また、電子機器としては、対潜作戦

力戦闘機として米海軍むけの試作開発段階のF11F-

に初めてコンピューター処理技術を導入し、レーダ

1Fを採用することに根強い反発があったという事情

ー、米海軍自慢の磁気探知装置MADや、ソノブイ

もあった。

を使用するアクティブ／パッシブ「ジュリー／ジュ
ゼベル」音響探知・処理システムなどの最新装備、

6月の国防会議では「グラマンF11F-1Fの内定を白紙

また各種送受信機、ECM 機器、IFF敵味方識別装

に戻し、再度、調査団を派遣する等、慎重に検討す

置などを装備した文字通りエレクトロニクス技術が

る」ことに決定した。その調査団は空幕長を団長と

駆使された新鋭機であった。

した航空自衛隊の7名と、公正を期するため特に民

この大型対潜哨戒機を国産するために、川崎航空
機では岐阜製作所の南地区に新しい組立ハンガーを

間から選ばれた3人を含む官民混成チームで2ヵ月に
わたる調査を行った。

建設、さらに電子機器工場や機能試験工場の建設に

この調査報告には、
「ロッキードF-104、グラマン

も時代の最先端を行く方法が採用され、必要に応じ

G98J-11C（社内名称F11F-1F改）
、コンベアF-102と

恒温恒湿のコントロールができる部屋も作られ、機

F-106、ノースロップN-156Fの5機種に試乗するなど

械設備も可能な限り新しいものが準備された。

調査を行った結果、全般的にロッキードF-104Cに優

ライセンス生産とはいえ、アビオニクス機器の生

位が認められた。ただしF-104の射出座席が下向き

産手法、試験・検査や生産管理などは、初めて経験

であるため安全性に問題があるので上向きとし、搭

することが多かったが、プライム・コントラクター

載射撃管制装置を全天候性を有するノースアメリカ

の川崎航空機をはじめ、協力下請生産会社、部品や

ン製のナサールに換装したＣ型とすること」との意

機器、素材などのサプライヤーを含めて日本の航空

見がつけられた。

機工業が総力をあげて取り組む態勢を構築した。
6 F-104J戦闘機の国産
防衛庁は昭和32年2月、F-86F戦闘機の後継機につ
いて、「機種決定に関する意見」と題する要望書を
まとめた。これによると昭和35年以降のソ連爆撃機
の速度はM1.6を超えるものと想定され、これを要撃
する戦闘機は、その1.2倍のM2クラスの高速性能、
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F-104DJ複座練習機型の生産契約が結ばれた。契約
額は機体481億円、エンジン167億円、その他電子機
器50億円で、総額698億円であった。
完成機体の納入計画は、昭和36年度から昭和38年
度までにF-104J型およびF-104DJ型をあわせて200機
引き渡すこととなっていた。機体部品、材料および
装備品の国産化率は約43%で、機体以外のエンジン
および搭載機器、通信機はノックダウン機以降の
160機分を国産化した。FCS、オートパイロットは
輸入することとなったが、今後におけるこれら機器
三菱重工小牧工場におけるF-104Jのライセンス生産風景

の整備補給能力を確保する見地から、部品について
は、そのつど国産化する方針をたてた。

これを受けて、同年11月5日に国防会議が開かれ、

F-104Jの第1号機は、昭和36年6月30日にカリフォ

「米軍の運用するF-104Cを日本向けに改装した型を

ルニア州バーバンクのロッキード本社工場で初飛行

F-Xとして採用し機数は180機とする、更に複座練習

し、試験飛行の後、いったん分解して日本に運ばれ、

機型20機を昭和40年度末までを目標にして国産す

再び組み立てられて昭和37年3月8日、小牧飛行場で

る」ということが決定された。同日の国防会議では、

日本における初飛行を行った。こうして最初の3機

新三菱重工を生産主契約会社に、川崎航空機を従契

まではロッキード社で作った完成機を輸入、新三菱

約会社とすることも決められ、翌7日、通産省から

重工で再組立した。つぎの17機はノックダウン方式

両社に申し渡された。

で小牧工場で組み立てられ、以後国産部品を組み入

政府は米国防省とF-104Jの経費と日米分担につい

れて160機が生産された。J型の180号機目が納入さ

ての折衝を行い、昭和35年1月に外務省で開かれた

れたのは昭和40年1月である。複座のF-104DJは、J

日米交渉で、F-104Jの価格および経費分担が決まっ

型の最初の3機と同じく完成機の輸入／再組立方式

た。さらに、この裏づけとなる交換公文と細目協定

により生産された。DJ型は昭和37年6月から昭和38

の折衝・調印が行われた。日本における戦闘機生産

年5月までの1年間に20機が納入された。

の立ち上がりだったF-86Fの国産では、アメリカ側

また、後になって、180機では所用の飛行隊を維

はほぼ50%を分担したが、F-104Jでは約28%となっ

持することが難しいとして、Ｊ型30機を追加生産す

た。

るということが決まり、昭和40年12月には追加分30

主契約会社となった新三菱重工は、ただちにロッ

機の生産契約が新三菱重工と結ばれた。これらは昭

キード社と技術援助契約を結び、また川崎航空機と

和42年度中に全機納入された。全体の国産化率は増

の作業分担を折衝した。技術援助契約は昭和35年2

加し、機体65%、エンジン80%、電子機器76%とな

月に妥結し、同年7月の外資審議会で正式に承認さ

っている。

れた。技術援助の対価は、ライセンス料150万ドル
（アメリカ側が負担）
、ロイヤリティは100機まで3万

2節 防衛庁機の自主開発

2,500ドル、101機以上200機までは3万ドル、201機目
から2万5,00ドル、契約期問は7年であった。

1 ジェット練習機T-1の開発と生産

作業分担部位については、新三菱重工は主翼、中

戦後の日本の航空機工業が当初から抱き続けた夢

部胴体、前部胴体の一部、最終組立、試験飛行など

は、日本独自の国産ジェット機を開発する事であっ

で、総生産工数の60%強を担当し、川崎航空機は前

た。昭和28年7月に日本ジェットエンジン（株）が

部胴体骨格、後部胴体、水平尾翼、垂直尾翼および

設立され、ジェットエンジンの開発が具体化しつつ

艤装等で、総生産工数の40%弱を担当することで決

ある中で、これを搭載する機体の研究が始まった。

着した。

昭和29年春には、防衛庁のジェット練習機の開発・

こうして昭和36年3月、防衛庁調達実施本部と新

国産計画が浮上し、昭和30年頃には日本の国情に適

三菱重工ほか8社との間で、180機のF-104Jと20機の

した中等ジェット練習機開発について機体各社が研
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究を進めていた。

くしてあった。昭和31年10月、第4次木型審査終了

昭和30年2月8日、空幕装備部は、新三菱重工、川

とともに全体的な詳細設計が始まり、12月には治具

崎航空機、富士重工そして新明和工業の4社に対し、

の設計が始まった。詳細設計には、川崎航空機、新

T-1ジェット練習機の開発について協力を要請する

三菱重工の技術陣も協力した。

とともに、それぞれが検討している機体に関する性

エンジンには、日本ジェットエンジン（株）が開

能要目、三面図などの提出を求めた。資料作成には

発していたJO-1（後のJ3：推力1,000kg）が搭載され

2週間の日時しか与えられなかったが、各社とも要

る予定であったが、エンジンの開発が間に合わない

目表、三面図、特に考慮すべき事項を含む資料を提

ことがはっきりしたために、試作機には英国からブ

出した。

リストル（現ロールス・ロイス社）オルフューズ

これらの資料をもとに防衛庁では昭和31年度に試
作費3億円を計上する作業に取りかかり、同年12月

Mk805を輸入して搭載した。この機体をT1F2と称
した。

末になって、4社に対して、昭和31年3月31日を期限
として、設計提案書の提出を求めた。設計提案書提
出期限の直前の2月下旬、4社のうち新三菱重工は、
前年8月に担当会社に決定していたF-86Fジェット戦
闘機国産化事業に全力を傾注するために、T-1練習
機プログラムから辞退した。かくて提出された設計
案は富士重工のT1F1、新明和工業のT1S1、川崎航
空機のT1K1の3案となった。
これらの資料をもとに、防衛庁はT-1練習機の要
求性能、要求項目をまとめ、昭和30年11月、３社に
基本設計計画書の提出を求めた。巡航速度M0.85と
いう要求に対して、富士重工だけは後退翼つきの機
体を提案、他の2社はいずれも直線翼機を提案して

富士重工宇都宮製作所における初の国産ジェット機、T-1練
習機の生産風景

いた。各社の設計者を悩ませたのは、このM0.85と
いう条件だった。T-33の制限M数は0.80である。
M0.05という速度差であるが、これが衝撃波を発生

行われたが、もうこのころには材料部品の手配も先

させるか否かの境界になった。悪影響から逃げよう

行しており、同年4月からは部品の製作も始まった。

とすれば極端に薄い翼にするか、後退翼が必要にな

その後、機体形状も空力的な改良が行われ、夏まで

るからである。

には最終形態について低速風洞試験を完了し、同年

これらを慎重に審査した結果、防衛庁は同年7月
11日、富士重工の案を採用、試作機の発注先を富士

10月には構造審査、同年11月20日には完成審査も終
了した。

重工に決定し長官から通知された。これによれば、

同年12月には0号機による強度試験も終了し、昭

試作機の完成期限は昭和32年10月末、原型機3機の

和33年1月18日には戦後初の国内開発ジェット機、

納入が求められていた。富士重工は、この計画のた

富士T1F2 1号機は見事に大空にはばたいた。2号機

めに全社の有能な技術者を宇都宮製作所に次々と送

は同年2月に完成し、同年3月末には、1号機（機番

り込み、T-1試作に全力を集中した。このプロジェ

801）
、2号機（機番802）ともに領収され、公開飛行

クトには、他社も積極的に協力し、当時の日本の航

を実施した。

空機工業界ではもっとも強力な設計開発チームが結
成された。
T1F1は、T1S1とは対照的に翼厚比16%の厚翼に、
わが国最初の後退翼を組み合わせるという野心的設
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昭和32年3月には試作機2機と強度試験機の契約が

続いて増加試作機が4機作られ、7号機以降は量産
機となって呼称もT-1Aとなった。T-1Aは昭和36年6
月から翌年6月にかけて40機が生産され引き渡され
た。

計だった。空気取り入れ口は機首にあり、前後席の

国内開発エンジンJ-3を装備した純国内開発ジェッ

間に120mmの高低差を設けて、後席からの視界を良

ト機T1F1は、T1F2の1号機と4号機を改造して作ら
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れ、昭和35年5月17日に初飛行した。T1F1の量産型

の段階にあり、実用化に達していなかった。したが

であるT-1Bは昭和37年6月から昭和38年6月にかけて

って、これらの新しい技術的なアイデアを直ちに実

20機が生産され引き渡されている。T-1Bは、T1F2

用機に結びつけるには、あまりに大きなリスクを伴

開発の過程で、設計変更によって重量が増加したた

っていた。このような状況の中で、飛行艇開発の技

め、ややパワー不足だったが、昭和40年に至って、

術的基礎を確立するために、実験飛行艇を試作する

出力向上型のJ3-IHI-7が完成したため、逐次このエ

案が関係者間で検討された。

ンジンに換装された。これがT-1B-10型である。
T-1は高性能を発揮し、可動率も良好な優れた練
習機となったが、当初予想された200機以上の生産
計画は、航空自衛隊のパイロット養成計画の変更等
もあり、最終的には60機の生産に留まった。
2 対潜哨戒飛行艇PS-1の開発と生産
潜水艦は水上艦にとって大きい脅威であり､対潜
ミッションは発足当初から海上自衛隊の重要な任務
であった｡この観点から､海上自衛隊では固定翼機等
による対潜作戦と共に､飛行艇運用について研究を
実施していた。

新明和工業におけるPX-S飛行艇の試作作業

一方、戦前海軍二式大型飛行艇を開発・生産した

その後の日米間調整の結果、グラマンHU-16

川西航空機の流れを汲む新明和工業は新しい飛行艇

（UF-1）アルバトロス飛行艇1機が海上自衛隊に供与

開発について技術的に研究を開始していた。従来の

されることになった。海上自衛隊は、このアルバト

飛行艇の欠点である波浪に弱いという技術的な課題

ロスを全面的に改造したUF-XS実験機を新明和工業

が解決されるならば、飛行艇の新しい用途を開拓で

に試作させた。UF-XS実験機は、新型飛行艇の力学

きるという観点から、得意の技術で新しい時代にふ

的相似模型であって、縮尺比は3／4であった。改造

さわしい大型飛行艇を開発するという構想であっ

費用約8億円をかけて機体を改造、あらたにエンジ

た。

ン2基を追加装備するなどして昭和37年12月に実験

昭和33年には、これらの各種の検討結果を踏まえ

機が完成し、以後これを使った技術的な実験が海上

て官民合同の研究会が開かれ、ソナーを使った対潜

自衛隊によって昭和39年まで合計152時間行われた。

飛行艇の構想が提案されていた。防衛庁が飛行艇の

防衛庁は、UF-1の改造とは別に、新しい高性能飛

有用性に着目し、これを、対潜哨戒機として開発す

行艇の調査研究およびこれに続く研究開発に着手

る方針を決めたのは、昭和35年のことである。

し、昭和35年度には、調査費400万円の予算を計上

このような対潜飛行艇を開発するためには、多く

した。飛行艇のみならず、その重要な装備品である

の技術的課題を抱えていた。旧海軍の二式大艇に採

吊下型ソナーと機上用波高計の開発を促進するた

用したスプレーダム型の飛沫防止装置の研究から考

め、計画、開発および審査の3グループからなる委

案された溝型波消装置、水力学的に特性の優れた細

員会を設けた。これには会社側も加わって、官民一

長い艇体、V角が鋭く且つ水面や波面の切り込み角

体の推進体制がとられ、新しく開発される飛行艇は

が鋭い艇底などの採用、さらに、離着水速度を遅く

PX-Sと呼称されることになった。UF-XSの実験成功

するために、境界層制御（BLC：Boundary Layer

を受けて、PX-Sの試作の見通しが得られたのを確認

Control）を併用したプロペラ後流偏向型の高揚力

した防衛庁は、昭和38、39年度予算に試験研究費約

装置、極低速の飛行安定を維持するための自動安定

7億円を計上して基本設計、細部設計と研究試験を

装置（ASE：Automatic Stability Equipment）
、吹

行い、試作開始へ向けて設計を進めた。

き出し舵面の採用などの広範囲な技術が企画・提案

新明和工業は、通産省、防衛庁の指導のもとに、

された。これらの技術はわが国では未経験の技術で

尾翼・外翼・エンジンナセルを富士重工に、基準

あるばかりでなく、世界でもまだ実験室的なデータ

翼・フラップ・エルロンを日本飛行機に、また翼端
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浮舟などを昭和飛行機にという具合に、将来の生産
分担を前提とした協力の依頼を発出し、各社からの
技術者を混じえた飛行艇開発本部を設置して、基本
設計を開始しPX-Sの試作に備えた。
終戦とともに風洞や水槽などの設備を失った新明
和工業は、防衛庁技術研究本部第1研究所および第3
研究所の水槽および風洞で必要な主要試験を行った
ほか、運輸技術研究所（当時）、航空技術研究所
（後の航空宇宙技術研究所）や大学の施設を借用し
ながら研究試験を続けた。飛行安定のシミュレーシ
技術試験中のUF-XS

ョン試験などにも航空技術研究所のシミュレーター
が利用された。多岐にわたる技術計算の増大に伴っ
て、小規模ながらも電子計算機が導入された。

昭和42年10月17日、試作第1号の初飛行が新明和

昭和39年6月末には基本設計報告が提出され、続

工業の甲南工場沖で行われた。また社内飛行試験の

いて設計作業は細部設計の段階に移り、東京に置か

なかでの外洋での荒海離着水試験は、昭和43年4月

れた設計室は解散し、協力会社の各社は、各自の生

に紀伊水道沖で行われた。

産分担分について細部設計を担当することになっ

PX-S試作飛行艇の試作機は、昭和45年3月末まで
にすべての要求を満足していることが確認され、同

た。
昭和40年5月に、防衛庁から試作命令が主契約会

年10月、海上自衛隊の制式機として防衛庁長官の部

社の新明和工業に発せられ、PX-Sの試作が開始され

隊使用承認が下され、PS-1と呼称されることになっ

た。新明和工業がPX-S初号機の試作請負契約を正式

た。PS-1の生産は、試作機の製造分担にならい、富

に防衛庁から受注したのは、翌年1月であった。

士重工、日本飛行機などが協力生産会社として参加

そのころは米海軍でもP-3の近代化が計画され、

し、新明和工業が主契約会社となって、新明和工業

ASW（Anti-Submarine Warfare：対潜作戦）が質

甲南工場が総組立場にあてられた。なお、官給品と

的に急速な変化を遂げている時期でもあり、対潜飛

してのエンジン、プロペラは、それぞれ、石川島播

行艇に搭載すべき対潜装備の内容はなかなか決定し

磨重工、住友精密が、ライセンス生産を担当した。

なかったが、結局、ソナーを含めて、当時P-3Bが搭

PS-1の先行量産型2機は昭和43年度に発注され、

載する対潜装備をPX-Sもすべて搭載することにな

昭和46年度に納入されたが、以後これに続く5号機

り、PX-Sの規模は次第に大きくなって、計画当初

（試作1、2号機、先行量産型3、4号機）以降は、昭

29tであった正規重量は、最終的には、36tまで引き

和45年から昭和52年まで、毎年1機〜5機の範囲で発

上げられ、最大重量も43tとなった。

注され、試作1、2号機を含めて、合計23機が生産さ

防衛庁が予算化したPX-Sの開発予算は、昭和35年

れた。

度に庁費雑費で予算計上された委託研究費400万円
に始まり、開発の終了した昭和41年度までの7カ年
間の合計予算額、64億3,200万円であった。このほか
に、UF-XSの改造費が、航空機修理費として約8億
円支出され、また、直接の予算とはなっていないが、
米海軍からの機能部品、器材の貸与が行われている。
上記の合計予算額のなかには、試作1、2号機および
強度試験機1機の製作が含まれている。

PS-1改消防飛行艇のテスト状況
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尚、昭和51年には自治省消防庁との契約で同機を

輸送用航空機およびエンジンなどの開発促進を目的

「消防飛行艇」に改造し、防衛庁の協力を得て各種

とした航空機工業振興法案の策定が昭和32年10月ご

実験データを取得したことも特筆される。同機は、

ろ航空機武器課を中心にすすめられ、民間、関係省

近辺の湖水や海を滑走しながら13秒で15トンの水を

庁との折衝が重ねられた。

取水し何回も往復して空からの消火活動を行えるも

一方、昭和32年度の開始とともに、財団法人輸送

ので、山火事や震災時の都市部の消火活動に活躍が

機設計研究協会の設立が決定された。同協会は昭和

期待されたが実験終了後は復原された。

32年5月に通産省の認可を受けるや、ただちに活動
を開始した。開発対象機種となったYS-11のYSは輸

3節 民間輸送機等の開発と生産の歩み

送機設計研究協会の頭文字に由来するものであるこ
とは良く知られているとおりである。

1 初の国産輸送機YS-11の開発と生産
【航空機工業振興法と中型輸送機開発構想】

輸送機設計研究協会は、欧米各国に調査団を派遣
してこの種の輸送機に対する政府助成策と輸送機開

航空機工業再建の歩みは着々と進んで、昭和30年

発・生産の現状調査を行った。現地調査の結果、各

にはノースアメリカンF-86F戦闘機、ロッキードT-

国とも航空機開発に対しては官民の並々ならぬ意欲

33Aジェット中等練習機のライセンス生産が始ま

と手厚い助成策が実施されている実態があきらかに

り、ライセンスによる生産とはいいながらも本格的

された。あらためて中型輸送機の自主開発が航空機

な生産が始まった。とはいえ、防衛需要だけでは航

工業の育成にとり必須の方策であり、そのためには

空機工業の長期的な事業見通しを立てることは困難

政府の一貫した航空政策の確立と資金面の強力な助

なため通産省重工業局航空機武器課は、「通商産業

成が必要であることが認識させられた。

研究」（昭和31年5月）で、「ようやく軌道に乗りつ

昭和33年度予算折衝は厳しく、結果的には設計研

つある航空機工業の振興がこの際真剣に考慮される

究費として約1億円が鉱工業技術研究補助金として

べきであり、さしあたり企業努力を超えた諸要件を

計上されたにすぎなかった。このため、振興法で考

充足するために、さらに特段の施策が必要である。
」

えた特殊法人航空機開発促進協会の設立は不可能と

とのべ、一層強力な助成措置を講ずる必要があるこ

なり、振興法は原案の「航空機等の国家購入」は削

とを指摘していた。

除、「機械設備の貸与」も、無償から時価より低い

このような状況の中で、安定した航空機工業を再

対価で貸付けることに変更するなど一部修正を行

建するためには､民間需要に対応する事が必要であ

い、昭和33年5月10日正式に公布された。また、そ

るとの認識から、日本航空工業会は通産省の支援に

れまでの航空機生産審議会は廃止され、新たに航空

より、日本航空、日ペリ航空（現全日本空輸）、極

機工業審議会が設けられた。

東航空（同）などの各社と接触して具体的計画を練

【日本航空機製造の設立とYS-11の開発】

るなど、民間、防衛、輸出の三分野で需要が見込め

通産省は昭和34年度予算要求に際して、試作費要

る中型輸送機を開発する構想が関係者間で検討され

求を強力に行うとともに、振興法の改正案の内容審

ていた。この中型輸送機開発計画は昭和31年7月に

議を重ねた。これと併行して特殊会社設立の検討、

航空機生産審議会にはかられ、「慎重に計画を進め

準備を進めていった。この構想は官民共同出資の特

るべき」との条件付きながら支持を得た。これに基

殊会社案で、試作事業と量産事業を担当するという

づき計画を促進するため各方面の理解を求める活動

ものであった。その背景としては、試作費は約30億

が続けられ、大臣折衝の末、ついに昭和32年度予算

円以上と予想されるなか、官民で事業の推進体制を

として、中型輸送機の設計研究費3,500万円が認めら

確立していくことが必要であったからである。

れ、これが鉱工業技術研究補助金から交付されて開
発が始められた。

そして昭和33年12月の大臣折衝の結果、この特殊
会社に対し3億円の予算が政府出資として認められ、

昭和33年度予算では試作費の確保が焦点で、この

日本航空機製造株式会社が設立されて、開発実現へ

ためには何らかの形で立法措置を講じなければなら

の第一歩を踏み出した。同社には、政府のほか航空

なかった。このため設計研究に併行して、航空機工

機関連メーカー、商社、金融機関など約200社にお

業全般にわたる振興と共に中型輸送機など新機種の

よぶ民間企業が出資し、文字通り官民一体となって
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大型プロジェクトに取り組む体制が出来上がったの

の両機によって本格的に進められたが、翌年になっ

であった。

て三舵（方向舵、昇降舵、補助翼）に問題があるこ

この日本航空機製造の設立に必要となる航空機工
業振興法の一部改正案も昭和34年3月に成立し、同
年6月1日には設立登記を完了した。同社設立に伴い、

とが判明し、昭和38年末から昭和39年7月にかけて
その改修が行われた。
この間、航空宇宙技術研究所などで実施された強

輸送機設計研究協会で行われてきた中型輸送機の開

度・疲労試験も終了し、昭和39年8月25日には松村

発作業は日本航空機製造に引き継がれた。

運輸大臣から荘田泰藏日本航空機製造社長に待望の
型式証明が手わたされ（昭和39年に締結した耐久性
基準に関する日米互認協定に基づき、米国連邦航空
局（FAA）の型式証明も昭和40年9月7日に交付）、
昭和39年に開催された東京オリンピックでは、2号
機が沖縄から千歳まで聖火空輸を行い、YS-11は社
会に華々しくデビューしたのであった。
【YS-11の生産と販売】
昭和36年度予算編成の結果、YS-11量産準備資金

YS-11実物大モックアップ
（日本飛行機杉田工場での完成披露式の模様）

として、日本航空機製造に対する社債および借入金
の政府保証が決まった。このため、昭和36年5月に
航空機工業振興法の改正が行われ、日本航空機製造

昭和35年になると開発試作態勢も整備され、これ

が昭和38年から開始する予定だった一般営業用中型

らの作業にはピーク時103名に及んだ日本航空機製

輸送機の製作に必要な資金の借入れについて、政府

造の設計部員および機体メーカー6社の技術者多数

が当分の間、その債務保証をすることができるよう

が動員された。ことに製図は計画図（線図、構造図、

になった。YS-11の開発にかかった費用は約58億円

装備図）968枚、製作図（構造図、製造図）約5,300

で、これは日本航空機製造の増資後の資本金（政府

枚とおびただしい数となった。試作機を製造する機

30億円、民間25億円）および補助金6,000万円、営業

体メーカー6社の作業分担はシェアの内訳は三菱重

収入約2億円によりまかなわれることとなった。こ

工（当時は新三菱重工）54.2%、川崎重工（同上川

れを機に、日本航空機製造は販売活動を積極的に展

崎航空機）25.3%、富士重工10.3%、新明和工業

開するとともに、昭和37年1月、量産第1ロット5機

4.74%、日本飛行機4.89%、昭和飛行機0.54%であっ

分の生産着手を決定した。

た。また材料、部品、装備品や電子機器の担当メー
カーも決まった。しかし、国内で開発・生産されて
いない部品、材料は非常に多く、輸入した部品、材
料は約300品目に及んだ。ことにエンジン関係の部
品は全面的に輸入に依存せざるを得なかった。
昭和35年暮れには、振興法第11条の規定に基づく
国有試験研究施設の使用に関する政令と同施行規則
が発効し、総理府、大蔵、文部、通産、運輸各省の
12研究所については、航空機などの国産化を図る場
合は、時価の5割以内の減額した対価で使えるよう
になった。昭和36年6月、担当各社は一斉に飛行試
験用試作1号機の製作に着手した。最終組立全体艤
装作業は順調に進捗し、試作1号機（JA8611）は昭
和37年7月11日にロールアウト、同年8月30日に名古
屋空港で初飛行した。同年12月28日には、2号機
（JA8612）が初飛行に成功した。飛行試験は1、2号
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民間航空輸送用としてスタートしたYS-11である
が、防衛用をはじめ、貨物輸送、海上救難、気象観
測あるいはフライトチェックなどに役立たせること
も大きなねらいであった。こうした官需のうち、最
も大口と目されていたのは防衛用であり、YS-11計
画を強く支持していた防衛庁長官は昭和36年5月、
同機の採用検討を指示した。昭和37年度を初年度と
する第2次防衛力整備計画は、昭和36年7月18日の国
防会議で正式決定され、同計画には10機の購入計画
がおりこまれた。昭和39年3月30日、防衛庁は航空
自衛隊向けYS-11人員輸送機2機を総額約10億円で発

ピードモント航空向けYS-11旅客機

注した。また運輸省航空局は翌31日、フライトチェ
ック用1機を約6億円で発注した（いずれも特別仕様
費を含む）
。
昭和37年10月、全日空が20機を予備発注し、昭和
38年7月には日航が5機の発注を内示した（しかし、

このような種々の助成策によって、YS-11は昭和
48年までに試作機を含めて182機が生産・納入され、
フィリピン、米国、アルゼンチン、ブラジル、ギリ
シャなど海外にも広く輸出された。

本契約に至らなかった）。東亜航空、日本国内航空

実際のYS-11の輸出に当たっては、三井物産、東

の両社は昭和46年5月15日合併したが、それまでに

洋棉花（後のトーメン）
、日綿実業（後のニチメン）
、

東亜航空は12機、日本国内航空は18機購入した。昭

丸紅（後の丸紅飯田）など多くの商社の協力を得た

和40年4月1日、東京オリンピックの聖火空輸にあた

が、熾烈な航空機のセールス競争に慣らされた北米

ったYS-11「聖火号」が日本国内航空の東京一徳島

市場などでは、事情がよく分からないために、現地

一高知線に就航した。また沖縄の南西航空も昭和43

の仲介業者などの選定にも苦労した。

年5月31日以来、合計5機を導入した。

日本航空機製造では、YS-11のファーンボロ・エ

いよいよ本格的販売活動に入ると、大きな問題と

アショーへの出展をかねて、デモンストレーショ

して量産コストの引き下げが浮かび上がってきた。

ン・チームをアフリカ、中近東、ヨーロッパへ派遣

英国製アブロ748（HS738）やフォッカーF27フレン

し、同様に北米、中南米などへも実機をもってデモ

ドシップなどとの販売競争にはコスト引き下げが欠

ンストレーション・ツアーを実施している。国産機

かせない事が判明したためである。

をこのような国際エアショーに参加させたり、海外

昭和41年8月、航空機工業審議会は「国産中型輸
送機の量産事業推進の為の施策について」を通産大

でデモ飛行させた例は過去になく、その一つ一つが
新しい経験で、まさに手探りの状態であった。

臣に答申したが、同年10月に入って通産省は日航製

このような努力はあったものの、国際市場で民間

（日本航空機製造）に対する助成強化の方針を決定

輸送機を販売していくのに必要なマーケテイング能

した。さらに昭和42年7月、振興法を「日航製が試

力、販売能力と営業組織の不備、価格競争力とアフ

作等完了後の翌年以降においても、政府は会社に対

タサービス体制などの未熟さのため、YS-11事業は

して出資出来る」と改正し、助成を一層容易にした。

最終的に大きな赤字を生じる結果となった。
航空機工業審議会は、検討の結果、YS-11事業で
計上した赤字の抜本的対策として、昭和56年8月
「YS-11の継続的な安全運航等の確保が図られること
を前提条件として、同社の業務の民間移管を行うこ
とを基本方針として、対策を講じるべきである」と
いう結論を得た。
この結果、YS-11は後継機も無いままに生産事業
が終了し、政府も同年12月末、「日本航空機製造に
ついては、今後の航空機開発体制の整備に配意しつ
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つ、昭和57年度末までに業務の民間移管を完了し解

ト・エンジンを装着したMU-2B原型機は、A型の型

散する」旨の閣議了解をおこなった。日本航空機製

式証明取得から約1ヵ月後の昭和40年3月11日に初飛

造と通産省は、安全運航はもとより、我が国航空機

行、同年9月に型式証明を取得した。TPE331エンジ

工業の国際的信用の観点からも慎重に検討し、三菱

ンはトラブルも少なく、このB型モデルから量産さ

重工に対してYS-11に関する営業譲渡を行うことを

れることになった。

決めた。こうして日本航空機製造は、昭和57年9月、
三菱重工に営業譲渡を行い、翌年3月解散した。

MU-2Bはエンジンが換装されただけでなく、プロ
ペラもアメリカ製に変更された。エンジン装着方法
もパイロンから吊り下げるポッド式から、主翼に直

2 初の国産ビジネス機MU-2の開発と生産

接取りつける方式に改められ、重量が増加したのに

三菱重工は、昭和34年ごろから双発ターボプロッ

伴い翼面積が増大し、主翼翼端部がドループつき翼

プ・ビジネス機の基礎調査を始め、翌年末から設計

型に変更されて、翼端タンクをたれ下がり式で装着

にとりかかった。世界市場、特にアメリカを目標に

している。このモデルは米国連邦航空局（FAA）

するためには、アピールする特徴が必要で、基本デ

の型式証明を昭和40年11月4日に取得した。

ザインが決まるまでに多数の案が検討された。その
結果、自重が軽く、高性能で、しかも低価格の航空
機とすることを主な設計目標とし、高翼の双発ター
ボプロップ形式が採用された。
MU-2には独創的な構造や機構が数多く用いられ
ている。中でも主翼に装備された全翼幅にわたるダ
ブル・スロッテッド・フラップは最大の特徴で、こ
れにより翼面荷重を同クラスの競合機より50%程度
大きくし、なおかつ短距離離着陸性能を良くする工
夫がなされていた。このフラップのために通常の補
助翼が使えず、横方向の操縦にはスポイラーを使用
するというのが特徴になっていた。構造的には、製
造コストを引き下げるためにケミカル・ミリング、
コンプレッション・フォーミングなどの新技術を多

アメリカの軽飛行機メーカーであるムーニー航空

用し、装備面では高性能与圧暖冷房装置、電子航法

機会社は、MU-2Bの機体構造だけの半完成機を輸入

計器、オートパイロットを完備することにより、性

し、自社工場でエンジン、プロペラ、計器などを取

能を最大限に発揮する高々度高速巡航を可能にして

りつけ、内部艤装を施し、ムーニ−MU-2の名称で

いた。

アメリカ国内販売を開始した。米国での販売網を持

エンジンは、MU-2A型にはフランス製のターボ

たない三菱重工としては、MU-2を日本で完成させ

メカ・アスタズーを採用、エンジンナセルは主翼に

るよりはコストダウンにもなり、ムーニー社の販売

影響を及ぼさないようにパイロン式に吊り下げ装着

網に乗せられるメリットがあった。しかし、後にム

された。しかし、このフランス製エンジンの独創的

ーニー社は経営が悪化してMU-2もこれに巻きこま

な機構がアメリカ製エンジンに慣れたパイロットや

れる恐れが生じたため、三菱重工は急ぎアメリカ国

整備員には扱いにくく、さらにアメリカ市場ヘの輸

内に米国三菱航空機（MAI：本社テキサス州ダラス、

出にはアメリカ製のエンジンを搭載するほうが有利

工場は同州サンアンジェロ）を設立し、ムーニー社

だという事情もあって、後にギャレット・エアリサ

との契約を破棄、販売もMAIが独自に行うことにな

ーチTPE331エンジンに換装されることになった

った。

（MU-2B型）
。
MU-2Aの初号機は昭和38年9月14日に初飛行した。
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我が国初の国産ターボプロップ・ビジネス機MU-2の生産風景

米国連邦航空局（FAA）の型式証明は、当初三
菱重工が取得し、ムーニー社が製造したものも日本

この最初のシリーズA型は3機が製作され、昭和40

からの輸出機という形をとっていたが、MU-2J／K

年2月に航空局の型式証明を取得した。ギャレッ

からはMAIがFAAの型式証明を取得した。三菱重
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工としてはMU-2L／Mまでのモデルについて航空局

研究、実物大主翼の強度試験などの検討を行ってい

と米国連邦航空局（FAA）の双方の型式証明を取

た富士重工は、昭和38年ごろから、曲技飛行を含む

得したが、MU-2N／P以降のモデルはMAIがFAAの

飛行クラブの練習機、スポーツ機、自家用旅行機な

型式証明を取得した。

どの広い用途を一機種でカバーできるFA-200軽飛行

MU-2は民間型開発に並行して、早くから自衛隊

機の基礎設計を開始し、昭和40年春から秋にかけて

機へ改造することが検討された。その頃、陸上自衛

強度試験機を使用した強度試験を実施した。飛行試

隊は昭和36年から5カ年にわたり高速観測（偵察）

験用の原型1号機は昭和40年8月12日に初飛行した。

機の国産化について調査研究を行っており、航空自

初期の生産量の少ない時期においても、品質はも

衛隊でもVIP用輸送機、ナサールなどのレーダ・シ

ちろん、国内入手価格でも輸入機に負けないこと、

ステムの操作を訓練する戦技訓練機を必要としてい

まとまった注文があれば輸出して国際価格でも太刀

た。結局、陸上自衛隊向けとしては連絡偵察機LR-1

打ちができる機体構造と生産方法を前提としたた

（通称 MU-2C）、航空自衛隊としては救難捜索機

め、機体構造を軽く、部品点数を少なくすることが

MU-2S（通称MU-2 E）として実現した。MU-2Sは

必要だった。重量軽減のためには艤装部材と構造部

機首にドップラー・レーダ、アンテナ用レドームを

材を一体とすることに重点がおかれた。

搭載、その分全長が伸び、各種の無線装備や救難製
品が搭載されているため、総重量を増している。キ
ャビンドアは空中で開閉できるようにスライド式と
なり、後方窓は捜索時の下方視界をよくするために
ブリスタ形に変えられた。

富士重工宇都宮製作所で公開されたFA-200軽飛行機のモッ
クアップ

FA-200は昭和41年3月1日、まずN類としての型式
証明を取得し、続いて同年7月7日にU類、同年7月29
累計760機が販売されたMU-2ビジネスジェット機

MU-2は、累計760機が販売されて、小型双発ター

日にA類の型式証明を取得した。原型機に続き、航
空宇宙技術研究所から発注されたFA-200改も1機製
作された。

ボプロップ機としては世界のベストセラー機に仲間

FA-200には160hpエンジンつきと180hpエンジンつ

入りしている。三菱重工は昭和60年12月、これまで

きの2種類があり、180hp型には可変ピッチプロペラ

子会社のMAIで行ってきた海外における組立、販売、

つきの-180、固定ピッチプロペラつきとした-180AO

サービスについて米国の大手民間機メーカービー

があって、合計3種類のモデルが販売された。

チ・クラフト社（現在はレイセオンエアクラフト社）

昭和55年はじめの製造中止までに合計299機が生

と提携、その後、MU-300ダイアモンドⅡの事業と

産され、オーストラリアや西ドイツなどへ170機以

もども譲渡してしまった。国内向けについては、こ

上が輸出された。富士重工としては昭和50年までに

れまで通り三菱重工がサービスを行っている。

800機の販売を目標にしていたが、ドルショック、
さらにオイルショックが追い討ちとなって達成はで

3 初の国産軽飛行機FA-200の開発と生産

きなかった。

昭和35年以来、軽飛行機の運用研究、翼型の基礎
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4節 ヘリコプターの生産と開発

33機生産され。そのうち8機が海上自衛隊に納入さ
れた。

1 ベル47Dヘリコプターの国産
昭和25年、企業再建整備法に基づいて3社に分割

一方では、川崎航空機は昭和35年から、このベル
47を改造した4人乗りヘリコプターの開発に着手、

された旧川崎航空機のうち、川崎機械工業と川崎岐

昭和35年から設計に入り、昭和37年7月25日には試

阜製作所は、航空再開後それぞれの特徴を生かしな

作機を完成、同年8月2日に初飛行させた。量産は昭

がら航空機製造や機体修理にとりくんでいたが、昭

和37年12月から始められ、翌年1月から引渡しが開

和29年2月、両社は合併し、川崎航空機が再発足し

始された。性能を向上させ、航続時間を延長するの

た。

がおもな狙いで、開発が始まった当初はG-3改、また

この合併に先立ち、川崎機械工業では昭和27年頃

はG-3Kと呼ばれていたが、後にKH-4と呼ばれるよう

からヘリコプターの将来性に着目していた。そして

になった。正式にはベル47G-3B-KH-4と呼ばれ、座席

日本機械貿易（のちの三井物産）と共同で、アメリ

数が増えたほか航続時間も1時間延び、用途もさらに

カのベル・エアクラフト社（後のベル・ヘリコプタ

広がったため、東南アジアへの輸出も増加した。

ー・テキストロン社）と技術提携を締結していた。

生産したのは、ベル社設計になる4機種と川崎航
空機が機体の一部を改良・開発したモデルの5種で
ある。最終的には合計200機を生産した。ベル47は
小型で搭載量にも限界があったが、報道取材、観光、
物輸、農薬散布など多用途ヘリコプターとして価格
が手ごろで使いやすいということで、昭和39年ごろ
から急速に需要が伸びた。その後、タービン・ヘリ
コプターや搭載量の多い中型ヘリコプター、低価格
機などの競合機が出てきたが、ベル47はそのころの
日本の多用途ヘリコプターの先鞭をつけたものと評
価されている

川崎航空機が国産したベル47／KH-4ヘリコプター

この間、航空エンジンについても注目すべき動き
が見られた。川崎機械工業が昭和28年当初から生産

川崎航空機のベル47D-1のノックダウン第1号機は

予定のベル47D-1型ヘリコプター用エンジンを開発

昭和28年10月に初飛行し、翌年2月から納入された。

搭載しようと試作に取り組み、昭和29年6月にその

納入機数の合計は13機だった。次に生産したのはベ

第1号基を完成、昭和31年には航空局の耐久試験を

ル47G（H-13G）で、その国産1号機は昭和30年4月

経て、戦後初の国産航空エンジンとして型式証明を

に初飛行し、同年5月に日本ヘリコプター（のちの

取得したのであった。

全日本空輸）に引き渡された。ベル47Gは昭和29年
から昭和30年にかけて13機が生産され、日本ヘリコ
プターのほか、陸上自衛隊、海上自衛隊などで運用
され、ブラジルにも2機が輸出された。

S-55は、ヘリコプターが初めて戦争に使われた朝
鮮戦争において、とくに救難機として活躍して有名

次のベル47G-2（H-13H）は、昭和31年8月に国産1

になった、いわば連合軍の標準型救難ヘリコプター

号機が初飛行し、東北電力へ引き渡された。このG-

である。このため日本でもシコルスキーS-55ヘリコ

2はベル47シリーズの中では最も多く生産され、昭

プターは救難用ヘリコプターとして採用されていた。

和38年までに178機が作られた。防衛庁、海上保安
庁、警察、事業会社などのほか、ビルマ空軍に13機
が納入された。
メイン・ロータ・ブレードを全金属製に改めて、
ローター直径を大きくし、エンジン出力をアップし
たベル47Ｇ-2Ａは、昭和37年から昭和45年にかけて
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新三菱重工はS-55の組立で培った経験をもとに、
昭和33年4月には新型S-58を国産するためシコルス
キー社と技術提携した。S-58はS-55を改良、大型化
したもので、エンジン出力が2倍となり搭載重量が
増大していた。
最初の2機はほとんど完成状態の部品が送られて
来たのでKD方式と概して変らなかったが、3号機目
陸海空3自衛隊向けに三菱重工が44機を国産したシコルスキ
ーS-55ヘリコプター

以降徐々に国産化率を高めて行って、昭和37年10月

新三菱重工の名古屋航空機製作所は、昭和29年11

海上自衛隊は17機を購入し、海上保安庁は2機を購

月、S-55の製造販売権を持つシコルスキー社の親会

入した。昭和34年の第三次南極探険では、群氷に囲

社であるUAC（ユナイテッド・エアクラフト社）

まれた観測船「宗谷」から昭和基地まで、飛行回数

との間で、修理及び部品製作に関する技術援助契約

58回、延べ18,700kmを飛んで、観測隊員14名と物資

を締結し、オーバーホール作業を始めるとともに、

57トンを無事故で輸送し、第二次越冬観測を可能に

ノックダウン（KD）生産の準備を進めた。新三菱

したという活躍を見せた。

までに一般向け1機を含めて合計20機を生産した。

重工は、これらKD機を名古屋港で受け取り、小牧
工場で組立て、試験飛行を行って納入していた。S55の技術援助契約は、名古屋航空機製作所にとって、

3 S-61／HSS-2、S-62ヘリコプターの国産
新三菱重工は、シコルスキーS-61双発タービン・

F-86Fの技術援助契約に次ぐ2番目のものであった。

ヘリコプター（軍用型はHSS-2）ライセンス生産に

同年11月、新三菱重工は海上保安隊からS-55の

関してシコルスキー社と仮契約を結び、昭和35年12

KD組立注文を受け、小牧工場で組立整備を行い、

月20日、外資審議会により承認された。S-61の軍用

翌12月には初飛行を行っている。

型HSS-2（対潜哨戒型）1号機は昭和38年12月2日に

S-55（陸自／空自ではH-19）は昭和29年に発足し

初飛行、昭和39年3月に海上自衛隊に納入された。

た陸海空3自衛隊から救難、人員・物資輸送機として

国産は1号機が輸入の再組立、2号機からKD生産に

採用され、昭和33年3月までにKD方式で27機が生産

入り、4号機から国産部品の採用をはじめた。HSS-2、

納入された。S-55の国内ライセンス生産の最終号機

HSS-2A、HSS-2B,S-61Aは合わせて185機が製造され

は昭和37年10月に納入され、そのライセンス生産機

た。一方単発タービン・ヘリコプターであるS-62は

数は、陸上自衛隊向けが14機、海上自衛隊向けが10

出足よく、昭和36年3月にKD1号機を国内航空に引

機、航空自衛隊向けが17機、海上保安庁向けが１機、

き渡した。国産第1号機は昭和37年3月に完成し、中

企業向けが1機、社有機が1機の合計44機であった。

日本航空へ引き渡された。本機の高空性能を生かし

同じ頃、保安庁向けの英国ウェストランド社の3
人乗りS-51ヘリコプターの組み立ても行ったが、わ

昭和39年夏に富士山頂の気象観測レーダー建設用資
材を空輸し、完成させたことで知られている。

ずか3機で打ち切りとなった。

三菱重工がライセンス生産したシコルスキーHSS-2対潜ヘ
リコプター
三菱シコルスキーS-58ヘリコプター
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航空自衛隊は昭和37年6月、救難および離島輸送

CH-46の生産に専念し、民間型のV-107の生産を打ち

用に使用していたH-21の代替機として、S-62を採用

切った。したがって、これ以降は、川崎航空機が

することを決定し、昭和43年までに合計9機を調達

KV-107民間型を全世界に販売できることになった。

した。海上自衛隊でもS-62Aを救難機として9機調達

KV-107はタイ、アメリカ、スウェーデン、サウジア

し、八戸、下総などの救難飛行隊に配備した。

ラビアなどの各国へ輸出されている。総生産機数は、
合計149機（防衛庁向け110機、民間向け7機、輸出

4 KV-107輸送・救難ヘリコプターの国産

32機）となっている。

ボーイング・バートルV-107は、ボーイング社に
吸収合併される前のバートル社が昭和30年から基礎
設計をはじめたアメリカではじめての双発タンデム

防衛庁は、第2次防衛力整備計画に基づき、陸上

大型ヘリコプターで、その将来性を高く評価した川

自衛隊用中型ヘリコプターとして、ベルHU-1Bの採

崎航空機は、早くから本機のライセンス生産の交渉

用を決定し、ライセンス国産担当企業として、富士

を重ね、昭和34年暮れまでにボーイング・バートル

重工を指名した。HU型ヘリコプターは、米陸軍が

社と製造権協定を結び、昭和35年1月に外資審議会

多用途ヘリコプターとして開発したものであり、当

へ本機に関する技術援助契約の申請を行った。

時から傑作機の評判が高く構造が堅牢で、その後、

陸上自衛隊向けKV-107は、昭和41年1月から陸上

長い間、世界の多用途ヘリコプターの標準となった。

自衛隊への引き渡しが開始され、合計60機が納入さ

富士重工は、ベル社との技術援助契約の下で、昭

れた。陸海空3自衛隊のうち、最も早くKV-107を採

和37年からHU-1Bを、昭和48年以降、エンジン出力

用したのが海上自衛隊で、航空掃海用ヘリコプター

を1,100hpから1,400hpにアップ、ローターを拡大、

として昭和38年から導入を開始、合計9機を購入し、

キャビンを大型化し、搭乗員も10名から15名に増大

第111航空隊に配備している。

されたHU-1Hを生産した。

川崎バートルKV-107ヘリコプターの国産風景

富士重工が国産したベルUH-1B多用途ヘリコプター

航空自衛隊はS-62にかわる本格的な救難ヘリコプ

陸上自衛隊向けの他、ベル204Bは民間型としても

ターとしてKV-107を昭和42年から採用した。その後、

生産、販売されており、国産型の富士ベル204は、

KV-107は航空救難団の主力機として配備が進めら

昭和39年6月22日に運輸省航空局の形式証明を取得、

れ、現在までに40機近くが調達されている。昭和48

民間の旅客輸送等に活躍している。

年以降調達されたKV-107はA型であった。
川崎航空機で組立てたKV-107の初号機はタイ国
へ輸出、2号機は関汽エアラインズヘ納入された。
関汽エアラインズはKV-107を2機購入し、昭和38年8
月から別府-阿蘇-熊本を結ぶ、日本ではじめてのヘ
リコプター旅客輸送を開始した。
ボーイング・バートル社は、42年からは軍用型
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昭和40年代は、昭和30年代に形成された技術基盤

造で行うことになり、量産機の製造は川崎航空機が

をもとに、C-1ジェット輸送機、T-2超音速高等練習

主契約会社となって、各機体メーカーが協力するこ

機/F-1支援戦闘機などの開発及びF-4EJ戦闘機など

とが通産省の了承を得て決定した。その分担は、川

のライセンス生産を行い、ジェット輸送機、超音速

崎航空機が前胴、中央翼、最終組立、飛行試験を、

ジェット戦闘機等に係る技術力を蓄積した時期であ

三菱重工が中後胴、尾翼を、富士重工が外翼を、日

る。

本飛行機が主翼の動翼、パイロン、エンジン・ポッ

航空機の動向としては、軍用機に占める電子機器

ドを、また新明和工業は貨物積載装置、尾翼の動翼

の割合が増大し、ソフトウェアの増加、開発費の高

（三菱重工の下請け生産）を担当することに決定し

騰をもたらした。民間機については、石油危機を境

た。他に各機器メーカが操縦装置、油圧装置、電子

に一時需要が落ち込み、それを機に低燃費、低騒音

機器、計器、電気、燃料系統、降着装置などの生産

及び既存機種の派生型機を指向する傾向が強まり、

を担当することとなった。また、エンジンについて

開発費高騰も絡み新規開発計画は大幅に遅延した。

は、プラット・アンド・ホイットニーJT8Dが採用
され、三菱重工がライセンス生産することが決めら

1節 防衛庁機自主開発による技術力確立

れた。
細部設計は昭和42年末に翼形を変えたり、下反角

1 C-1ジェット輸送機の開発と生産

を変えるなどの過程を経て、昭和43年9月モック・

航空自衛隊は昭和31〜32年ごろから、カーチスC-

アップ（実物大模型）審査が終了し、昭和44年末に

46の後継機となる輸送機の研究・調査をおこなって

はほぼ予定通り日本航空機製造から各メーカーへ設

いた。当初は米軍からフェア・チャイルドC-119や

計図の出図が完了した。この間、日本航空機製造か

C-123などの供与を期待したが、どちらも性能的に

らの図面は17,259枚、設計に参加した技術者数は昭

は平凡であり、ロッキードC-130は当時まだ日本に

和44年前半のピーク時には各メーカー合わせて270

は大型過ぎると考えられていたため、結局、次期輸

〜280人に達した。開発費は約160億円と推定されて

送機は国内開発に踏み切らざるを得ないという結論

いるが、これは外国の民間機開発費に比較すると25

に達した。

〜50%程度に過ぎないとみられている。

昭和38年ごろから要求仕様の検討が開始され、日

試作1号機は昭和44年夏から各機体メーカーで部

本国内を無給油で飛行できる航続力をもち、航空お

分組み立てが開始され、順次、防衛庁の審査を経て、

よび陸上の戦闘部隊を速やかに展開できる速度と全

川崎重工岐阜工場へ運び込まれた。最終組立ては昭

天候性能を有し、主要装備、補給品を搭載できる搭

和45年4月から始まり、同年6月には完成した。昭和

載力をもち、空挺降下、物糧投下の能力を備え、我

45年8月24日ロールアウトし、同年11月12日、初飛

が国の国情に適合する短距離着陸性能を持つこと、

行に成功した。昭和46年1月16日、2号機が初飛行を

などの内容がまとめられ、防衛庁は昭和41年度業務

行い、一連の飛行試験を経て、1号機は同年2月27日、

計画に、技術研究本部要求として設計費を計上する

2号機は同年3月20日に日本航空機製造から防衛庁に

方針を決定した。

引き渡された。

昭和41年度防衛庁予算要求段階では、XC-1基本設

航空自衛隊実験航空隊（岐阜基地）の手でテスト

計費については財政当局からの強い反対でもめた

が進められた結果、①横操縦系統、ダッチロール特

が、閣僚折衝の段階でようやく決定し、事実上XC-1

性、高揚力装置などの改善、②マックトリムの撤去

開発計画がスタートした。

などが行われた。昭和47年には空挺降下や物量投下

昭和42年9月、基本設計が完了し、同年10月には

などの実用テストを経て、昭和48年12月13日、輸送

細部設計が始まった。YS-11の機能部品及びその他

航空団に配備となった。昭和50年1月には量産機が

関連器材を共用しコスト低減を図り得る点と、将来

加わって4機揃ったところで制式化され、運用が開

民間機への改造の可能性から、開発は日本航空機製

始された。
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C-1輸送機の量産は川崎重工が主契約会社となり、

ト養成に時間がかかり、またF-86Fが退役した後ま

昭和47年3月に契約締結された先行量産契約（3、4

でF-86Fを維持することが困難である等の理由から

号機の2機）に始まり、昭和55年3月最終契約まで延

新しい超音速の高等練習機が必要であると結論され

べ29機（試作2機を含めると31機）を生産、昭和56

るにいたった。

年10月最終号機が川崎重工から防衛庁に納入され、
ここにC-1輸送機の生産は完了した。

昭和40年末、防衛庁は国内開発の可能性を検討す
るように技術研究本部（技本）に命じた。これに応
じて技本は、三菱重工、川崎重工、富士重工の3社
に対して、当時の世界最高水準にあった米空軍の超
音速高等練習機ノースロップT-38と同級の練習機TXの開発に要する経費、期間等の見積りを求め、昭
和41年2月末に提出された計画書をもとに、国内開
発の具体化を図った。
航空自衛隊が求めるT-Xの早期取得を前提として
T-Xを国内開発とした場合、その装備開始時期が4
次防段階となるので、その間に航空自衛隊が必要と
する練習機を「つなぎ」として別に購入するという

航空自衛隊の国産C-1中型ジェット輸送機

案も検討された。T-Xを2機種も持つのが不経済な
ことは明らかで、結局は国内航空機工業の技術力向

C-1は我が国の戦略的地位や国情、独特の地理的

上の意義が認められ、実用時期は航空自衛隊の要望

条件に適合するよう開発され、YS-11に次いで自力

よりやや遅れるものの、日本独自で超音速高等練習

開発した輸送機であるとともに、初めてのジェット

機を開発し、さらにそれを転用して支援戦闘機を改

輸送機であり、世界にも類をみないターボファンエ

造開発することが決定された。

ンジンつき近代的中型戦術輸送機である。C-1はそ

昭和42年2月28日、三菱重工は単独で、また富士

の高性能と実用性とは高い評価を得ているが、わず

重工、川崎重工、日本飛行機の3社はグループを作

か30機程度の製造機数では、1機当たりの価格は極

って開発計画書を提出した。それに記載された開発

めて高価となってしまい、この点がC-1の評価を下

日程、機体の性能、生産設備計画、技術要員計画、

げることとなった。航空自衛隊はC-1の追加調達を

開発費、量産価格、品質管理計画などを検討した結

行わず、C-130を導入した。

果、防衛庁は三菱重工を主契約会社とし、3社グル

C-1の改修型としてはフライング・テスト・ベッ

ープと新明和工業が協力するという形で、同年9月、

ド（FTB）機およびECM機が納入されている。ま

日本の航空技術を結集する態勢で高性能超音速高等

た発展型としては、昭和50年ごろにC-1AEW（空中

練習機を開発することになった。なお、運用者であ

早期警戒）機への転用について調査・研究に着手し

る航空自衛隊が正式に要求性能を防衛庁長官に上申

たこともあるが、E-2C機の採用となった。

したのは、この間の昭和42年7月で、それを装備審

日本航空宇宙工業会の調べでは、C-1の機器423種

議会にかけて設計目標となる基本要目の形に直し、

のうち78%が国産品かライセンス生産品で、輸入品

開発を管理する技術研究本部にXT-2の名で基本設

は22%に過ぎなかった。

計の開始を下命したのは昭和43年2月15日のことで
あった。

2 超音速機T-2／F-1の開発と生産
【開発経緯】
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【T-2超音速練習機の開発】
三菱重工を主契約会社とするメーカー側は、昭和

航空自衛隊の戦闘機パイロット教育体系では、F-

42年10月15日、ASTET（Advanced Supersonic

104Jへの機種転換訓練用には複座の練習型F-104DJ

Trainer Engineering Team：超音速練習機エンジニ

が用意されていたが、F-86Fで訓練を終えたばかり

アリング・チーム）と呼ぶ技術者のチームを三菱重

の新人パイロットをそのまま超音速戦闘機に移行さ

工の名古屋航空機製作所第2技術部に設け、早速設

せるには不安があった。こうした体系ではパイロッ

計研究にかかった。当初の陣容は三菱重工43名、富
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士重工16名、川崎重工6名、日本飛行機6名、新明和

47年度に実施された全機静強度試験（01号機）結果

工業2名の合計73名であった。

とともに防衛庁長官に報告され、昭和49年7月29日

装備エンジンとしては、地上静止推力5,000〜

「部隊使用承認」が下りた。ASTET結成から約7年、

8,000lb（2,270〜3,630kg）のエンジンが必要とされ、

1号機初飛行から約3年で部隊使用承認にこぎ着けた

世界中で生産あるいは開発中のエンジンが検討され

ことは、初めて手がけた超音速機の開発としては極

た結果、イギリスとフランスが共同で開発中だった

めて順調な足どりであった。

ジャギュア攻撃／練習機用のロールス・ロイス・タ
ーボメカ・アドアが選定された。
三菱重工に対し、昭和42年度予算によるXT-2の

その開発にあたっては文字通り日本の航空技術が
結集され、例えば風洞試験には、三菱重工がT-2用
に新たに建設した超音速風洞や既存の低速風洞のほ

基本設計契約が締結されたのは昭和43年3月のこと

かに、防衛庁技術研究本部第3研究所の低速風洞、

で、翌昭和43年度には細部設計契約、昭和44年度に

航空宇宙技術研究所の大型低速風洞、遷音速風洞、

は試作契約（試作機2機と強度試験機1機の製作）が

超音速風洞、遷音速フラッタ風洞など、日本の実用

締結された。そして昭和45年度には航空自衛隊の担

風洞のすべてが使われて、試験時間の総計は13,000

当分として実用試験機2機が発注された。また昭和

時間にも及んだ。

48年度には疲労強度試験機1機も発注された。

機体の細部設計および製作にあたっては、三菱重

こうした契約によりXT-2の開発は進められ、昭

工が前胴、中胴、最終組立および飛行試験、富士重

和43年11月には基本設計審査に合格した。昭和44年

工が主翼、後胴および尾翼、日本飛行機がパイロン

1〜4月にかけてモック・アップの最終審査が行わ

およびランチャー、新明和工業が機外燃料タンクを

れ、同年10月1号機の製作を開始、昭和46年4月28日

担当した。川崎重工は後胴および尾部を担当する予

に初号機がロールアウトして、同年7月20日1号機は

定で当初ASTETに技術者を送ったが、その後、C-1

小牧において初飛行した。

輸送機の主契約会社となり、またF-XにきまったF4EJの生産分担の関係から、昭和43年10月にXT-2計
画から離れ、その担当分は富士重工が分担すること
になった。また、エンジンのアドアは石川島播磨重
工がTF40の名でライセンス生産したのをはじめと
して、機体装備品や電子機器などの1次関連会社は
174社、それらの下請とも言うべき2次関連会社は
320社にも達した。
支援戦闘機F-1になると、T-2後期型（後述）の装
備品に加えて慣性航法装置J／ASN-1（日本航空電
子）、対気諸元計算装置J／A24G-3（島津製作所）、

三菱T-2超音速高等練習機

電波高度計J／APN-44（日本航空電子）、ブランキ
ング・パルス・ミキサーNMX146／A（三菱電機）
、

しかし、同年7月30日岩手県雫石で、航空自衛隊

管制計算装置J／ASQ-1（三菱電機）
、レーダー警戒

F-86F戦闘機と全日空機との空中衝突の大惨事が起

装置J／APR-3（東京計器）、UHF方向探知機AN／

こり、自衛隊機全機飛行停止の余波を受けて約2ヶ

ARA-50（三菱電機）、及び自動操縦装置（三菱重

月間、XT-2の飛行試験は中断された。同年10月2日

工／日本航空電子）が加わり、射撃管制装置はJ／

に飛行停止は解除されたが、飛行試験には空域、時

AWG-12（三菱電機）
、姿勢方位基準装置は8SR3A×

間帯について制限された。

2（東京航空計器）に変更されている。これらを含

試作1号機は昭和46年12月に、2号機は昭和47年3

む装備品のうち金額にして42.5%はライセンス生産

月に実験航空隊（現飛行開発実験集団）に納入され、

した機器で、輸入機器も2.3%あるが、残る55.2%が

実用3、4号機を加え、
「技術飛行試験」
「実用飛行試

国内開発機器であることは特記に値しよう（F-1は

験」を昭和49年3月終了した。飛行回数612回、飛行

それぞれ41.8%、1.7%、56.5%）。ライセンス生産の

時間691時間であった。これらの試験結果は昭和46、

F-4EJの場合だと、国内開発機器は13.3%を占めるだ
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けで、ライセンス生産機器が67.5%、輸入機器が

号機と57号機以降が戦技訓練用にこれらを備えてT-

19.2%にも達している。

2後期型となり、T-2全機数で96機となった。

T-2の開発に要した経費は、技術研究本部担当分

FS-T2改は、まず開発のためにT-2の6、7（量産2、
3）号機をT-2特別仕様機に改修、6号機は主に性能、
飛行性、フラッター等の試験機とし、7号機はFCS、
射爆撃の試験機とするよう計画された。昭和50年6
月3日に7号機、同年6月7日に6号機が初飛行し、航
空実験団（現飛行開発実験集団）における技術的試
験、実用試験を経て、昭和51年11月12日、部隊使用
承認が下りるとともにFS-T2改はF-1と呼ばれること
になった。

日本の超音速機開発能力を高めた三菱XT-2

が78億円（委託費22億円、試作費46億円、開発試験
費10億円）、空幕担当分が42億円（航空機購入費25
億円、器材費9億円、試験関係費8億円）の合計120
億円となる。これに試験に関係した防衛庁や科学技
術庁などの職員に関する人件費や一般経費を含めた
にしても外国の超音速機の開発費に比べると格段に
少ないことは確かである。
【T-2の生産と支援戦闘機F-1の開発】

支援戦闘機として活躍した三菱F-1

生産型のF-1は昭和50年度にまず18機が発注され、

T-2の生産については昭和47年度予算において第1

その1号機は昭和52年6月16日に初飛行した。当初の

次分20機が計上され、FS-T2改の名でよばれていた

計画では120機で4個飛行隊を編成することになって

支援戦闘機型のシステム設計および火器管制レーダ

いたのが、結局3個飛行隊に留められ、調達は昭和

ー装置の試作費も盛り込まれていたが、4次防計画

59年度が最終で全機数で77機となった。F-1は外形

の先取りであるとして国会で問題視され、予算執行

的には後席部分を金属板でカバーして単座にし、垂

が凍結されるという事態になった。

直尾翼端にレーダー警戒装置のアンテナを追加した

結局4次防内にFS-T2改を126機装備するという原

程度の違いしかないが、電子装備を強化し、三菱重

案は半分の68機に削られ、残りは5次防まわしとい

工が開発したASM-1対艦ミサイルを搭載できるよう

うことになったものの、FS-T2改の推進は認められ、

になっている。T-2およびF-1は、我が国で最初に開

T-2計画も存続が決定した。そして昭和48年3月、T-

発された超音速機であり、またこれに関連し初の国

2は第1次分20機の生産契約が結ばれ、FS-T2改につ

産火器管制レーダ装置、対艦ミサイルが開発された

いてもシステム設計と火器管制レーダー装置の試作

ことでも意義は大きい。当時世界でも超音速機を実

契約が締結した。

用化した国はアメリカ、ソ連、イギリス、フランス、

こうしてT-2は量産1号機が昭和50年3月26日に航

スウェーデンがあるだけで、T-2/F-1は日本の航空

空自衛隊に引き渡され、戦技研究の曲技飛行チーム

技術力の水準の高さを物語るものとして高く評価さ

「ブルーインパス」の使用機にも選ばれた。なお、

れていた。

T-2のうち訓練課程の前半に使うT-2前期型は超音速
機への慣熟が主体となるので、火器管制レーダー装
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3 P2V-7改の試作とP-2Jの生産

置と機関砲を搭載していない。5〜24号機（6、7号

第1次防衛計画でP2V-7、S2F-1を揃えて対潜哨戒

機を除く）と47〜56号機がこれに当てられ、25〜46

機体系を確立した海上自衛隊は、第3次防衛力整備
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全性の高い航空機であった。

になった。すでに対潜飛行艇PX-S（後のPS-1）が開
発に入っていたが、運用面からはこれだけでは不十
分であり、P2V-7、S2F-1の後継機が必要とされた。

4 救難用飛行艇US-1の開発と生産
PX-S対潜哨戒飛行艇の成功の見通しを得た海上自

P2V-7の後継機については、エンジンを軽量高性能

衛隊は、PX-Sの優れた性能を生かして飛行艇の用途

のターボプロップ・エンジンとし、機体に補強を加

をさらに拡大することを検討し、対潜哨戒のほかに、

えることで寿命の延長を図るとともに、胴体を延長

海難救助、離島間輸送、海洋調査、早期警戒、気象

して搭載量を増やし、これに最新型の対潜装備品を

観測等の運用を想定してそれぞれ基礎的な調査研究

搭載することにより、戦力を強化するという計画で、

を行っていた。こうした飛行艇の多用途化の一つと

昭和36年度ごろから海上自衛隊と川崎重工との間で

して、昭和43年から、海難救助機の開発に取りかか

検討が始められていた。当初はP2V-7の性能向上に

った。

力点が置かれていたが、海外での対潜機装備のシス

開発の中心は、陸上滑走路に着陸できる脚と救難

テムの更新、近代化の情報が伝えられるに従って、

装備であった。救難装備の開発については、海員組

だんだんとP2V-7を改造して新しい対潜機を開発す

合からの海難状況の聴取をはじめ、海上保安庁、外

るという方向で検討が進められ、その改造試作費を

航海運会社、米海空軍などからも資料の提示を受け、

昭和40年度予算に計上した。

これらをもとに、海上自衛隊が中心となり、共同研

P2V-7改の試作契約は昭和40年12月川崎重工に契
約額約4億円で発注された。このほかエンジンはT64、
J3とも石川島播磨重工が、63E60プロペラは住友精
密が受注し、試作が開始された。

究会や模擬試験を重ね、搭載装備品の内容を決定し
た。
大型飛行艇の水陸両用化は、新明和工業にとって
初めての経験であった。離着陸シミュレーション試

P2V-7の4637号機を改造したP-2Jの試作1号機は昭

験、前脚シミュレーション試験が、航空宇宙技術研

和41年6月に完成、同年7月21日に初飛行し、第51航

究所、運輸省交通安全研究所の施設や設備を借用し

空隊が各種のテスト飛行を行った。テストはとくに

て実施されたほか、防衛庁技術研究本部の第3研究

難しいトラブルもなく終了、同機は P-2J第4701号機

所及び第1研究所の風洞、強度試験設備、水槽など

となった。

が借用され試験が行われた。脚の開発・製作にあた
っては、住友精密など4社の協力を得た。
防衛庁が第4次防衛力整備計画のなかで、救難飛
行艇の調達を行うことを決定し、その第1号機とし
て、昭和47年度にUS-1に救難装備を施した救難飛行
艇（防衛庁の当時の呼称はPS-1改）1機が予算化さ
れ、続いて、昭和48年度に2機の予算が確保された。
この防衛庁の調達決定に伴い、海上自衛隊との技
術的な調整が終わると、富士重工や日本飛行機から
の設計要員の派遣もあって、水陸両用型救難飛行艇
の設計ならびに製造は急ピッチに進み、昭和49年10

P-2Jは83機が生産されたが、退役するまで1機の損失事故も
ないままだった

月には初号機がロールアウトした。直ちに社内試験
が行われ、初の離着陸試験も、同年12月3日に岩国
基地で行われた。官側の試験を含めて、総飛行時間

P-2Jの量産は、昭和42年度予算に13機がまず計上
され、その契約は昭和43年3月29日、31億2,600万円

142時間、65回の試験が行われ、US-1の性能は確認
された。

で川崎重工に本体が、また官給装備品が各社にそれ
ぞれ発注となった。昭和54年3月14日に納入された
83号機が生産最終号機となったが、P-2J対潜哨戒機
は退役するまで1機の損失事故もなく、きわめて安
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F-104J戦闘機の後継となるF-Xの機種を選定し、最
初の機体を昭和46年度までに取得するとしていた。
この原案は同年11月29日の国防会議でようやく大綱
が決定したことによって、昭和42年度から実施に移
すことになった。
これを受けて航空自衛隊は昭和42年初頭から本格
的な調査を始め、同年10月に第1次調査団を欧米に
派遣した。空幕から派遣された8名のチームは同年
10月に出発し、アメリカ、イギリス、スウェーデン、
フランス、イタリア、西ドイツの6カ国をまわり、
世界に類を見ない成功を収めたUS-1救難飛行艇

同年12月に帰国した。調査したのは9機種で、アメ
リカではマクドネル・ダグラスF-4E、ジェネラル・

水陸両用脚についても152回の離着陸、53回の離

ダイナミックスF-111、ロッキードCL-1010-2、ノー

着水を行って、支障のないことが確認され、また、

スロップF-5およびP-530、マルセル・ダッソー・ミ

水陸両用化に伴う空水的影響も予想された範囲内の

ラージュF1，スウェーデンのサーブJ37ビゲン、イ

ものであることが証明された。艇体側面に張り出し

ギリスでのBACライトニング、そして英仏共同開発

たバルジも、轍間距離を狭めた効果があって、大き

のジャガーなどであった。

な抵抗増の原因にならず、最高速や航続性能におい

収集した資料をもとに選定作業が行われたが、昭

て、要求を十分に上回る成績が得られるなど、技術

和43年4月、F-X企画室が発足に伴い、作業は同室に

陣は大型飛行艇の水陸両利用化を達成した。

引き継がれた。その結果9機種は3機種に絞られた。

この初号機の開発までに要した総技術工数は、

絞られた3機種はロッキードCL-1010-2、マクドネ

276,000工数であったが、そのうち約28%が、昭和46

ル・ダグラスF-4E、ダッソー・ミラージュF1Cで、

年までに発生した基本設計作業の工数であった。海

この3機種のなかから1機種を選ぶための第2次調査

上自衛隊はUS-1の取得に伴い、航空救難部隊を編成

団が昭和43年7月から同年9月まで、フランスおよび

し、岩国航空基地に第71航空隊を創設して救難能力

アメリカに派遣された。第2次調査団が空幕長に提

の充実と全国的な救難態勢の整備に努めた。昭和57

出した調査報告書をもとに、空幕長は後継機種をF-

年には、エンジンをパワーアップした7号機がUS-

4Eファントムと決め、同年10月、防衛庁長官に上申

1Aとして運用開始され、今までにUS-1を含めて20

し、了承された。

機が調達された。現在はUS-1Aが７機体制で運用さ
れており、離島の救急患者の搬送、洋上はるか外洋
での遭難者の救助、船舶での救急患者の搬送に活躍
している。現在までに、出動回数、救助人員数も多
く、尊い人名救助に24時間体制で活躍している命の
翼である。
尚、現在同機の能力をさらに向上させるべく、そ
の後継機「US-1A改」の改造開発プロジェクト（後
述）が推進されている。

2節 ライセンス生産による生産基盤の
基礎固め

140機が生産された三菱／マクドネル・ダグラスF-4EJ戦闘機

昭和44年度予算に、同機の購入費を要求したが、
1 F-4EJ機闘機の国産

34

大蔵省は、F-4Eに対する米軍購入価格と日本の購入

昭和41年4月5日、防衛庁は総額2兆7千億円にのぼ

価格では差がありすぎることから防衛庁に資料の提

る第3次防衛力整備計画の原案を発表し、この中で

出を求める一幕もあった。調整の結果、大蔵省とし
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ては輸入と国産の場合の価格の差が2億円程度なら

京計器が開発したJ/APR-2を搭載、また日本のバッ

機体の補修や部品の補給などを考えると結局国産の

ジ（BADGE）は米空軍のセージ（SAGE）とはシ

方が得であること、国産化は外貨の流出を防ぎ、技

ステムが異なるので、このデータリンク装置は

術の向上に役立つなどの理由で国産に同意した。し

N/APR620をRCA社が開発、これを日立製作所が国

かし、機数の削減を強く要求し、104機で同意した。

産化した。

これにより昭和44年1月の国防会議は昭和52年度

当初計画の104機は、昭和47年10月の第4次防衛力

末までに104機を生産、装備することを決定した。

整備計画決定の際、沖縄返還に伴う戦闘機部隊の増

また日米折衝によって、研究開発費分担金として日

強を理由に24機増加され、またF-15J戦闘機の決定

本側が本体単価（約17億円）の0.8%に当たる約1,400

が1年ずれたことにより、昭和52年度予算に12機が

万円を支払うことになった。104機で14億円強を米

追加され、総計140機で生産終了を迎えた。

政府に支払うことになった。
昭和45年3月、F-4EJ第1次生産分34機、同官給品、

日本における140機の生産が終り、最後のF-4EJは
昭和56年5月に三菱重工名古屋航空機製作所小牧工

初度部品など35件の契約が行われた。昭和44年度予

場から防衛庁に納入され、小松基地第306飛行隊に

算で歳出約10億円、国庫債務の後年度負担約683億

配置された。日本における生産の140機目は、世界

円、計約692億円が計上され、電波高度計のように

のファントム機生産の最終号機となり、累計5,195号

アメリカ側生産メーカーの関係で国産が問に合わ

機目になった。

ず、FMSに切り換えられたもの以外はすべて、予算
内での契約が成立した。

2 OH-6観測ヘリコプターの国産
陸上自衛隊はH-13（ベル47）の代替機として、米
陸軍がLOH（軽観測用ヘリコプター）として開発し
たヒューズOH-6A小型ヘリコプターを採用すること
を決定した。そしてその国産担当企業とし､機体は、
川崎重工（ヒューズ・ツール社とのOH-6A（民間型
はヒューズ369）の国産化に関する技術援助契約は
昭和42年6月29日に調印）が、アリソンT63エンジン
は、昭和41年10月24日に三菱重工が担当することに
決められた。

三菱重工小牧工場におけるF-4EJの生産風景

この第1次契約の34機のうち最初の2機は完成機輸
入で昭和46年7月、日の丸をつけてアメリカから小
牧基地に到着した。この2機は岐阜基地の実験航空
隊（現飛行開発実験団）で実用試験を行った後、昭
和47年8月に百里基地に移動、臨時第301飛行隊が発
足した。3号機からは国内で組み立てられ、昭和47
年9月末に納入され、以後月産1〜2機のペースで生
産された。
F-4EJは三菱重工が主契約会社となって国産した

川崎重工における川崎ヒューズOH-6Jヘリコプターの生産風景

が、マクドネル・ダグラス社でのオリジナル機F-4H

川崎重工は昭和43年からOH-6J／ヒューズ369HS

はロッキードF-104より早い時期に設計開発された

のライセンス生産機の納入を開始し、昭和44年3月

ものだけに、技術的には概して困難は少なかった。

10日、11機のOH-6Jがはじめて陸上自衛隊に納入さ

米空軍のF-4に搭載しているレーダー警戒装置APR-

れた。昭和54年からは、エンジン出力を増し、メイ

37は機密度が高いことから日本には開示されず、東

ンローター・ブレードを5枚とし、ローター上にク
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ーリーハットを装着、尾翼をV型からT型に変更し
たOH-6D（民間型369D）に切り換えた。また民間型
のヒューズ 369Dは昭和53年4月20日に運輸省の型式
証明を取得した。
OH-6ヘリコプターは、陸上自衛隊、海上自衛隊、
民間向けに現在迄373機を生産している。ヒュー
ズ・ツール社設計になるOH-6シリーズは、米陸軍
の軽観測ヘリコプター構想に基づいて設計・開発さ
れた単一目的に限定し極端に小型・軽量化したとこ
ろに特徴がある。高速タービン・ヘリコプターで、
これまで川崎重工か経験してきたベルやバートルと
は全く異なったコンセプトになるヘリコプターであ
り、ヘリコプターの小型軽量化について学ぶことの
多い機体であった。
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昭和50年代は、昭和40年代に取得・蓄積された技

これは先の三原則から「原則として」の字句を削り、

術力と最先端の民生技術（エレクトロニクス、材料

三原則地域以外も明記し、更に製造設備まで禁輸措

など）をベースにT-4中等練習機、CCV研究機、F-

置を拡大するものであった。

4EJ改（能力向上）、FA-300ビジネス機、BK-117多

更に同年6月武器製造技術の輸出も武器輸出三原

用途ヘリコプター、MU-300ビジネス・ジェット機

則に照らし処理する旨国会答弁されるなど、禁輸措

などの開発及びF-15J戦闘機、P-3C対潜哨戒機など

置が強化されていき、社会情勢から慎重にならざる

のライセンス生産を行い、システム・インテグレー

を得ぬ法運用とももあいまって関係航空機、部品な

ション技術の向上、最先端技術の獲得に努めた。民

どの輸出にブレーキをかける結果となった。

間機分野でもB767の国際共同開発へ参画した。これ

一方、相対的に経済力や技術力の増したわが国に

らの事業を通じて、生産基盤、技術基盤の継承態勢

対し、アメリカ政府は、わが国の防衛力増強ととも

が確立した。また、F-15J、P-3Cなどのプロジェク

に、昭和56年、57年の二回にわたり同盟国として日

トの進展により生産額は順調に拡大した。

米間の防衛分野における相互技術交流を推進したい
旨要請した。これはそれまでの武器輸出三原則にか

1節 武器輸出3原則とその後の動き

かわる問題であったが、政府部内で慎重に検討の結
果、昭和58年1月内閣官房長官談話で次の政府見解

昭和42年4月、政府は武器輸出につき①共産圏向

を明らかにした。

け、②国連決議により武器などの輸出が禁止されて

①米国の要請に応じ相互交流の一環として米国に

いる国向け及び③国際紛争又はその恐れがある国向

武器技術を供与する途を開くこととし、供与に

けの輸出を禁止する3原則を国会で確認した。これ

あたっては武器輸出三原則によらない

は原則論として武器輸出を禁止をする地域について
言及したもので武器輸出そのものを禁じたものでは
なかった。
その後、昭和51年2月、政府は武器輸出について
次の政府統一見解を示した。
（1）政府の方針
「武器」輸出については、国際紛争等を助長する

②本件供与は日米相互防衛援助協定の関連規程の
枠組みの下で実施する。
③今後とも基本的には武器輸出三原則を堅持し、
昭和56年3月の国会決議（注；…厳正かつ慎重
な態度で持って対処するとともに制度上の改善
を含め実効ある措置を講ずるべきである。）の
趣旨を尊重していく。

ことを回避するため、今後とも次の方針により処理

以来、携行SAM（地対空ミサイル）関連技術な

するものとし、その輸出を助長することはしない。

どを皮切りに十数件に及ぶ武器技術の対米供与が決

①三原則地域については「武器」の輸出を認めぬ。
②三原則地域以外でも、憲法及び外国為替及び外

定されている。
また、日米当局間で装備・技術定期協議が行われ、

国貿易管理法の精神に則り「武器」の輸出を慎

平成年代に入って以降、ここで合意された具体的研

む。

究プロジェクトを通じ技術交流の促進が図られてお

③武器製造設備の輸出については「武器」に準じ
て取り扱う。
（2）武器の定義

り、これまで戦闘機の射出座席など約10件の日米共
同研究・改修プロジェクトが進められている。
米国など主要国でも、敵対国への武器の流出を防

①「武器」とは、「軍隊が直接使用するものであ

ぐ目的で輸出規制を実施している。他方、近時、世

って直接戦闘のように供されるもの」、具体的

界的に、防衛機の分野でも米国のJSF（Joint Strike

には輸出貿易管理令別表1の第197-205項までの

Fighter）に見られるように国際共同開発が主流と

うち、この定義に相当するものである。

なりつつある。こうした中、米国などでは、共同事

②直接人の殺傷、物の破壊を目的とし行動する護
衛艦、戦闘機、戦車がそれに相当する。

業をスムースに進めつつ如何に規制の実効を確保し
ていくか試行錯誤している。
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わが国でも、以上のように事態の進展に応じ部分

の昭和52年11月ごろから、通産省、防衛庁間で調整

的に規制緩和されてきているが、なお、①運用、解

が行われ、予算成立と時を同じくして、昭和53年4

釈が厳しい、②日米共同開発プロジェクトであって

月に三菱重工が主契約会社に、川崎重工が副契約会

もわが国からの輸出ができないのは片務的ではない

社に指定された。製造分担については、三菱重工が

か（F-2の項参照）
、などの声もある。

前胴、中胴、最終組立及び飛行試験、川崎重工が主
翼、後胴、尾翼、富士重工が前脚及び主脚ドア並び

2節 ライセンス生産による生産基盤の確立

にチタン・ケミカル部品などとなった。

1 F-15Jジェット戦闘機の国産
防衛庁は昭和50年ごろからF-104J要撃機の後継機
を決定する方針を固め、航空幕僚監部に「機種選定
のための資料収集班」を設置した。そして昭和50年
6月から米国及び欧州各国へ資料収集班員を派遣し
て機種選定作業を執り進めた。昭和51年1月に至り、
グラマンF-14、マクドネル・ダグラスF-15、ジェネ
ラル・ダイナミックスF-16の3機種を候補として選
定した。
これら3機種の中から最終選定するため、同年5月
から約2ヶ月間、総員約20名からなるF-X調査団を米
国3社へ派遣、各機種に関する性能、運用、整備、

F-15J国内生産に関するライセンス契約相手の

補給条件、価格等について詳細な現地調査を行なっ

MDC社とは、F-4EJジェット戦闘機のライセンス契

た。かくして、昭和51年12月、防衛庁は「FXをマ

約の実績があったため、このF-15Jに関しての商議

クドネル・ダグラスF-15に内定し、所要機数は5飛

は至極順調に推移した。すなわち、昭和52年12月の

行隊123機、来る昭和52年度から調達整備する」旨

国防会議の決定、政府の昭和53年度予算原案の決定

庁議決定し，国防会議に図ることとした。

後、予算成立を条件としながらもMDC社とのライ

しかし昭和51年12月21目に開催された国防会議で
は「十分に審議する時間的余裕に欠ける。更に検討

センス契約の商議を開始し、同年3月29日に両社間
の調印を終了した。

すべきである」との結論となり、昭和52年度予算要

昭和53年4月の生産内示があった直後、MDC社

求は見送りとなった。この見返りとして、防衛庁は

（米国セントルイス市）と生産計画、ノックダウン

防空態勢に生ずる支障を最小限にとどめるため、F-

（KD）キットの形態、数量、国産又は輸入の決定、

4EJを昭和52年度予算で12機追加調達することにな

治工具系列等国産化に必要な調整を行い、また同年

った。

7月、MDC社から生産支援のための技術駐在員の第

昭和52年は各省庁間の事前調整に当てられたが、

１陣も日本に到着した。

ようやく昭和52年12月28日の国防会議で決着を見る

かくして生産準備は着々と整えられ、第１次契約

に至った。すなわち「F-15Jを正式に採用する。機

分であるライセンス国産F-15J 15機（完成機 2機及

数は100機とする。調達期間は昭和53年度から昭和

びDJ機 6機は前述の通りFMS扱い）について翌昭和

62年度の10ヶ年とする」ことが決定された。調達内

54年3月30日契約締結（概算）をみることができた。

訳は、F-15J 88機（FMS（Foreign Military Sale）に

F-15Jの生産は、F-4EJの経験と教訓を最大限に活

よる完成機 2機とライセンス生産機 86機）
、F-15DJ

用して展開したため、当初から極めて順調であった。

型12機（全機FMSによる完成機）であった。

KD組立て初号機は昭和56年8月26目初飛行に成功、

国防会議の決定に伴い、昭和53年度予算は国会審
議を経た後、昭和53年4月当初分23機（F-15J完成

38

三菱重工がプライムとなって生産したF-15J戦闘機

約3ヶ月半の試験飛行を経た後、昭和56年12月11日
に防衛庁へ納入された。

機 2機及びライセンス機 15機、それにF-15DJ完成機

F-15Jは当初10年間に100機生産という計画でスタ

6機）の調達が正式決定された。これより先、前年

ートしたが、昭和57年7月23日に国防会議で了承さ
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れた昭和56年度中期業務見積りの中で55機増加し、

機については、昭和53年以降P-3C45機をライセンス

155機と修正された。その後、昭和60年9月の国防会

国産（1部を輸入）により取得するものとする。な

議において155機を187機に、平成2年9月に223機に

お、各年度の具体的整備に際しては、そのときどき

増加することが決定されたが、平成4年12月に210機

における経済財政事情等を勘案し、国の他の諸政策

へと削減され、最終的にはFMS完成機14機を含め、

との調和を図りつつこれを行うものとする。」と決

平成11年12月末までに、総計213機を納入した。

定された。ここにおいて、双発ターボ・プロップ型

F-15J戦闘機は米国においても空軍の主力第一線

国産対潜哨戒機P-2Jの後継機種として、4発ジェッ

機として重要な役割を果たしている最新鋭機である

トの国内開発対潜哨戒機PX-L計画に変わって、4発

ことから、当初、米政府は対日技術情報の開示に対

ターボ・プロップのロッキードP-3Cオライオンが導

し規制を加えた。しかし、日米両政府間で交渉の結

入されることになった。

果、段階的に解除されることとなり、機体関係では
そのほとんどの技術情報が開示されるに至った。特
に最も関心の高かった複合材技術（中胴部のスピー
ド・ブレーキと水平、垂直尾翼のトルク・ボックス
に使用される）も昭和56年6月、米政府の了解が得
られ、国産化が可能となった。
2 P-3C対潜哨戒機の国産
防衛庁は、昭和43年頃から対潜哨戒機能力向上の
ため各種装備の部内研究を進めてきたが、列国潜水
艦の性能向上に対応するためにはより性能の向上し
た新型対潜機の開発が必要であるとして、昭和45年

ロッキードP-3C対潜哨戒機は川崎重工によって110機が国
産された

度以降、毎年、基本設計等のための予算を要求して
いた。しかしながら、財政上の理由もあり、政府全
体としての結論が得られないまま推移していた。
昭和47年10月9日、四次防主要項目の決定に先立

昭和53年度、最初の調達が行われた。8機のうち3
機はFMS機、5機はライセンス生産機であった。3機
のFMS機は、米国においてP-3C派米訓練隊が受領し、

ち、国防会議議員懇談会において、「次期対潜哨戒

ジャクソンビル米海軍航空基地を離陸し、途中ハワ

機の国産化問題は白紙とし、今後輸入を含め検討す

イ、グアムを経由して、昭和56年12月25日海上自衛

る。この種の高度の技術的判断を要する問題につい

隊厚木基地に到着した。

ては、国防会議事務局に専門家の会議を設ける等に

ライセンス生産機の契約は、昭和54年3月30日に

より、慎重に検討する。」旨の了解がなされ、これ

行われた。機体は川崎重工、エンジンは石川島播磨

に基づいて昭和48年8月10日国防会議事務局に「次

重工、プロペラは住友精密及び搭載電子機器等の官

期対潜機及び早期警戒機専門家会議」が設置された。

給品はそれぞれの担当会社と契約が行われた。機体

昭和49年12月28日、国防会議議員懇談会は、前日

の製造分担は、川崎重工が中央翼、前後レドーム等、

国防会議事務局長あて提出された次期対潜機及び早

最終組立及び飛行試験、三菱重工が前胴、中胴、富

期警戒機専門家会議答申の趣旨を参考にして、四次

士重工が主翼、新明和工業が機首、後胴、尾翼、エ

防における次期対潜機の国産化問題の取扱いについ

ルロン、フラップ、日本飛行機がナセルとなってい

て「その装備化を検討するに際し、必要となる技術

た。ライセンス生産1号機は、昭和56年12月、川崎

的、財政的基盤等の諸条件につき、関係各省庁にお

重工岐阜工場にてロールアウト、各種地上テスト、

いて、速やかに調査検討する。
」ことを了解した。

飛行試験が行われ、昭和57年5月26日に海上自衛隊

その後、防衛庁及び関係省庁間における検討、4回
に及ぶ国防会議の審議を経て、昭和52年12月28日、

第51航空隊に納入された。
P-3Cの特徴は、搭乗員と搭載装備品等とを統合し

国防会議において、「海上自衛隊の現用対潜哨戒機

たマン・マシン・システムとしてのコンピューター

の消耗を補充し、その近代化を計るための次期対潜

の採用、機体の与圧、高速性、精密な航法能力によ
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る機動性、及び良好な機内作業環境等の他に、機能

ら平成11年度に亘り計3機が配備された。このUP-

及び性能を向上した多種多様且つ多数のソノブイか

3Dを活用することにより、本格的な電子戦環境下

ら同時に送られてくる信号の詳細な分析・識別、目

で艦隊の訓練が可能となった。

標の追尾、未来位置の予測及び自機位置の正確な計

画像情報収集機（OP-3C）は、既存のP-3Cから一

算等、極めて多くの諸情報を同時に短時間で正確に

部の対潜装備品等を取り卸し、側方監視レーダー

処理できることであった。
初号機から45号機までは米海軍のP-3Cアップディ

（SLAR）を含む画像データ収集装置を搭載したもの
で、レーダ画像を収集する。初号機は平成12年度末

トⅡと同じ形態であったが。その後逐次改善を行っ

に就役している。2号機以降には長焦点（LOROP）

てきた。その主なものは次の通りである。

カメラが追加して搭載され、遠距離からの可視光及

（1）捜索レーダーの換装、逆探装置の換装等

び赤外（IR）画像も収集できる。

（2）デジタル化した自動操縦装置（DFCS:Digita1
Flight Control System）の改善

3 AH-1S対戦車ヘリコプターの国産

（3）音響処理装置（SASP:Single Acoustic Signa1

AH-1Sは、米国陸軍の戦訓に基づき、米国ベル社

Processor）の換装等（音響信号処理感度の向上

が、長年に亘る運用実績を誇る多用途ヘリコプター

により、より静かな目標の探知が可能となり、

UH-1Bの機体を再設計し、攻撃・対地支援・対戦車

従来より多数のソノブイからの信号を処理で

用に開発した世界初の本格的対戦車ヘリコプターで

き、捜索エリアの拡大、高密度化及び目標位置

ある。陸上自衛隊は昭和54年および昭和55年にベル

精度の向上を図ることができた。
）

社からAH-1Sを各1機購入し、明野の教育支援飛行

（4）衛星通信装置（SATCOM:Satellite Communication）
の装備

隊において運用研究を行った結果、昭和57年度から
本機を正式採用することに決定した。富士重工は昭

（5）アンチスキッド・システムの装備

和57年5月6日、防衛庁からAH-1Sライセンス生産の

（6）戦術データ処理装置の換装、逆探装置の換装及

主契約会社の選定を受け、同年5月21日政府による

び 衛 星 航 法 装 置 （ GPS:Globa1 Positioning

技術提携認可がおり、同年5月25日にライセンス契

System）の装備

約を締結した。その後、昭和58年3月の第一次契約

平成9年9月17日に最終号機の完納式が、川崎重工

分の受注によりライセンス生産を開始した。

岐阜工場において実施された。同機は同日付で第2

富士重工のAH-1S量産機納入計画は、生産の第1

航空隊に配備され、取得機数は最終的には101機

ロットはノックダウン（KD）
、第2ロットから機体、

（FMS機3機を含む）となった。
P-3Cの派生型として、電子戦データ収集機（EP-3）
、

第3ロットからミッションなどのダイナミック・コ
ンポーネントの国産化を開始するものであった。

試験評価機（UP-3C）
、電子戦訓練支援機（UP-3D）
、
及び画像情報収集機（OP-3C）の4機種が改造開発
されている。
電子戦データ収集機（EP-3）は、UP-2J（E）の
後継機で電子戦データ収集装置を搭載し、対象潜水
艦等から発射される種々の電波を探知、収集する。
平成2年度から平成10年度に亘りに計5機が配備され
た。
試験評価機（UP-3C）は、P-3Cの機体に、計測装
置、データ処理表示装置等を搭載し、試験供試品の
性能等を評価するために使用されている。平成6年
度に1機が51航空隊（厚木）に配備された。
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富士／ベルAH-1S対戦車ヘリコプター

電子戦訓練支援機（UP-3D）は、訓練用電波妨害

富士重工が昭和57年度予算で受注した12機のAH-

装置を搭載し、任務に応じてチャフ散布装置、標的

1Sのうちの初号機が、昭和59年3月26日に組み立て

曳航装置の装備も可能になっている。平成9年度か

を完了し、ラインオフした。同機は地上での機能テ
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スト後、同年6月に初飛行し、さらにその後約6ヵ月

までに34機が納入され、平成７年度納入の機体から

テストを行い、同年12月20日に陸上自衛隊に納入さ

大型燃料タンクを装備した輸送能力向上型CH-47JA

れた。

の納入が開始され、現在までに15機が納入されてい

陸上自衛隊は、昭和60年度に初の第一対戦車ヘリ
コプター隊を創隊し、その後順次隊の創設を行い、
平成5年度に第五対戦車ヘリコプター隊を創設する
に至った。
量産初号機納入以来16年間に亘って89機が製造さ

る。また、航空自衛隊には平成15年3月末迄に19機
が納入されている。
国産化は、フェーズⅠ：グリーン機体導入（JAVIOは国内搭載2機）
、フェーズⅡ：ノックダウン
機4機、フェーズⅢ：一部部品を国産、と段階的に

れ、平成12年12月に最終号機が納入された。

進めた。

4 CH-47輸送ヘリコプターの国産

3節 防衛庁機の開発による技術基盤の確立

昭和57年11月、防衛庁は、陸上自衛隊用の新輸送
ヘリコプター（KV-107後継）及び航空自衛隊用の端

1 機体、エンジンとも純国産の中等練習機T-4

末空輸機の機種選定を目的に、CH-47モデル414及び

T-4中等練習機は航空自衛隊が使用してきたT-

CH-53Eを対象機種として、川崎重工、三菱重工

33A及びT-1に代わり、平成年代以降の飛行教育及

（ライセンス国産）、伊藤忠商事、三菱商事（輸入）

び飛行訓練支援等を効率的に実施するため、昭和56

に対して提案要求を発出した。各社からの提案を総

年度から昭和62年度末までの7年間で開発された機

合評価して、昭和58年8月にCH-47モデル414をライ

体である。

センス国産で取得する方針を決定し、昭和59年度の

昭和56年4月、防衛庁技術研究本部は航空幕僚監

予算成立後に、主契約会社に川崎重工（機体及びエ

部が示した要求性能にもとづき、機体3社（川崎重

ンジン）を指名した。

工、三菱重工、富士重工）に対し提案を要求、各社

川崎重工はボーイング・バートル社及びアブコ・

からの提案を総合評価して、同年9月4日、川崎重工

ライカミング社と昭和59年8月に技術援助契約を締

を主契約会社とし、三菱重工、富士重工を協力会社

結した。なお、機体及びエンジン（T55-L-712）と

とすることを決定した。

もに同一の会社でライセンス生産を実施する事は、
戦後初めての事であった。
CH-47モデル414は米陸軍のCH-47D型と同等の機
体で、これを陸上自衛隊、航空自衛隊ともCH-47J輸
送ヘリコプターの呼称で導入した。

昭和56年10月には、川崎重工の岐阜工場内に機体
各社の設計者約100名が集まり、中等練習機設計チ
ーム（MTET：Medium Trainer Engineering Team）
が発足すると共に、技術研究本部では技術開発官
（航空機担当）の下に約30名の中等練習機プロジェ
クト・チームが編成され、開発業務の推進役を担っ
た。MTETでは、川崎重工の提案機体をべ一スに基
本設計を開始した。
昭和57年10月には、第3研究所が石川島播磨重工
を契約会社として開発中のターボファン・エンジン
（XF3-30）を搭載エンジンとする事が正式決定され
た。この決定により、機体、エンジンとも文字通り
純国産のジェット練習機となり、日本の航空機工業
界の総力を結集しての開発となった。
昭和59年には、機体とエンジンの適合性を確認す

川崎／ボーイングCH-47J大型輸送ヘリコプター

るため、機体側においても米国の高空性能試験設備
（ATF:Altitude Test Faci1ity）を借用して、インテ

CH-47Jは、昭和61年11月25日、陸上自衛隊向け第

ークや排気ノズルとの高空における適合性を確認し

1号機が、次いで同年12月16日、航空自衛隊向け第1

た。この試験ではスピン時におけるインテークから

号機が納入され、以降、陸上自衛隊には平成６年度

の空気乱れ（デストーション）を模擬するプレート
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を取り付けてエンジン作動に異常のない事を確認

量産単価を達成するためのコスト・コントロール活

し、後日の飛行試験への備えとした。

動が義務付けられた。

昭和60年4月17日に試作1号機がロールアウト、各
種地上試験の後、同年7月29日に初飛行が行われた。

この結果T-4は次の特徴を有する機体となってい
る。

その後、川崎重工により社内飛行試験が行われ、同

（1）主翼に新遷音速翼型を採用し、後退角、ドッグ

年12月12日技術研究本部に納入された。試作機は強

ツース、小型のストレーキなどにより、低速か

度試験機2機を含め6機納入され、技術研究本部岐阜

ら高亜音速まで広い飛行範囲で良好な飛行特性

試験場と航空実験団（現飛行開発実験集団）により

を有している。

技術・実用試験が、第3研究所により全機静強度試

（2）前胸やエア・インテーク形状の設計により高迎

験及び全機疲労強度試験が当初日程どおり実施され

え角時や横滑り時のエンジンヘの空気の乱れを

た。機体・エンジン同時開発というプロジェクトが

最小限にし、やや大きめの垂直/水平尾翼とと

当初の開発日程、コストを維持しつつ完遂できたこ

もに安全なスピン訓練を可能としている。

とは特筆される。

（3）機体構造には、損傷許容設計を採用して構造の

この試作成果を受け、昭和61年度には川崎重工を

安全性を高めると共に、垂直尾翼、舵面、フラ

主契約会社とした量産契約が締結され、試作機によ

ップ、エア・ブレーキなどには複合材を使用し

る各種試験成果を反映した量産1号機が昭和63年9月

て軽量化を達成している。

に航空自衛隊に納入され、航空自衛隊浜松基地に編

（4）アビオニクス関係では、ディジタル・データ・

成されたT-4の運用試験部隊に引き渡された。量産

バス、ヘッドアップ・ディスプレイ（HUD）、

開始以来17年にわたって208機が製造され、平成15

リング・レーザージャイロを使用した姿勢方位

年3月に量産最終号機が納入された。

基準装置（AHRS）、エア・データ・コンピュ
ータなどを採用し、信頼性の高いシステムを実
現している。
（5）装備関係では、機上酸素発生装置（OBOGS）、
カーボン・ブレーキ、スルー・キャノピー脱出
方式を採用して軽量化を達成しながら、整備性、
安全性を向上させている。
（6）エンジンは国産のターボファン・エンジンF3を
2基搭載し、安全性を高めている。
T-4は、操縦教育用のほか多くの用途に使用され
ており、北は千歳基地から南は那覇基地までの全国
13基地に配備・運用されている。特に、戦技研究仕

昭和60年4月17日にロールアウトした川崎T-4中等ジェット
練習機

様機（通称、ブルーインパルス）は、T-4の機動性
を生かし各基地での航空祭等で展示飛行を行い、観
衆を魅了している。

T-4の開発に当たっては、これまでT-1とT-33Aで
実施していた飛行教育を1機種で効率的に実施する
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2 CCV研究機の開発と試験

ため、広範囲な飛行領域で良好な飛行特性を有する

CCV（Control Configured Vehicle：運動能力向上

こと、スピン訓練が安全に実施できる失速特性及び

機）の研究は、もともと将来戦闘機を開発する場合

スピン特性、効率的な訓練が実施できる航続性能、

に備えて先行研究を行うというのがねらいで、昭和

旋回性能、上昇性能が求められた。また、長期の運

40年代から実験機計画として防衛庁が検討していた

用にふさわしい新技術を採用し、高い安全性と信頼

ものである。従来の航空機設計においては運用要

性、整備性を確保すると共に、装備品の国産化率を

求・要求性能が与えられると、空力、構造、エンジ

高め、整備、補給を容易にすること、さらに、航空

ンの3要素を考慮して形状を選定した後、サブシス

機開発では初の試みとして、開発日程を確保し目標

テム設計の一環として操縦装置の設計を行ってき
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た。これに対して空力、構造、エンジンの3要素を
加えて操縦装置の能力を考慮して基本形状を選定す
ることにより、さらに効率の良い機体形状を追求す
ることがCCVの設計概念であり、こうして設計され
た航空機がCCVである。従来の操縦装置は、ロッド、
ケーブルなどで構成されていた操縦装置に代えて、
コンピューターを駆使した電気式操縦装置FBW
（Fly-by-Wire）を装備し、航空機の応答性を最適化
して、従来できなかった航空機の運動を可能とする
技術であり、近年のデジタル計算機能力の飛躍的向
T-2を改造したCCV実験機

上と制御理論の発展によって実現したものである。
CCV研究機ではT-2超音速高等練習機を改造し、主
翼の前方や機体の下部に取り付けられた補助翼（カ

昭和53年に委託研究として防衛庁から三菱重工が

ナード）と主翼上の空戦フラップなどを微妙にコン

受注し、富士重工、川崎重工、日本飛行機、新明和

トロールすることによって、姿勢を変えずに上下・

工業から合計10名の技術者が研究の設計チームに参

左右への移動を可能にするほか、飛行進路を変えず

画した。T-2超音速高等練習機を改造し、昭和58年8

に機首を上下させ、さらに左右への機首方位の変化

月、初飛行に成功した。翌年3月26日に防衛庁技術

ができるなど斬新な飛行を可能にしている。このよ

研究本部に引き渡され、その後約2年にわたり防衛

うに斬新な飛行は、次の5つの新しい制御モードに

庁の手によって138フライトの飛行試験が行われ、

より実現している。

必要な技術データを取得した。又、FBWシステム

（1）CA（Control Augmentation:操縦性最適化）
速度、高度等の飛行条件によらず、舵の重さ、

の各機能は全て正常に、かつ安定して作動し、信頼
性の高いシステムであることが実証された。

効きを一定にするなどパイロットの望む操舵応
答を得るモードである。
（2）RSS（Relaxed Static Stability:静安定自動補償）

3 F-4EJの能力向上
F-4EJの改修は、航空自衛隊の防空能力の向上・

機体固有の静安定を負にし、自動的に舵面を制

近代化の一環で、昭和56年度から6年間に亘り、試

御することにより静安定を得るモードである。

改修した実用機1機を用いて実用試験を行い、その

このモードにより尾翼面積を減少でき、かつ、

結果に基づいて量産改修したものである。現用機の

釣合いに必要な尾翼の揚力を利用して抵抗を減

延命に伴う相対的な能力不足を改善するものであ

少できる効果がある。

り、航空機構造保全管理（ASIP）の適用（昭和59年

（3）MLC（Maneuver Load Control:旋回性向上）
飛行状態に応じて、フラップ等を最適な位置に
動かして旋回性能を向上させるモードである。
（4）DLC（Direct Lift Control:直接揚力制御）
（5）DSC（Direct Sideforce Control:直接横力制御）
従来の航空機では、上下の移動は昇降舵操舵に
よる飛行経路角の変化を利用して、また、左右
の移動は旋回により揚力面を傾けることより行

度から実施）により耐用命数は3,000時間から5,000時
間以上（約10年間）に延びることが期待された。
能力向上の主要課題の1つであるルックダウン
（下方監視）能力付与の背景は、昭和51年9月6に函
館空港に旧ソ連のミグ25戦闘機が強行着陸した事件
であった。
改修の主な内容は：
（1）レーダ、FCS（火器管制）システムの近代化。

っているが、この間接的に行っている二つの運

FCSレーダはF-16用のAPG-66（米ウェスティン

動を直接制御するものがDLCとDSCであり、従

グ・ハウス社製）ベースに換装され、ルックダウ

来の航空機では出来なかった新しい運動である。

ン能力が付された。また新たにセントラル・コン
ピューターや、ヘッドアップ・ディスプレィなど
も装備することにより各種情報の一元化が可能
となり、総合的処理能力が飛躍的に増加した。
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（2）航法・通信能力の向上。

FA-300の開発は、単発機のFA-200とファミリー

航法では新しい慣性航法装置のLN-39（米リッ

になる小型双発機を開発することを目標に、昭和44

トン社製）を装備し、航法計算機などを換装す

年開発に着手された。昭和46年春から設計をスター

ると共に、通信機類も一新し、F-15Jと同等の

トする予定であったが、ビーチ社、セスナ社および

能力になった。

ロックウェル社などのアメリカ系小型機メーカーか

（3）搭載ミサイルの機種増と近代化。

ら共同開発および生産の話が持ち込まれ、この調整

現在F-4EJが搭載している3種類の空対空ミサイ

に約1カ年を要したため大きく遅れた。FA-300とい

ルを、F-15Jが搭載する空対空ミサイルAIM-

うのは、基本型である富士重工式700型（ロックウ

7F/9L、F-1用の国産空対艦ミサイルASM-1の

ェル・モデル700）およびパワーアップ型である富

搭載が可能なように改修した。これで空対空能

士重工式710型（ロックウェル・モデル710）の総称

力の向上とミサイルによる空対艦攻撃能力が加

である。

わった。
（4）爆撃機能力の向上。

モデル700の開発には、これまで培われた富士重
工の技術および設備をフルに活用するために、ジェ

セントラル・コンピューターでの爆弾投下計算

ット機なみに大型鍛造品を多用し、外皮には接着構

の実施により、対地支援戦闘時の命中精度が向

造やケミカル・ミリングなどの最新技術を用いた。

上した。

これはアメリカのこの種の軽飛行機を作っているメ

昭和62年以降機体の耐用命数などから、比較
的新しいに89機限って実機改修が行われた。

ーカーにはない特徴である。
モデル700の原型機は4機作られ、2機がアメリカ
ヘ送られた。モデル700は340hpエンジンを装備して

4節 民間機等の開発

いるが、その発展型であるモデル710はエンジンを
450hpにパワーアップしたモデルで、当時、このク

この時代、防衛庁向けの航空機開発やライセンス
生産によって、日本の航空機工業は目覚ましい活況
を呈したが、この間、民間機の分野でも、数多くの
注目すべき成果がみられた。

ラスのレシプロエンジン機としては最大級の出力、
最高性能を誇っていた。
モデル700は昭和52年5月に航空局、同年9月に米
国連邦航空局（FAA）の型式証明を取得し、同機
の量産を目的として設立された富士重工の子会社富

1 FA-300の国際共同開発

士飛行機で生産を開始した。ところが、その後のオ

富士重工はアメリカのロックウェル・インターナ

イルショックの影響を受けたロックウェル社が軽飛

ショナル社と6〜8人乗りレシプロ双発ビジネス機を

行機部門からの撤退をはじめたため、モデル700シ

共同開発した。このFA-300は、日本のメーカーが単

リーズは試作機を含めて50機を生産したところで共

独で海外の航空機メーカと提携し、民間機を国際共

同事業は中断、生産も中止となった。モデル710は

同開発した初めてのケースであり、結果的に生産・

原型機2機を飛行させたのみで量産は見送られた。

販売事業は成功しなかったが大いに注目を浴びた。
2 初の国際共同開発に成功したBK-117
BK-117は我が国の航空工業史上、初めて国際共同
開発に成功したヘリコプターである。
川崎重工はベル47のライセンス生産が軌道に乗っ
て間もない昭和32年ごろから、すでにヘリコプター
の開発に意欲を燃やしており、昭和43年ごろから
KHRと呼ばれるリジッド・ローターの実験機を飛行
させていた。昭和48年になって、同社はこれをベー
スにKH-7という双発多用途ヘリコプター開発計画
わが国初の国際共同開発機となった富士FA-300ビジネス・
ジェット機
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するとともに、リジッド・ローターの実験を開始す

転部）、補助系統、キャビン内装、一般装備、全機

るなど自主開発を進めていたが、単独で開発を続け

地上耐久運転試験、全機静強度試験、飛行試験、実

るにはリスクが大きすぎるため、KV-107の国産で提

用飛行試験、最終組立などとなった。

携関係にあったボーイング・バートル社に対して共

BK-117は日独両国の型式証明をそれぞれの会社で

同開発の打診を行った。しかし、当時のボーイン

取得することになり、MBBからは昭和52年1月西独

グ・バートル社はアメリカ陸軍のUTTAS多用途戦

LBAへ申請を行った。川崎重工から航空局への申請

術輸送機ヘリコプターの開発がシコルスキー社との

は同年4月に行われた。

競争試作の真最中であり、軍の援助のないこのクラ

BK-117の飛行原型第1号機（Ｐ2）は昭和54年6月

スの双発ヘリコプターの成功率は少ないとして協力

13日に西独で初飛行し、次いで第2号機（P3）が同

に消極的であった。

年8月10日、日本で初飛行した。昭和57年12月まで

同じころ、西独のMBB社もBO-107ヘリコプター

に、両国の原型および量産機をあわせ、合計6機、

の共同開発計画をボーイング・バートル社に提案し

1,527時間の飛行試験を重ね、昭和57年12月9日、西

て、同様に色良い反応を得られないでいた。結局、

独でMBB製のBK-117、同年12月17日には日本で川

KH-7とBO-107計画は大きさや目的が似通っていた

崎重工製のBK-117としてそれぞれ型式証明を取得し

こと、必要とされるエンジン出力もほとんど同じで

た。マーケットはMBB側が北米、南米、ヨーロッ

あったところから、ボーイング・バートル社抜きの

パ、アフリカ、西南アジア及びすでにBO-105を販売

共同開発計画が進展し、昭和52年2月25日、BK-117

している国々、川崎重工側がインドネシアを除くア

計画という呼称で共同開発契約が結ばれた。

ジア、オセアニアなどとなっていた。型式証明取得

この契約は開発コスト、プログラム、製作及び販

時のBK-117受注機数はMBBが100機、川崎重工が20

売割り当ての項目からなり、昭和55年末に予定され

機であった。バブル期の平成2年には40機の販売を

たVFRのみの型式証明取得まで、開発コストを50：

記録するなど、市場の反応は上々であった。

50で分担することになった。製造に関しては、主要

テール・ローターのないヘリコプター、いわゆる

装備及びサブアセンブリーの重複は行わず、最終組

NOTAＲ（MD900及びMD902）のメーカーで知ら

立は両社が別々に行うという内容であった。

れるマクドネル・ダグラス・ヘリコプター社は、
BK-117のトランスミッションの高い信頼性を評価し
て、トランスミッションの開発・製造を川崎重工に
依存している。現在、ヘリコプターのトランスミッ
ションは日本の航空技術が世界をリードしている数
少ない事例となっており､同ミッションを製造でき
るメーカーは世界でも限られているが、その中でも
川崎重工は重要な地位を占めている。
後に、防衛庁技術研究本部が実施した、陸上自衛
隊向け純国産ヘリコプターOH-1の開発に、同社が
BK-117の開発で経験・取得した技術・ノウハウ等が

川崎重工がドイツMBB社（現EADS）と国際共同開発したBK117ヘリコプター

活用された。
3 我が国初のビジネスジェット機となった

開発および製造の分担は、MBBがメイン・ロー

MU-300

ター・ブレード及びロータヘッド、油圧操縦系統、

MU-300は、三菱重工がMU-2で開拓したビジネス

テール・ローター及びテール・ローター駆動装置、

機市場をさらに拡大すべく開発した我が国最初のビ

テール・ブーム、BO-105と共通なコンポーネント、

ジネスジェット機である。

ローターの地上試験、全機飛行試験、最終組立など、

このMU-300実現のための具体的市場調査は昭和

川崎重工はメイン・トランスミッション、胴体、降

44年から始まった。市場調査は、まず米国連邦航空

着装置、エンジン装置、電気装置、操縦系統（非回

局（FAA）作成の各種データの分析による需要動
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向調査に重点がおかれた。そしてこれらの市場調査

た。

結果などからMU-2より一段高級で，今後高い成長

しかし、米国の耐空性審査基準に対する適合性証

率の期待できる軽ジェットビジネス機に目標が絞ら

明の書類審査及び実機審査に合格し、TIA（Type

れていった。昭和50年9月、三菱重工社内に「MU将

Inspection Authorization）
、つまりFAAによる公式

来機プロジェクトチーム」が発足した。これはMU

飛行試験を行うための許可を取得したのは昭和55年

将来機を新規事業として取り上げるための全く新し

5月であった。このTIA取得までの道のりは険しく、

い特別プロジェクトチームであった。プロジェクト

機体の安全基準に関する米国連邦航空規則は年々厳

チームは昭和51年1月から米国の市場調査専門会社

しくなっていた。各種新型ジェット機の開発は1970

に依頼して大掛かりな調査を実施した。その調査デ

年代初めころまでに一段落していたが、MU-300が

ータを基に、
「中間報告」を補完して「MU将来機開

その後数年間に改正、強化された新規則適用の第1

発計画書」の最終案を作成した。

号となり、その解釈や具体的基準の設定を巡って
FAAとの協議、調整に長時間を要することとなっ
た。その後のFAA飛行試験も難航し、17か月の期
間を要した。
ようやく昭和56年11月にFAAの型式証明を取得
したMU-300は昭和54年6月から量産に入り、昭和59
年11月に運輸省航空局（JCAB）の型式証明を取得
した。さらに、パワーアップ型MU-300-10が開発さ
れ、昭和60年4月にはFAAの型式証明を、また昭和
61年3月にはJCABの型式証明を取得した。
まだ世界に、とくに米国市場に十分な販売ネット

三菱MU-300ダイヤモンドⅠは、ビーチ400となって航空自
衛隊に採用された

ワークを持たなかった三菱重工は、そのため昭和60
年12月に米国ビーチ・クラフト社と海外市場につい
て提携した。しかし、その後長引いたビジネス機市

MU将来機の事業化は3段階に分け、検討を実施し

場の不況から三菱重工はビジネス・ジェット製造事

ながら進めるとの方針が打ち出された。すなわち、

業を断念し、以降はビーチ・クラフト社がビーチジ

まず第1段階として基礎設計作業をスタートし、将

ェットの商品名で最終組立、販売サービスを行うこ

来機の基本的要目を決定。第2段階は地上試験用の

とになり、昭和63年1月には、惜しくも生産とサー

機体2機と飛行試験用の試作機2機を作って計画性能

ビスのすべてについて同社へ全面譲渡してしまっ

の実機確認を行う。そしてすべての条件が整った後

た。これにより、三菱重工が苦心して開拓してきた

に第3段階の量産体制に移行するという内容であっ

ビジネス機マーケットは、後継機に引き継がれる事

た。

なく霧散してしまったが、三菱重工が設計開発した

昭和52年8月、試作1号機は初飛行し、試作2号機

ダイアモンドⅡ、ビーチジェット400は、米空軍が

も昭和53年12月初飛行を行って、1号機とともに翌

輸送機や空中給油機などのパイロット訓練用のT-

年5月まで国内飛行試験を続けた。昭和54年6月、ま

400練習機として大量に採用されるなど、その優れ

ず試作2号機が、同年7月には試作1号機もMAI（米

たデザインが日本よりもむしろ米国で高い評価を得

国三菱航空機）へ海上輸送され、現地で再組立の後

ている。後になって、航空自衛隊もこれを訓練機と

米国テキサス州サンアンジェロの米国三菱航空機で

して採用した。

飛行試験を再開した。
昭和54年9月にはNBAAショーに試作機を出展し
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4 低騒音ファンジェットSTOL実験機の研究

てダイヤモンド・ワン（DiamondⅠ）というブラン

科学技術庁は、1980年代民間輸送機の主力機の一

ドネームで本格的な受注活動に入った。受注活動は

つと期待されたSTOL機輸送システムに関する総合

順調に推移し、型式証明取得前でありながら、昭和

研究を昭和42年度から開始するとともに、機体技術

55年3月の受注累計は79機と好調なスタートを切っ

および運航技術の問題点の調査を行った。昭和52年
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【YS-33計画】
そのころすでに、アメリカでは100席級のジェッ
ト旅客機としてダグラスDC-9やボーイング737が就
航していたが、その後の市場調査の結果では、傾向
として、次第により大きな機体が求められるように
なってきていることが判明した。日本に於いても、
今さら100席クラス以下の小型旅客機を開発するよ
りも、100席クラスから出発して、150席程度まで大
型化が可能な機体ということで、116席のYS-33-10、
139席のYS-33-20、149席のYS-33-30などのデザイン
が検討された。昭和44年7月には、これらを一連の
シリーズとしたYS-33計画が発表された。まずYS-

航技研ファンジェットSTOL実験機「飛鳥」

機体は国産のC-1輸送機を改造して4発機としたも

33-10を開発し、その需要に応じて胴体延長型やエン
ジンの推力増大型により、-20型や-30型を開発しよ
うというものであった。それぞれの模型が発表され、

ので、エンジンも国産のFJR710型ファン・ジェッ

いよいよこれでYS-11の後継機が本当に開発される

ト・エンジン4基を搭載した。実験機は「飛鳥」と

ことになったということで、新聞各紙も大きく取り

命名され、昭和60年秋に初飛行に成功し、その後飛

上げたのであった。

行実験を繰り返したが、このプロジェクトは当初の
成果を得て研究を終了した。

5節 ボーイング767国際共同開発
【YX計画】
我が国初の民間輸送機として開発・製造された
YS-11に引き続き、より大型のジェット旅客機を開
発して、日本の民間輸送機技術を欧米の水準にまで
引き上げ、世界の旅客機マーケットの一角に安定し
た地位を確立したいという希望は、業界の中に早く
からあった。
昭和41年、通産省は、航空機工業審議会の審議を
踏まえ、財団法人機械振興協会にAR（Aircraft
Research）委員会を発足させ、「次期民間輸送機の
ための研究」の調査を委託した。また、昭和42年、
この調査結果を受け、日本航空工業会に2,000万円の
調査委託費を交付し、「次期民間輸送機開発のため
のOR（Operations Research）
」の調査を委託した。
昭和43年度、通産省は、上記OR委員会の報告に
基づき、その具体化研究のため、日本航空機製造に
1億円の補助金（補助率50％）を交付した。これを
もとに日本航空機製造は社内に「YX開発本部」を

開発が検討されたYS-33の各種モデル

設置、次期民間輸送機の基礎設計、市場調査、諸試
験の実施を開始した。

こうして派手に公表されたYS-33計画だったが、
意外にも日本の航空会社や運輸省関係者の間では不
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評で、賛同が得られなかったばかりか、むしろ冷や

手航空機メーカー3社からの提案を比較・検討した

やかに扱われさえした。民間航空需要が急速に発展

結果、昭和46年10月航空機工業審議会YX開発専門

して行く中で、今さら100席ないし150席クラスの旅

委員会は、完全な新規開発機種であること、圧倒的

客機を開発しても、完成するころにはマーケットか

な市場占有率をもっていることなどから、ボーイン

ら小さすぎるという批判を浴びることになるだろ

グ社を第1順位として検討することを決めた。

う、というのが大方の見方だった。この結果YS-33

これに基づき航空機工業審議会は「超大型につぐ

構想は将来見通しを踏まえて基本に戻って再検討さ

大型を含む機体を外国メーカーとの国際共同開発で

れることになった。また、防衛庁向けに開発が進め

行う」ことを政府に答申し、その共同開発の相手と

られていたC-X（XC-1）に窓をつけた106席クラス

して世界の民間機市場の半分以上を占有し、7X7シ

の旅客機やYS-11の機体構造はそのままに、エンジ

リーズの開発を検討しているアメリカのボーイング

ンのみをファン・ジェットに換装するYS-11J案も検

社がもっとも望ましいとする結論を打ち出した。

討されたが、採用されるにはいたらなかった。
【国際共同開発の模索】

昭和47年の航空機工業審議会では、YXの開発目

このため、機体メーカー、エアライン、学識経験

標を150〜200席の双発短距離輸送機とすること、ボ

者を委員とし、運輸省、通産省、防衛庁からオブザ

ーイング社と共同開発する方向で進めること、事業

ーバを迎え、日本航空機製造社長の諮問機関として

推進のためには赤字対策を要する日本航空機製造と

組織された「YX仕様検討委員会」が、昭和45年3月

は別に公団、事業団等を設立することを答申した。

30日の第1回から同年7月23日まで、合計4回開催さ

この答申に基づいて、翌48年4月YXの開発母体と

れ、YX計画について検討を進めた。

して三菱重工、川崎重工、富士重工3社の均等出資

230席ないし260席クラスの大型機を希望する向き

による基本財産1千万円の財団法人民間輸送機開発

がユーザーサイドにあった一方、大型機の開発には

協会（CTDC）が設立されて、それまで日本航空機

巨額の資金を要し日本の航空機工業界の実力を超え

製造を中心として進められてきたYX開発のための

ることとなる、又海外市場ではエアバスA300クラ

作業を引き継いだ。その要員は、当初日本航空機製

スと競合することになって日本の販売上苦戦が避け

造のYX開発本部から求められたが、その殆んどは

られないとの意見も出された。こうしたユーザー側

各社からの出向社員であった。

とメーカー側の考えが対立したまま、
「YX仕様検討

そのころボーイング社は、イタリアのアエリタリ

委員会」の最終委員会では、150-180席機と200-250

ア社（現アレニア社）との短距離路線向けのSTOL

席機の両論併記で「さらに検討を進めるためには開

性能を有する旅客機共同開発を模索中で、3発の中

発能力、事業採算の見通し、経済性等の諸問題を考

型機が検討されていた。これは昭和45年頃から研究

慮する必要がある。本委員会としては、まず有望と

されていたもので、両社のみならず、ヨーロッパ各

見られる150-180席クラスの機体につき、上記諸問題

国へも参加を呼び掛けていた。

を含めた仕様の検討を行う」という歯切れの悪い結
論が出された。

当時、日本はボーイング社と50：50の対等なパー
トナーとして共同開発することを想定していたため

我が国のYX開発構想に対しては、オランダのフ

CTDCはこのボーイング社／アエリタリア社のプロ

ォッカー社、米国のダグラス社、ボーイング社、イ

ジェクトに参加する余地はなかった。このため

ギリスのBAC社（British Aircraft Corporation）な

CTDCはボーイング社に対して、アエリタリア社と

ど外国数社から共同開発の申し入れが相次いだ。

検討中だった3発案をもとに、これとは別に双発と

こららに対して航空機工業審議会では、上記外国

した派生型を共同開発することを提案した。アエリ

航空機メーカー各社の共同開発提案を受けて、昭和

タリア社／ボーイング社／CTDCの日米伊3か国国

46年6月には、その実態調査のため「航空機工業海

際共同開発構想である。

外調査団」をヨーロッパ、アメリカに派遣した。そ
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【民間輸送機開発協会の設立】

【B767計画の進展】

の結果、ボーイング社、ダグラス社、ロッキード社

ところが、昭和48年10月にOPEC（石油輸出国機

の大手3社から2通路型ワイドボディ旅客機の共同開

構）が実施した石油禁輸は、航空燃料価格の高騰を

発／共同生産に関する提案を受けた。アメリカの大

招き、いわゆる石油危機が起こり、世界の航空機市
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場が冷え切り、そのために共同作業はこの後約2年

に面して製品の海外輸出に便利な大江分工場を取得

間開店休業同然の状態となった。

した。川崎重工は組立工場として昭和54年に飛島分

昭和50年ころになると、ようやく共同作業を本格

工場（名古屋）を開設するなど体制を整備し、昭和

化する気運が再燃してきた。ボーイング社における

55年7月、日本機体メーカー3社は担当部位の対米出

新機種の計画は、細胴約160席双発の「7N7」と、太

荷を逐次開始した。

胴約200席3発の「7X7」の2本建てとする方向にあっ
た。しかし、7X7の需要が今一つ顕在化しないこと
などから、各社は事態を静観せざるをえなかった。
昭和52年秋ころになると、石油危機後の世界経済
回復とともに、再びエアラインの機材購入計画が具
体化し、ボーイング社と各エアラインの折衝が急速
に進展した。ボーイング社は2通路、横7席の双発機
の180席案をB767-100、前後部胴体ともに延長して
200席とした大型エンジン搭載案をB767-200とそれ
ぞれ命名し、エアラインに価格や納期を確定オファ
ーすることを決定した。
昭和53年7月、ユナイテッド航空はB767-200を30
機確定発注した。これによってボーイング社は、
B767ファミリーの中で最初に開発する機種をB767200と決定した。これをうけて、3発型に固執してい

ボーイング社エバレット工場で組立中の767旅客機

【B767の量産状況】

たアメリカン航空やデルタ航空も、あえて3発型を

昭和53年の事業スタート以降、B767の受注は非常

発注すれば納期が遅れ、価格も高くなるという判断

に好調で、3年間で確定注文173機、仮注文138機、

の下に、同年11月、B767-200をそれぞれ30機と20機

合計311機というボーイング社としてもベストセラ

確定発注した。

ーのB727をしのぎ、新機種としての記録を樹立した。

この間、ボーイング社とCTDCの間で契約条項の

しかし、この後世界的な不況の影響で、エアライン

交渉、特に日本分担部位の選定、価格の細部交渉が

における乗客数の伸び悩み、運賃値下げ競争による

進められ、昭和53年9月にマスター・プログラム・

業績の悪化、石油価格の上昇が災いして、一時新規

コントラクト（基本事業計画書）が調印された。

受注が途絶えていたが、昭和62年頃から回復し、平

【B767開発作業の推進】
設計参画については、作業が本契約より先行して

成3年には月産5機に達した。平成4年以降月産2.5〜
５機の生産を継続中である。

おり、昭和53年4月頃から出図日程の調整が行われ、 【YX事業に対する政府の助成】
同年7月にはボーイング社が、本格的設計作業を開

欧米諸国では、技術の先導性、輸出振興、国防等

始をしたので、日本としても設計技術者の第1陣を

の観点から、航空機産業は国家の基幹産業として重

シァトルに派遣し、ボーイング社を中心に伊アエリ

視され、なかんずく民間輸送機の生産には手厚い国

タリア社の設計者とともに計画図作成の実作業に従

家助成策を施している。

事した。日本からシアトルヘ派遣した技術者は最盛
時（昭和54年ころ）には136名に達した。
昭和54年6月にはシアトルでの計画設計が完了し、

我が国においてもYX/767の場合、開発準備期間
中の費用は75%、事業開始以降の開発費は、その
50%を政府が補助することとなった。ただし、量産

日本が担当する製作部分の設計責任がボーイング社

段階における助成はなく、又、量産移行後この事業

から日本に移管された。この時点で日本からシアト

によって収益を得た場合は一定の割合で補助金を返

ルに派遣されていた技術者が帰国し、日本で分担分

還する収益納付制度となっており、全額返還が終了

の詳細設計を進め、翌55年4月に基本型の設計を完

している。

了した。
本事業推進のため、三菱重工は昭和54年名古屋港

なお、YX事業のあと通産省は、昭和61年、航空
機工業振興法の改正を行い（同年6月3日施行）、国
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産化促進の方針を改めて国際共同開発の促進による
航空機工業の振興を図る方針を明確にするととも
に、膨大な資金需要に対応するための新しい助成方
式の採用を決めている。
すなわち、政府と民間と開発銀行の三者の出資に
よって「国際航空機共同開発基金」が昭和61年7月
に発足し、YXX、V2500両事業に対し新しい方式に
よる助成が開始されることになった。
新助成方式は、これまで開発事業者に対して開発
費の50%〜70%の補助金を交付したのに対し、今後
は、この大部分を開銀融資・利子補給方式に代える
ものとなる。

50
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昭和60年代は、昭和50年代に確立された技術・生

とが、合意された。これを受けて、日本政府内で検

産基盤、研究機などで新たに獲得された技術力、さ

討が行なわれ、FS-Xは、F-16をベースとした日米共

らに発展を遂げた民生技術をベースに国際共同開発

同開発とすることが、決定された。

が本格化し、我が国の技術力が先進国レベルに達し
つつあることを立証した時期である。

この改造開発に適用される新技術は、国内開発の
ために長年我が国が研究してきた、複合材一体成形
技術、電子機器（レーダーなど）の最先端技術であ

1節 支援戦闘機F-2の国際共同開発

り、新技術での自主開発を希望した国内開発派の意
向も半ば取り入れられた形で落着し、「難しい日米

航空自衛隊は、F-1支援戦闘機の後継機として次
期支援戦闘機FS-Xの調達について国内開発を前提

環境下では最良の選択」という、防衛庁にとっても、
航空機工業界にとっても、苦汁の選択となった。

に研究してきた。このFS-Xは防衛庁が平成年代以

昭和63年11月には両国政府は開発計画の枠組みを

降の運用を想定した航空阻止、近接航空支援、海上

決める了解覚書（MOU）に調印した。これと同時

航空支援、及び防空作戦を効果的に実施すると共に、

に、三菱重工が主契約会社として、米国ジェネラ

対領空侵犯措置任務を実施するジェット戦闘機であ

ル・ダイナミックス社（現ロッキード・マーチン

る。

社）、川崎重工、富士重工が協力会社としてそれぞ

昭和58年7月、国防会議が開催され、24機のFS-X
を含む昭和56年度中期業務見積が了承され、昭和60

れ指名され、平成元年から開発が着手されることと
なった。

年1月、航空幕僚長から技術研究本部に対し国内開

ところが、平成元年米国下院議会にて、米国が量

発可否の検討依頼が出された。これを受け、昭和60

産段階において4割以上のワークシェアを得ること、

年9月には、エンジン以外は国内開発可能、開発期

高度な技術情報を日本へ移転しないことなどを求め

間は約10年との回答が技術研究本部から出された。

るバード修正案が可決された。この背景には、FS-

その結果、同年10月に、FS-Xは、
「国内開発」
、
「現

Xの開発では、日本は米国から世界一優れたF-16の

有機の転用」、「外国機の導入」の3つの選択肢で検

技術を手に入れるのに、米国が得るべきものは何一

討を開始する方針が定められた。このような選択肢

つ明確にされていないという、米国内の論調の高ま

は残ったものの、この時点では、国内開発で進める

りがあった。

という意見が防衛庁、航空機工業界の大勢を占めて
いた。昭和60年夏、防衛庁は米国やNATOにF-16C、
F／A-18、トーネードに関する質問書を提出、その
回答を昭和61年2月に受領し、正式な機種選定検討
作業を開始した。
この頃、日米関係は、東芝機械のココム違反問題、
貿易摩擦などで極めて厳しい状態にあり、アメリカ
製戦闘機の採用を含めた強い動きがあった。結局、
昭和62年6月日本国政府から米国政府に対し、
「防衛
上の技術・専門的見地から日本の防衛にとって、客
観的に最善のものを選定する。」、「決定にあたって
は、日米防衛協力の重要性を踏まえる。」、「内外の
防衛産業の影響を排除する。
」という3原則が示され、

平成7年1月にロールアウトしたＦ-2支援戦闘機の試作1号機

同年10月、日米政府間協議において、「日米の優れ

結局、ブッシュ大統領は同年7月同修正案に対す

た技術を結集し、アメリカ製既存機F-15或いはF-16

る拒否権を発動し、同年9月に上院にて拒否権を翻

をベースとし、日本主導の 共同開発 とする」こ

すための採決が1票差で否決され、この時点でやっ
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と、正式に日米共同開発が両国政府により決定され
た。この米国でのFS-X論争の結果、これ以降の米
国軍事技術の同盟国への移転にあたっては、米国経
済への影響を商務省がチェックし、悪影響があると
判断される場合には技術移転が許可されないという
メカニズムが取り入れられた。
これらの日米政府間交渉の結果、米側は開発費全
体の4割のワークシェアを得ることが合意されると
共に、開発においてF-16技術を本質的に使用した結
果得られた技術を派生技術と定義し、これを無償で
アクセス、及び利用できる権利が米国に与えられた。

試験飛行中のF-2支援戦闘機（写真は試作2号機）

また、飛行制御ソフトウェアが米国から日本に供与
されないこととなった。
平成2年3月、三菱重工、及び開発協力会社による

て生産に関する了解覚書が調印され、同月開発時と

共同設計チーム（次期支援戦闘機設計チーム：

同様に量産における主契約会社として三菱重工が、

FSET）が結成され、本格的開発作業に着手した。

協力会社にロッキード・マーチン社、川崎重工、及

設計チームは、ジェネラル・ダイナミックス社の技

び富士重工が指名された。

術者を含め、最盛期には約330名に達し、主に基本

平成9年3月、量産第1次契約（11機）が締結され、

設計を実施した。その後、細部設計以降は各社に持

平成12年9月量産初号機が防衛庁に納入された。平

ち帰り作業が行われた。平成4年6月には実大模型が

成14年12月末現在、量産第６次契約まで締結されて

完成し、機体外形・形状・構造の妥当性、パイロッ

おり、累計で57機の調達がなされている。うち平成

トの視界の視認性、艤装・装備品等の操作性、視認

14年12月末現在32機が防衛庁に納入された。量産は

性、配置の妥当性、及びアクセス性、整備性等が確

約130機が予定されている。

認された。
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量産プログラムは平成8年7月、日米政府間におい

F-2の開発は、F-16をベースに日米の優れた技術

平成7年からは、地上試験機01号機、02号機を用

を結集し、初の日米共同で実施したものである。日

い、全機静強度試験、全機疲労強度試験、が実施さ

米共同開発は、日米それぞれの優れた技術を適用で

れ、平成12年所要の試験を完了した。

きることから、一国で開発する場合に比べ、より性

平成6年12月には、飛行試験用試作初号機の組み

能の優れた戦闘機を開発でき、技術者の交流、技術

立てが完了し、平成7年1月にロールアウト式典が実

の双方への移転による双方の技術レベルの向上を図

施され、全機地上振動試験、全機地上機能試験を経

れるというメリットがあった。また、F-2開発の特

て、同年10月初飛行に成功した。同12月には支援戦

徴として、防衛庁、及び米空軍を主体としたプロジ

闘機F-2と命名され、社内飛行試験により基本的耐

ェクト開発管理を行う、技術運営委員会（TSC）が

空性の把握が行われ、飛行試験用試作初号機は平成

あった。TSCは年2回程度開催され、両国政府から

8年3月に納入された。その後、順次2号機（同年4月）
、

任命された共同議長の下に会議が運営された。この

3号機（同年8月）、4号機（同年9月）が防衛庁に納

席上には商務省からの参加もあった。TSCでは、ワ

入され、官飛行試験が実施された。飛行試験項目は、

ークシェア、予算、技術移転、インター・オペラビ

飛行試験機4機に振り分け、主に1号機ではフラッタ

リティ、技術支援等について討議が行われ、官民と

ー、飛行性能、飛行特性、及び推進系統、2号機で

もに、交流が図られた。

は飛行特性、荷重、電子戦システム、及び任務適合

F-2は、外観はF-16に非常に良く似ているが、そ

性、3号機ではフラッター、高迎角特性、及び耐候

の実態はF-16Cの機体をベースに開発された全く新

性、4号機では火器管制レーダー、通信・航法・識

しい戦闘機であり、その内容は全くの別機種である。

別機能、電子戦システム、投下投棄・射爆撃、及び

性能や能力はF-1に比べれば格段に進歩しており、

任務適合性の試験が実施され、平成12年6月所要の

レーダー、統合電子戦システム、複合材一体成形主

試験を全て完了した。

翼、ミッション・コンピューター、デジタル・フラ
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イト・コントロール・システムなどは全て日本が独

これら、米国から学んだことを踏まえ、日本企業

自に開発したものが搭載されている。これら日本側

が主契約会社で米国企業が協力会社として参加する

の先進技術は本開発の前に蓄積されたものである。

初の戦闘機の日米共同開発において、日本流の開発

F-2開発で何よりも注目されるのは、単発機であ

手法を日米共同開発のそれに適合させ開発を成功さ

りながらその安全性が高いことである。これは、信

せたことは、今後日本主導の国際共同開発を行う際

頼性の高いF110-GE／IHI-129エンジンの採用と共

の大きな経験になったと言える。

に、日本がデジタル・フライト・コントロール・シ
ステムの技術をCCV研究における実証試験で獲得し

2節 ボーイング777国際共同開発

ていたことが大きく役立っている。
また、複合材一体成形主翼の一部は、日本で設計
された主翼を、ロッキード・マーチン社が製造した。

【国際共同開発参画経緯】
ボーイング社の事業部門であるボーイング民間航

三菱重工で開発した一体成形技術が外国他社でも再

空機会社（BCAC）は、1986年に入ってから、B767-

現できたことで、開発した技術の安定性・再現性・

300とB747-400の間隙を埋める旅客機の市場調査を

余裕度を検証することができた。

開始した。様々な検討が行われた結果、1989年12月、

これら日本独自の先進技術の蓄積による技術的な

ボーイング社は、新規開発による広胴型双発機の

バーゲニング・パワーがあったからこそ、日本主導

767-Xをエアライン各社に正式オファーすることを

の日米共同開発プログラムが成立したと考えられ

決定した。

る。

一方、日本の航空機業界は、昭和59年から昭和63

日米両国政府間、あるいは日米両国会社間の調整

年にかけてYXXプロジェクトとして、ボーイング

等、特に米国側の契約社会慣行に対応した厳密さや

社と150席クラス新型機YXX/7J7の共同開発調査作

文化の違い等により、従来の日本流の開発では考え

業を行っていたが、開発着手が「凍結」となった事

られなかった問題も発生したが、これらの問題につ

情もあって、767-X開発構想に対しては、その初期

いては米国側の理解を得ながら解決し、日本のリー

段階から強い関心を持った。

ダーシップの下で、日本の開発手法をベースにプロ
グラムを進めていった。

平成元年春、ボーイング社から日本の航空機工業
界に767-Xプログラムへの参加を提案してきた。こ

その結果として、技術面に関しては「配線と他構

れに対し三菱重工、川崎重工、富士重工の機体メー

造物等とのクリアランスの見直し、極細電線の使用、

カー3社は、横断的なCT（コマーシャル・トランス

簡便なワイヤ・ハーネス支持といった小型化を追求

ポート）委員会と称するタスク・フォースを設置し、

した高密度装備のノウハウ」
、
「部品点数の削減、共

フィージビリティ・スタディを行うとともに、ボー

通化といった低コスト設計」及び「サイドスティッ

イング社との交渉に当たった。そうした過程で、日

ク、5孔ピトー管等の革新的技術の果敢な採用」と

本側は、本プロジェクトは

いった事項については学ぶことが多かった。

（1）平成7年に市場投入の350席クラス双発民間輸送

また、技術面以外の「日米文化、法律等の相違に

機をボーイング社との国際共同事業により開発

よるやり方の違いを乗り越えて共同開発を進めるノ

するものであり、大型双発機のファミリーで中

ウハウや、契約交渉を通じて得た交渉術といった国

距離から長距離をカバーするという革新的なコ

際共同開発のやり方」
、
「米国式合理主義に基づく作

ンセプトにもとづく20世紀最後の大型プロジェ

業の進め方、組織作り、専任者による設計業務計画

クトである

策定と強力なフォロー体制とそのやり方、機体会社

（2）同機開発には、種々の新技術の採用を要するこ

とベンダーとの作業における契約社会体質、優れた

とに加え、開発リスクも巨大なものとなるが、

プレゼンテーション手法、F-16データベースの多さ

21世紀にまたがる戦略プログラムとなり、わが

といった米国航空機メーカーの仕事の進め方」及び

国航空機工業の発展に大きく寄与する

「米国流情報管理に象徴される航空機技術に関する
国家レベルでの戦略／駆け引き」といった事項も体
験するチャンスとなった。

との判断を固め、同プログラムに最大限参画する
こととした。
平成2年4月12日、三菱重工、川崎重工、富士重工
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はボーイング社と、機体の15％から20％の範囲内で

ってきたボーイング社との予備作業、契約交渉等の

作業量を分担する責任を持つなどの内容からなる

業務は、平成3年1月1日をもって日本航空機開発協

767-X広胴型双発ジェット機共同開発と生産のMOU

会（JADC）に移管された。

（了解覚書）に調印した。航空機工業界は通産省に

また、平成3年1月18日の第9回航空工業審議会は、

MOUの調印を報告するとともに、このプロジェク

航空機工業振興法に基づく航空機等の国際共同事業

トに対する政府の支援を要望した。

の基本的指針（通商産業大臣告示）を改定し、「も

これに対し同省は、
（1）767-Xプログラムは、YX767プログラムに比べ、
約3倍のリスク分担が必要になる
（2）日本側は開発／生産事業に限らず、他の幅広い
事業分野にも参加できる
（3）767-Xは史上最大の双発ジェット旅客機という
画期的なもので、技術革新性が高い

っとも優先すべき助成対策」にB777を加えることを
了承した。
一方、B777開発プログラムの日本側主体となった
JADCは平成3年5月20日、ボーイング社とB777開
発／生産等の共同事業に関する基本事業契約
（MPC：マスター・プログラム・コントラクト）を
締結した。同契約の概要は次の通り。

（4）日本側は767-Xプログラムでの担当部位に加え、 （1）日本側は新技術を採用したB777型機および派生
中央翼など新規部位を担当することとなり、ワ

型の開発／生産段階においてプログラム・パー

ーク・パッケージが拡大増加する

トナーとして参加する。

（5）第3世代のCAD／ CAM（CATIAシステム）を
全面導入する開発過程の合理化、効率化や研究

ェアリング、主翼桁間リブ、キールビーム等で、

開発成果活用などの技術開発性が高い。

生産作業全体の約21％を分担する。

（6）日本側開発費は約1,000億円に達し、リスクが巨

（3）日本側はボーイング社の合意の上で、機体仕様

大で、民間企業だけの力では参加困難である

の決定に関わる設計、試験等のプログラムレベ

との評価・見解を明らかにし、このプロジェク

ル作業への参加ができる。

トに対する助成方針を固めた。
この方針は、平成2年8月27日の第7回航空工業審

基本事業契約締結の結果、共同事業の細目にわた
る具体的内容が確定した。これにより日本側は、

議会に諮り、了承された。このあと同省は、平成3

JADCのもと、三菱重工、川崎重工、富士重工の3社

年度予算で、B777プログラムに対する航空機国際共

がプログラム・パートナーとして、新明和工業、日

同開発促進予算8億円余、および財政投融資174億円

本飛行機の2社がプライム・サブ・コントラクター

を確保した。

として、プログラムの推進に本格的に取り組むこと

【B777の開発開始】
平成2年10月15日、ユナイテッド航空がボーイン

になった。
こうしたボーイング社との基本事業契約により、

グ社にB777を確定／オプション各34機、合計68機を

日本側はプログラム・パートナーとして参画する事

発注した。これを受けてボーイング社は同29日の取

となったが、このプログラム・パートナーとは、

締役会で、同機プログラムのローンチを正式決定し

B777共同事業の契約交渉を通じて生まれた方式／概

た。これとともに、767Xという呼称は廃止されて、

念で、持ち分権を持つエクィティ・パートナー（フ

B777と正式命名された。

ルパートナー）と、B767プログラムにおけるプログ

ユナイテッド航空に続いて、同年12月には全日本

ラム・パーティシパント方式の中間に位置づけられ

空輸がB777を確定発注15機、オプション10機を、ま

る。その違いは、たとえば、B767の場合は、生産対

た日本のエアラインでは、翌平成3年10月、日本航

象機数が500機（のちに1,000機となった）だが、

空が確定／オプション各10機を発注、さらに平成5

B777の場合は、全生産機数を対象とし、加えて

年6月には、日本エアシステムが7機を確定発注した。

B777の定期運航が終わるまでの「生涯契約」となっ

この結果、日本の主力エアライン3社がこぞって

ている点にある。

B777を導入するということになった。

54

（2）日本側の担当は胴体の大部分、中央翼、翼胴フ

B777プログラムのローンチにともない、日本側の

平成2年12月6日、改訂MOU（価格等決定）が調

機体メーカー各社は、多数の技術者をシアトルに派

印締結され、これに伴い、航空機メーカー各社が行

遣しボーイング社との共同開発作業を推進した。平
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成3年5月の数字では、機体各社のボーイング社への

ケーション）システムであった。同システムはフラ

派遣人員は、三菱重工が82人、川崎重工が79人、富

ンスのダッソー・システムが開発したもので、IBM

士重工33人、新明和工業13人、日本飛行機10人の合

がメインフレーム・コンピューターを受け持ち、ボ

計217人に及んだ。そしてピーク時には270名に達し

ーイング社開発のアプリケーションを用いた。さら

た。

にボーイング社は、同システムを改良、能力を向上

【B777開発の特徴】

させた結果、部品設計の変更、エラー、再作業等を

B777開発は、その構想段階から航空機開発に新た

50％減らすという当初目標を達成することができ

なスタンダードをもたらした。チームワーク、顧客

た。また、同システムは日本のメイン・フレームや

の開発参加、コンピューター利用、設計、製造、テ

機体メーカ各社のワーク・ステーションにもリンク

ストなどの面で、画期的手法が導入された。その中

された。

核は、DBT（デザイン・ビルド・チーム）活動で、

一方、日本の航空機産業の生産設備や製造技術は

設計・製造等の各部門が一体となって開発を進める

その当時すでに世界一流の水準と評価されていた。

もので、サプライヤーやエアラインの意見、注文等

とりわけB777プログラムにおいてはCATIAシステ

も反映させることを含めるものである。こうしたデ

ムの本格導入により、日本の各社が独自に工夫した

ザイン・ビルド・プロセスには、ユナイテッド航空、

製造ラインの自動化、機械化のアイデアが随所に活

英国航空、全日本空輸、日本航空の主要カストマー

かすことが出来るようになり、さらなる生産性、効

4社の技術代表が参加した。全日空の場合、
「航空機

率性等の向上を促す事となった。

仕様に関する独自の要望が開発段階から反映可能と
なり、また従来の航空機メーカによる基本設計が決
まったあとに仕様変更を希望する場合に発生してい

【B777の試作から量産へ】
B777プログラムの展開に対応し、機体メーカーは
積極的に設備投資を行った。

た費用、機体重量増加、乗員訓練の影響を排除でき

三菱重工は、名古屋航空宇宙システム製作所の大

る」として、平成3年3月からDBT活動に参加開始し

江工場、小牧南工場、飛島工場に加え、広島製作所

た。こうしてB777開発は、
「ワーキング・トゥゲザ

江波工場が後胴パネルの構造組立工場として整備さ

ー（共同作業）」を合い言葉に進められ、平成4年3

れた。

月からは日本航空もDBTに参画した。ボーイング社

川崎重工は、岐阜工場を拡充整備するとともに、

によれば、主要カストマー4社および他のカストマ

名古屋港隣接地に名古屋第一工場を新設した。同工

ー12社からの提案を合わせ、1,000件を上回る設計変

場は、胴体パネルの結合や圧力隔壁の組立等が主作

更をもたらした。

業で平成4年8月に完成、同12月稼働開始した。
富士重工は、愛知県半田市の臨海工業地区に半田
工場を平成4年7月に完成させ、同12月稼働開始した。
同社担当の中央翼は宇都宮工場でサブ組立して半田
工場に送り、最終組立を行っている。
新明和工業は平成3年6月、甲南工場に技術本館を
新設、また同工場敷地内の他事業部工場を複合材部
品工場に改装するとともに、オート・クレーブやク
リーン・ルームを増設した。
日本飛行機は、本社工場に床面積11,000平方メー
トル／2階建の北工場を新設、平成3年10月末から稼
B777旅客機

働開始した。機械設備面では、オート・クレーブや
5軸プロファイラーを増設した。

B777は、3次元コンピューター技術を駆使して

こうして日本側機体メーカー5社は、B777本格生

100％デジタル設計した最初のジェット旅客機であ

産に向け万全の体制を整備、平成5年3月から担当部

った。デジタル・デザイン・アプローチの主役は

位（プロダクション・アーティクル）の対米出荷を

CATIA（コンピューター採用3次元相互作業アプリ

逐次開始した。

第1部

総論

55

第5章

60年代以降：国際共同開発の本格化

同年3月31日、日本飛行機が主翼リブを出荷した

力増加型であるB777-300ＥＲを2004年3月から納入

のを皮切りに、同年4月には三菱重工が後胴パネル、

開始の予定である。日本の機体メーカ各社はプログ

同年5月には川崎重工が前胴パネル、同年7月には富

ラム・パートナーとしてこれらB777の派生型新機種

士重工が中央翼を、また新明和工業が翼胴フェアリ

開発に積極的に参画している。

ングを、さらに同年10月には富士重工が主脚扉セッ
トを、それぞれ初出荷した。

さらにボーイング社は、B777ファミリー5番目の
新機種として、長距離型のB777-200ＬＲ型の開発を
進めている。
B777の販売は好調に推移しており、確定受注は
2002年12月現在、-200型86機、-200ＥＲ型407機、300型65機、-200ＬＲ／-300ＥR型61機、合計619機、
納入済みは-200型81機、-200ＥＲ型299機、-300型44
機、合計424機となっている。
こうした好調な販売状況にともない、日本側の生
産も順調に推移し、機体メーカー各社のベースロー
ドとなり、生産基盤に大きく貢献しつづけている。
日本側のB777事業は、平成10年7月、それまで開

日本から出荷されるB777旅客機のパネル

発フェーズを担当してきたJADCから民間航空機株
式会社（CAC）に移管された。CACは、平成13年

ボーイング社エバレット工場での777組立作業は

度にB777を61機、990億円を売上げたが、平成4年以

順調に進捗し、1993年12月には「最終胴体合体」の

来の累計（日本航空機開発協会分を含む）では、同

作業が開始された。そして1994年4月9日、B777の第

年度までに5,578億円に達している。

1号機が同工場でロールアウトした。この日は、従
業員や招待客が10万人という一大セレモニーが開催

3節 海外プロジェクトへの積極参画続く

され、日本からもエアライン、航空機メーカー、そ
の他の関係者が多数出席し、世紀の新型機の誕生を

B767、B777ほどには大規模ではないが、日本企

祝った。同機は同年6月12日、ワシントン州エバレ

業が積極的に国際共同開発・製造事業に参画してい

ットのペインフィールドで3時間48分にわたる初飛

る民間航空機プログラムは最近目立って増えてきて

行を行った。その後、B777の飛行テストは順調に進

いる。これは日本の航空機開発・生産技術や製品の

められ、初飛行から1996年5月までに、3種類のエン

品質、その生産管理、納期、価格などが高く評価さ

ジンタイプについて供試機9機により、約4,800回、

れてきたためである。以下に、日本企業が参加して

約6,700時間に及んだ。その結果、1995年4月19日、

いる最近の国際共同プログラムを列挙する。

FAA（米連邦航空局）および JAA（欧州合同航空
局）はB777（PWエンジン）に型式証明を同時に交

1 ボーイングB717-200

付した。そして同年5月15日、ユナイテッド航空に

マクドネルダグラス社（現ボーイング社）が1995

一番機を引き渡した。同航空はその受領一番機を

年10月に開発着手した90席のMD-95（現在のボーイ

「ワーキング・トゥゲザー」号と命名し、同年6月7

ング717）は1998年6月に初飛行、1999年9月に型式

日、ワシントン／ロンドン線に就航させた。
ボーイング社は、ベーシック・タイプのB777-200

証明を取得した。新明和工業は水平尾翼とエンジ
ン・パイロンの設計・製造を担当した。

型に続いて、航続距離延長型B777-200ERを1997年か
ら登場させており、同型機がこれまでB777ファミリ

56

2 ガルフストリーム

GV

ーの中でベストヒット機となっている。次いで1998

ガルフストリーム社が開発したビジネス・ジェッ

年5月には胴体を延長したB777-300型が就航してい

ト機である「GV」には、新明和工業が米国ボート

る。また、ボーイング社は新しい4番目のB777ファ

社と共同で、リスク・シェアリング・パートナーと

ミリーとしてB777-300の航続距離延長／貨物搭載能

して開発段階から参加している。同社担当は翼胴フ
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ェアリング、フラップ、スポイラー、エルロン、主

着手した70人乗りクラスのリージョナル・ジェット

翼固定後縁、主脚ドア、レドームなどである。同部

旅客機で、1999年5月に初飛行、2000年12月にカナ

品は複合材料が主で、同社の得意分野でもある。初

ダの型式証明を、2001年1月に欧JAAの型式証明を

号機出荷は平成6年12月であり、平成15年1月末現在

取得して同月顧客に引き渡された。三菱重工はRSP

で、新明和工業は210機分を出荷済みである。

として平成9年6月に参画、尾胴部の詳細設計・製
造・プロダクト・サポートを担当している。

3 ボンバルディア・グローバル・エクスプレス

また、CRJ-700胴体延長型である90席クラスの
CRJ-900についてボンバルディア社は2000年7月に本
格開発に着手した。三菱重工は CRJ-700と同じ部分
を担当している。初号機の引き渡しは平成14年第2
四半期を予定している。
ボンバルディア社は50席ないし90席クラスのリー
ジョナル・ジェット旅客機でいち早く世界のマーケ
ットを開拓したメーカーだが、三菱重工はCRJ-700
とCRJ-900シリーズの開発段階（ジョイント・デフ
ィニション・フェーズ）から胴体部分について設計
と生産に参画している。ボーイング社との共同開発

ボンバルディア「グローバルエクスプレス」長距離大型ビ
ジネスジェット機

で経験済みの設計ソフトCATIAを使用することに
より開発時間を短縮し、すぐれた品質の製品を納入
してきている。CRJ-700についてはすでに100機分以

ボーイング社との国際共同開発では、767でも777

上を出荷済みで、2002年9月に型式証明を取得した

でも日本側は胴体構成部品の設計・開発、製造は担

ばかりのCRJ-900については5機分を出荷している。

当したが、主翼について触れることはできなかった。
完全な民間航空機の開発能力をつけるためには主翼

5 ボンバルディア・チャレンジャー300

の設計・開発技術を学ぶことは必須である。そこで

ボンバルディア・コンチネンタルと呼ばれて開発

三菱重工は、カナダのボンバルディア・エアロスペ

されていた大型ビジネシス・ジェット機は2003年3

ース社が長距離大型ビジネスジェット機「グローバ

月には型式証明取得の予定だが、三菱重工はその主

ルエクスプレス」の開発にあたって、最初から主翼

翼の製造を担当しており、これも12機分を出荷済み

の設計開発にリスク・シェアリング・パートナー

である。

（RSP）として独自に参加してきた。グローバル・
エクスプレスはビジネス・ジェット機とはいえ、サ

6 ボンバルディアDASH 8Q-400

イズはリージョナル・ジェット旅客機並みであるこ

三菱重工はボンバルディア社の双発ターボプロッ

とから、この三菱重工の実績は、日本の民間旅客機

プ旅客機DASH 8Q-400の胴体を生産している。すで

開発能力向上をもたらすものである。後述するCRJ

に87機分を納入している。

旅客機シリーズでは胴体を含む機体設計・開発に参

DASH8Q-400は1995年6月、ボンバルディア社が

加しているので、三菱重工はコックピットとエンジ

開発に着手した70人乗りクラスのターボプロップ・

ン部分を除けば、すでにジェット旅客機のすべての

コミューター機で、1998年1月末に初飛行し、1999

部分の設計・開発・製造に経験を積んでいることに

年6月にカナダの型式証明を取得し、2000年11月か

なる。グローバル・エクスプレスについては2002年

ら納入が開始された。三菱重工はRSPとして平成7

11月末現在で、三菱重工はすでに135機分の主翼を

年10月に参画、中胴、後嗣、水平／垂直尾翼の詳細

出荷済みである。

設計・製造・プロダクト・サポートを担当してい
る。

4 ボンバルディアCRJ-700/-900
CRJ-700は1997年1月にボンバルディア社が開発に
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同社の全額出資で、エンブラエル社のサンパウロ州
の新工場内（ガビオンペショット工場）に新たに現
地法人「カワサキ・アエロノーティカ・ド・ブラジ
ル・インダストリア」を設立し、平成15年4月に本
格稼動させた。
尚、エンブラエル170/195に続くファミリー機は、
それぞれエンブラエル175（78席機）が2004年第2四
半期、エンブラエル190（98席機）が2005年第4四半
期に、型式証明を取得する計画である。
ボンバルディアDASH8Q-400旅客機のロールアウト

8 ホーカー・ホライゾン
米レイセオン航空機会社が1993年に英BAe社（現

7 エンブラエル170/195
エンブラエル社（ブラジル サンパウロ州）は、

在のBAEシステムズ社）から製造ラインを買収した
ホーカー1000ビジネスジェット機の後継機として、

世界第4位の民間航空機メーカーである。エンブラ

全く新しい設計で開発を進めている標準8席（最大

エル170（70席）は、1999年6月に開発着手した、短

14席）
、航続距離6,300kmクラスの、大西洋横断も可

距離離着陸性能及び客室の快適性を最大限追求した

能な、スーパー・ミッド・サイズ（中型の上位クラ

最新鋭のリージョナル・ジェット機で、2002年2月

ス）のビジネスジェット機である。

19日に初号機の初飛行に成功し、2003年6月に計画

この機体は最新のコンピューター技術によるバラ

されている型式証明取得に向け、飛行試験、静・疲

ンスの取れた空力特性や、複合材胴体パネルの活用

労強度試験等の開発試験を続けている。川崎重工は、

による優れた居住性を有している。2001年8月に初

RSPとして主翼・中央翼等の開発及び製造を担当す

飛行し、現在、型式証明取得のため試験飛行が続け

るとともに、型式証明取得のための各種技術支援活

られている。

動を含むプログラム共通作業の一部も担当してい

富士重工では、FA-300（ロックウェル・モデル
700/710）等でどこよりも早く着手したビジネス機

る。

の国際共同開発の経験を生かし、主翼の構造および
システムに関し、設計段階から製造事業にいたる開
発プロジェクトに、RSPとして参画している。

エンブラエル170/190リージョナルジェット旅客機

また、エンブラエル社と川崎重工との開発製造契
約は、エンブラエル170/175/190/195の全ファミリ
ー機を含む包括的なものとなっており、川崎重工は、
エンブラエル社が2001年5月に開発着手したエンブ
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ホーカー・ホライゾン中型ビジネスジェット機

9 アグスタ・ベルAB139

ラエル195（108席）にも参画し、主翼ボックス組立

AB139はイタリアのアグスタ社と米ベル・ヘリコ

を含む、エンブラエル170より大きなワーク・シェ

プター・テキストロン社の合弁企業であるアグス

アーを担当している。主翼ボックス組立作業の為に、

タ・ベル・エアロスペース社が1999年初めから開発
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を進めている6tクラスの双発多用途ヘリコプター
で、2001年2月に初飛行し、2003年半ばまでに型式
証明を取得する計画で開発を進めている新機種であ
る。川崎重工はRSPとしてこれに参画し、高速ギア
ボックスを担当している。
10 シコルスキーS-92ヘリバス
シコルスキーS-92ヘリコプターは米シコルスキー
社が三菱重工ほか、スペイン、ブラジル、中国、台
湾のメーカーとチームを組み共同開発している19な
富士T-5初等練習機

いし22乗りの多用途大型ヘリコプターで、1998年12
月に初飛行し、2002年末の型式証明取得を予定して
いる。三菱重工は7％のRSPとして平成7年6月から

海上自衛隊は、そのテストの経過が順調であるこ

参画し、胴体客室部の設計・製造を担当している。

とに注目、昭和61年に至り、富士重工にKM-2改と
名づけて開発を発注した。のちに正式採用されてT5となったこの新型機は、コックピットが拡大され
て視界の良い4人乗りとなり、装備品やアビオニク
スも更新されて、KM-2とは全く違った斬新なスタ
イルの近代的な初等練習機として量産され、小月航
空基地の第201教育航空隊に配備されている。

シコルスキーS-92ヘリバス

2 SH-60J/UH-60J/UH-60JAの国産
シコルスキーH-60又はS-70シリーズは、米陸軍の
UTTAS多用途ヘリコプターに採用され、さらに海

4節 防衛庁機等の開発

軍の艦載対潜ヘリコプターや空軍の救難ヘリコプタ
ーなどとして大量生産されているが、日本でも海上

1 ターボプロップ初等練習機T-5開発と生産

自衛隊が対潜ヘリコプター、航空自衛隊及び海上自

富士重工は、航空自衛隊の初等練習機の開発に当

衛隊が救難ヘリコプターとして、また陸上自衛隊も

たって、ターボプロップ・エンジンを搭載する構想

多用途ヘリコプターとして採用し、三菱重工が国産

を抱いた時期があったが、これは長い間実現しなか

している。

った。しかし、海上自衛隊がKM-2の後継機となる
初等練習機を必要とするようになってきたのを見越
して、KM-2のエンジンをアリソン250-B17Dターボ
プロップに換装し、垂直尾翼に後退角を持たせたモ
ダンなデザインの新型機を試作、昭和59年6月から
テストしていた。当時は、海上自衛隊の主力機や作
戦機は、ほとんどがターボプロップ機になっており、
パイロットを養成する初等練習機も当然、ターボプ
ロップ機が求められるようになるとの確信を抱いて
の自主的な判断から先行開発していたのである。
三菱／シコルスキーSH-60J対潜ヘリコプター

なかでもSH-60J対潜ヘリコプターは、機体はシコ
ルスキー社からのライセンス生産によるものである
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が、搭載システムやアビオニクスをすべて日本が独
自に開発したものである。従来のライセンス生産で
は、機体については日本側で改造・改良することは
あっても、中身について改良する例はほとんど見ら
れなかったが、SH-60Jでは全く逆に、機体はほとん
どオリジナル・デザインのまま、中身を新たに開発
して、外観は米海軍のSH-60と同じでも、中身は全
く新しい新機種としているところが注目されてい
る。平成元年6月試作機2機が51航空隊に引き渡され、
各種試験が実施された。量産型の調達は昭和63年度
から開始され、平成3年から部隊配備されている。
3 OH-1小型観測ヘリコプタの開発と生産

川崎OH-1小型観測ヘリコプターの試作1号機

平成8年3月に試作機の第1号機がロールアウトし、

OH-1観測ヘリコプターは、平成11年度から減勢

平成8年度から全機地上確認試験を開始し、平成8年

する陸上自衛隊の小型観測ヘリコプターOH-6Dの後

8月6日、川崎重工岐阜工場にて多数の関係者が見守

継機として、対戦車ヘリコプター隊、師団飛行隊等

るなか試作初号機の初飛行が行われた。社内飛行試

に配備し、主として偵察・警戒及び機上指揮・統制

験で確認後、平成9年5月に初号機が防衛庁に納入さ

等に使用するものとして国内開発が計画された。

れ、同年8月までに計4機の試作機が納入された。飛

防衛庁は、平成4年4月に川崎重工、三菱重工、富

行試験は約2年半に亘って行われた。

士重工の機体メーカー3社に提案書を求め、評価作

飛行試験を含む全ての技術・実用試験による評価

業等を経て、同年9月に新小型観測ヘリコプター

を完了、平成11年12月21日部隊使用承認を得てOH-1

XOH-1の主契約会社に川崎重工を、協力会社として

の量産化が決定された。平成12年1月、量産初号機

三菱重工、富士重工を指名した。川崎重工は、平成

が川崎重工から防衛庁に納入された。

4年10月 岐阜工場内に、日本の技術力を結集した新

OH-1は、機体システム、搭載システム、エンジ

小型観測ヘリコプター・エンジニアリング・チーム

ンまで含めて、全て国内開発となるわが国最初の純

「OHCET」を発足させ、開発作業を開始した。協力

国産ヘリコプターであり、種々の新技術が盛り込ま

会社の三菱重工、富士重工の技術員も合わせ発足時

れた。

85人、開発のピーク時は約150人の技術者が集めら

（1）そのうちのひとつは、世界に先駆けて実用化さ

れた。また、搭載されるターボシャフト・エンジン

れた複合材を用いたヒンジレス・ローター・ハ

XTS1-10の開発も、三菱重工が主契約会社として指

ブである。ハブを複合材化し、ベアリング等を

名され、機体開発と並行して開発が進められた。

必要としないシンプルなローター・システムと

平成5年3月には構想が固められ、詳細設計及び試

して完成させている。高機動性を確保するとと

作が行われた。平成6年4月に実大模型（モックアッ

も、整備に要する労力も大幅に軽減することに

プ）を製作し、設計評価を実施した。平成7年度に

もなった。

全機静強度試験用供試機を、平成8年度にタイダウ

（2）偵察任務用に赤外線（FLIR）、可視TV、レー

ン試験用供試機を完成した。全機静強度試験用供試

ザー測距装置を一体化し、高精度に安定化した

機は防衛庁技術研究本部第3研究所で、タイダウン

索敵サイトを開発した。搭載方式は、探知性能、

試験用供試機は防衛庁技術研究本部岐阜試験場で、

空気抵抗、整備性等の観点からコックピット上

所要の試験が行われた。

部に配置し、ルーフ・マウント方式とし、小型
化と視軸の安定を達成している。
（3）AAMは、左右のスタブ・ウィングに各々2発搭
載することが可能である。防衛庁で既に開発さ
れていた赤外線ホーミング方式91式地対空携帯
ミサイルのヘリコプター搭載化を実現した。ヘ
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リコプター搭載には、振動対策等も施し、空対

新初等練習機は、T-3の基本構造・操縦系統を踏

空ミサイルのヘリコプター搭載化で欧米と肩を

襲し、高い安全性と初級操縦課程教育への適合性を

並べることとなった。

継承しながら、ターボプロップ・エンジン搭載によ

（4）統合コックピットは、ミッション・コンピュー

る騒音の低減、居住性・操作性の向上、装備の近代

ター及びシンボル・ジェネレータ機能を兼ねた

化などを図った機体である。また、上昇性能・巡航

統合制御処理器（IPU）を中心に、MIL-STD-

性能の向上を図りながらT-3と同等な着陸性能を維

1515Bデータ・バス及び多機能表示器（MFD）
、

持することにより、機種更新時の2機種同時運用に

統合制御表示器（CDU）を使用して情報の統合

よる、同一トラフィック内の2機種混在状況下でも、

処理化による任務適合性の高い統合コックピッ

安全に運用できるなどの考慮もされている。それら

トを構築した。音声による警報伝達等もありパ

により、限られた空域で訓練を実施せざるを得ない

イロット・ワークロードを軽減している。

日本の国情を考慮した訓練効率の高い機体となって

（5）自動操縦装置（AFCS）は、電波高度計、速度

いる。

センサー等の信号や各種アクチュエータの信号

初号機は、富士重工にて平成14年6月にラインオ

を集め、制御する操縦安定性増大機能及び飛行

フし、同年7月に初飛行を迎え、同年9月に航空自衛

保持機能を持っている。パイロットは高視程時

隊に納入された。

には機敏な操縦応答性を得るモードを、また夜
間や悪天候時には安定モードを選択することが
出来る。
（6）前述のヒンジレス・ローター・システムと自動
操縦装置（AFCS）によって、地表に沿っての
ぎりぎりの低空飛行（NOE；Nap Of the Earth）
が可能となっている。
（7）尾部のテール・ローターは、飛行安全性、横風
状態での操縦性、整備性、対聴覚探知性等の観
点から、8枚の複合材製のブレードを持つダク
テッド・テール・ローターとし、騒音低減等に
も配慮した。
（8）生存性の向上を図るため、耐弾性には冗長設計

富士重工が開発した新初等練習機T-7

5 US-1A改の開発

を採用するとともに乗員装甲を装備し、耐衝撃

US-1Aは外洋での運用に適した耐波性に優れた水

座席、耐衝撃脚等を採用し、更にトランスミッ

陸両用の大型救難機である。同機は長年、人命救助

ションにはドライ・ラン能力を持たせている。

に活躍してきたが、海上自衛隊の救難体制向上およ

川崎重工が昭和50年代に日本初のヘリコプター開

び機体の長期維持のため、現用のUS-1Aの後継機と

発したBK117型ヘリコプターで取得した技術・ノウ

して、US-1Aを改造する新救難飛行艇の開発が平成

ハウ等が、OH-1の開発に引き継がれている。

8年度より行われている。主な改造点は、新型エン

平成10年5月、OH-1の開発で技術的にも素晴らし

ジンと新しい 6枚ブレード・プロペラを採用し、ま

い成果を挙げたことが評価され、国際的ヘリコプタ

た与圧キャビンを導入することにより巡航速度と巡

ー技術の権威である米国ヘリコプター学会（AHS）

航高度を上げ、これによって救難活動のスピード・

からわが国で初めてXOH-1開発チーム（防衛庁及び

アップとより快適な患者輸送を可能にするものであ

川崎重工）にハワード・ヒューズ賞が授与された。

る。更にフライ・バイ・ワイアシステム、グラス・
コックピットの採用等新しい技術を取り入れ、操縦

4 新初等練習機の開発と生産
富士重工は、それまでの経験を生かし、航空自衛
隊の初等練習機T-3の後継機として、平成12年10月

性、安全性の向上を図っている。昭和15年度に試作
1号機の初フライト、昭和17年度から量産装備化が
スタートするものと期待されている。

から新初等練習機の開発を開始した。
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6 F-15の能力向上

ンシャルを保有することとなる。

航空自衛隊では、F-15Jの主力要撃機としての性
能の向上と発展性を確保するため、また、電子部品
に対する枯渇対策を図るため、平成9年度からF-15J
能力向上のため試改修に着手した。主な試改修の内
容としては、
（1）火器管制レーダーの換装：火器管制レーダーを、
AN/APG-63からAN/APG-63 （V1）に換装し、
最大探知距離の増大及び信頼性の向上を図る。
また、これにより枯渇部品対策、機体内スペー
スの発展性の確保も同時に達成される。
（2）セントラル・コンピューターの換装：セントラ

三菱MH2000多用途ヘリコプター

ル・コンピューターの計算能力を大幅に向上す
ることにより、大幅な発展性余裕の確保を図る。

7 MH2000へリコプターの開発と生産

（3）発電機の換装：発電能力が1.5倍の発電機に換装

民間用ヘリコプターとして三菱重工はMH2000ヘ

し、電子戦機器の電力消費に対応するとともに

リコプターを自主開発した。これは純国産民間用双

発展性を確保する。

発タービン・ヘリコプターで、エンジンも三菱重工

（4）空調装置の換装：火器管制レーダーの換装及び

が開発したMG5型ターボシャフト・エンジンを搭載

統合電子戦システム導入に対応して、現状の空

している。平成7年4月開発に着手し、平成8年7月初

調ユニットの能力向上させたものに換装し、冷

飛行に成功した。試作機として飛行試験用2機、静

却空気供給温度の低温下と発展性の確保を図

強度／耐久試験用に各1機の計4機が製作された。平

る。

成9年6月に運輸省（現国土交通省）よりTB級型式

（5）統合電子戦システムの導入：現状の電子戦機器
の能力を向上させるとともに、各機器を有機的
に統合化制御することで、電子戦環境下におけ
る生存性の向上を図る。
（6）データ・リンクの追加：マルチネット方式の戦

した。
その後パワーアップ型MG5-110エンジンを搭載し
たMH2000A型のTA級型式証明を平成11年9月に取
得し、量産初号機が平成11年10月1日エクセル航空

術情報交換能力を有するデータ・リンク装置を

に納入された。続いて平成11年11月に1機を納入し、

追加搭載し、戦術情報処理能力を大幅に向上さ

さらに1機が平成12年3月に科学技術庁（現文部科学

せるとともに、統合運用能力を確保する。

省）航空宇宙技術研究所向け実験用ヘリコプターと

試改修機は上記のうち（1）〜（4）を適用した形

して納入された。同一メーカーで機体とエンジンの

態１型機と（1）〜（6）までを適用した形態2型機

両方を同時開発に成功したのは日本ではもちろん初

の2機が製造される計画で、形態1型機は平成15年9

めてで、世界でも例がない。

月頃、形態2型機は平成19年3月頃に納入される予定
となっている。これら試改修機に対しては、納入後
に航空自衛隊の飛行試験が実施され、形態1型機は
平成16年度から、形態2型機は平成20年度から量産
改修が本格化する計画となっている。
これらの改修を施することによって、F-15Jには
航空自衛隊の最新空対空ミサイルである99式空対空
弾導弾（AAM-4）の運用が可能となる他、将来的
にはヘルメット一体型照準装置（HMD）や新短距
離空対空誘導弾（XAAM-5）
、IRST（赤外線探知／
追尾）装置といった将来新規装備品追加搭載のポテ
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証明を取得し、翌平成10年1月に同耐空証明を取得
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第6章 航空エンジン工業の歩み
1節 日本ジェットエンジン（株）の設立と
3社体制

まず川崎航空機がヘリコプター用でフランクリン
社、ライカミング社を、新三菱重工がプラット・ア
ンド・ホイットニー（P&W）社を、新明和工業が

1 エンジン工業の再出発

コンチネンタル社、デハビランド社（ジプシー）、

戦後7年間の空白は、航空機エンジンとその部品

ブラックバーン社（シーラス）を、また富士精密工

産業にとっても大きな痛手だった。この間に世界の

業がジェイコブス社、ライカミング社を、それぞれ

航空機エンジンは、レシプロ・エンジンからジェッ

技術提携先として修理事業を行っていた。

トエンジンの時代へと革新的な飛躍を遂げていた。

しかし、レシプロ機から次第にジェット機主流時

こうした中、わが国の航空機エンジン業界の再開

代となり、レシプロ・エンジン自体のオーバーホー

は、なによりもエンジン工業の形態を整えることを

ル需要の伸びが見込めなかったために、各社とも事

最初の課題とし、エンジンの生産というよりも、ま

業から手を引いてしまった。

ず昭和27年米軍機用エンジンのオーバーホールとそ

（2）ジェット・エンジンのオーバーホール

のための修理部品の製造を手掛けることからスター

ジェット・エンジンのオーバーホールは、川崎航

トし、防衛機のオーバーホール、レシプロ・エンジ

空機が行った米軍J33及びJ47ターボジェット・エン

ンの国産化など事業範囲を拡大していった。

ジンの修理作業と石川島播磨重工が実施したJ47タ

（1）レシプロ・エンジンの修理
再開当初のレシプロ・エンジンの修理事業では、

ーボジェット・エンジンの修理用部品の国産化がそ
の始まりである。

川崎航空機が戦後いちはやく手掛けたJ33ジェット・エンジンのオーバーホール
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航空自衛隊がT-33A練習機及びF-86F戦闘機を装
備し、これらを国産化しようとした際エンジン全体

１週間後には、日本は敗戦を迎え、航空機工業活動
が全面的に禁止されることになった。

の国産化には至らず、川崎航空機の明石工場でJ33

その結果、航空エンジン技術については、欧米先

及びJ47エンジンのオーバーホールと燃焼器などの

進国のエンジン工業の水準とはほとんど決定的とも

修理用部品の国産が行われ、石川島播磨重工では

いえるほど技術格差がついてしまた。ジェット・エ

J47のコンプレッサーの翼等主要構成部品のライセ

ンジンに関心をもっていた企業は、その状況を憂慮

ンス生産を行った。

し、それぞれ再開前から独自の研究を行っていた。

（3）レシプロ・エンジンの国産
一方、レシプロ・エンジンの国産は、まずヘリコ
プター搭載用のエンジンからスタートした。

昭和27年4月に航空機工業の再開が実現すると、ジ
ェット・エンジン研究の機運が急速に高まった。
昭和28年1月には、ジェット・エンジンに関心を

川崎機械工業では、戦後いちはやくライセンス生

持つ企業、材料会社、補機会社等11社は、欧米の先

産が決まったベル47Ｄヘリコプターのエンジンにつ

進技術を学ぶため、アメリカ極東空軍技術連絡部と

いて、昭和28年度の工業試験研究補助金を受け、

関係官庁の協力を得てJ33ジェット・エンジンを借

240hpのKAE240エンジン 3台を昭和29年12月末まで

り受け、石川島播磨重工第1工場（江東区佃島）で、

に完成させ、翌年には性能試験、150時間運転を成

現物を中心とした分析、分解組立作業、運転実験等

功させた。量産こそされなかったが、昭和31年7月

を行った。アメリカからもジェネラルモーターズ社

30日には戦後の国産第1号エンジンとして型式承認

（GM）アリソン工場の技師が特別に派遣されてきて

を取得している。
また、そのころ富士自動車では、自衛隊に採用さ

指導にあたる等、本格的な研究・調査が行われた。
しかしながら、各社個々に行っても技術者、設備、

れたT-34Aメンター初等練習機のエンジン、コンチ

開発資金等容易でなく、各社一致して当たるべきで

ネンタルO-470-11／-13の製造権を昭和29年 6月に取

あるという狙いから、航空機生産審議会の答申を受

得し、型式承認は獲得したが量産にいたらず、8台

け、昭和28年7月、石川島播磨重工、富士重工、富

のノックダウン組立と部品の生産を行った。

士精密および新三菱重工の4社（のち昭和31年11月

この他、昭和54年に、小松ゼノア社がマイクロ・
ライト機用として G25B（22hp）
、G50C（48hp）な

になって川崎航空機も参加し、5社となる）の出資
により、NJE社が設立された。

どを試作した。また空冷直列正立3シリンダーG72C

当初、NJE社は、富士重工の協力により、同社大

（60hp）は、同年12月に米国連邦航空局（FAA）の

宮工場の一部を利用して研究を始めたが、昭和30年

型式承認を得たが、価格の問題等もあって結局量産

6月には本社を北多摩郡田無町（現・西東京市）に

はされなかった。

移し、諸設備の整備につとめた。NJE社は昭和30年

以上のように、航空再開とともに小手調べ的では

3月から推力1.2トンのXJ3エンジンの設計に入り、

あったが、独力での航空機用エンジンの製造が始ま

中間ジェット練習機T-1に搭載するJ3エンジンの開

った。

発につなげていった（本章第3節1「初の国産ジェッ
トエンジンJ3ターボエンジン」の項参照）
。

2 日本ジェットエンジン（株）の設立

しかしながら、NJE社は、出資各社間の覚書でエ

戦後のジェット・エンジン開発の試みは、日本ジ

ンジンを量産しないことになっていたため、量産は

ェットエンジン株式会社（NJE）が設立されたこと

石川島播磨重工が担当し、NJE社や他の出資会社が

から始まっている。その経緯は以下のとおりである。

協力する体制で、昭和34年3月以降、量産先行型で

第二次世界大戦末期頃から欧米先進国は急速にジ

あるYJ3の生産が進められた。なお、NJE社は昭和

ェット機時代に突入していったが、日本では終戦直

49年5月30日に全ての業務を終了し解散した。

前の昭和20年に、海軍の指定工場となっていた石川
島播磨重工が「ネ20」ジェット・エンジン 5台の製
造と試運転に成功、量産体制を整えつつあった。し
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3 3社体制で育ったエンジン工業
現在、我が国の航空エンジン工業は、大きくいえ

かしながら、わが国初のジェット・エンジン「ネ20」

ば、石川島播磨重工、川崎重工、三菱重工の３社に

を搭載した双発攻撃機「橘花」が初飛行に成功した

よって構成されている。
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通商産業省は、ジェット・エンジン技術の基礎を

も多くを学んできた。最初は、素材の供給を受けな

早急に確立するためには、各社が一致協力すべきで

がらの下請け生産で、昭和56年頃からはRB211-524

あるとの見解であったが、NJE活動の経緯に見るよ

エンジンの部品生産を始め、昭和63年からはRSP

うに、J3エンジンの開発は石川島播磨重工に引継が

（Revenue Sharing Partnership：収益分配方式）契

れることとなった。その後、ヘリコプターの導入機

約方式で主要民間エンジンであるV2500、GE90、

種・機数の増加を受け、昭和41年10月、これまでの

CF34、トレント・シリーズのモジュールや部品の

1社集中の傾向を改め、ライカミングT53を川崎重工

設計・生産や、エンジンのオーバーホールに参画し

に、アリソンT63を三菱重工にライセンス生産させ

てきている。

ることを決定した。

川崎重工は、J33のオーバーホールや部品製造、

こうしたジェット・エンジン業界が、新しい3社

J47のオーバーホールからジェット・エンジン事業

時代に突入したのは、昭和44年、航空自衛隊のC-X

に進出していき、昭和34年には、T1A用のRRオリ

（後のC-1輸送機）のエンジンに決まったP&W社

フェーズのオーバーホール、部品製造を開始した。

JT8Dエンジンの国産プライムメーカーに三菱重工

さらにアブコ・ライカミング社との技術提携によ

が選定された時からである。

り、UH-1・AH-1ヘリコプター用のT53、CH-47ヘリ

昭和47年度から始まった第4次防衛力整備計画で

コプター用のT55ターボシャフト・エンジンの国産

は、新たにF-4EJ戦闘機、C-1輸送機、T-2超音速練

化を図った。その後、民間用エンジンでは、昭和48

習機などの導入が相次ぎ、そのエンジンであるJ79-

年からのFJR710、昭和54年からRJ500の開発に参画

17、JT8D-9、TF40アドアという3機種が同時に国産

し、昭和59年からのV2500国際共同事業にも参画し

されることになった。エンジンメーカー3社がそれ

ている。また、昭和55年からRR社と提携してL1011

らのライセンス生産の主契約会社を目指して激しく

用のRB211-2Bの部品製造を開始、昭和63年からは

競い、その結果、石川島播磨重工がT-2及びF-1 支援

RSP契約方式で部品の共同開発および生産を担当し

戦闘機に搭載するロールス・ロイス（RR）／ツル

てきており、最近ではトレント・シリーズについて

ボメカ（TM）社TF40アドアの、三菱重工がJT8D-

も同様に開発・生産を行っている。更に、昭和60年

9エンジンの国産化をそれぞれ担当することになっ

にはP&W社の大型民間航空機用PW4000の開発・製

た。

造プロジェクトにも参加している。

川崎重工と三菱重工のジェット・エンジン進出を

一方、三菱重工は、上述したアリソン・デトロイ

認めた際、通産省は大型エンジンは石川島播磨重工、

ト・ディーゼル社との技術提携でCT63ヘリコプタ

小型エンジンについては川崎重工と三菱重工に参入

用小型ガスタービン・エンジンを国産化しつつエン

を認めるということを了解条件としていた経緯があ

ジン事業の基盤を固め、航空自衛隊が国内開発にな

ったため、担当企業の選定については議論を呼んだ

るC-1輸送機の装備を開始するのに合わせて、ユナ

が、エンジンの国産化計画そのものは極めて順調に

イテッド・テクノロジーズ社プラット・アンド・ホ

推移した。

イットニー事業部門と技術提携を結んで、大型ター

石川島播磨重工は、F-86F戦闘機用J47エンジン部

ボファン・エンジンJT8Dの国産を実現、これを弾

品のライセンス生産、F-104J戦闘機用J79-11やF-4EJ

みにプラット・アンド・ホイットニー社との結び付

用のJ79-17、F-2支援戦闘機用F110など戦闘機エンジ

きを強めながら、PW4000エンジン開発・生産プロ

ンのライセンス生産やオーバーホールを通じて、主

グラムにRSP契約方式で参加、タービン・ベーン、

としてGE社との技術提携によって大型エンジン国

ディスク、燃焼器などを年産100ないし200台ペース

産化を次々にこなしながら成長してきた。後には

で生産しており、同社エンジン事業の売上の中核と

RR／TM社TF40アドア、P&W社F100等のエンジン

なっている。これによって最新の大型ターボファ

国産で両社とも技術提携を結び、結果的に世界を代

ン・エンジンの開発に関する多くの貴重な経験を積

表する主要エンジン・メーカー3社のいずれとも関

んだ。最近では、プラット・アンド・ホイットニー

係を深めながら成長していった。民間用エンジンで

社との提携関係をますます強化し、PW6000の開発

は、昭和41年からRR社との部品加工契約による下

にもRSP契約方式で参画し、同社との戦略的パート

請け生産を開始し、民間大型エンジン技術について

ナーとしての色彩をさらに濃くしている。PW6000
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の開発計画に参加したことで、世界の民間用大型エ

戦闘機用ジェット・エンジン（J33-A-35、J47-GE-27）

ンジンのホット・セクションではもっとも重要な部

のオーバーホールを受注した。昭和29年7月神戸製

分である燃焼器の約4分の1は三菱重工が製造するほ

作所内にジェット・エンジン・オーバーホール準備

どになっている。

室を発足させ、ロッキード社の技術指導で設備類を
充実させ、作業員の教育訓練を受け、翌年1月には

2節 ライセンス生産の流れ

第1号機を米軍に引渡し、日本におけるジェット・
エンジン・オーバーホール作業がスタートした。そ

我が国ジェット・エンジン工業が技術的に大きく

の年、J33-A-35を148台、J47-GE-27を217台、F-84F

飛躍したのは、川崎重工によるT-33A練習機用J33エ

用J35-A-29を52台、計417台を納入している。昭和31

ンジン、石川島播磨重工によるF-86F戦闘機用J47エ

年4月からは航空自衛隊のジェット・エンジン・オ

ンジンの修理部品の国産が始まってからのことであ

ーバーホール（J33,J47）を受注し、最終的にはJ33

る。これが事業の面でもさらに飛躍的に発展をとげ

は3,802台、J47は6,957台のオーバーホールを実施し

るのは、防衛庁のF-104J戦闘機が国産化され、その

ている。また、昭和44年から、J33ジェットエンジ

エンジンJ79-11がライセンス生産されはじめてから

ン部品の製造を開始した。

のことであった。

一方、石川島重工は昭和29年にGE社とJ47ジェッ

昭和37年に、このF-104J用J79-11ターボジェッ

トエンジン部品の技術提携を結び、GE社の技術指

ト・エンジンのライセンス生産が開始されると、エ

導を受けて昭和34年4月から量産を開始し、昭和55

ンジンの生産高は急上昇し、日本のジェット・エン

年迄生産を続けている。

ジン工業は目覚ましい発展を遂げた。我が国航空機

両社とも近代的な生産技術・品質管理・生産管理

工業の総生産高に占めるエンジンの比率は、昭和35、

手法を米国から導入し、その後の成長・発展の基盤

6年時点では12%であったが、昭和38年には約21%に

となっている。

上昇した。これはF-104Jの第2次分の生産が終了す
る昭和43年（エンジンは全体の11％となった。）ま
で続いた。その後のエンジンと部品の生産額は、P2J用のT64-10やJ3-7、F-4EJ用のJ79-17、C-1用の
JT8D-9、ヒューズ369用のT63、ベル204B用のT5311A、T-2／F-1用のアドアTF40などの生産によって
漸次増加し、近年では再び20数%の水準となってい
る。
1 実現しなかったT-34メンターのエンジン国産
当時の富士自動車は、自衛隊に採用されたT-34メ
ンター初等練習機用エンジン、コンチネンタルO-

J33は完全国産こそ実現しなかったが、3,802台のオーバー
ホールが行われた

470-11／-13の国産を見込んで、国産ライセンスを他
社に先駆けて取得した。メンターは生産機数が限ら

3 J79ターボジェット・エンジン

れていたこともあって、そのエンジンが大量生産に

昭和34年防衛庁は、米国ロッキード社のF-104Jの

結びつく可能性は少なく、輸入することから始まっ

採用を決定した。エンジンはGE社製J79-11A（推力

た。結果的には、最後まで輸入され、両エンジンと

7.2トン）で、昭和35年12月GE社と石川島播磨重工

も量産されずに終ってしまった。

の間で技術援助契約が締結され、翌年3月防衛庁と
の契約が結ばれ、昭和37年1月に国産1号機の初回運

2 J33及びJ47ターボジェットエンジン
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転が行われ、同年6月以降納入が開始された。

川崎航空機は、昭和29年5月米国ロッキード社と

このエンジンはGE社が、M2クラスの戦闘機用エ

ジェット・エンジン・オーバーホールに関する技術

ンジンとして1952年から総力を挙げて開発したター

提携契約を結び、米軍のT-33A練習機およびF-86F

ボジェット・エンジンで、1954年からフライト・テ
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ヘリコプターに搭載するアリソンCT63小型ガスタ
ービン・エンジンのライセンス契約を結び、翌年3
月正式認可を受けた。
CT63エンジンは、高度な設計・加工技術によっ
てコンパクトにまとめられた高性能ターボシャフ
ト・エンジンで、小型ながら出力が大きく、また、
馬力当たりの燃料消費量が少なく、さらにエンジン
重量も最小限に抑えられた新世代エンジンで、設
計・製造の両面にわたって斬新なアイデアが随所に
取り入れられ、当時としては非常に野心的なエンジ

日本のジェット・エンジン技術を高めたJ79-11ターボ・ジ
ェット・エンジン

ンであった。
米陸軍のLOH計画で開発されたヒューズOH-6ヘ
リコプターは、日本では防衛庁向けのほか、民間向

J79-IHI-11Aの国産化により主契約会社となった石

けにもヒューズ500型として生産されたので、CT63

川島播磨重工はもちろんのこと、生産に協力した川

エンジンのライセンス生産は防衛庁向け及び民間用

崎重工、三菱重工をはじめ、ベンダー各社に新しい

向けの両方が対象となった。

ジェット・エンジン技術と仕事量の増加をもたら
し、日本のジェット・エンジン工業の技術向上に大

このエンジンは、昭和42年度から昭和51年度まで
に179台がライセンス生産された。

きく貢献した。
F-104Jにつづく次期戦闘機は昭和43年11月米国マ
クダネル・ダグラス（MD）社F-4EJに正式に決定さ
れ、これに搭載されるエンジンもF-104J用とファミ
リーのGE社J79-17ターボジェット・エンジン（推力
8.12トン）で、石川島播磨重工は昭和44年6月技術援
助契約を締結し、翌年10月1号機を納入した。この
J79-IHI-17は、昭和55年11月に最終号機が納入され
るまで340台生産され（運用は他に32台輸入エンジ
ンがある）
、J79-IHI-11Aとあわせ610台が生産され、
国産化率は95%に達している。
J79-IHI-17は電子回路の国産化でデジタル化と制
御回路の2重系化を行うと共に、部品入手性の容易
化と信頼性向上を図り、長期にわたる後方支援を継

CT63ターボシャフト・エンジンは、三菱重工が179台のラ
イセンス生産を行った

続している。
ちなみにこのJ79シリーズは、GE社の他、石川島

5 T58ターボシャフト・エンジン

播磨重工等のライセンシーを含め、世界で約17,000

T58エンジンは、1953年アメリカ海軍の要求によ

台生産されたといわれ、民間型はCJ-805エンジンと

り800shpターボシャフト・エンジンとして計画さ

してコンベア880、990両旅客機に搭載された。

れ、試作型T58-GE-2から改良型T58-GE-6（1050shp）
、
さらに性能向上型T58-10（1500shp）からT58-16に

4 CT63ターボシャフト・エンジン
第3次防衛力整備計画（昭和42-46年度）に、陸上
自衛隊の新しい装備として軽観測ヘリコプタ（LOH）

発展し1870shpまでパワーアップが行われている。
また、民間型のCT-58-110、-140も擁している。
このエンジンは、フリー・タービン方式の採用や

の導入計画が盛り込まれ、当時米陸軍向けに大量生

失速や氷結を起こさない工夫がなされており、日本

産されていたヒューズOH-6をライセンス生産する

においては、HSS-2B、S-61A、V-107A等ヘリコプター

ことが決まった。昭和41年3月、三菱重工は、この

に搭載されている。また、PS-1対潜飛行艇、US-1救
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難飛行艇の短距離離着水を可能にする境界層制御装
置（BLC）駆動用動力としても使用されている。
石川島播磨重工は、防衛庁のH-X構想に伴い、昭
和36年GE社との技術援助契約の締結を得て、
T/CT58ターボシャフト・エンジンの国産化準備を
本格化した。昭和37年12月に初号機を納入して以来、
国産化率95%で805台生産した。導入以来40年以上経
過した現在においても現役であり、引き続き10年以
上国内でこのエンジンが使用される予定である。
T53ターボシャフト・エンジン

7 TF40（アドア）ターボファン・エンジン
昭和44年我が国初の超音速高等練習機T-2が開発
され、搭載エンジンはイギリスとフランスによる共
同開発のTF40（アドア-推力3.3t）と決定された。製
造担当会社に指名された石川島播磨重工は昭和45年
8月、RR／TM社と技術導入契約を締結し、初号機
を昭和49年5月に防衛庁に納入した。
T58ターボシャフト・エンジンは、40年以上経過した現在も
活躍している

このエンジンは、RR社とTM社が国際共同開発し
たもので、ヨーロッパにおいて量産化された最初の
共同開発エンジンとなった。12個のモジュールから

6 T53ターボシャフト・エンジン
川崎航空機工業は昭和41年10月、アメリカのアブ

で、1965年にジャガー機用として共同生産され、の

コ社とエンジン製造に関する技術提携を結び、翌年

ちにホーク練習機にもアフターバーナーが付かない

1月には製造ライセンスを取得し、アブコ・ライカ

タイプが搭載され、現在ではその派生型が米海軍の

ミングＴ53ガスタービン・エンジンの国産化に着手

ゴスホークに搭載されている。

した。このエンジンは米陸軍用に開発された小型タ

日本において初のヨーロッパ系エンジンの生産

ーボシャフト・エンジンで、1,000shpから2,000shp

で、特に従来のアメリカ系の戦闘機用エンジンとは

クラスのエンジンとしては当時の世界で最も多く使

設計思想や技術資料の体系が異なり、RR社の設計

用されていたという実績をもち、耐久性に優れた信

手法や技術を、またTM社ならではの珍しい技術等

頼性の高いエンジンとして評価されていた。

を学んだ。電子ビーム溶接、電解加工等の新しい加

T53エンジンの生産は昭和42年初頭から始まり、

工技術を習得しながら量産体制を確立したことや、

同年5月にKT53-13A（1,100shp）エンジンの国産第1

軍用として初のモジュール・メインテナンスが行わ

号を完成、防衛庁に引き渡し、UH-1Bヘリコプター

れた経験は、その後の日本のエンジン技術力向上に

に搭載された。さらにこれを性能向上させ、

大きな財産となっている。その後、昭和52年にロー

1,400shpにパワーアップしたKT53-13B（民間型）／

ルアウトした対地支援戦闘機F-1にも搭載され、昭

KT53-K-13B（防衛庁向け）ガスタービン・エンジ

和62年10月に最終号機を納入するまで426台生産し、

ンを、アブコ社との技術提携で昭和48年8月から国

国産化率は約98%であった。

産化し、富士重工製の民間向けベル204B-IIや防衛庁
向けのUH-1Hヘリコプターに搭載された。また、派
生型のT53-K-703は防衛庁向けのAH-1S／UH-1Jヘリ
コプターに搭載さてた。
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輸送機が、昭和47年10月決定の装備計画では24機に
修正され、最終的には31機となり、エンジンは最終
的に72台生産された。
三菱重工は昭和56年6月に47台目の最終エンジン
を納入して生産計画を終了したが、この国産化によ
ってプラット・アンド・ホイットニー社の優れた民
間用大型ターボファン・エンジンの設計、製造、品
質管理などの技術を習得した。
TF40ターボシャフト・エンジンは、米国と異なる設計思想
を体得する上で極めて有益であった

9 T55ターボシャフト・エンジン
昭和59年8月、川崎重工は、アブコ・ライカミン

輸入エンジンを加えてエンジンは合計438台運用

グ社とCH-47輸送ヘリコプター搭載エンジンT55

されたが、F-2A/Bの生産が進むに連れ、T-2及びF-

（4,336shp）について新たな技術提携を結び、昭和61

1の用途廃止が進み、その運用規模は年々縮小して

年からヘリコプター用ターボシャフト・エンジン

いるが、運用に支障を来すことがないよう後方支援

T55を国産化、これをT55-K-712の呼称で生産開始し

が行われている。

た。T-55エンジンは、CH-47シリーズに2基搭載され
ているターボシャフト・エンジンであり、小型・軽

8 JT8Dターボファン・エンジンの国産
昭和47年度から始まった第4次防衛力整備計画の

量・高出力であり、且つ高い信頼性と優れた整備生
を有している。

中で、三菱重工は、通産省から昭和44年12月に
JT8D-9エンジンの国産主契約会社に指名された。同
社は翌45年 6月にはP&W社とライセンス契約に調
印、昭和46年3月1日付けで政府認可を取得した。こ
のエンジンの国産は、当初から国産価格や数量など
に厳しい制約があったが、同社としては、初めての
大型エンジン生産であり、大型エンジン・メーカー
としての地盤確立を実現するという認識のもとに全
力を挙げて取り組んだ。
昭和47年10月には、味岡地区に新しく小牧北工場
三菱重工のライセンス生産T55ターボシャフト・エンジン

10 T64ターボプロップ・エンジン
昭和30年代後半から、海上自衛隊が固定翼対潜機
整備の一環として、昭和36年のUF-XS実験機につづ
き、昭和40〜41年度のPX-S試作機、さらに対潜哨戒
機P2V-7の近代化研究が昭和37年から検討され、昭
和40年から開発に着手することになった。この両機
ともメイン･エンジンとしてGE社T64（2,850hp）が
最適とのことから、石川島播磨重工は昭和40年4月
三菱重工が主契約会社となったJT8D-9大型ターボファン・
エンジン

GE社と技術援助契約を締結し国産化した。
このT64エンジンは、GE社が1955にデザイン・ス
タディを開始、1957年にアメリカ海軍と開発契約を

を建設、JT8Dの国産に着手したが、その生産は、

結び、1961年にテストフライトに成功したものであ

4次防計画当初には50機の生産が計画されていたC-1

る。ヘリコプターやV/STOL機用として開発された
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フリータービン・エンジンでギアボックスの相違に

成11年8月に最終エンジン447号機を納入した。国産

よってターボプロップ型とターボシャフト型の2種

化率は米国の技術開示制限があり78%程度であっ

類となるものである。

た。

このエンジンは、開発国アメリカとまったく異な
る条件下で運用されるため、とくに塩害対策に意を
用いた他、また、日本で開発された機体に外国で開
発されたエンジンを搭載する初めての試みともな
り、ついにはGE関係者をして「アメリカ生まれの
日本育ち」といわしめるエンジンに成長した。この
エンジンの国産化率は約95%、P-2J、PS-1、US-1用
として昭和42年から昭和58年3月まで約390台生産さ
れ、現在、3,400shpまでパワーアップされ、T64IHI-10Jとして救難飛行艇US-1A及び電子支援訓練機

F100ターボファン・エンジン

YS-11Eに搭載されている。
また、平成元年、ターボシャフト型T64-416エン

F100エンジンの制御は従来油圧機器による基本制

ジンが海上自衛隊の掃海・輸送ヘリコプターMH-

御を電子機器が補佐する形の制御方式であったが、

53Eの導入に伴い輸入され、パワーアップの改良を

デジタル・エレクトロニック・エンジン・コントロ

行なう等整備支援が行なわれている。

ール（DEEC）を導入する等、制御システムの大幅
な変更を行っている。これにより、エンジンの作動
の応答性や安定性が飛躍的に向上し、又、故障徴候
等を検知するための自己診断機能も充実し、整備効
率も向上した。この改良により、呼称はF100-100か
らF100-220Eへ変更され、平成3年から66台が-220E
型で生産された。
全電子化による性能向上と4000サイクル・コアの
採用により大幅に整備間隔を伸ばす等メリットが大
きいため、納入済み-100エンジンの-220E化改修が平

日本独自の改良による性能向上をはかったT64ターボプロッ
プ・エンジン

成4年から開始され、現在-220E型はF100エンジンの
全台数の約6割を占めるに至っている。この改修は
今後も引き続き継続される予定である。

11 F100ターボファン・エンジン
昭和51年防衛庁はF104Jの代替としてF-15の導入
を決定した。搭載エンジンはP&W社のF100エンジ

海上自衛隊P-3C対潜哨戒機の搭載エンジンである

ンで、巡航時の低燃費、広い作動範囲、高信頼性、

T56エンジンの主契約会社は、同時期に導入された

高整備性という特性を有し、推力10tで推力重量比8

F-15用F100エンジンと同時に石川島播磨重工が指名

という高性能のアフターバーナー付ターボファン・

された。

エンジンである。

T56エンジンは、GM社デトロイト・ディーゼ

このエンジンは、従来のエンジンと異なり、高性

ル・アリソン事業部（DDA）が、1950年から開発を

能を達成するため、材料にチタン合金やニッケル・

はじめ製品化した出力4,591hpの大型ターボプロッ

コバルト合金を多量に使用し、また、モジュール構

プ・エンジンで、海上自衛隊のP-3C対潜哨戒機をは

造を採用しボア・スコープ点検が出来るようにし整

じめ、航空自衛隊のC-130輸送機、E-2A早期警戒機、

備性を改善した画期的なエンジンであった。

エレクトラ旅客機などに搭載され、製造実績が1万

石川島播磨重工は、昭和53年6月P&W社と技術提
携を行い昭和56年9月に初号エンジンを納入し、平
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採用され、平成14年に400台の生産を突破した。今
後も、平成14年度から導入となる陸上自衛隊AH64D搭載用エンジンとして-701Cエンジンが、又海上
自衛隊SH-60K搭載用エンジンとして-401Cの改良型401C2エンジンが生産され、今後も陸海空自衛隊の
ヘリコプター用エンジンとして活躍が期待されてい
る。

世界で1万数千機の生産実績を誇るT56ターボプロップ・エ
ンジン

構造的には、一軸式ターボプロップで、空冷式タ
ービン動翼を採用している。
昭和53年10月、石川島播磨重工は、GM社DDAと
技術提携契約を締結し、昭和56年12月、初号機を防
衛庁に納入し、P-3Cの他に派生型機のEP-3やUP-3D
用にも生産され平成9年11月に最終エンジンを納入
するまでに483台生産し、国産化率は約76%であっ

陸海空自衛隊に広く採用され信頼を得ている、T700ターボ
ファン・エンジン

た。P-3C搭載用T56-14エンジンの他に、C-130HやE2Cに派生型のT56-15および-425エンジンが使用され
ている。

14 F110ターボファン・エンジン
昭和62年防衛庁はF-1の後継機FS-Xを米国のF-16
を改造開発する方針を決定し、日米共同開発作業が

13 T700ターボシャフト・エンジン

開始された。搭載候補エンジンとして、GE社の

防衛庁は、艦載ヘリコプターHSS-2Bの後継機と

F110-129エンジンの他にP&W社のエンジンがあっ

して海上自衛隊SH-60J対潜ヘリコプターの導入を昭

たが、平成2年防衛庁はF110-129エンジンを選定し

和63年から始めた。この機体の搭載エンジンは、

た。

GE社のT700エンジンで、1970年代に開発を開始し、

FS-X搭載エンジン7台は全て輸入されたが、平成

その後米軍の運用要求に基づき､改良を加えて段階

3年に石川島播磨重工がFS-X搭載エンジンの修理担

的に2,000hpクラスまで出力を増強してきた。SH-60J

当会社に指名され、開発期間中の支援を行なった。

に採用された-401Cタイプは、一方向凝固による耐

F110エンジンは、電子制御装置により操作制限無

熱材料をタービンに採用することによりタービン入

く、推力13tクラスを達成するアフターバーナー付

口温度を増加し、同クラスのエンジンとしては当時

きターボファン・エンジンである。また、自己診断

最高レベルの技術を採用した。小型、軽量で高出力

機能及び、20分割方式の採用等により整備性にも優

を実現し、また燃料消費率、操作性及び信頼性に優

れている信頼性の高いエンジンであり、開発期間中

れたエンジンで、整備性はT58エンジンより格段と

のエンジンによる重要な不具合はなく開発の成功に

向上した。

寄与した。

T700エンジンは、SH-60Jに搭載されると同時に、
航空自衛隊及び海上自衛隊のUH-60J救難ヘリコプタ
ーにも搭載され、同時期に導入が開始された。
石川島播磨重工が、GE社とのライセンス契約に
基づきT700エンジンの国産化を実施し、5次にわた
る国産化により、高い国産化率を達成している。
T700エンジンは、その後平成７年に陸上自衛隊
の多用途ヘリコプターUH-60JAのエンジンとしても
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石川島播磨重工の生産による高性能・高信頼性F110ターボ
ファン・エンジン

我が国初の国産J3ターボジェット・エンジン

石川島播磨重工は平成8年9月GE社と技術提携を

T-1機生産計画の具体化により、J3も量産体制を

行い、平成11年1月に初号エンジンを納入し、平成

整える時期となったが、出資各社間の覚書でNJE社

14年に50台目を納入している。

ではエンジンは量産しないことになっていたため、
5社の内、エンジン部品生産に比較的豊富な経験と

3節 防衛庁エンジンの開発

設備を有し、かつ工場が隣接する石川島播磨重工に
製造権を譲渡し、NJE社は技術協力、他の各社は製

1 初の国産ジェット・エンジンJ3ターボジェット・
エンジン

造協力することに決定、昭和34年3月31日、NJE社
と石川島播磨重工間でJ3製造の契約が締結された。

昭和28年7月23日に設立されたNJE社は、それま

同年11月末、量産先行型YJ3が2台納入され、これを

で富士重工が独自に研究開発を進めていたJ0-1（推

搭載した富士重工試作T-1機（T1F1）が翌年5月17

力1t）の開発を引き継ぐとともに、大型エンジン

日、宇都宮飛行場にて初飛行に成功した。

（推力3t）J1の開発に着手した。その後、小型エン

J3エンジンは、航空自衛隊T-1B練習機用J3-3型

ジン完成に目的が修正されJ1開発は中止となり、新

（推力1.2t）として31台製造された後、推力を向上

たにJ2（推力0.75t）の開発を開始した。

（推力1.4t） したJ3-7B型に改修されたが、海上自衛

一方、防衛庁が昭和29年に中間ジェット練習機

隊P-2J対潜哨戒機用ブースター用エンジンとしても

（後のT-1）国内開発の方針を決定し、翌30年1月、

採用（-7C型）され、更に-7C型の推力を1.55tに向上

機体計画検討が始まると、NJE社はJ1の開発を中止

した-7D型を含め昭和55年の製造終了まで総計247台

し、T-1機用としてそれまでの研究成果を集大成し

が製造された。平成6年、P-2J機の用廃完了により

たJ3（推力1.2t）開発に着手した。同年3月には基本

J3-7C/D型も全廃となったが、T-1B機と共にJ3-7B型

設計が開始されて開発が本格化した後の昭和31年、

エンジンは現在も運用に供されている。

防衛庁はNJE社に1次試作として3台のXJ3を発注し
た。
この3台のエンジンは昭和32年6月までに納入さ
れ、その後の5台のYJ3（XJ3改造を含む）の追加発
注エンジンと共に、寒地試験（北海道）、C-46輸送
機フライング・テスト・べッド（FTB）試験等に供
試され、性能・機能が確認された。

72

第1部

総論

第6章

2 F3ターボファン・エンジン

航空エンジン工業の歩み

3 TS1ターボシャフトエンジン

F3ターボファン・エンジンは、昭和50年に「再熱
ファン・エンジンの研究試作」として、防衛庁技術
研究本部が石川島播磨重工に研究試作を発注したこ
とに始まる。

XTS1ターボシャフト・エンジン

防衛庁は、観測ヘリコプター（OH-6）が平成12年
F3ターボファン・エンジン

頃から機体の耐用年数を迎えることから、代わって
配備する新小型観測ヘリコプター（OHX）開発着手

これはXF3-1（推力1.2t）の呼称で、技術研究本部

の方針を固め、平成3年から搭載エンジンを国内開

第3研究所において運転試験が行われた。さらに昭

発する方針を決定し、三菱重工を主担当会社に選定

和52年より「小型機用ターボファン・エンジンの研

した。三菱重工は小型ガスタービン技術チーム（略

究試作」としてXF3-20（推力1.6t）が製造された。

称STET）を結成し、石川島播磨重工、川崎重工も

これらの実績をもとに、昭和55年新中等練習機

協力してオールジャパン体制で開発作業に着手し

（MT-X）の候補エンジンとしてXF3-30（推力1.67t）
の設計が開始され、推重比5を実現し、デザイン・
ツー・コスト（DTC）活動による経済性も考慮され

た。
本エンジンの最大の特徴は単段遠心圧縮機の採用
である。

ていた。昭和56年10月から納入を開始し、MIL-E-

平成3年の研究試作で製作した試作エンジン

5007D要求の厳しい評価試験（PFRT/QT）に合格

（XTS1-1）は、平成4年夏頃よりコア・エンジンの

した。

運転を開始し、更に平成4年〜5年の研究試作で搭載

昭和57年10月新中等練習機XT-4用として正式に採

用エンジン（XTS1-10）を試作し、機体搭載型ター

用が決まり、昭和60年7月には初飛行に成功し、昭

ボシャフト・エンジン形態での試験が開始され、性

和61年7月にはF3-30として量産化が決定された。平

能が確認された。

成14年9月製造終了までに559台が製造され、航空自

平成5年12月、防衛庁は機体開発の進展に伴い、

衛隊のパイロットの育成と多くの任務に利用されて

OHXに搭載するエンジンをXTS1-10とする方針を決

いる。

定した。その後平成6〜7年にかけて、計20台の飛行

また、航空自衛隊ブルー・インパルスのエンジン

試験搭載用（FT）エンジンが試作され、平成8年の

としても利用され華麗な演技を各地で披露してい

試作機体一号機初飛行から平成11年までの間、技術

る。平成11年10月タービン部に最新の材料技術等を

実用試験により機体も含めた全体システムが評価さ

導入したF3-30B型が適用され信頼性の向上に寄与し

れ、要求を満足していることが確認された。

ている。

XTS1エンジンは、国内で最初に開発された初の
ヘリコプター用ターボシャフト・エンジン（TS1M-10）として平成9年から量産が開始されている。
4 XF5実証エンジンと
XF7ターボファン・エンジン
防衛庁はT-4中等練習機用として開発が完了した
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F3エンジン以降、継続してエンジン技術を研究する

ェクト制度）として推力5tクラスの航空機用ジェッ

ため、平成3年から将来の航空機用ガスタービンの

ト・エンジンの開発が航空宇宙研究所により開始さ

開発に備えて、主要構成要素であるファン、圧縮機、

れた。

燃焼器、タービン、電子制御機器、材料等の研究試

研究開発を進めるにあたり、設計・試作は、石川

作を行なってきた。平成7年からは、これらの要素

島播磨重工（約70%）、川崎重工（約15%）、三菱重

をインテグレートし、実証エンジンXF5-1を4台試作

工（約15%）の３社が担当する体制が組まれた。

した。また、合わせて北海道千歳市の陸上自衛隊東
千歳基地内にエンジン高空性能試験装置を平成13年
3月末に完成させ、航空機用ガスタービンの研究開
発のため試験評価施設を整備した。
また、防衛庁技術研究本部では、第3研究所にて
試作された実証エンジンのコア・エンジン技術を流
用し、ファンと低圧タービンを新規に設計した、高
バイパス比のターボファン・エンジン（XF7エンジ
ン）の研究を実施している。
XF7エンジンは、実証エンジンのコア部（圧縮機、
燃焼器タービン）のエンジン・ファミリー化研究及

工技院大型プロジェクトにより完成した、航技研FJR710／10
ターボファン・エンジン

び熱空力システム・インテグレーション研究を基
に、実用エンジンとしての軽量化、耐久性、信頼性

プロジェクトはエンジン要素研究開発及びエンジ

の向上を図ったもので、平成10年度から高バイパス

ン本体の試作に重点を置いた第Ⅰ期、大幅な軽量化

比ファンの研究試作を開始し、平成12年度よりプロ

と耐久性と環境適合性の向上を目指した第Ⅱ期に分

トタイプとして高バイパス比ファンエンジン（XF7-

けて進められ、第Ⅰ期にFJR710/10及びFJR710/20

1）1台を試作、また、平成13年度より飛行前定格試

が各3台、第Ⅱ期にはFJR710/600が3台試作された。

験（PFRT）に供試する大型機用エンジン（XF7-10）

試運転においては性能機能試験、地上耐久試験、環

1台の試作が行われ、防衛庁技術研究本部において

境適応性試験、低サイクル疲労試験等を実施し、耐

所内試験を実施中である。引き続きPFRT用にXF-

空性審査要領に定められている基準を全て達成し

10エンジン4台の研究試作は行われることになって

た。

いる。

特に、第Ⅱ期に英国王立ガスタービン研究所にお

このエンジンは、高空高速巡航から低空低速飛行

いて実施された高空性能試験、高空着氷試験では、

までの広い飛行領域における燃料及び耐環境性等に

エンジンの高空飛行状態での性能及び機能に関して

優れた性能を実現出来るように、バイパス比8.5の高

有効なデータを得たばかりでなく、日本の技術水準

バイパス比を採用し、同一推力クラスのエンジンに

の高さが認められ、後のRR社との国際共同開発XJB

比べて燃費を約10％低減しており、低騒音で整備性

計画につながる契機となった。

が良く、電子制御機器（FADEC）の採用により信
頼性を向上させている点に特徴がある。

昭和53年にFJR710/600は航空宇宙技術研究所の
STOL実験機「飛鳥」に4基搭載されることが決定し、
そのため一部設計変更されFJR710/600Sとなり、
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STOL実験の成功に貢献した。

1 大型プロジェクトのスタート

2 RJ500からV2500ターボファン・エンジンへ

昭和43年頃から、通商産業省と業界の間で、わが

昭和60年代半ばに大きな需要が見込まれる120〜

国において高バイパス比ターボファン・エンジンを

160席級の中短距離ジェット旅客機用のエンジンに

開発し、航空機用ジェット・エンジン工業を定着さ

ついて、石川島播磨重工、川崎重工、三菱重工は、

せようとの気運が高まり、昭和46年から工業技術院

RR社の呼びかけに応え、昭和54年12月に共同事業

の大型工業技術研究開発制度（いわゆる大型プロジ

計画の調印を行なった。この計画は昭和55年から8
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年間で開発を完了、開発費は日本とイギリス折半で

V2500は推力25,000 lbクラスのエンジンで、A1を

両国政府の資金援助を受けて実施するというもので

ベースにA5/D5という派生型を持つ。A1は昭和63

あった。

年（1998年）6月24日、A5は平成4年（1992年）11月

開発するXJB（RJ500）は、120〜160席級機に対

24日にエンジン型式承認を取得した。

応するため、推力約9〜12tのターボファン・エンジ

搭載される機体は、V2500-A1/A5が欧州エアバス

ンとなるが、同推力レベルの他のエンジンに比較し

社のA319/A320/A321、V2500-D5が米ボーイング社

て運行コストが低く、燃料消費率が格段に優れ、し

のMD90であり、各機体に2台搭載されている。

かも低騒音、低公害のエンジンを目標とした。

平成14年（2002年）9月現在、受注台数はオプシ

昭和55年初頭から日英共同で基本設計を開始、同

ョン契約も含めて約4,800台、出荷は2,000台を超え

年4月にRolls-Royce & Japanese Aero Engines LTD

ており、ベストセラーエンジンの仲間入りを果たそ

（RRJAEL）を設立、昭和56年には地上試験用試作

うとしている。

エンジンの製作に着手した。昭和57年2月に日英両
国でそれぞれ第1、2号試作エンジンが相次いで完成、

3 GE90ターボファン・エンジン

初の地上運転試験が開始され、ほぼ設計どおりの性
能を確認し、世界市場に進出できる見通しを得た。
しかし、XJB計画の進行中に、これと類似の計画
を持ったP&W社から、日英両国に対し参加の打診
があった。これに独MTU社、伊フィアット社も加
わり、5ヶ国での共同事業に発展し、昭和58年には
開発基本事項が合意、契約書の調印を経て、同年12
月に合弁会社International Aero Engines（IAE）が
設立された。日本側の窓口は、日本航空機エンジン
協会（JAEC）である。
これは、XJB計画をベースとして、150席クラス
民間航空機用ジェット・エンジンの開発・生産・販
売・プロダクト・サポートを5ヶ国で行う事業で、

国際共同開発GE90ターボファン・エンジン

V2500計画と名づけられた。日本はファン・モジュ

石川島播磨重工は、双発機としては最大級の民間

ール、低圧圧縮機、低圧シャフト、高圧圧縮機及び

航空機B777に搭載される大型ジェットエンジン

高圧タービンの一部、補機類の設計・製作を担当し

GE90の開発・量産事業への参加を決定し、GE社と

ており、そのワークシェアは全体の23%に達してい

の間で平成4年3月共同事業契約を締結した。このエ

る。国内のシェアは石川島播磨重工60%、川崎重工

ンジンの開発・量産には、フランスのスネクマ社、

25%、三菱重工15%となっている。

イタリアのフィアット社も参加することとなり、
日・米・仏・伊4ケ国参加で行われる国際共同開
発・量産プログラムとなった。このプログラムは
RSPであり、石川島播磨重工は低圧タービンディス
ク・ブレード、シャフトの開発・量産を担当し、シ
ェア比率は約9%である。
GE90は、85,000 b推力のGE90-85Bを皮切りとして、
平成7年（1995年）2月にGE90-85Bエンジン型式承認
を取得、同年11月にGE90エンジン搭載のB777が商
業運航を開始した。その後、顧客の要求に伴い、推
力増強派生型であるGE90-90B（90,000 b推力）・

日本主導による5ヵ国共同開発V2500ターボファン・エンジン

GE90-94B（94,000 b推力）を平成8年（1996年）7月、
2000年6月にそれぞれ開発した。
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B777オリジナル・バージョン（B777-200/300）の

て、顧客の信頼を得ている。

搭載エンジンとしては、GE90以外にもP&W社製

CF34-8のもうひとつのモデルであるCF34-8Eが

PW4000シリーズやRR社製Trent800シリーズがある

2002年4月にエンジン型式承認取得を終えており、

が、B777長距離派生型（B777-200LR/300ER）には

伯エンブラエル社のEmbraer170/175型機に搭載さ

115,000 b推力のGE90-115Bが独占的に搭載されるこ

れる。 CF34-10は2003年秋のエンジン型式承認取得

とになっている。

のうえ、同じくエンブラエル社の90席級旅客機

平成15年（2003年）1月現在、受注累計台数は434
台、うち完成引渡台数は290台に達している。

Embraer190/195型機へ搭載される。このエンジ
ン・シリーズは2003年1月現在、各モデルの合計で，
確定受注台数は約750台に達している。

4 CF34ターボファン・エンジン

リージョナル・ジェットの市場は、1990年代初頭

CF34エンジンシリーズは、JAECにとってV2500

の湾岸戦争前後からハブ空港へのフィーダー及び中

に続く二つ目のプログラムとして、平成7年に米GE

小都市間交通手段として欧米を中心に注目を集めて

社との間で共同開発が開始された。GE社は、加ボ

おり、今後の発展が期待されている。

ンバルディア社の50席級旅客機CRJ-200型機用エン
ジンCF34-3A/3Bでリージョナル・ジェット機の分
野にいち早く乗り出しており、平成6年（1994年）

5 HYPR／ESPR
コンコルドに代わる次世代SSTが話題になり始め

に入って70席機用ジェット・エンジンCF34-8Cの開

た昭和60年代半ばから、将来、海外のSST開発を睨

発を計画し、日本側がこれに応じた形でこの国際共

み、日本としてこれに参加出来る技術力を確立する

同開発プログラムが実現したものである。JAECは

ために、実機開発に先行したエンジンの研究開発が

RSP契約により本プログラムに参画しており、エン

必要であるとの意見がおこり、産業科学技術研究開

ジン全体に対する分担シェアは30％で、石川島播磨

発制度による通商産業省工業技術院の「超音速輸送

重工（約27％）が低圧タービンモジュールや高圧コ

機用推進システムの研究開発」（通称、HYPRプロ

ンプレッサーの1部等、川崎重工（約3％）はアクセ

ジェクト）が立ち上がった。

サリ・ギア・ボックスを担当している。

国際共同開発CF34ターボファン・エンジン

日本主導による4ヵ国共同開発 コンバインド・サイクル・
エンジン 、産業界のノーベル賞ともいわれる フォン・カ
ルマン賞 を受賞

エンジンのモデルは大別して、推力約6.3t（70席
級旅客機用）のCF34-8シリーズと、推力約8.4t（90
席級旅客機用）のCF34-10に分かれる。
最初の量産モデルであるCF34-8C1エンジンは、

幅広い速度領域での飛行を可能とし、燃費がよく、
低騒音で、排気による環境への影響の少ない超／極

ボンバルディア社の70席級旅客機CRJ-700用エンジ

超音速輸送機（SST／HST）用エンジンの開発に必

ンとして、2001年2月に商業運行を開始し、軽量、

要な技術を確立することを目標として、平成元年か

高性能、高効率、低燃費であることに加え、騒音レ

ら10年間のプログラムとして発足された。

ベルなど環境対策においても優れたエンジンとし
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発機構（NEDO）からの委託により、国内において

ード（100%）と低速モード（90%）で切替え可能、

は、石川島播磨重工、川崎重工、三菱重工の3社で

③独自開発のハイブリッドIC（MCM）を採用した

構成する超音速輸送機用推進システム技術研究組

二重系FADECによる高信頼性等、多くの工夫が成

合、海外からは、米GE社、米UTC社（P&W）、英

されており、また、飛行実績を積み上げると共に、

RR社、仏SNECMA社の4社が参加し、航空宇宙技

単体によるTBO延長試験が継続的に行われている。

術研究所などの4国立研究所の協力も得て実施され
た。

7 RB211/Trentターボファン・エンジン

平成7年11月にはM5でのラムジェットのフリージ

前述のRJ500共同開発につづき、RR社と日本のエ

ェット試験に成功し、また平成9年1月にはターボ・

ンジンメーカーとの間で民間エンジン分野での協力

エンジン形態での高空性能試験においてM3を達成

が模索された。防衛エンジンでもRR社と関係の深

した。翌年12月にはコンバインド・サイクル・エン

い川崎重工は、昭和55年（1980年）に3軸式高バイ

ジンの高空性能試験を実施し、エンジン・コンセプ

パス比大型エンジンRB211-22Bの部品製造契約を締

トの実証に成功した。

結し、ディスク、ケーシングの製造を開始した。一

HYPRプロジェクトの成果は、平成11年度より新

方、石川島播磨重工は、昭和56年（1981年）1月に

規産業創出型産業科学技術研究開発制度による「環

RB211-524部品の供給について包括的は契約を締結

境適合型次世代超音速推進システムの研究開発」

し、シャフト、ディスク、タービン・ブレードなど

（ESPRプロジェクト）に受け継がれ、SSTの実現に
不可欠な環境対策（NOx及びCO2排出量低減、騒音

の下請けベースでの継続的な事業を開始した。
こうして築かれた関係と部品製造実績を土台に、

低減）を重視し、より経済性の高いエンジンを実現

事業リスクを分散したいRR社と、民間エンジン事

するために必要な技術の研究開発が進められてい

業を拡大したい川崎重工、石川島播磨重工の意向は

る。

一致し、それまで部品の下請け供給契約という形で
あった関係は、B747-400とB767に搭載されるRB211-

6 MG5ターボシャフト・エンジン
三菱重工では、民間ヘリコプター用の900shp級小

524G/H（58〜61k b）エンジンではRSP形態での事
業参加という形態に変化した。昭和63年（1988年）

型ターボシャフト・エンジンMG5シリーズの開発を

に川崎重工はタービン・ケース、タービン・ディス

行い、国内で初めて民間航空用エンジンの型式承認

ク、ノズル・ガイド・ベーンを担当し3％の参加比

を運輸省（当時）航空局より取得した。

率で、石川播磨重工はコンプレッサー・ディスク、

このエンジンは昭和62年から平成3年にかけて試
作したプロトタイプ・エンジンをベースに、まず実
験機用MG5-10、次にMH2000試作機用MG5-100を開

タービン・ブレード、シャフトを担当し約5％の参
加比率で、それぞれRR社とRSP契約を締結した。
RR社は、その3軸エンジン・コンセプトを生かし、

発し、平成9年6月に型式承認された後、量産型

その後、エンジンを改良・派生させ、Trent700シリ

MH2000A用として約10%の出力向上型であるMG5-

ーズ（67〜72k b、1994年1月エンジン形式承認、

110として平成11年4月に型式承認されたものであ

1995年2月商業運航開始）
、Trent800シリーズ（75〜

る。試作機用としては平成8年7月に初飛行を行い、

95k b、1995年2月エンジン型式承認、1996年1月商

量産機用としては平成11年10月から実運用が開始さ

業運航開始）を市場に投入した。川崎重工、石川島

れている。

播磨重工とも継続してRSPで参加している。A330-

MG5-110エンジンは、世界最高の圧力比11を実用

200/300搭載のTrent700は、P&W社（PW4000）、

化した単段遠心圧縮機を基本にした小型、軽量で高

GE社（CF6-80E）と競合する中で約36％のシェアを、

性能のターボシャフト・エンジンであり、出力レー

B777（除く-200LR/300ER）搭載のTrent800は、同

ティングは、2.5分片発定格922shp、30分片発及び離

じく3社競合（PW4000シリーズ、GE90シリーズ）

陸定格876shp、最大連続定格772shpとなっている。

の中、約41％のシェアを獲得している。

特徴としては、最少ローター構成による小型・軽

超長距離広胴機市場では、B777-200LR/300ERと

量の他、①単段遠心圧縮機と可変入口案内翼を組合

A340-500/600が競合することとなったが、これらに

せた高出力応答性、②出力軸回転数がノーマル・モ

搭載されるエンジンについては、機体メーカー、エ
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ンジン・メーカーの戦略的批判から、それぞれ

1982年12年にプログラムが開始され、1986年7月に

GE90-115B、Ｔrent500が独占的に採用された。RR

エンジンTC（Type Certification：型式証明）を取

社のTrent500エンジン（53〜56k b）については、

得した。1991年6月には180分間のETOPS（Extend

川崎重工、石川島播磨重工が引き続きRSPで参加す

Range Operations with Two-Engine Airplanes：双

るとともに、丸紅もファイナンシャル・パートナー

発機による長距離進出運航）認証を取得し、1,660万

としてRSPで約10％で参加している（丸紅は

時間以上のETOPS飛行実績を誇っている。現在、

Trent700/800から参加を開始、RRエンジンの販売

エアバスA300-600/A310-300、ボーイングB747-

日本代理店でもある。）市場では、A340-500/600-

400/B767-200・-300/MD11に搭載され運用されてい

Trent500が約59％のシェアを獲得している。

る。

RR社の3軸エンジンはさらに派生し、エアバスの

PW4000-100 は、PW4000-94 をベースとして開

超大型機A380に搭載されるTrent900エンジン（70

発された派生型である。1991年12月にプログラムが

〜77k b）を生み出した。丸紅は約14.5％の規模で

開始され、1993年8月にエンジンTCを取得し、1994

RSPでの参加を決定した。経営判断からRSPでの参

年12月に運用が開始された。1995年7月には180分間

加を見送った石川島播磨重工と川崎重工であるが、

のETOPS認証を取得している。現在、エアバス

丸紅がRSPで獲得した部品供給権を受ける形で、そ

A330-300/-200に搭載され運用されている。

れぞれの得意分野で下請けに近い形での部品供給契

PW4000-112 は、74,000〜98,000 bの超高出力エ

約をRR社と締結し、協力関係を継続させることに

ンジンとして開発されたものである。1990年10月に

なった。川崎重工はIPCケースを石川島播磨重工は

プログラムが開始され、1993年5月には民間エンジ

LPTブレードを供給する。GP7000エンジンと競合

ンとして始めて100,000 b推力を実現した。1994年4

する中、Trent900は約60％のシェアを獲得している。

月にエンジンTCを取得し、1995年6月に運用が開始

エンジンの基本概念を共有するトレント・ファミ

されている。さらに、2002年6月には、全日空B777-

リイは90年代後半から急速に市場規模を拡大した。

200ER機で同クラス最長の207分間のETOPSを取得

3大エンジンメーカー中、大型エンジン市場で遅れ

している。現在、ボーイング社B777-200/-300に搭載

をとっていたRR社は、基本的には派生型エンジン

され運用されている。

群であることからくる開発リスクの小ささと、共通

このようにPW4000シリーズエンジンは、同一の

性からくるエアラインでの運用上のメリットを武器

コアをベースにして3種類のファンにより広い推力

に、近年、急速に発展（RSP契約以降、受注累計台

レンジをカバーするとともに、低燃費、高信頼性、

数約1,700台、販売累計約1,200台）しているが、今

低メンテナンス・コストを実現しかつ低騒音、低エ

後どのように結実するか注目されるところである。

ミッション等の環境適合性にも優れたエンジンとし
て顧客の信頼を得ており、現在、世界中で3,000台程

8 PW4000ターボファンエンジンシリーズ
PW4000シリーズは、推力レベル50,000〜98,000 b
の大型民間航空機用エンジンであり、ファン径の大
きさにより3種類（94 、100 、112 ）に大別される。
このプログラムには多くの世界中の航空機用エンジ
ンメーカーが参加しており、国内3社の主要製造分
担 は 、 三 菱 重 工 が 10％ RSP（ Risk & Revenue
Sharing Program）で最も多く、燃焼器モジュール、
低圧タービン・ブレード・ベーン、高圧圧縮機ケー
ス等を担当している。また、川崎重工も1％RSPで
タービン・シール部品、石川島播磨重工はメイン・
シャフトの下請け生産を担当している。
PW4000-94

は、大型航空機用としてP&Wが開

発したPW4000シリーズの最初のモデルである。
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第7章 機器・素材産業の発展
1節 航空機の機器産業

上に努力を傾注している。特に、航空機搭載電子機
器・部品では民生用ハイレベルの技術をベースにし

航空機工業は、機体、エンジン、機器、素材など

た日本製の高性能な機器がライセンス国産防衛庁機

広範な技術によって支えられる総合的な産業であ

に多数搭載されるようになった。最近ではこれら技

り、その主要構成要素としての機器・素材は高い信

術力の向上を背景として、参加比率に応じてリスク

頼性、安全性、耐久性が求められ、航空機用機器等

と収入を分け合うリスク・リベニュー・シェアリン

の産業もまた知識集約的産業である。これらを製造

グ（RRS）方式による国際共同開発も進展を見せて

する企業は、当然、技術や品質管理面で質の高い能

いる。

力を備えていなければならない。
技術的に見ると、航空機用機器産業は、戦後、

B767の国際共同開発においては、日本の多数の機
器メーカーが参入を志し、米国有数のメーカーとの

航空機工業がライセンス生産を中心として再開さ

競争に伍して、アクチュエーター、バルブなど多数

れ、その後に自力で国内開発を手掛けるようになっ

の機器の受注に成功し、品質や納期の点でボーイン

てきたのと同じような歩みをしている。当初はライ

グ社から高い信頼を得ている。同社が海外に発注し

センス生産が中心となっていたのが、国内開発機、

たB767の装備品の約70％を日本の航空機用機器メー

改造機などの生産を機会に開発技術が飛躍的に進歩

カーが受注したといわれている。

してきている。最近では特に、先進技術を採り入れ

B767への参入を契機に、日本の航空機用機器メー

た新しい技術研究、開発が盛んになっており、一部

カーの海外の民需への志向は高まり、B777の国際共

では海外から注目される技術を有する企業もでてい

同開発・生産事業においても、日本は機器メーカー

る。

にとどまらず電子機器・部品メーカーも含め多数が

一つの産業と見た場合、航空機用機器工業には次
のような特徴がある。

参入を目ざして、広範な分野で成果を上げた。日本
の優れた電子技術を背景として、この傾向は継続す

第1に、日本で生産される機器の主流は、米国の

るものと思われる。一方、エアバス社その他の欧米

有力メーカーとの技術提携に基づくライセンス生産

民間航空機メーカーからわが国航空機用機器工業界

品であり、しかもその構成部品の一部を輸入に依存

への呼び掛けも続いている。これまで海外の民需プ

していることである。

ロジェクトで、アクチュエーター、バルブ、ギア・ボ

国内開発された民間機、防衛庁機において、機器

ックス、熱交換器、ギャレイ、ラバトリー、機内娯

メーカーの自主努力で開発された機器の搭載が増え

楽装置、モーター、座席、液晶表示器、その他小型

てきているものの、主要機器では従来どおりライセ

部品など、かなり広範な分野で受注に成功している。

ンス生産が多い。このため海外への輸出は限られた

またエンジン関係でも、5か国共同のV2500開発・

ものとなっている。これはライセンス条件として、

生産事業でIAEが行った国際的ベンダー選定におい

製品の輸出が制限されざるを得なかった面もある

て、日本の機器メーカー数社は幾つかの重要アイテ

が、機体やエンジン分野に比べて技術開発力の面で

ムの受注に成功した。

差があるだけでなく、資金面や生産量の面の格差が

第2は、機器メーカーにおける航空機機器生産の

価格競争力の格差となっている。さらに、国際スケ

専業度が低く、依然として多品種、少量生産である

ールでのプロダクト・サポート体制の未整備など、

ことである。

海外市場へ本格的に進出するために必要な基本的条
件が十分に整っていなかったことによる。
国内防衛需要に強く依存を続けてきた業界であっ
たが、防衛需要に偏った状態から徐々にではあるが
脱皮が図られつつある。
日本の航空機器メーカーは、現在、独自技術の向

平成13年度の航空機用機器（関連機器）の生産額
は約1417億円で、航空機工業全体の生産額1兆306億
円に占める比率は、機体約62%、発動機約24%に対
し、関連機器約14％となっている。
欧米では大規模な機器専業メーカーが育ち、機
体・エンジンの開発・生産に歩調をあわせ、競合メ
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ーカーどうし競って機器やシステムを開発・生産

り、今後の動向によっては、出力、応答特性等の要

し、また近年吸収、合併を通じメーカーの巨大化が

求性能に応じて油圧から電動に置き換わる部分が次

進展しているが、我が国の場合、産業全体の規模も

第に大きくなるものと考えられている。

まだ小さく、個々のメーカーの生産規模も小さくな

日本の油圧機器メーカーは、戦後の航空機工業再

らざるを得ない。また、航空機機器メーカーと呼ば

開に伴ってライセンス生産を行う一方で積極的に国

れる企業においても航空機用機器の生産部門は母体

内開発を行ってきており、その成果として世界的に

企業の一部でしかなく、その生産比率も低いのが一

みても高い技術力を蓄積してきている。近年は油圧

般的である。個々のメーカーは、小さな生産規模で

サーボ・アクチュエーター、油圧バルブ等も欧米メ

ありながら、多種類の機器を抱えて、スケールメリ

ーカーとの競争に勝って受注の成約を見ることが多

ットをうけることが難しく、価格競争力の向上も大

くなってきており、世界市場への参入が進みつつあ

きな課題となっている。

る。中でも帝人製機は多くの欧米メーカーも加わっ

海外を含めメーカー間の競争は激化してきてい

た厳しい設計・生産に関する審査に合格してB777の

る。日本航空宇宙工業会では昭和60年10月に「航空

電子制御フライト・コントロール・アクチュエーシ

機部品・素材産業振興調査委員会」（平成13年度

ョン・システムを一括受注して注目を浴びた。また、

「先端航空機部品・素材技術調査委員会」に改組）

島津製作所や三菱重工等もB777の油圧機器を受注し

を設置し、部品・素材の技術開発の促進、海外動向

ている。

の調査などの活動を実施し、競争力向上等に向けた
個々のメーカーの取り組みを支援してきている。ま
た、平成12年「航空電子システム調査委員会」を発
足させ、調査研究を進めている。

2 与圧・空調システム
与圧・空調システムは、乗客と乗員、さらには機
体構造・機器を気圧と温度の変化から守り、安全性

我が国にはエレクトロニクス技術をはじめとし

と快適性を確保するためのシステムである。最近で

て、世界のトップレベルの先端技術があり、欧米の

は与圧、空調システムの他に、この上流のエンジン

メーカーと競争していける十分な技術的ポテンシャ

から抽出したブリード・エアの圧力と温度を制御す

ルがある。今後、国内での航空機開発あるいはライ

る抽気システム、あるいは翼の防除氷をブリード・

センス生産において機器単体のみならずシステムと

エアーを使って制御する防氷システム等までを含め

しての国産化を図るとともに、国際市場でも種々の

た「統合化エアシステム」、これにエンジン始動シ

国際共同プロジェクトに積極的に対応していくこと

ステムを含めた「エア･マネジメント・システム」

が重要視されよう。また、技術革新と生産コストの

が導入されている。さらに、このシステムに補助動

一層の引き下げなどが実現できれば、我が国機器メ

力装置（APU）を盛り込んだ「エア・マネジメン

ーカーの存在がよりクローズアップされ、国内のみ

ト・アンド・パワーシステム」という概念へと進ん

ならず国際市場においてより強固な基盤を築いてい

でいる。

くことができるのではないかと考えられる。

航空機用与圧・空調システムでは、島津製作所が
ハネウェル社と、住友精密がハミルトン・サンドス

1 油圧システム
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トランド社と提携して開発を進めている。島津製作

航空機における油圧機器・システムは可動部分を

所は、T-4等の国産機用システムの開発を行い、開

遠隔駆動する方法として、操縦系統、高揚力装置、

発能力を高めており、これらの蓄積した技術をもと

降着装置等に使用されているが、航空機の高性能化、

に次世代システムの研究開発に着手している。

構造の複雑化、経済性や安全性の追究によって、軽

空調システムのような大規模システムは開発リス

量化、コンパクト化、さらに信頼性の向上が要求さ

クも大きい。独自に海外の民間機市場に新規参入す

れ、油圧の高圧化、高応答化、メカニズム・電子・

ることは、海外市場での実績がない日本のメーカー

電気・光の統合化等、システムの改良研究が急速に

にとって容易ではないが、難関を突破して海外市場

進んでいる。

への参入に成功した例も出てきている。100席級民間

その一方で、磁石の改良・開発に伴う小型・高出

航空機市場を狙って住友精密がハミルトン・サンド

力の電動アクチュエーターの研究開発も進んでお

ストランド社と共同開発を行ってきた装置が、エン
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合いも出てきている。しかし一方では、開発リスク
分散のため、制御機器についても開発費を機器メー

3 燃料システムおよび燃料制御装置
燃料システムは主翼内や胴体内の燃料タンクに蓄
えられる燃料をエンジンが要求する流量及び圧力で
確実に供給するシステムである。

カーが負担するリスク・リベニュー・シェアリング
（RRS）が求められており、一部のメーカーが参加
している。
FADEC等の推進システムの主要構成機器はエン

燃料タンクにはゴム製のブラダー･タンク、防弾

ジンとのかかわりが密接なため、ノウハウの秘匿の

タンク等があり、横浜ゴム、住友電工で製造してい

観点から、エンジン・メーカーが自社製造している

るが、最近開発される機体は、機体構造を直接シー

例が多い。

リングして燃料タンクとするインテグラル・タンク
が多くなっている。

4 推進システム

タンク内の液面の高さを計測して残量を示す燃料

推進システムはターボ・プロップ機のプロペラと

容量計は横河電機で製造されている。機体姿勢で液

ターボ・プロップ・エンジン、ジェット機の場合の

面の高さが変わることを補正するために、姿勢変化

ファン・エンジン及び回転翼機の場合のロータ・ブ

を各タンクに設置した数本のセンサーにより検出す

レード、トランスミッション、ターボ・シャフト・

る方式が採用されていたが、マイクロ･エレクトロ

エンジン等を言う。

ニクスの進歩により機体姿勢情報を直接取り入れた
方式が開発されている。
燃料システムのサブ・システムとして、圧力給油
系統、エンジン供給系統、タンク間を燃料移送する

エンジン製造会社としては石川島播磨重工、三菱
重工、川崎重工があり、ターボ・プロップ・エンジ
ンとターボ・シャフト・エンジンは防衛需要主体に
ライセンス生産と修理が行われている。

移送系統及び燃料を非常時に放出する放出系統等が

ファン・エンジンについては、防衛需要で国産開

ある。これ等の系統の主要構成機器として燃料ブー

発が行われ、民間機用エンジンでは各社共、外国の

スト・ポンプ及び各種のバルブ類が数多くあるが多

主要エンジン・メーカーとの共同開発及び製造分担

摩川精機、島津製作所、帝人製機、住友精密が防衛

をしている。

需要主体で生産してきている。
櫻護謨は、燃料、水、空気等の流体移送に要する

航空機エンジンの平成12年における全世界（共産
圏を除く）の売り上げシェアは、米国GE社の28.6％、

ホース、チューブ等を戦前、戦後一貫して製造して

プラット・アンド・ホイットニー社の19.5％、英国

いる。技術の進歩に伴いその材料もゴムからテフロ

ロールス・ロイス社の18.3％、ハネウェル社の

ン樹脂、チタン等へと重点移行してきている。

11.4％などに比べ、日本は石川島播磨重工、川崎重

近年、燃料システムの安全性という観点から燃料

工、三菱重工の3社合わせても5.9％である。

タンクの防爆化が大きく取り上げられている。米国

大型機用のプロペラは、米国のハミルトン・サン

では軍用機において、燃料タンク不活性化対策が図

ドストランド社と英国のダウテイ・エアロスペー

られてきている。また、民間航空機にも搭載が検討

ス・プロペラ社が世界市場をシェアしている。国内

されつつあり、日本国内においてもシステム検討・

では住友精密工業が唯一の製造メーカーとなってお

開発が行われつつある。

り、P-2J／YS-11／US-1AおよびP-3C用プロペラ等の

パイロットのコマンドに応じてエンジンの出力を

ライセンス生産と、C-130H、E-2C、サーブ340、サ

制御する装置としてエンジン燃料制御装置があり、

ーブ2000用プロペラ等の修理やオーバーホールを行

従来は機械式計算装置で防衛需要主体でライセンス

っている。

国産されていた。
最近では新しく開発されるエンジンのほとんどが

回転翼機用のローター・ブレードとトランスミッ
ションは川崎重工と三菱重工でライセンス生産及び

FADECによるコントロールを採用している。将来

修理が行われているが、国産の独自開発もOH-1、

の民間需要の進展に期待をかけて、石川島播磨重工、

BK117、MH2000で行われている。

川崎重工、三菱重工などで研究開発が積極的に行わ
れるようになり、海外からも技術提携についての引

またAPU（Auxiliary Power Unit：補助動力装置）
は、島津製作所で主に防衛庁向けの修理が行われて
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いるが、民需では川崎重工がアライド・シグナル社
（平成11年にハネウェル社と合併）との間で、民間

れている。
さらに、無人機の分野では富士重工がFCC

小型航空機用に引き続き、中型旅客機（MD-90、 （Flight Control Computer）内蔵のプログラムで完
B737、A320シリーズ）用の補助動力装置（APU）

全自律飛行を可能とする飛行制御システムを成功さ

の国際共同開発／生産契約を締結し、平成8年4月以

せている。

降B737改良機型及びA320に搭載されるAPUの分担
品を、2,000台分以上納入している。

【航法システム】
航法システムは、飛行中の航空機の位置（機位）
を把握し、安全、迅速、確実に目的地に到着させる

5 アビオニクスと飛行制御システム
【飛行制御システム】

ためのシステムであり、機体に装備した機器のみで
航法データを取得できる自立航法システム、地上航

最近の飛行制御は、航空機を効率よく運用するた

法援助施設や人工衛星からの電波を利用した無線航

めの総合的な飛行管理システムFMS（F1ight

法システム、衛星航法システム及び着陸誘導システ

Management System）と斬新な制御特性の飛行機

ム等多岐にわたっている。

を作り出す技術ACT（Active Contro1 Techno1ogy）

航法システム機器メーカーは、多岐にわたる応用

を2本柱として、飛行・運用の両面で改善を図って

分野に多数存在し、お互いにしのぎを削って競争し

いる。両者はお互いに相互補完関係にあり、FBW

ているが、相対的に米国メーカーが強い。日本は開

（F1y By Wire）と呼ばれる電気的に信号を伝達す

発機種が少ないため、その開発能力は遅れているが、

る飛行制御システムにより実現されている。
飛行制御システム関連機器やシステムの分野で

成功したメーカーも出てきている。また、東芝のよ

は、軍用機、民間機共に欧米有力メーカーが競争状

うに慣性航法装置とGPS受信機を組合せた複合航法

態にあり、特に米国が一歩進んでいる。日本では開

装置を開発して航空機に塔載した例もある。トキメ

発経験が少ないが、日本航空電子がF-2支援戦闘機

ックは高精度を要求される航空機搭載用として初め

の最重要装備品であるフライト・コントロール・コ

て光ファイバー・ジャイロの実用化に成功し、東京

ンピューター・システムを米国と共同で開発してお

航空計器もリング共振方式による光ファイバー・ジ

り、技術力の向上は著しいものがある。

ャイロの開発に成功している。

ACTやFBWはT-2CCVで飛行実証され、その技術

また、無人機の分野では富士重工がINS（Inertial

はF-2にて実用化され、戦闘機分野では世界的水準

Navigation System）と電波指令の併用により完全

にある。民間機の分野でも長年にわたる努力の結果、

自律飛行する航法システムを開発している。

帝人製機はB777のプライマリ・フライト・コントロ
ール・アクチュエーション・システムをアメリカの
企業と共同開発し、受注している。
日本のメーカーが欧米有力メーカーと競争して、

【フライトデッキ・システム】
フライトデッキ・システムは、飛行（航法）計
器・姿勢表示システムと視覚及び聴覚警報システム
に分類される。操縦席のセンター・ペデスタル位置

この分野の国際市場に参入するには多くの困難が伴

等に設置されている、いわゆるヒューマン・マシ

うが、川崎重工のように、長期的視野に立ってヘリ

ン・インタフェース・システムである。

コプタ用フライ・バイ・ワイヤ・システムや、マ

東京航空計器、横河電機、島津製作所、トキメッ

ン・マシン・システムのインターフェースにファジ

クなどが有力メーカーとなっている。日本メーカー

ー・システムを適用するなど独自の研究開発に取り

は、高分解能カラーCRT（Cathode Ray Tube）を

組んでいるメーカーもある。

世界に供給しているが、その周辺回路を含むシステ

また、日本航空電子工業は、フライ・バイ・ライ

ムについては開発機会に恵まれず、世界水準まで達

ト（FBL）用重要部品であるARINC-629規格

していない。その他の機器についてもシステム化に

FOSIM（Fiber Optic Serial Interface Module）を世

ついては同様であり、機器単体での国際市場参入は

界で初めて開発、ボーイング社に提供して飛行実験

十分期待できるが、システム面への参入は必ずしも

が行われ、注目を浴びているところである。関連メ

容易でない状況にある。

ーカーにおいても対応する製品の研究開発が進めら
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中には慣性航法システムやGPS受信機などで輸出に
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6 電源システム

（Liquid Crysta1 Disp1ay：液晶表示器）／MFD

航空機の電源システム及び分配電システムは、機

（Multi-Function Display：多機能表示器）が開発さ

内の電気・電子システムのデジタル化、飛行制御に

れ、F-2支援戦闘機に搭載され、さらに新小型観測

おけるFBW/FBLの採用、アビオニクスを始めとす

ヘリコプタOH-1に採用され、又、対潜ヘリコプタ

る搭載装備システムの増加による電力の増加などの

ーSH-60Kにも採用が決定している、民間機にあっ

要因により、故障に対してより一層の高い信頼性が

てはコックピットのメイン・ディスプレイとして

要求される。また、小型軽量化や低燃費を重視する

B777に採用されたDU（Display Unit）およびCDU

最近の傾向の中で、エンジンの機械的動力を電気エ

（Control Display Unit）用LCDモジュールをホシデ

ネルギーに変換する発電システムは、更なる高効率

ン（現フィリップス・モバイル・ディスプレイ・シ

化が図られている。

ステムズ神戸）が独占供給している。さらに最近で

航空機用電源システム・メーカーは世界に10社程

は、エアバス社A340、330、320向けのLCDモジュ

度存在するが、そのシェアは米国に集中しており、

ール（6.25"×6.25"）を横河電機が供給を始め、今年

中でもハミルトン・サンドストランド社のシェアが

からA380向けのLCDモジュール（6"×8"）の供給を

非常に大きくなっている。

始める。

国内では、神鋼電機が大正10年に国産初の航空機

島津製作所は、戦闘機やヘリコプターなど航空機

用発電機開発以来の長い経験を生かし、戦後の航空

用のヘッドアップ・ディスプレィ（HUD）を手が

産業再開と同時に、当初は欧米メーカーとのライセ

けており、防衛庁向けでは100パーセントのシェア

ンスにより殆どの国産機の発電機を生産した。更に

を持っている。

は独自開発の革新的なVSCF（Variable Speed

【その他の航法支援システム】

Constant Frequency）方式による、国際競争力のあ

航法補助システム関連では、東芝が開発した

る高品質・高信頼性の発電システムを実用化すると

MAP ジェネレータがC-1型輸送機、F-2支援戦闘機

ともに、一次・二次配電分野においても、コンピュ

用に実用化されている。これは慣性航法システム等

ーター制御による高効率分配電技術も実用化の域に

から得られる自機位置データ等を用いて電子的に擬

迄向上させた。

似三次元地図をコックピット表示器に表示するもの

帝人製機は、米国メーカーからの技術導入により

である。パイロットはコックピット表示器のスイッ

CSD（Constant Speed Drive：定速駆動方式）単体

チ操作のみで各種航法情報を画面上に表示すること

機器の国産を実施している。その供給は国内に限定

ができ、ワークロードが大幅に軽減されている。

されているが、技術力の向上には著しいものがある。

川崎重工及び古野電気はヘリコプター航法支援器
材としてGPSを位置センサとするマップ・ディスプ
レイ装置（GPS／MAP装置）を共同で開発した。

7 降着システム
降着システムは、着陸時の衝撃の緩衝、地上走行

このGPS／MAP装置は、世界で初めての対地接近

時の路面凸凹による衝撃の緩衝と吸収、着陸停止時

警報機能を有しており、また本装置とデータリン

のブレーキ、地上走行時のステアリングを行うシス

ク・システムを組み合せた機体どうしの衝突回避シ

テムであり、降着装置（脚柱、オレオ等）、ブレー

ステムも完成させている。

キ、ホイール及びタイヤ等の機器で構成される。

エア・データ・システムは周辺システムのデジタ

降着システムは、従来は構成機器単位で機体メー

ル化に合わせて、温度、圧力各センサがデジタル化

カーにより調達されていたが、近年は降着装置メー

及びデータバス化されてきた。更にセンサ及び電子

カーがプライムとなって全構成機器を含んだ降着シ

回路の小型化に伴い、ピトー管とセンサ部分を一体

ステムとして受注開発しようとする傾向が見られ

化し、データ・バスに接続するインテグレーテッ

る。

ド・エア・データ・センサの開発が進められてい

日本では住友精密が降着装置を独自に設計・製作

る。米国のメーカーが有力であるが、日本でも島津

し得る技術水準に達している。同社は、防衛庁納入

製作所など数社が参入している。

機体向けに加えて、ボンバルディア社のCRJ700/900旅客機の降着装置をグッドリッチ社（旧メ
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ナスコ社）と共同開発し、納入している。

三菱電機は、米ボーイング社が計画する航空機向

また、ブレーキ、ホイールに関してはカヤバ工業

けの高速グローバル通信サービス「コネクション・

が独自に設計・製作し得る技術水準に達している。

バイ・ボーイング」に参画し、共同開発を行なって

ブリジストンが開発した、従来型に比し重量を軽

いる。コネクション・バイ・ボーイングは、既存の

減したラジアル・タイアは、B777に採用され、日本

通信衛星、地上ネットワークおよびテレビ局を利用

向けのB777に採用されている。

して、航空機向けに双方向の高速通信サービスを提
供するもので、機内でインターネットを利用できる

8 客室・機内システム

ほか、テレビ番組を放映したり、航空会社の運行部

客室・機内システムは、他のシステムにくらべて

門を対象としたデータ通信サービスも提供する。コ

国際市場への進出について大きな制約がない。日本

ネクション・バイ・ボーイングには松下電器の子会

のメーカーは機内娯楽システム、座席、ラバトリィ、

社で、旅客機の機内エンターテイメント機器を製造

ギャレイ、照明装置などの輸出をおこなっており、

する松下アビオニクスシステムズ（株）も参画して

世界でもトップクラスのシェアを持つ企業も少なく

いる。
このシステムは将来、航空管制をも様変わりさせ

ない。
ジャムコは、世界で生産される旅客機のギャレィ
（旅客機用厨房設備）の約30%のシェアを持ち、JAL、
ANA、シンガポール航空、英国航空、カンタス航

る可能性を秘めているともいわれている。わが国メ
ーカーがアビオニクスの分野でも欧米メーカーに伍
して活躍することが期待される。

空、エールフランスなど世界90社以上の航空会社へ
納入しており、ラバトリィ（化粧室）では世界で生
産される旅客機の約50％のシェアをもち、ボーイン

三菱電機は、平成元年に次期支援戦闘機（XF-2）

グ社が生産するB717、B747、B767、B777、MD−

用のレ−ダ・システムの開発に着手し、平成8年度

11、MD−80／90型旅客機に独占供給している。

からF-2搭載用として量産を開始した。本システム

昭和飛行機では、主としてボーイング社B747のフ

はアクティブ・フェイズド・アレイ方式を採用した

レーターおよび改造フレーターのギャレィを製作

最新システムであり、従来のパルス・ドップラ−方

し、同社あるいはその換装作業を行っている海外の

式のレ−ダシステムと比較して、信頼性の向上およ

改造機メーカーへ出荷している。その他JAL、

び多機能化を実現した。

ANAをはじめてとして海外を含む多数のエアライ

T-33、F-86、T-1の脱出装置は、米国からの輸入

ンにカート（ミール、リカーほか）を納入している。

品であったが、T-2の国産開発を契機として、ダイ

横浜ゴムはラバトリィで、小糸工業は安全性を向

セル化学がライセンスに基づき脱出座席を設計、製

上させ新機能を付加したファーストクラス用座席

造し、脱出座席の国内メーカーが誕生した。また、

で、松下電器は機内AV（音響、映像）システムで

近代的な脱出装置としてF-15J用の脱出装置である

海外から高い評価を得ている。

ACES-Ⅱを同社がライセンス生産した。その後国内

小糸製作所はB767客室読書灯の採用を契機に
B747に客室読書灯を継続供給し、又

84

9 その他

開発されたT-4、F-2においても、同社がライセンス

B737にはウ

に基づき、開発、製造を担当している。現在、世界

ィンド・ヒート・コントロール・ユニットとして採

の流れは、次世代の脱出座席に向かっており、同社

用された後、同ユニットをB737−700に継続供給し

も将来脱出システムに向けた研究を実施中である。

ている。更にLED使用による読書灯あるいは禁煙表

航空機を構成するシステムではないが、最近、そ

示灯等のLED式機内情報ディスプレイを開発し、ボ

の開発、導入がとみに活発化しているのが各種のシ

ーイング社の他コンチネンタル航空等のエアライン

ミュレータである。特にフライト・シミュレータは、

会社に納入している。

多用な条件下で航空機の飛行状況を実機同様に模擬

近年、国際産業ビジネスの拡大に伴い、内外エア

できることから、パイロットの操縦技術向上、及び

ライン各社は乗客サービス充実の一環として、通信

各種訓練実施に不可欠なものとなっている。三菱プ

衛星を利用した航空国際電話の導入を検討してお

レシジョンではフライト・シミュレータの分野で世

り、一部では実施に移されている。

界のトップレベルの技術をもって活躍しており、最
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近では機体会社など数社がこの分野に参入してい

の用途の性格上極めて高度の生産技術、品質管理技

る。また、航空交通管制業務に携わる航空管制官の

術が必要であり、設備の大型化も必要とされている。

教育訓練、技能の維持向上のために使用する管制官

我が国においては、需要規模が非常に小さかったこ

向けの訓練装置もある。コンピューターが生成する

ともあり、生産体制面での整備が全般的に遅れてい

飛行場及び同周辺空域、航空機、車両等、飛行場管

た。しかも、航空機機体・エンジンがライセンス生

制塔から見た情景を大型スクリーンに映し出し、そ

産主体であったことが影響し、各素材とも鋳造品を

の映像を見ながら教官と管制指示のやり取りを実施

除いて国産化率が低く、大型品や小ロット品はその

することで飛行場管制の教育訓練を行うものであ

ほとんどが輸入依存となっていた。しかし、その後

る。この分野では、東芝テスコが実績を有している。

の素材メーカーの積極姿勢により、現在では大型の

国内100あまりの空港に設けられている各種の航

板・鍛造品製造設備も整備され、かなりユーザー・

空保安無線システム、航法支援装置、航空管制装置

ニーズに対応できるようになってきたが、更なる大

などは、ほとんどが国産品に代わっており、さらに、

型化対応が必要となってきている。

システムとして輸出も行われ始めている。

複合材料強化繊維のうち、高機能炭素繊維におい

整備用器材・装置の分野では、当初はほとんど外

ては我が国は世界の供給基地的立場にある。ボロン

国製品であったが、現在では一部の特殊なものを除

繊維、アラミド繊維については、技術開発に努めて

く計測機器、検査機器、大型据付試験器材、工作機

いるものの現時点では事実上米国メーカーによる市

械などその多くは国産されている。最近、ジュピタ

場独占の状況にある。

ー・コーポレーションが開発したエンジン検査装置
などの一部の器材は、海外の販売にも弾みがついて
いる。

1 アルミニウム合金
軽量性・信頼性・経済性等により、アルミニウム

最近は防衛需要の伸び悩みから、民需を目指して

合金（超ジュラルミン、特にわが国で発明された

各社が新しい分野の開拓に努力しており、三菱重工、

超々ジュラルミン）は古くから機体材料として使用

石川島播磨重工は、東南アジアにおける航空機エン

され、航空機工業の発展に貢献してきた。アルミニ

ジン・テスト装置の受注活動を活発に展開してお

ウム合金は機体の主構造材として現在も多用されて

り、シンガポールから大型エンジン・テスト・セル

おり、民間機で約75%、軍用機で30〜80%の比率を

を受注するなどの実績を上げている。

占めている。
アルミニウム合金生産には、用途の特殊性から高

2節 航空機素材産業

度の技術力、大型専用設備が必要となる。神戸製鋼、
住友軽金属、古河電工など有力メーカーは、昭和60

ライト兄弟の頃、初期の飛行機の機体は木と布と

年代末期共同で四日市に大型押出し設備を設置した

ワイヤで作られていた。その後の航空機の進歩及び

り、昭和56年から平成3年にかけ相次いで大型圧延

ニーズの多様化・高度化に対応し、アルミニウム合

機を中心とする工場の新設･改造を行うなど製造体

金、高張力鋼が開発・実用化され、また軽量化や耐

制を整備し、また機体メーカーとの共同研究を進め、

熱性向上の観点からチタン合金やニッケル系を中心

現在では多くの航空機用アルミニウム合金製品を開

とする耐熱鋼・超合金が、更に一層の高性能化に対

発している。

応するためセラミックス、炭素繊維を中心とする複
合材料等が開発・実用化されてきている。
航空機用エンジンの材料は、高温化、高強度化、

板製品では、テーパー・ストリンガー用7075合金
（住友軽金属、神戸製鋼）
、広幅ポリッシュド・スキ
ン用クラッド2024合金および同ポリッシュ技術（古

軽量化の要求により、鉄鋼材料中心の材料構成から

河電工、神戸製鋼、）を確立している。超塑性加工

チタン合金と超合金中心の材料構成に変わってきて

用7000アルミニウム合金も開発され（神戸製鋼、住

いる。今後これらの要求はさらに強まり、セラミッ

友軽金属、三菱重工）、空気取り入れ口などに実用

クス基、金属基の複合材料や金属問化合物の実用化

化さている。

が期待されている。
航空機用素材の中で、金属系素材の製造には、そ

ユーザーの機体メーカーでは、従来のリベット構
造から厚板の大型マシニング・センター加工による
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一体構造化、エージ・フォーミング、ピーン・フォ

で約7%、軍用機で10〜40%程度使用されている。

ーミングによる成形加工、ケミカル・ミーリングな

チタンは、製造時の熔融状態では活性なため、特

どの実用化を行ってきた（三菱重工、川崎重工、富

殊雰囲気で合金化するが、圧延などの加工は鉄鋼設

士重工）
。

備を共用できるので神戸製鋼、住友金属、日本鋼管、

鍛造品では、神戸製鋼は平成7年に8,000トンプレ

新日本製鐵、大同特殊鋼、日立金属、三菱マテリア

スを中心とするアルミニウム・マグネシウム鋳鍛造

ルは、航空機用合金製品を開発するとともに、機体

品工場を移転新設し、B767用7175合金ウインド・フ

メーカーと共同で成形加工技術、切削加工技術など

レームの認定を受け、その後他の機種にも展開して

の低コスト加工法を開発しており、航空向けには

いる。また、高靭性7050合金鍛造品をT-4のウイン

400トン／年規模に出荷を拡大している。

グ・フレームなどに適用するなど、油圧部品、桁材

チタン合金鍛造品については、J79、T-2、F-1等、

など、製品範囲を拡大している。同社は、鋳造品と

防衛庁関連機種向け部品を中心に国産化が進めら

して従来からの製品に加え、新鋳造法によるB777ド

れ、F100エンジンでは、ファン・ディスク、コンプ

ア用ヒンジ・アーム、オイル・パッセージのあるエ

レッサー・ディスクを含め約90％が国産化されてい

ンジン関連ギア・ボックスの開発に成功するなど、

る。また最近の例では日米欧共同開発のジェット・

特徴ある技術を有している。

エンジンV2500のファン部やロールス・ロイス社の

近年、比強度、比弾性、耐食性に優れたAl−Li系

開発したワイドコード・ファン・ブレードなどに使

合金、急冷凝固アルミニウム合金、アルミニウム基

用されている。しかし鍛造品、鋳造品については、

複合材、微細金属組織スーパーメタル等の開発が進

需要が多品種少量であることもあり、輸入比率が高

み、国際的には一部実用試験が行われている。国内

い状態である。

では、基盤技術研究促進センターと軽圧7社の共同

一方、チタン合金の板・棒については、国内メー

出資による（株）アリシウムが、平成8年3月末まで、

カーの努力が実を結び、F-15J、P-3C等は殆ど国産

Al−Li系合金に関する研究を実施し、成果を得てい

化が可能となっている。これは、大規模かつ最新鋭

る。三菱重工と住友軽金属は、優れた超塑性特性を

の鉄鋼圧延設備を利用できる熱プロセスおよび合金

示すAl−Li合金を開発した。新しいアルミニウム合

の開発によって、高品位、安価な薄板の製造に成功

金はコスト低減と実証データの集積による信頼性の

したことが寄与している。

向上が進めば具体的需要に結びつくと期待される。

この他、チタン合金は、拡散接合・超塑性加工応

航空機の主構造材のひとつである2024合金と同等

用製品、民間航空機の油圧系統配管材料として適用

の性能を有し、耐食性や押出性等にすぐれた6000系

され、アルミニウム合金、複合材料、鉄鋼の特性を

合金について川崎重工、住友軽金属が共同開発を実

補う材料として、航空機の性能向上に寄与していく

施し、板及び複雑断面押出材による構造の一体化に

と思われる。超音速機（SST）はチタン合金の採用

よるコスト削減が期待されている。神戸製鋼、川崎

が前提である。

重工は広幅押出し材による主翼パネルの開発を実施

今後の我が国における課題は、恒温鍛造、大型精

している。航空機用アルミニウム合金は一般に溶接、

密鋳造、粉末冶金等ニャー・ネット・シェープ材を

信頼性に問題があるが、三菱重工、川崎重工、住友

より低コストで製造するための技術開発である。

軽金属は共同で、アルミニウム合金の摩擦攪拌接合

神戸製鋼、日本鋼管は、開発した合金の国際的規

技術を確立している。三菱重工、富士重工、神戸製

格への登録を進めた。我が国の航空機用チタン合金

鋼、古河電気は耐久性に優れた2000、7000系合金の

製品が世界的に飛躍する可能性を示していると期待

合金設計技術による開発、厚板材の製造技術の確立、

される。

耐熱アルミニウム合金の開発に成功し、海外メーカ
ーとの差を縮めている。

3 特殊鋼（含超合金）
航空機用の特殊鋼は、脚及びエンジンの特に高強

2 チタン合金
チタン合金は比強度、耐食性、耐熱性に優れ、現
在エンジン部分で約5〜20%、機体関係では民間機
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度が必要な主要部材向けであり、高強度合金鋼、ス
テンレス鋼、耐熱鋼など広い鋼種に及んでいる。製
品形状としては、板・棒材、鍛造材、リング圧延材、

第7章

鋳造品などであるが、いずれも国内鉄鋼メーカーの
規模からすると少量生産である。

機器・素材産業の発展

技術レベルでは、これまで主にライセンス機体の
部品を製造しており、海外と同等であると考えられ

これらの製品は、船舶・原子力用品製造設備と共

る。最近ではオイル・パッセージ付きギア・ボック

用でき、国内メーカーはいずれも高度の技術力およ

スを開発しており、航空機用マグネシウム合金の国

び、特殊溶解炉、大型鍛造・圧延設備を中心とする

産率は90％を維持している。

設備力を有しているが、チタンと同様に精密鋳造品、

合金では、従来、耐熱特性が求められるギア・ボ

鍛造品については輸入が多いのが実情である。神戸

ックス、ハウジングなどにはQE-22A-T6、EZ33A-

製鋼、住友金属、日本製鋼、大同特殊製鋼、日立金

T5などが用いられてきた。近年、耐熱特性と耐食

属が供給力を有している。

性に優れた、イットリウム、希土類添加したWE-

製品については、海外主要航空機メーカーやエン
ジン・メーカーの認定も取得しており、一部輸出も

43A-T6、WE54-T6合金が注目されており、更なる
適用拡大が期待される。

行われている。しかし、航空機がライセンス生産で

精錬技術の進歩によりマグネシウムの耐食性が向

ある関係上、欧米で開発された材料が指定されてい

上しているといわれるが、革新的高強度・高耐食性

る。すなわち、我が国特殊鋼メーカーの、生産技術、

の向上を目指す急冷凝固マグネシウム粉末冶金材、

品質管理技術は国際水準にあるが、我が国航空機工

マグネシウム基複合材などの研究が進められてお

業の自立化が今一歩の現状では、新材料・新プロセ

り、将来が期待される。

スの開発、あるいは大型設備の導入の面では先頭に
は立ちにくい状況にある。住友精密及び日立金属は、
日本航空宇宙工業会の委託研究で脚用高強度ステン
レス鋼を開発し国際的に特許を申請している。
超合金については、石川島播磨重工が一方向凝固

5 複合材料
複合材料は、広義には『異質で異形の材料を組合
せ合成することにより得られる、単体では持ち合わ
さなかった優れた性質を有する材料』と定義され、

多結晶および単結晶精密鋳造タービン・ブレードを

航空機では、強化材として繊維を用い、母材として

実用化しており、同社と三菱マテリアルは高温高強

樹脂を用いる繊維強化複合材料を指すことが多い。

度ディスクの研究開発を行っている。なお、エンジ

航空宇宙用途では、炭素繊維（CF）と熱硬化性

ンの一層の性能向上を目的として、金属化合物また

樹脂（主にエポキシ樹脂）からなる炭素繊維強化プ

は酸化物分散強化超合金、Ti―Al合金の研究も行わ

ラスチックス（CFRP）を中心とした、いわゆる樹

れている（石川島播磨重工、神戸製鋼、川崎重工、

脂基複合材料（PMC）の使用が主流であり、その

新日本製鐵、三菱重工、住友金属）
。

優れた力学的特性（比強度・比弾性率）により機体
の軽量化を達成している。

4 マグネシウム

複合材料の適用は、米国を中心に昭和45年頃から

マグネシウム合金は、実用金属では最も比重が小

開始され、当初の二次構造材（舵面等）から準一次

さく、比剛性が優れているので、最も軽量化効果が

構造材（尾翼等）を経て、一次構造材（主翼や胴体

見込まれる材料である。製造プロセスは、需要量の

構造等）にまで拡大されている。その採用は先ず軍

関係から鋳造と鍛造が主流であり、大型の押出・圧

用機から始まり、その後、次第に民間機にも応用が

延の量産工程は確立していない。

進められている。機体の全構造重量に占める比率は

航空機分野では、SH-60-Jなどのヘリコプター用

F-22（軍用機）で約26%、A-320（大型民間機）で約

のギア・トランスミッション・ハウジング、ジェッ

15%、スターシップI（ビジネス機）では約72%にま

トエンジン用ギアボックス、操縦系統部品、T2、

で達している。さらに、開発中のA-380で大幅に適

T4練習機のキャノピー・フレームに採用されてい

用することが検討されている。

る。

我が国においては、昭和47年に開始された防衛庁

これらの部品は、我が国航空機分野での需要量が

の「CFRPの航空機への適用化研究」を契機として

少ないこと（35t／年）
、マグネシウム合金特有の製

実用化研究が精力的に進められ、T-2高等練習機

造技術が必要であることから、国内は神戸製鋼が中

（補助翼等）
、C-1輸送機（グランド・スポイラー等）
、

心となっている。

PS-1飛行艇（スラット・レール等）や航空宇宙技術
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研究所の短距離離着陸実験機であるSTOL機（水平

材としては、更に耐熱性、耐衝撃性及び耐湿熱性

安定板、フラップ等）への適用がなされた。現在は

（ホット・ウェット）の点で不十分な点もあり、よ

T-4中等練習機や共同開発機であるボーイング767型

り性能のすぐれたビスマレイミド樹脂（BMI）及び

機等の生産にも応用されている。また、支援戦闘機

ポリイミド樹脂（PI）等について検討が進められて

F-2には、一体成形複合材が主翼に採用され、B777

いる（三菱重工、三菱レーヨン、横浜ゴム、富士重

では、国産材料（東レT800／39002）が一次構造材

工、東邦テナックス、三井化学など）
。

料用と認定され、尾翼他に適用された。このほか、

複合材料の適用範囲は、CFRPを中心に今後も拡

T-4の尾翼、小型観測ヘリコプターOH-1などにも多

大し、将来的には軍用機：40〜50%、大型民問機：

くの複合材料が適用されている。

25〜60%、ビジネス機・ヘリコプター：70〜80%ま

このように、我が国の複合材料関連技術（材料開

で適用されるとの見方がある。一方、コスト面での

発及び成形加工技術等）は、炭素繊維技術を先頭と

要求がますます高まっており、性能面や成型加工性

して世界のトップレベルに達している。東レ、東邦

の改善など課題も多い。

テナックス、三菱レーヨンが世界の生産（炭素繊維）

検査技術・修理技術の標準化（エアラインからの

で上位3社を占めているほか、横浜ゴム、東邦テナ

要求が強い）、高分子設計や分子配合技術を駆使し

ックスは昭和55年頃から、炭素、ガラス、アラミド

た樹脂の開発、繊維/樹脂界面挙動のミクロ的理解、

繊維プリプレグの生産ラインを稼動させ、ボーイン

繊維配列・樹脂の最適設計技術さらには破壊力学の

グ社などの認定を得ている。横浜ゴムではフィラメ

適用などが重要と考えられている。

ント・ワインディング方式による複合材料製ウオー
ター・タンクをボーイングに納入し、その他ウェイ
スト・システムも生産している。

6 ハニカム
ハニカム材料は主翼および尾翼、ランディング・

一方、複合材利用部品の生産では、自動切断機や

ギア・ドアの内部構造材料（コア）および動翼（フ

自動積層機等の採用によって成形品の均質化、工程

ラップ、エルロン、エレベータなど）として用いら

の合理化を行ない、品質の向上・安定化、加工費の

れている。 昭和飛行機では各種のハニカムを製造

低減を図り、各国の認定を取得している。また、大

している。

型構造物の一体成形なども一部に実用化が図られ

ノーメックス・ハニカムはB767及びB777のフェ

（三菱重工、川崎重工、富士重工、横浜ゴムなど）

アリング、メイン・ランディング・ギア・ドア、

ているが、材料開発、設計技術、生産技術、品質技

B747のフラップに使用されている。また防衛庁向け

術について体系的な研究が一層必要となってきてい

航空機、T-4中等練習機、SH/UH60J等の動翼、フロ

る。

アパネル、ローター・ブレードに使われている。

このような背景から、最近、量産化・コストダウ
ンを目的として成形法の自動化を目指した革新成形

アルミ・ハニカムはB737のフラップ、V-2500 エ
ンジンの一部として使用されている。

法〔ファイバー・プレースメント、レジン・トラン

B777及びB737NG（Next Generation）のエンジ

スファ・モールド（RTM）
、レジン・フィルム・イ

ン・ナセル構成材料としては昭和飛行機のカーボ

ンフュージョン（RFI）
、新エネルギー硬化（電子線、

ン・ハニカムが採用され、その後、より安価なガラ

紫外線、マイクロ波等）、三次元織物・ブレ−ディ

ス・ハニカムを納入している。

ングの採用〕の開発が日本航空宇宙工業会委託研究

横浜ゴムは昭和飛行機のハニカムコアを用いたラ

としても実施されている。また、ジャムコは、ADP

バトリィを製作しボーインング社に納入している。

と言うCFRP自動連続成形技術及び自動高速超音波
探傷装置を開発し、1997年からエアバス社A300、
A318、A319、A320、A330、A340の垂直尾翼スト
リンガーなど、補強材として供給を行っており、
A380では二階客室床桁材にも採用が決定するなど
用途を拡大している。
近年複合材の運用実績も集積されつつあるが、母
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7 ファインセラミックス
ファイン・セラミックスは、高強度、高耐食、高
耐摩耗性などの構造材として注目を集めている。
航空機用ではタービン・ノズルの内表面、タービ
ン翼へのコーティング材料として一部使用されるに
留まっているが、高温部のセラミックス化は、耐熱
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温度向上と軽量化を図る重要な技術として期待が大
きい。
今後、航空機への利用が期待されるのは、コーテ
ィング材としてアルミナ、ジルコニア、および窒化
けい素、炭化けい素焼結体、セラミックス基複合材
料、及び傾斜機能材料である。現在、セラミックス
の靭性改善を目的として、粒子分散、繊維強化など
様々な複合化の手法について研究開発が活発に行わ
れている。
日本航空宇宙工業会の委託研究では、炭化珪素の
蒸着技術（三井造船、石川島播磨重工）、軸受け
（富士重工、光洋精工、）、吸音ライナ（石川島播磨
重工、三菱マテリアル）などがある。
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第8章 21世紀における航空機産業の発展に向けて
2001年9月11日の米国同時多発テロを契機とする
航空不況により、エアラインは大きな打撃を受け、

力整備計画（平成8年度〜平成12年度）において、
・周辺海域の防衛能力及び海上交通の安全確保能力

航空機の引き取り遅延、キャンセル等の事態を招い

については、固定翼哨戒機（P-3C）の後継機に関

た。ボーイング社の生産規模は、テロ以前の月産48

し、検討の上、必要な措置を講ずる

機から2003年初め現在24機へと半減した。こうした

・輸送力及び機動力については、輸送機（C-1）の

状況は、ボーイングなどと共同事業を行っている我

後継機に関し、検討の上、必要な措置を講ずるこ

が国航空機メーカーの操業に大きな影響をもたらし

とに対応したものである。

ている。

両航空機の開発決定にいたる過程では、２機種同

また、防衛需要はこのところ伸び悩んでいる。ブ

時開発することに伴い所要資金が膨大なものとなる

ッシュ政権になって以降の米国を別にすれば、冷戦

ことということで、防衛庁は日本航空宇宙工業会に、

終結後世界的に防衛予算は減少傾向にある。我が国

P-X／C-Xの仕様共通化の検討を平成12年度に委託

の防衛航空機調達予算も昭和63年に3,819億円（うち

した。これは、仕様共通化の技術的妥当性とコスト

国産は3,710億円）を記録したあと減少傾向にあり、

削減効果の両面から合理性を有すると思われる仕様

最近では2,000から2,300億円（うち国産は1,900から

共通化案を策定しようとするものであった。

2,100億円程度）という水準になっている。
以上のように、我が国航空機工業をめぐる当面の
状況には厳しいものがある。
しかしながら、民需はアジアなどの高い伸びもあ
り中長期的には着実な（年率5%程度）成長が見込
まれている。技術・コストなど総合的競争力の強化、

本検討の結果、防衛庁において仕様共通化の基本
コンセプトが選定され、平成13年度予算の概算要求
が行われた。平成13年度予算成立後、選定された基
本コンセプトに基づいた提案要求（RFP）が出され
た。
防衛庁は主担当会社として立候補した川崎重工、

世界市場への対応など、着実な取り組みを進めてい

三菱重工、富士重工の提案を「企業の開発・生産能

くことが必要である。

力」
、
「開発体制」
、
「機体構想」
、
「整備・補給体制」
、

防衛需要は、我が国航空機需要の6割以上を占め、 「コスト」の5項目を比較、評価し、平成13年11月主
航空機の技術基盤、生産基盤を中核として支え、構

契約会社を川崎重工に決定した。

成している。中断や変動なく安定的な開発・生産を

２機種は機体及び装備品の一部を共用化し、同時

続けることにより、航空機工業の基盤を維持・発展

開発されることになっており、総開発費は約3,400億

していくことがのぞまれる。

円（エンジンを含む）の予定である。初飛行（予定）

幸い、ここに来て今後の航空機工業の発展につな
がりうる様々な動きが出始めた。
今後50年の発展に向け、以下のような機会を活用
し、これまで築いてきた基盤を固めるとともに、新
たな発展をとげることが期待される。

はP-Xが平成18年、C-Xが19年、開発完了（予定）
はP-Xが平成22年度、C-Xが平成23年度となってい
る。
また、経済産業省は、平成13年9月4日開催の産業
構造審議会航空宇宙産業分科会第1回航空機委員会
で、P-X／C-Xの民間輸送機転用については「積極

1節 わが国主導の航空機開発

的に検討すべきだ」との有力意見があり、このため
平成14年5月、防衛庁、国土交通省、経済産業省、

1 次期固定翼哨戒機・次期輸送機（P-X、C-X）
の開発
次期固定翼哨戒機（P-X）及び次期輸送機（C-X）

で構成する「航空機開発推進連絡・調整協議会」を
設置した。同協議会は、P-X／C-Xの開発機会を最

は、それぞれ現用のP-3C、C-1の後継機として、平

大限に活用した我が国主導の民間航空機開発を目指

成13年度から開発が開始された。

し、我が国における航空機工業の発展および航空運

これは、平成7年12月15日閣議決定した中期防衛

90

主力機体メーカー、主要エアラインなどなどの代表

第1部

総論

送事業等航空機利用事業の高度化・多様化等に資す
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るため、所要の連絡・調整を行うことを目的として

て、平成17年度頃までに材料技術を駆使した軽量化

いる。

等による環境適合性の確保、情報技術による操縦容

大型機（機体規模からは世界的にみると中型機で

易性の実現等を可能とする航空機関連技術の開発・

あるが）の国産開発としては約30年ぶりのプロジェ

選定・地上検証を行った後、平成19年度頃までに当

クトであり、技術・生産基盤の維持育成の観点から

該技術を搭載した試作機の設計・製造、飛行試験を

も大いに期待されている。

行い、トータルシステムとしての技術の有効性を実
証しようとするものである。

2．その他の防衛庁プログラム
平成12年12月15日閣議決定の中期防衛力整備計画
（平成13年度〜平成17年度）では、情報能力に関し
て、「情報については、我が国周辺の安全保障環境

事業期間は平成15〜19年度頃（5年間程度）で、
1/2補助で事業規模は500億円（官民合計）である。
技術開発の概要は以下の通りである。
（1）環境負荷低減を図るため、軽量化・低抵抗化に

をはじめとする国際情勢等の各種情報をより迅速・

より燃費を格段に向上（約20％改善）

正確に把握するため、技術の進歩に的確に対応しつ

・複合材料の大型・高速成形技術、軽量金属の

つ、各種情報収集器材・装置の充実を図る」と記述

摩擦攪拌接合（低摩擦熱での溶接技術）等の

している。

材料加工関係技術

このような背景のもと，日本航空宇宙工業会は防
衛庁情報本部から高高度無人機に関する調査研究を

・高性能空力設計技術等
（2）情報処理／制御技術を活用して操縦容易性及び

受託している。平成13年度は「高高度無人機用通信

高性能化を実現

技術等に関する調査研究」を、三菱重工、川崎重工、

・危機時における操縦マニュアルのコックピッ
ト画面表示技術

富士重工、石川島播磨重工の協力の下で、各種エン
ジン形式（ファン・ジェット，ターボプロップ，レ

・三次元画面表示による飛行状態認識のサポー
ト技術

シプロ）、滞空高度／時間、ペイロード重量等のト
レードオフ・スタディを主体に実施した。平成14年

・コンピューター上で試作機の製作・試験を行

度は「高高度無人機用センサシステム及び情報伝送

う技術（開発期間の短縮化、コストダウン）

システム等に関する調査研究」を、4重工に三菱電

等

機、東芝、日本電気、富士通、日立を加えた各社の

（3）開発・生産システムの効率化

協力を得て、搭載センサシステム（光学機器、

・最新のCAD／CAM技術を活用した大規模シ

IRST機器、エリント／コミント機器、レーダ機器）

ステムの設計・製造の短時間化／低コスト化

及び情報伝送システム等のトレードオフ・スタディ

技術

を主体に実施した。
将来、本プロジェクトが具体化されることが期待
されている。

4．環境適応型小型航空機用エンジン研究開発
上述の環境適応型高性能小型航空機研究開発と同

また、同計画では、技術研究開発について「技術

様、経済産業省が平成15年度から開始予定のプロジ

進歩のすう勢等を十分に勘案して、先端的な技術の

ェクトである。今後、着実に市場が見込まれ、かつ

確立に資するため、技術実証型研究を含む各種研究

競合機種が限られている次世代小型航空機用エンジ

を行う」としている。先進技術実証機計画を推進し

ンの開発を効率的に推進するために必要な技術の開

て、ステルス高機動技術などの新技術を追求してい

発を行うものである。エネルギ使用効率の大幅向上

くことが望まれる。

を実現するためのシンプル化構造設計技術、より厳
しい環境性要求に適合するための環境対策技術等の

3 環境適応型高性能小型航空機研究開発
経済産業省が平成15年度から開始予定の研究開発
プロジェクトである。
今後急速に市場拡大が見込まれ、かつ競合機種が
限られている30〜50席クラスの小型航空機につい

開発により国際競争力を強化することを目標にして
いる。
事業期間は平成15〜21年度頃（7年間程度）で、
事業規模は350億円（官民合計）である。技術開発
の概要は以下の通りである。
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（1）エネルギー使用効率を大幅に向上するシンプル
化構造を実現

翼、複合材技術の適用などより難度の高い分野への
参画を図りつつある。

・部品点数・段数の大幅削減を実現（高負荷化
技術）
・部品点数の大幅な削減（部品統合設計技術）
（2）騒音、NOx等に対する優れた環境対応
・高バイパス比化による低騒音の実現（ファン
騒音低減技術）

1 A380
A380はエアバスインダストリー社が長距離・大
量航空輸送市場を席巻しているボーイングB747に対
抗するために開発中の旅客機である。総二階建ての
機体で、標準仕様で555席の座席数を有し、輸送力

・適切なタービン入口温度の設定によるシンプ

重視の短距離仕様にした場合990席まで搭乗が可能

ル冷却構造（シンプル構造低NOx燃焼技術）

といわれている。2003年2月末現在10社の顧客から

（3）インテリジェント化により相反する要求を実現
・高負荷かつ高信頼性を実現（予知予防制御技
術）
・低NOxかつシンプル構造を実現（燃焼制御技
術）
（4）高バイパス比比等による高性能を実現
・高バイパス比化による燃料消費率の低減（燃
料消費率低減技術）
・部品点数・段数の削減（重量低減化技術）

計103機の受注を獲得している。2004年初飛行、
2006年初頭に運航を開始する予定である。
わが国航空業界では、共同開発の相手方としては
ボーイング社の比重が高かったが、新たにA380開
発に参画する企業も多い。平成15年2月末現在、日
本企業13社が本プロジェクトに参加することが発表
されている。13社がA380から得る売り上げは21億
1000万ドル以上といわれている。参加企業及び担当
する部位又は提供する素材は以下のとおりである。
○ジャムコ：①2階席用フロアクロスビーム、②垂

2節 国際共同開発の進展

直尾翼用構造部品
ジャムコは同社が独自開発した革新的アドバン

航空機及びエンジンの開発には長い年月と多額の

ス・プルトルーシヨン製法技術を用いて、炭素繊

資金を要する。特に、機体などの開発費は燃費、環

維複合材を使用した上記製品を納入する。同社は

境規制への対応など機体要求性能の高度化に伴い

平成8年（1996年）以降、A300を除く全てのエア

年々増大する傾向にある。

バス機向けに垂直尾翼用構造部材を供給してい

1980年前後にローンチしたB757、A310，などの
開発費は1,000億円（10億ドル）程度だったといわれ
ているが、1990年頃のＢ777では5,000億円に上昇し、

○東レ：PAN系炭素繊維「トレカT800S24K」
東レは「トレカT800S24K」の開発と製造を行

2000年代初頭のＡ380では1兆円をかなり上回ると見

う。東レはすでに他のエアバス機に対しても炭素

られている。大型機の開発は単独の民間企業の負担

繊維素材を提供してきた。中弾性炭素繊維を提供

能力を超えるものとなってきている。

するのは初めてである。

大型の民間機の開発は、開発リスクの分散、市場
の確保・拡大等を狙い、国際共同開発が世界的な趨
勢となっている。
こうした中、わが国の航空機工業は、技術蓄積、

○東邦テナックス：PAN系炭素繊維「ぺスファイト
IM60024K」
東邦テナックスは「ペスファイトIM60024K」
の開発と生産を行う。同社はこれまでも炭素繊維

産業基盤の維持発展などの観点から、第4章、第5章

素材を既存のエアバス機に提供してきたが、中弾

で見たように各種の国際共同開発プロジェクトに参

性炭素繊維を提供するのは初めてである。

画してきている。

○住友金属工業：純チタンシート

パートナーは、現段階ではボーイング社、3大エ

純チタンシートはエアバス社の他の航空機プロ

ンジンメーカーが中心であるがカナダ、ブラジルな

グラムでもすでに採用され評価の高いものであ

どのメーカーとの共同開発も進展し、参加の形態は、

る。

当初の一部部材の製造を分担するものから、プロジ
ェクトのより初期段階から参画し、分担としても主
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る。
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○三菱重工：①前部貨物ドア、②後部貨物ドア
三菱重工はすでに、A330／A340ファミリー向
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け後部貨物ドア、A320ファミリー向けシュラウ
ド・ボックスを生産している。
○富士重工：①垂直尾翼前縁・後縁、②垂直尾翼端
およびフェアリング
富士重工がエアバス社の航空機プログラムに参
画するのは、今回のA380が初めてである。
○日本飛行機：：水平尾翼端
日本飛行機がエアバス社の航空機プログラムに
参画するのは、今回が初めてである。
○新明和工業：翼胴フィレット・フェアリング
フェアリングは炭素繊維強化プラスチック製

21世紀における航空機産業の発展に向けて

平成14年1月（財）日本航空機開発協会、三菱重
工、川崎重工、富士重工はボーイング社とソニッ
ク・クルーザー開発に先立って実施する共同研究に
関する覚書を調印し、軽量低コスト構造設計製造技
術等の研究を実施することとなった。
こうした中、同年12月ボーイング社は、ソニッ
ク・クルーザーの研究を継続するとしつつ、「B737
とB767の中間サイズとなる次期航空機の開発を視野
に入れ検討してきた結果エアラインが望んでいるの
は「効率性」であり、今日の航空機より約15〜20%
燃料効率がよいSEA（超高効率輸送機）の開発に注

（CFRP）で、新明和工業がエアバス社の航空機プ

力し、2008年の運行開始を目指す」ことを発表した。

ログラムに参画するのはA380が初めてである。

本機は、今後、関係企業やエアラインとの協議を

○横浜ゴム：貯水タンクおよび浄化槽タンク
これらのタンクは炭素繊維を用いたCFRP（フ
ィラメント・ワインディング法）で製造される。
横浜ゴムがエアバス航空機に部品を供給するのは
これが初めて。
○日機装：カスケード（逆噴射流整流格子）
エンジンナセルの逆噴射装置に用いられる炭素

経て、計画構想、国際共同開発の体制についてより
具体的な検討が進められていくものと見られてい
る。
ボーイング社はSEAの潜在需要を2,000〜3,000機
と予測しており、本プロジェクトが予測どおり順調
に立ち上がった場合には、かってなかった規模の大
型共同開発になる可能性もある。

繊維強化プラスチック製のカスケードを生産す

我が国航空機工業界としても、本機の市場性、事

る。日機装は他のエアバス機の逆噴射装置用カス

業の成立性等を見極めつつ、参加の方式などについ

ケードをこれまでも供給してきた。

て、今後ボーイング社と協議を進めて行くことにな

○横河電気：コックピットのディスプレィ・モジュ
ール
横河電気はA340-600にもディスプレィ・モジュ
ールを供給している。
○カシオ計算機：TFT液晶パネル
カシオ計算機は、6インチ×6インチのTFT液晶
パネルを横河電気に供給する。カシオ計算機も

るものと見られる。
SEAへの搭載エンジンは未定だが、大手エンジ
ン・メーカーは開発への興味を示していると伝えら
れている。わが国エンジン・メーカーの中でも、す
でに石川島播磨重工はGEと共同事業の検討に入っ
ている。こうした動きが今後いっそう活発化すると
見られる。

A340-600向けに液晶パネルの供給を行っている。
○牧野クライス製作所：高性能マシニング・センタ
ー

3節 次世代超音速輸送機（SST；Super
Sonic Transport）

高性能マシニング・センターは主翼の精密部品
製造に利用される。

超音速輸送機は、1968年12月31日に初飛行したソ
連のTu-144と、翌1969年3月2日初飛行の英仏共同の

2 B7E7；超高効率輸送機（SEA：Super
Efficient Aircraft）

コンコルドの２機種が存在する。その後、アメリカ
のSSTプログラムが1971年3月に中止されてからは、

ボーイングは超大型機A3XX（2000年12月A380と

新たな機体が出現することはなかった。しかしなが

して開発決定）に対抗するため、B747をベースに

ら1980年代後半から、将来の太平洋圏を中心とする

B747-Xを開発する計画を立てたがこの構想は実現に

長距離輸送の増大やビジネス領域の拡大に伴い、旅

至らず、2001年3月、より高速（M0.95-0.98）で、よ

行時間短縮即ち高速化の期待の高まりと、それを支

り航続距離の長い200〜250席程度の「ソニック・ク

える技術の進歩が相侯って再び開発気運が盛り上が

ルーザー」の開発を発表した。

り、世界各国で技術開発が進められてきた。次世代
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超音速機は膨大な開発費の負担や需要の面から国際
共同開発が世界的なコンセンサスとなっている。

次世代の超音速輸送機の巡航速度はM2.0〜2.4が

我が国においても昭和62年度以降、日本航空宇宙

想定されているが、高速飛行に伴う空力加熱のため

工業会が通産省の委託を受け、将来の国際共同開発

機体表面温度が最高110〜180℃にもなる。従って軽

に備えて調査・研究を行なってきた。

量で、かつこの高温に耐える材料・構造が、特に重

昭和62年度は「SST/HST開発動向調査」
，昭和63

要な研究開発の課題となる。構造様式としては、耐

年度は「超音速輸送機開発動向調査」として飛行速

熱複合材とチタン合金を主体としたものが計画され

度M2〜5クラスを中心に、開発動向、市場検討、技

ている。フェーズ2では、長期使用耐熱性が180℃級

術課題の調査及び機体諸元策定プログラムの作成を

のポリイミド系のCFRP（Carbon Fiber Reinforced

行ない、超音速輸送機の可能性を検討すると共に今

Plastics）と150℃級のビスマレイミド系のCFRPの

後の技術課題を抽出した。

双方につき、研究に着手し、平成９年度までに規模

平成元年度から通産省は、①「超音速輸送機開発

は小さいものの具体的な知見を得ることができた。

調査」、②産業科学技術研究開発制度による「超音

これら耐熱材料については、平成10年度より、後述

速輸送機用推進システムの研究開発」及び③「超耐

する「運輸用エネルギー使用合理化材料開発」プロ

環境性先進材料の研究開発」を、三位一体のプロジ

ジェクトの「耐熱複合材料の適用技術の開発」にお

ェクトとしてスタートさせた。

いて技術開発が行われることとなった。

（1）
「超音速輸送機開発調査」では平成６年度まで
をフェーズ1として、環境に適合し、かつ経済
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にも協力している。

（2）
「超音速輸送機用推進システムの研究開発」に
ついては第6章第4節を参照。

的に成立する機体仕様を見いだし、要求される

（3）産業科学技術研究開発制度による「超耐環境性

機体の実現に必要な要素技術とその開発規模や

先進材料の研究開発」は、航空宇宙等幅広い分

期間について調査を実施した。この調査では、

野で必要とされる高温環境下での強度、耐酸

要求仕様検討用の機体諸元策定プログラム

化・耐食性、靭性等に優れた先進材料の開発の

（CAD）の機能や精度の向上を計り、それを用

ための基礎技術を8年間で確立することを目標

いて座席数200〜400席、速度M2〜5、航続距離

にして（財）次世代金属・複合材料研究開発協

4,500（8,334km）〜7,500nm（12,890km）の幅広

会が委託を受けて研究を行なっていたが、平成

い仕様の中から市場面、技術面において実現の

8年度で完了し、成果は国際シンポジウム等で

可能性を検討した。その結果平成7年〜平成27

発表されている。

年の技術レベルを前提に、最も有望な機体仕様

平成10年度からスタートした「運輸用エネルギー

として300席、M2.2、航続距離6,000nm

使用合理化材料開発」では、「輸送用先進複合材料

（11,112km）を決定し、機体基本形状、主要構

設計製造技術の研究開発」としてSSTを念頭に置き、

造部の高温部、エンジン形態について概念検討

耐熱性をはじめとした高い要求水準に対応できる低

を実施した他、さらに超音速機実現の上で別の

コストで軽量な複合材料を設計・製造する技術の確

重要課題である環境影響の調査を行なった。ま

立を目標としてスタートした。このためにポリイミ

た、策定したべースライン機を中心に市場性や

ド系、ビスマレイミド系を中心とした実用材料の開

技術面の見直し、空力、構造、エンジン、シス

発、各種自動積層、液相プロセス等による高効率製

テム等考慮した基本仕様の検討及び基礎試験を

造技術の開発及び複合材料による一次構造の安全性

行なっている。また環境問題をクリアできる超

と軽量化を確保するための損傷許容、座屈許容等の

音速輸送機の成立可能性が重要な課題となり、

革新設計技術の開発を行っている。また、これらで

ソニック・ブームの影響等の調査も実施した。

開発された材料、設計及び製造技術を実証・評価す

平成7年度からは開発調査フェーズ2と位置づけ、

るために、主翼内翼桁間部分構造、後部胴体パネル

フェーズ1の開発調査で判明した重要技術課題につ

及び主翼外翼大型外板パネル等の機体一次構造を対

いて、材料・構造に重点を置いて調査を実施した。

象とし、部分構造供試体の設計、試作製造、評価試

環境適合性についてもソニック・ブーム、オゾン層、

験を実施し、その軽量化と低コスト化を検証すると

空港騒音の調査を継続し、ICAOの基準策定の動き

ともに、供試体の性能と品質を評価する予定である。
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また、科学技術庁航空・電子等技術審議会が平成

の開発と実証実験」を行った。これは同年度の政府

6年に出した指針（18号答申）に基づいて、航空宇

補正予算に基づき、情報処理振興事業協会が公募し

宙技術研究所が中心となり「次世代超音速機技術の

た「企業間高度電子商取引推進事業」に応募・提案

研究開発」が平成９年度から本格的にスタートした。

して採択されたものである。（応募時の名称が「航

これは主に機体及び全体システムの開発を中心に進

空機CALSシステムの開発と実証実験」であったこ

め 、 数 値 流 体 力 学 CFD（ Computational Fluid

とから、業 界 で は 航 空 機 C A L S （ C o n t i n u o u s

Dynamics）による空力設計技術及び超音速時の性

Acquisition and Lifecycle Support）と通称された。
）

能を支配する空気取入口などの推進技術向上を目指

会員企業30社が参加してシステムの要求仕様を策定

し、平成18年度までにロケット実験機及びジェッ

し、うち20社は実証実験に参画した。国内各社はも

ト・エンジンを搭載した２種類の無人機を飛行させ

ちろん、海外企業との協業を促進するためにISO規

る計画で、約280億円の投資を予定していた。平成

格（STEP；STandard for Exchange of Product

14年7月、豪州ウーメラン実験場に於けるロケット

data model）に準拠して異種CAD間のデータ交換を

実験機（NEXT-1）の第1回打ち上げが失敗し、現在

可能とし、エンジンや各種装備品の簡素化機能など

は計画が凍結されている。

によって設計段階での同時並行的な組立シミュレー

以上のプロジェクトは密接に連携して推進される

ション（電子モックアップ）を実現すると共に、各

と共に、その実施を通じて国際交流の拡大、国際社

社の設計情報などの分散データを統合管理する機

会への積極的貢献を図り、国際共同開発を目指した

能、さらに技術文書の作成・管理機能などを業界標

運営が行なわれてきた。

準として開発することによって、航空機・装備品開

国際的には米ボーイング社、米MDC社（旧）
、英
BAe社、仏アエロスパシアル社、独DASA社の共同
研究グループに、日本メーカーも、伊アレニア社、

発の効率向上と共に業界のネットワーク化や各社の
IT環境の構築・改善を促した。
こうした成果は、現在、会員企業が執り進めてい

露テュポレフ社と共に平成3年以降参加し、市場や

るボンバルディア社やエンブラエル社との共同開発

環境の分野で活動を続けてきた。

事業、さらに防衛庁の次期固定翼哨戒機（P-X）及

しかし、この国際的な活動や米国がNASAを中心

び次期輸送機（C-X）の開発事業などで利用されて

に行っていたSSTの技術開発は、ボーイングの業績

いる。このような実用を通じ、ITの進展に対応した

悪化や欧州ではA3XX（現名称A380）を優先する等

改良が継続的に行われており、業界の技術活動に係

の事情により平成11年に中断されることとなった。

わるITインフラの整備は急速に進み自立的な展開を

また、13年間続けてきた「超音速輸送機開発調査」

始めている。

も平成13年度までで中断されている。
欧米では次世代超音速輸送機の開発計画がトーン

2 CALS/ECとEDIセンターの発足

ダウンしているが、経済性を克服するための耐熱複

平成10年から政府において高度情報化技術の活用

合材料や騒音、NOx等の環境に適合したエンジンな

による経済構造改革実現のための諸事業が進められ

どの基礎的な研究及び要素研究が、各国研究所を中

た。日本航空宇宙工業会は、このうち、経済産業省

心に継続的に行われている。我が国においても、次

が所掌して執り進めた「先進的情報システム開発実

世代超音速輸送機へ向けた着実な研究、技術開発を

証事業」
（平成10年度第1次補正予算）
、
「産業・社会

継続していくことが重要である。

情報化基盤整備事業」（同第3次補正予算）さらに
「情報システム共通基盤整備のための連携推進事業」

4節 航空機工業における情報技術共通基盤 （平成11年度予算）に対し、防衛を含む調達分野の
IT化、つまり電子商取引の実用化（技術審査、技術
（ITインフラ）の構築
変更提案などの支援機能を含む）を目指した提案を
1 航空機CALS

行い、いずれも採択された。これらの事業はそれぞ

日本航空宇宙工業会では、業界の情報技術基盤

れ独立した契約の下で進められたが、日本航空宇宙

（ITインフラ）整備を先導するため平成8年から翌年

工業会は、これらを防需・民需双方に対応し得る一

にかけて「航空機の設計・生産・運用支援システム

連の整合の取れた業界システムとして完成するた
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め、会員企業のほか（社）日本造船工業会に所属す

業界で常続的な取引関係のある国内約1,000社の登録

る企業など約40社を糾合した「防衛調達CALSコン

が予想されており、将来は、ボーイング社、エアバ

ソーシアム」を設立して事業を推進した。（そのた

ス社など外国企業との統合運用も期待されている。

め業界ではこれら一連の事業を防衛調達CALS
（Commerce At Light Speed）と通称した。
）この事
業で開発した成果は、所謂フリー・ソフトウエアと

5節 工業会規格の発行と航空宇宙品質保証
センター（JAQG）の発足

して公開し広く一般の利用に供している。
一方、日本航空宇宙工業会は、防衛庁が所掌した

航空宇宙工業における品質保証規格は、従来、米

防衛庁における研究・開発、調達、維持・管理各段

国国防省発行の米軍仕様書（MIL Spec）が一般的

階における諸活動の電子化事業（平成10年度第1次

に使われ、品質システムとしてはMIL - Q-9858Aが

補正予算）では、
「防衛庁CALS共通基盤システム」

適用されてきた。しかし、MIL Spec体系の一様な

（パイロット・モデル）のシステム設計を担当した。

適用は過剰品質をもたらし不経済になりがちである

こうした両省庁のITインフラの整備事業が同時並行

との指摘がある。一方で民需技術が著しく進歩した

的に進行し、また、いずれも日本航空宇宙工業会が

ため、米国国防省はMIL Spec体系の改革を実行し、

受注・担当した事は、システムの構成・機能・イン

それに伴ってMIL- Q-9858Aも廃止された。一方、

ターフェイスなどに関する官民双方の考え方を調整

民生品の国際的な展開の進捗に伴って国際的に共通

し整合を図る上で効果的であった。こうした成果に

な品質システムの必要性についての認識が高まり、

基づき、防衛庁は引き続き平成16年度からの本格的

1987年に、国際標準化機構（ISO；International

実運用を目指した「防衛CALS/ECシステム」を整

Organization for Standardization）は所謂ISO9000シ

備中であり、日本航空宇宙工業会は経産省の指導の

リーズを制定・発行して、ほとんど全ての産業分野

下で（社）防衛装備工業会および（社）造船工業会

にわたって広く浸透していた。航空宇宙工業でも

と共同で、平成13年6月「防衛CALS/EC協議会」を

MIL- Q-9858Aの廃止に伴い、これが広く採用され

設立してこれを支援している。

る状況となった。

96

このように、CALS/ECは防衛庁の本格運用が待

しかし、ISO9000シリーズ規格はMIL Specを起源

たれる状況下にあるが、日本航空宇宙工業会は、固

としてはいるものの航空宇宙製品に適用する場合に

定翼対潜哨戒機（P-X）及び次期輸送機（C-X）開

は、これを補うべき要求事項の追加が必要であり、

発事業の開始を受け、上に述べた防衛調達CALS事

品質システムの煩雑化や混乱をもたらす要因を抱え

業の中で開発された「航空機業界標準EDIシステ

ることになった。こうした状況を受けて、米国およ

ム」を活用してこれら事業の効率向上を図るため、

び欧州諸国はそれぞれの地域で追加要求事項を共通

平成13年4月「航空機業界EDI（Electronic Data

化するため、1997年に、それぞれが独自の業界規格

Interchange）センター」を設置してサービスを開

（米国；SAE AS 9000、欧州；AECMA pr EN9000-1）

始した。これは、他業種や外国企業との商取引も視

を作成するに至った。ISO/TC20（ISOの技術委員

野に入れた標準のEDI規約の下でインターネットを

会で航空機及び宇宙機を所掌）は、このような状況

介して受発注に伴うさまざまの文書、技術、進捗管

に対応するために、1997年（平成9年）秋東京で開

理などに関する情報交換の電子化を普及促進し、受

催された総会において、TC20として航空宇宙品質

発注業務の効率化を促すものである。会員企業は勿

システム規格を作成すること（ISO 9000シリーズに

論中小企業を含む非会員企業にも広く登録を呼びか

対する追加要求事項の作成）とし、原案作成のため

け、各社におけるEDI化の支援、メンバー登録/パ

にWG11を新設することを議決して活動を開始した。

スワードなどの管理、不具合対応/通知、プログラ

WG11の参加メンバーは日・米・英・仏・独・中・

ムの維持・改善、規約の改善/変更などを行ってい

ブラジル・メキシコの8ヶ国であった。日本航空宇

る。平成14年末現在で既に240社が登録を完了し、

宙工業会では、ISO/TC20国際規格委員会にJ-WG11

航空機工業界の電子商取引は急速に進みつつある。

を立ち上げてこれに対応した。WG11は1999年6月の

既に、国内における業界取引額のほぼ70％は電子商

マドリード会議で最終原案を作成・合意したが、こ

取引に移行している。防需・民需を問わず航空機工

れを早急にISO規格とすることはISOにおけるセク
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ター規格に関する制約、さらに手続き上の必要期間

い規格の作成・審議などに参加し、品質保証態勢の

などから困難な見通しとなった。

遅れなどに起因する各社の不利益を回避するために

一方、航空宇宙工業の国際的な展開を受けて、品

我が国の体制を整えるものである。IAQGにおける

質に関する国際的な協力態勢を整え品質の改善とコ

活発な議論・提案によって我が国航空宇宙工業にと

スト・ダウンを図るために、主要な航空機メーカー、

っての障壁を取り除くと共に、平成14年末現在すで

エンジン・メーカー、装備品メーカーなどがIAQG

にJIS-Q-9100の改訂版を発行（平成13年11月20日）

（International Aerospace Quality Group）を設立

した外、その実行を担保するために8種類に及ぶ

（平成10年、当初日本からは石川島播磨重工が参加、

SJAC規格を発行している。会員企業は勿論、特に

その後主要会員企業が参加）して活動を始めており、

我が国産業構造の特徴である多様な専門メーカーや

このようなISOの状況を受けて、IAQGがWG11の作

中小企業を含む非会員企業にも広く参加を呼びかけ

成した航空宇宙国際品質規格原案を引き取って規格

ている。平成14年末現在の登録企業数は88社である

化することになった。しかし、IAQGの性格から規

が、こうした趣旨・活動が理解され多くの企業が登

格文書は世界共通唯一の文書とはせず、内容及び規

録・参加し、我が国の得意技術を生かすための規格

格番号を一致させた地域規格の形態をとって発行す

作りに寄与することが期待されている。

ることとした。米国規格協会（SAE；Society of
Automotive Engineering）が主幹してAAQGを組織
し南北アメリカ大陸を、欧州航空宇宙工業会連合
（AECMA：European Association of Aerospace
Industries）が主幹してEAQGを組織して東欧・ロ
シヤ・中東を含む地域を担当し、中国、インド、オ
ーストラリヤを含むアジア地域は日本航空宇宙工業
会が主幹となってAPAQG（Asia Pacific Aerospace
Quality Group）を組織して普及改善を図ることと
し、それぞれが規格を発行した。SAE AS 9100、
AECMA pr EN 9100 およびSJAC 9100 がそれであ
り、SJAC 9100（品質システム−航空宇宙−設計、

輝ける未来に向かって飛しょうする超音速輸送機SSTの雄姿

開発、製造、据付け及び付帯サービスにおける品質
保証モデル）は、平成11年12月20日、日本航空宇宙
工業会規格として発行した。さらに当工業会は
SJAC 9100を公的な規格とするため、これをJIS原案
として所管の経済産業大臣に申請し、日本工業標準
調査会の審議を経て、平成12年8月20日JIS-Q-9100と
して制定され、防衛庁でもこれを採用するところと
なった。我が国の航空宇宙工業は殆どの企業がISO
9000シリーズによる認証を取得済みであるが、現在
はJIS-Q-9100による認証への移行が進んでいる。
SJAC 9100は上述のような経緯を経て工業会規格
としては当工業会発足後最初のものとなったが、品
質システムに関する国際的な動きが急激であること
から、当工業会では平成13年4月「航空宇宙品質セ
ンター（JAQG; Japan Aerospace Quality Group）
」
を設置してこれを補完し、より充実した実行を促す
ための活動を開始した。これはIAQGが執り進める
品質システムの改善や、それを補完するための新し
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あとがき

戦後の長い空白期間があったにもかかわらず、航

進歩するという特質がある。これらの成果は再び諸

空機工業復活に関わった人々の非常な苦心と努力に

産業へ拡散し、そのレベルアップに寄与するという

よって、短期間のうちに目覚ましい復興・発展を遂

技術的波及効果の大きい技術先導産業である。今後

げ、現在ではふたたび世界有数の航空機工業国の地

の航空機の技術開発動向としては、短期的には省エ

位を確保するに至っている。

ネルギー、低公害及び保守点検のしやすさ､更に旅

現在では、F-2開発の事例に見られるように､シス

客者へのサービスの充実などを目指した機体・エン

テムインテグレション能力においても先進国に並ぶ

ジン開発となることが予想されるが、日本としてこ

レベルに到達し、又、民間機の国際共同開発の場に

のような技術開発に先導的な役割を果たす必要があ

おいて、資金的にも、技術的にも責任ある役割を分

る。

担する事が可能になってきた。
航空機工業は、需要別に分類すると防衛需要の割

あるが、私企業の経営という面からみると極めて難

合が高い。東西冷戦が終結し、一部の例外はあるに

しい側面をもっている。すなわち、研究開発費が他

しても世界的に防衛費削減の傾向にあり、米国を初

産業に比して巨額であり、しかも生産に際しても多

めとして世界的に民需転換が進められている。一方、

大の資金と長いリードタイムを必要とする。これに

昨年度の米国に於けるテロ事件等の社会情勢によ

反して、マーケットが比較的小さく、しかも限定さ

り、民間航空機関連需要が大きく変動するため、民

れているため、事業として経済的負担が大きく、リ

需転換も厳しい環境にある。しかしながら、民需分

スクが多大である。欧米先進国では、航空機工業を

野ではアジア地域の需要増加の期待もあり、中長期

自国の戦略的産業として位置づけ、国が援助と保護

的には成長が見込まれており、技術・コスト競争力

政策をとっている場合が多い。今後官・民の適切な

の強化等着実なな取り組みが必要である。

役割分担の下に、世界市場へ適切に対応することが

航空機工業は、エレクトロニクス、新素材など広
汎多岐にわたる産業分野の最先端技術を結集し、そ
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航空機工業は国として発展が期待される産業では

必要である。
航空機工業は、国家戦略的特性を有し、技術波及

れらをリードする統合ハイテク産業である。しかも、

効果の大きい産業として、技術立国を目指す我が国

信頼性、安全性、高性能性、軽量化、経済性、耐環

社会への貢献が期待されている。国家の要請に応え

境性などの観点から新たな、厳しい技術的要求が発

うる生産・技術基盤を保有するに至ったと思量され

生し、その要求に応える研究によって技術がさらに

るが、今後とも更に強化、発展する必要がある。
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岡村

〔データ〕全幅8.6m、全長6.0m、全高

N-52

2.6m、翼面積12.0㎡、最大重量0.6t、発
〈軽飛行機〉

動機Cont.C90 95hp×1、最大速度160
㎞/h、航続距離400㎞、離陸距離
575m/65hpの場合、座席数2

わずか65hpのコンチネンタルA-65エ

に耐空証明書を交付された。エンジン

ンジンを搭載した2人乗りの軽スポーツ

を95hpのC90-12Fに、プロペラを

機。日大教授木村秀政氏と日大の学生

72CK48に変更したN-52Aの性能は大幅

が飛行機の基礎設計を行い、朝日新聞

に向上した。

社が製作費を引き受け、岡村製作所

風洞試験、翼桁の強度試験、脚落下

（旧日本飛行機岡村工場）が戦後初の機

試験、エンジンの運転試験なども戦後

体として設計・製作を担当した。

はじめてのことであったため、これに

N-52の初飛行は昭和28年4月7日、浜

協力した運輸技術研究所などは設備の

松飛行場で行われた。プロペラをセン

新設または修理から始める状態であっ

セニッヒ72CK44にかえ、昭和29年4月

た。

た時の直径2.45mの木製プロペラ、ス

立飛 R-52

タータ、エンジン計器が利用され、エ
〈練習機〉

ンジンは富士自動車（現・小松ゼノ
ア）、計器は東京航空計器が分解・修
理した。
R-52は昭和27年9月17日に初飛行し、
脚の落下試験や各部の強度試験は運輸
技術研究所で行われ、飛行試験が完全
に終わったのは翌年4月だった。
JA3017タチヒ号は全日本学生航空連盟
の訓練およびグライダー曳航機として
活躍した。
〔データ:R-52改〕全幅10.7m、全長7.4m、
全高3.0m、翼面積17.3㎡、自重0.6t、最
大重量0.9t、発動機Lyc.O-290-D
130hp×1、燃料容量130 、最大速度
176㎞/h、巡航速度135㎞/h、海面上昇

航空再開および航空機製造の解禁を

には航空局の耐空性基準が公布されて

率102m/min、実用上昇限度4,000m、

むかえ、その第1号機として新立川飛

いなかったため、構造強度は旧日本航

航続距離610㎞、離陸距離484m、着陸

行機が完成した国産機。昭和27年5月

空評議会の飛行機機体強度規程の陸上

距離541m、座席数2

末、全日本学生航空連盟（読売新聞社

機第4種に準拠した。

後援）から練習機の発注をうけ、遠藤

東京工業大学に保存されていた神風

良吉氏が設計主務者となり他に4名の

Ⅱ型エンジンを使用し、以前このエン

技術者が設計に従事した。設計開始時

ジンが3式水上練習機に搭載されてい

第1部

各論

99

イカミング社製水平対向4気筒エンジ

東洋航空 TT-10

ンを装備し、計器は東京航空計器の製
〈練習機〉

品を採用した。本機の主翼は東京合板
化工、胴体骨組はジャマ精工が製作し
た。2機のTT-10は日本青年飛行連盟の
訓練機として使われた。
〔データ〕全幅8.6m、全長7.2m、全高
2.1m、翼面積12.0㎡、自重0.6t、最大重
量0.8t、発動機Lyc.O-290-D2 140hp×
1、最大速度220㎞/h、失速速度95㎞/h、
海面上昇率210m/min、実用上昇限度
3,600m、航続距離685㎞、離陸距離
476m、着陸距離483m、座席数2

旧川西航空機の技術者らが主力にな

機体構造は、低翼単葉、縦列複座、

って設立した東洋航空が製作した練習

固定脚の木金混合製であり、主翼主桁

機。昭和27年8月に設計に着手し、同

はボックススパー、胴体はクロム・モ

年12月に完成、同30日に初飛行した。

リブデン鋼管熔接枠組構造に羽布張り

設計は、馬場敏治技術部次長が主務者

とし、複操縦装置付の座席をタンデム

となり、耐空性基準の実用Ｕに適合す

に配置した。着陸装置はオレオ緩衝装

る機体として製作した。

置を備え、手動ブレーキを設けた。ラ

萱場

同年4月機体を破損した。機体構造の

ヘリプレーン1型

根本的な改良、エンジンのパワーアッ
〈ヘリプレーン〉

プ、ラム・ジェットの交換が必要があ
ると判明したため、開発は打ち切りと
なった。
〔データ〕回転翼直径11.0m、全長
7.4m/機体、全高3.2m、発動機Cont.O360

180hp×1、IHI製ラム・ジェッ

ト×3、座席数3〜4

萱場工業は昭和27年3月ごろから、

100

なった。設計上、最も苦心したロー

オート・ジャイロとヘリコプターの長

タ・ブレードは全金属接着構造とし

所をとり入れたヘリ・プレーンの設計

た。初テスト前にエンジンは180hpに、

をはじめた。胴体、エンジンおよびプ

プロペラも可変ピッチ型に変更され

ロペラは中古のセスナ170Bのものを流

た。

用し、石川島播磨重工に開発を依頼し

試験は昭和29年2月から機体を地上

た3基の推力25kgラム・ジェット・エ

にタイダウンして実施されたが、ラ

ンジンをロータ先端に装着することに

ム・ジェットの作動がうまく行かず、
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〔データ〕主回転翼直径10.0m、全長

読売 Y-1

12.2m、全高3.6m、尾部回転翼直径
〈ヘリコプター〉

1.8m、自重0.5t、最大重量0.8t、発動機
神風

日本ヘリコプター研究会が設計し、

130hp×1、最大速度156㎞/h、

巡航速度130㎞/h、実用上昇限度

東京機械化工業その他が協力して試作

1,500m、航続距離420㎞、座席数2（性

した戦後初の国産ヘリコプター。

能は推定値）

本機の設計は、当時のアメリカなど
の特許に抵触しないことを前提とした
ため、構造がかなり複雑なものになっ
た。本機の計画にあたっては、当初か
ら読売新聞社が全面的に協力し、450
万円の資金を提供した。また、製造お
よび飛行試験に対し、通産省工業技術
院から800万円の試作研究補助金を受
けた。
完成したY-1は昭和29年10月から読
売玉川飛行場で組み立てられ、同年11
月上旬から試運転を開始した。激しい
共振に悩まされ、昭和32年3月開発打
ち切りとなり、遂に一度も飛行するこ
となく終わった。

川崎

明を取得した。第2号機は昭和28年9月

KAL-1

18日に完成した。
〈軽飛行機〉

KAL-1初号機は、後に陸上自衛隊の
連絡機として採用された。川崎航空機
の社有機として使われていた第2号機
は、日本飛行連盟の手により、昭和29
年4月、セスナ170Bとともに戦後の日
本機としては、はじめて台湾訪問飛行
に成功した。
〔データ〕全幅10.4m、全長9.1m、全高
2.5m、翼面積18.0㎡、最大重量1.5t、発
動機Lyc.GO-435-C2

260hp×1、最大

速度295㎞/h/SL、巡航速度218㎞
/h/60%出力、海面上昇率282m/min、
実用上昇限度5,000m、航続距離830㎞、
離陸距離457m、着陸距離351m、座席
数4
川崎航空機（現川崎重工）が戦後は

し、同年12月初めから岐阜工場で試作

じめて自主開発した軽飛行機で、全金

に着手した。設計主任は中川設計課長、

属引込脚構造という本格的な飛行機の

これを土井武夫、井町勇の両氏がアド

製作であり、戦後の長い技術的な空白

バイスした。

と資材難を克服してようやく作り上げ

KAL-1は2機製作され、初号機は、

た。本機の計画は昭和27年6月ごろに

昭和28年7月21日、各務ケ原飛行場で

スタートし、同年9月から設計を開始

初飛行を行い、同年9月17日に耐空証
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初のライセンス生産機であった。初飛

東洋 フレッチャ FD25

行は昭和28年4月7日に実施された。
〈練習・攻撃機〉

〔データ：FD-25A〕全幅9.2m、全長
6.7m、全高1.9m、翼面積13.9㎡、最大
重量1.0t、発動機Cont.E-228-8
225hp×1、最大速度270㎞/h、座席数2

アメリカのフレッチャ社の設計した

型のB型とがあり、攻撃型はナパーム

機体を東洋航空がライセンス生産した

弾または2.75インチ・ロケット弾を搭

全金属製の軽快な小型機。構造が簡潔

載する能力がある。カンボジア空軍向

で維持整備が容易であり、徹底した軽

けに複座型を5機輸出したほか、日本

量化が図られている。尾翼、動翼には

国内でも4機使われた。東洋航空はそ

小骨がなく、胴枠はわずか3個しかな

の後倒産したため、生産は9機で打切

い。複座練習機型のA型と単座攻撃機

りとなったが、戦後の日本としては最

〔データ〕全幅11.5m、全長8.5m、全高

川崎 KAT-1

2.8m、翼面積18.6㎡、自重1.1t、最大重
〈練習機〉

量1.4t、発動機Lyc.GO-435C2B
260hp×1、最大速度298㎞/h、海面上
昇率336m/min、実用上昇限度6,000m、
航続距離1,140㎞、離陸距離400m、座
席数2

KAL-1連絡機に次いで川崎航空機が

採用した。座席配置は縦列複座に作ら

開発した基本練習機で、航空大学校に

れ、複操縦装置つきになっている。第

2機採用されたにとどまった。

1号機は昭和29年2月11日、第2号機は

前作のKAL-1とは異なり、アスペク

同年9月末に初飛行し、ともに宮崎に

ト比の大きい主翼、狭い胴体などに

新設された運輸省航空大学校の訓練機

「飛燕」の伝統がうかがえる。着陸装
置は同社としてははじめての前脚式を
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として使用された。

した。

立飛 R-53

〈練習機〉 〔データ〕全幅10.17m、全長7.5m、全

高2.7m、翼面積17.3㎡、自重0.7t、最大
重量1.0t、発動機シーラス・メージャー
Ⅲ155hp×1、燃料容量140 、最大速度
207㎞/h、実用上昇限度4,500m、航続
距離420㎞、離陸距離420m、座席数2

応急的に製作したR-52練習機に次い

メージャー・エンジン（155hp）に換

で、新立川飛行機が約2年近く遅れて

装し、視界を大幅に改善するとともに、

設計・製作しただけあって、前者の経

空力的にも大幅に洗練されたものとな

験が広くとりいれられた練習機となっ

った。

た。機体の基本的な形態は前者と同様

R-53は昭和29年4月に完成、同年秋

だが、主翼位置を下げ、エンジンをイ

の学生航空連盟訓練生による日本一周

ギリス製直列倒立4気筒のシーラス・

飛行に参加し、その高い実用性を証明

立飛

翼の取付角の変化と方向舵だけの操作

R-HM

による。昇降舵と補助翼はない。この
〈軽飛行機〉

操縦原理のために安定性および操縦性
が耐空性基準に合致せず、また、運輸
技術研究所での風洞実験の結果、機首
下げ6度以上になると縦安定が負とな
ることもあって、航空局の耐空証明を
取得することはできなかった。
〔データ〕全幅8.0m、全長5.8m、全高
2.0m、翼面積18.7㎡、最大重量0.6t、発
動機Cont.C90-12F

95hp×1、最大速

度150㎞/h、巡航速度85㎞/h、海面上
昇率147m/min、実用上昇限度3,000m、
航続距離647㎞、離陸距離387m、着陸
距離404m、座席数2

戦前から空の虱（Pou-du-Cie1）とし

た。初飛行は、東雲飛行場（当時）で

て知られたフランスのHenri Mignet氏

行われ、同氏自ら操縦、運輸技術研究

の設計になる特異な串型翼配置の軽飛

所（航空部）の所員がサイド・バイ・

行機を、戦後再設計したモデル。昭和

サイドのコパイ席に乗り支援した。

29年春から同氏の指導のもとに新立川

本機は戦前のモデルとは見違えるよ

飛行機で製作が開始され、同年10月20

うな複座のスマートなキャビン機だ

日、Mignet氏自身の手により初飛行し

が、操縦原理は旧型機と変わらず、前
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川崎

代化された。

KAL-2

防衛庁へ納入された2機は240馬hpの
〈連絡機〉

ライカミンクGO-435-C2空冷水平対向6
気筒エンジンを使用したが、民間用と
しては同系列のGO-435-C2Bを使用する
予定であった。川崎航空機の軽飛行機
開発は本機をもって打ち切られ、これ
以後はヘリコプターへ転進をはかっ
た。初飛行は昭和29年11月25日に実施
された。
〔データ〕全幅11.9m、全長8.8m、全高
2.7m、翼面積19.2㎡、自重1.2t、最大重
量1.6t、発動機Lyc.GO-435-C2B
240hp×1、最大速度278㎞/h、巡航速
度213㎞/h/SL、海面上昇率300m/min、
実用上昇限度5,700m、航続距離833㎞、
離陸距離165m/地上滑走、着陸距離

KAL-1を全面的に改修した連絡機で

る。胴体は全金属セミ・モノコック構

あり、川崎航空機が昭和29年末に完成

造、キャビン前席は2名のサイド・バ

したが、試作2機が航空自衛隊と海上

イ・サイド型操縦席、複式操縦装置を

自衛隊の連絡機に採用されたにとどま

もつ。後席はベンチ型座席で2〜3名の

った。

人員を乗せることができる。後席天井

主翼構造は2本桁、成型外板を用い、
外板前縁部分は沈頭鋲を使用してい

日本大学

150m/地上滑走、座席数4

に非常脱出口がある。着陸装置は前輪
式の油圧引込脚が採用され、蟻装も近

それぞれ2枚ずつ使用し、補助翼は若

N-58

干改造して使った。水平・垂直両安定
〈軽飛行機〉

板は新規設計になるモノコック構造と
し、方向舵および昇降舵はアルミ合金
骨組羽布張り構造とした。プロペラは
特性に合わせ低ピッチ・プロペラを用
い、離陸・上昇中の効率を高めた。
飛行試験の結果は、ほぼ所期の目標
を満足するものであった。
〔データ〕全幅10.7m、全長7.0m、全高
2.6m、翼面積17.2㎡、運用自重0.6t、最
大重量0.9t、発動機Lyc.O-290-D2
135hp×1、燃料容量136 、最大速度
188㎞/h/SL、巡航速度164㎞/h、海面
上昇率252m/min、実用上昇限度
4,170m、航続距離668㎞、離陸距離
590m、着陸距離493m、座席数4

木村研究室が所有するハイパー・ト
ライペーサをべースに日本の国情にあ
った軽STOL（Short Take off Landing）

104

当し試作した軽STOL機。昭和35年11
月に完成、初飛行した。
主翼はトライペーサ本来の翼断面

機に改造することを目標に、日本大学

USA35Bおよび主要構造をそのまま使

機械科航空専修コース木村研究室が設

用し、押出し型材の2本桁をV型スト

計を、伊藤忠航空整備（現新日本航空

ラットで支えた。STOL性を強化する

整備）技術部が詳細設計及び製作を担

ため、トライペーサのフラップを左右
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ベル

〔データ：47G3B-KH4〕主回転翼直径

47/H-13系列

11.3m、全長13.3m、全高2.9m、主回転
〈ヘリコプター〉

翼円板面積100.6㎡、自重0.8t、最大重
量1.3t、発動機Lyc.TVO-435-B1Aまた
はD1B 260hp×1、燃料容量208 、最
大速度169㎞/h、巡航速度140m/h、海
面上昇率259m/min、実用上昇限度
6,218m、ホバリング高度5,486m/IGE、
4,572m/OGE、航続距離399㎞、座席数4

世界初の商用ヘリコプターとして知

モデルが作られた。

られている米国ベル社の47系列を川崎

昭和29年1月に、47D-1型ヘリコプタ

重工（当初は川崎機械、後に川崎航空

ー（3人乗）国産1号機を完成させた。

機）がライセンス生産したもので、ベ

更に昭和37年8月2日には、47G3Bをベ

ル社設計の4モデルと川崎重工が機体

ースにして4人乗りKH-4型ヘリコプタ

の一部を独自に開発したモデルの計5

ーを初飛行させた。

〔データ：T-34A〕全幅10.0m、全長

富士 ビーチ T-34（B45）

7.9m、全高2.9m、翼面積16.5㎡、自重
〈初等練習機〉

1.0t、最大重量1.3t、発動機Cont.O-47013A

225hp×1、最大速度302㎞/h、

巡航速度259㎞/h、海面上昇率
375m/min、実用上昇限度6,100m、航
続距離1,020㎞、離陸距離341m、着陸
距離238m、基本武装なし、座席数2

ビーチ・クラフト社の傑作小型機

機の初飛行は、昭和29年3月8日に実施

「ボナンザ」から発展した初等練習機

された。富士重工はT-34をLM、KM、

T-34メンターを富士重工がライセンス

T-3など、重量、出力、性能、座席を

生産したもので、防衛庁向けへ124機、

増加する等の機能向上した発展型へ改

外国向けに37機生産された。航空機生

修した。

産再開後の量産1号の栄誉を担った本
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技術援助契約を締結し、昭和32年から

富士 セスナ L-19

防衛庁向けL-19E型をライセンス生産
〈連絡機〉

した。A型では手動であったフラップ
をL-19Eは電動とし、主翼を一部補強
するなどの変更を加えた機体である。
しかし、陸上自衛隊が回転翼を主力
とする方針に変更したため、L-19Eの
国産は23機で終わった。
〔データ：L-19E〕全幅11.0m、全長
7.7m、全高2.3m、翼面積16.2㎡、運用
自重0.8t、最大重量1.1t、発動機Cont.O470-11 213hp×1、燃料容量159 、最
大速度137kt（254km/h）/1,524m、経
済巡航速度78kt（144km/h）/1,524m、
失速速度44kt（81km/h）
、海面上昇率
351m/min、実用上昇限度6,096m、航
続距離256nm（474km）、離陸距離

富士重工は、昭和30年6月にセスナ

三菱

ノースアメリカン

社とL-19A（305A型）の製造に関する

217m、着陸距離185m、座席数2

昭和34年3月9日には社内試験飛行で音

F-86F

速を突破した。ライセンス生産機数は
〈戦闘機〉

300機である。
全天候型のF-86D型は、米軍から航
空自衛隊へ110機供与されたが、生産
には移行しなかった。D型はF-86Aか
ら発展した単座の全天候戦闘機である
が、内容は新規に設計された新型機と
いってよい。胴体燃料も増加し、エン
ジンはF-86Fと同様に総合燃料管制方
式（IEC）付きのJ47-GE-17を用いたが、
アフターバーナをつけたため胴体は太
くなった。機首には本機の生命ともい
うべきレーダーの大型レドームがつい
た。火器管制装置（FCS）はAPG-37
レーダー、APA-84コンピュータなど
で構成され、地上レーダー施設と連動
して全天候攻撃が行えるようになっ

最多生産のジェット戦闘機

た。F-86Dの果たした役割はF-86Fに劣
らぬものであった。

本機の原型XP-86は、1945年にジェッ

て合計6,350機を調達した。カナダ、オ

トエンジン付きの中距離昼間戦闘機と

ーストラリア、日本でもライセンス生

して設計に着手した。途中から直線翼

産を行っているから、総計は9,793機に

〔データ:F-86F〕全幅11.9m、全長11.4m、

を後退翼に変えるなどの曲折を経て、

のぼる。本機は、戦後の米戦闘機中、

全高4.5m、翼面席29.1㎡、最大重量

1947年10月に初飛行し、1948年4月には

最大生産数の機種であり、また、世界

6.9t／標準、発動機GEJ47-GE-27 2,760

浅い角度の降下飛行でM1を超えた。こ

26カ国空軍で運用されたことは、記録

㎏×1、最大速度570kt（1056km/h）、

れはX-1研究機（ロケット）についで世

的なことである。三菱重工でのF-86F

巡航速度440kt（815km/h）
、失速速度

界で二番目の音速突破であった。以後

のライセンス生産機は、昭和31年8月9

110kt（204km/h）
、海面上昇率1,173m／

約10年間にわたり、昼間戦闘機用のF-

日、ノースアメリカン社のブライアン

min、実用上昇限度16,170m、航続距離

86A、E、F、H型と、全天候戦闘機用

氏によって初飛行した。防衛庁納入1

765nm（1,417km）、離陸距離1,515m、

のF-86D、L、K型が生産された。

号機は、昭和31年9月20日に引き渡さ

着陸距離1,003m、基本武装12.7mm機

れた後、約30分の記念飛行を実施した。

銃×6、サイドワインダ×2、座席1

F-86Fは、米空軍がA型からK型まで
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のシリーズを1948年から1957年にかけ
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T-33Aのライセンス担当会社として

川崎 ロッキード T-33

川崎航空機が指定され、昭和30年10月
〈高等練習機〉

から生産を開始し、国産1号機は昭和
31年1月21日完成し、同日各務原飛行
場で初飛行した。その後昭和34年3月
迄に210機を完納した。
〔データ:T-33A〕全幅11.9m、全長
11.5m、全高3.6m、自重4.0t、最大重量
6.9t、発動機AlnJ-33-A-35 2,090kg×1、
最大速度505kt（935km/h）
、巡航速度
240kt（444km/h）／9,140m、海面上
昇率1,189m／min、実用上昇限度
14,630m、航続距離490nm（907km）、
離陸距離1,500m、着陸距離1,370m、基
本武装12.7mm機銃×2〜4、座席数2

T-33は、1943年6月から開発が開始

座型に切り換えられた。これが1949年

されたアメリカ初の制式ジェット戦闘

に改称されてT-33Aとなった。以後

機P-80から発達した機体である。その

1959年の生産終了までに5,691機が生産

原型XP-80は1944年1月8日に初飛行、

された。T-33Aの初期型はJ33-A-20、-

1947年8月に生産中のF-80Cの胴体を延

A-23エンジンを搭載していたが、後に

長して複座練習機とすることが決ま

全機J33-A-35エンジンを装備した。こ

り、TF-80Cと名づけられて1948年3月

の機体をライセンス生産したのはカナ

22日に初飛行、以後の生産機は全機複

ダと日本の2国だけである。
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〔データ：LM-1〕全幅10.0m、全長

富士 LM/KM/T-3

7.9m、全高2.9m、翼面積16.5㎡、自重
〈連絡・練習機〉

1.0t、ペイロード279㎏、最大重量1.5t、
発動機Cont.O-470-13 225hp×1、燃料
容量237 、最大速度299㎞/h、海面上
昇率302m/min、実用上昇限度5,600m、
航続距離1,600㎞、離陸距離178m/地上
滑走、着陸距離164m/地上滑走、座席
数4〜5
〔データ：KM-2〕全幅10.0m、全長
7.9m、全高2.9m、翼面積16.5㎡、自重
1.2t、最大重量1.8t、発動機Lyc.GSO480-A1F6 340hp×1、燃料容量284 、
最大速度204kt（378km/h）/4,953m、
経済巡航速度131kt（243km/h）
/3,048m、失速速度54kt（100km/h）、
海面上昇率498m/min、実用上昇限度

【LM-1】

和33年12月1日に初飛行させた。

8,473m、航続距離466nm（863km）/経

LMはメンターの座席数を元の4座

海上自衛隊では、多用途プロペラ機

（〜6座）に戻し連絡機として改造した

への基本訓練用として並列複座のKM

離463m/フラップ15°、着陸距離412m、

もの。軽貨物も搭載可能であるが、軽

に着目し、KM-2として採用すること

座席数5/最大

量化の努力により自重はメンターより

になった。総生産機数は62機に達して

軽くなっている。富士重工は昭和30年

いる。

月までに24機が納入された。
【KM-2】
LM-1は陸上自衛隊で運用され、扱

【T-3】
KM-2Bは、老朽化した航空自衛隊の

総重量1.5t、エンジンLyc.GSO-480A1F6

340hp×1、燃料容量265 、最

T-34メンターの代替として計画された

大速度340㎞/h/SL、巡航速度328㎞

機体である。メンター機をべースに

/h/2,440m、失速速度52kt（96km/h）

、海面上
KMの高空性能を付与することにした。 （フラップ下げ、パワーオン）

いやすく稼動率の高い多用途連絡機と

KM-2Bは昭和49年9月26日に初飛行し

昇率498m/min、実用上昇限度7,100m、

して好評を得たが、パワーの関係で高

た。さらにKM-2Bに航空自衛隊の評価

航続距離444nm（822㎞）/高速巡航、

空性能が足りないため、過給機つき

飛行の成果を折り込んで改設計した機

離陸距離463m、着陸距離412m、座席

320hpのライカミンクGS0-480-B1A6エ

体をT-3と称し、50機生産された。

数2

ンジンに換装したKM機を試作し、昭
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〔データ：T-3〕全幅10.0m、全長7.94m、
全高2.92m、翼面積16.50㎡、自重1.1t、

にLM-1の開発に着手、昭和30年6月7
日に初飛行した。この後、昭和33年3

済巡航速度及び余裕燃料保留、離陸距
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した文字通りエレクトロニクス技術が

川崎 ロッキード P2V-7

駆使された新鋭機であった。
〈対潜哨戒機〉

昭和33年1月に、P2V-7ライセンス生
産担当会社に川崎航空機が指定され、
昭和34年から昭和40年にかけて、48機
のP2V-7を生産した。昭和34年9月12日、
初号機が初飛行し、同年9月18日納入
された。
〔データ〕全幅30.9m、全長27.9m、全
高8.9m、翼面積92.9㎡、運航自重24.9t、
最大重量36.3t、発動機ライトR-335032W 3,750hp×2、ウェスチング・ハウ
スJ34-WE-36

1,540kg×2、最大速度

343kt（635km/h）/3,048m、哨戒速度
150〜170kt（278〜315km/h）/305m、
海面上昇率770m/min、実用上昇限度
6,096m、行動半径728nm（1,348km）、
P2V-7は当時の最新鋭の対潜哨戒機

装備していた。また、電子機器として

離陸距離1,160m、着陸距離810m、乗

であり、対潜作戦に初めてコンピュー

は、レーダ、米海軍自慢の磁気探知装

員9（最大12）

ター処理技術を導入した機体である。

置MADや、ソノブイを使用するアク

P2V-7はレシプロ機とはいいながら、

ティブ／パッシブ「ジュリー／ジュゼ

3,750 hpのライトR3350エンジンと補助

ベル」音響探知・処理システムなどの

エンジンとして推力1.54tのウェスチン

最新装備、また各種送受信機、ECM

グ・ハウスJ34ジェット・エンジンを

機器、IFF敵味方識別装置などを装備

延長により搭載量の増加を図り、最新

川崎 ロッキード P-2J

型の対潜機器を装備することにより戦
〈対潜哨戒機〉

力の増強並びに寿命の延長を可能にす
るものであり、新型機導入と同程度の
効果を期待するものであった。
P2V-7を改造したP-2J 4701号機は昭
和42年7月21日初飛し、P-2Jの量産は、
昭和42年度予算に13機がまず計上され
た。P-2Jの生産最終号機は昭和54年3
月14日に納入された83号機であった。
〔データ〕全幅30.9m、全長29.3m、全
高8.9m、翼面積92.9㎡、運用速度230kt
（426km/h）/3,048m、哨戒速度155kt
（287km/h）/3,048m、失速速度87kt
（161km/h）/重量28,1kg、海面上昇率
649m/min、実用上昇限度12,802m、行
動半径約800nm（1,482km）
、離陸距離

昭和36年度ごろから川崎重工と海上

志向し、P2V-7を改造して新しい対潜

830m、着陸距離810m、装備 レーダ、

自衛隊との間でP2V-7の後継機につい

機（P-2J）を開発するという方針の基

ソノブイ、磁気探知器、シュノーケル

ての研究が始められていた。当初は

に、その改造試作費を昭和40年度予算

航跡探知装置、125mmロケット弾、ホ

P2V-7の性能向上に力点が置かれてい

に計上した。

ーミング魚雷等、座席数12

たが、海外での対潜機装備のシステム

開発の内容は、エンジンを軽量高性

の更新、近代化の情報が伝えられるに

能なターボプロップエンジンへ換装、

従って、段々と新規開発という方向を

さらに機体強度の向上並びに、胴体の
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国防会議において、米軍の運用するF-

三菱 ロッキード F-104

104Cを日本向けに改造した型を採用
〈ジェット戦闘機〉

し、機数は200機（含む訓練機20機）
を昭和40年末までを目標に国産するこ
とを決定した。
F-104Jのライセンス生産は、三菱重
工が担当したが、そのライセンス機は
昭和37年3月8日に初飛行し、同年4月1
日に初号機が納入された。総生産数は
230機である。
〔データ：F-104J〕全幅6.7m、全長
17.8m、全高4.1m、翼面積18.2㎡、運用
自重6.5t、最大重量10.1t、発動機J79IHI-11A 7,167㎏×1、燃料容量3,387
/内蔵タンク、最大速度M2.0または
750kt（1,389km/h）、最大巡航速度
M0.90〜0.97、失速速度165kt

防衛庁は昭和32年2月、F-86F戦闘機

月の国防会議において、次期支援戦闘

の後継につき「機種決定に関する意見」

機をF-11F-1Fに決定したが、その後白

15,240m/min、実用上昇制度18,288m、

と題する要望書をまとめ、速度、上昇

紙撤回され、最終的にF-104Cに決定さ

行動半径400〜620nm（740〜1,148km）

限度ならびに上昇速度、行動半径、着

れた。ただし「安全性の観点から、エ

/翼端増槽つき、離陸距離1,798m（地

陸距離等戦闘機に対する要求事項を明

ジェクションシートを上向きとし、搭

上滑走1,128m）
、着陸距離914〜1,311m

確にした。F-X選定のための前提条件

載射撃管制装置をノースアメリカン社

（地上滑走732〜884m）
、武装JM61バル

が揃ったので、防衛庁は数次にわたる

製ナサールに換装し全天候性を付与す

カン砲×1（内蔵）、AAM×2〜4、ロ

調査団を派遣した。

るよう改装する」という意見がつけら

ケット弾、座席数1

この調査結果を受けて、昭和33年4

（1,306km/h）/着陸形態、海面上昇率

れた。これを受けて、昭和34年11月の

三菱 シコルスキー S-55、S-58
〈救難・輸送用ヘリコプター〉

始し、44機を生産した。
S-58はS-55を大型化した他、自動操
縦装置が装備され運用性が向上してい
る。海上保安庁に3機、海上自衛隊に
15機納入された。
〔データ：S-55〕回転翼直径16.10m、
全長19.04m、全高4.64m、自重2.3t、最
大重量3.3t、発動機P&WR-1340-57
600hp×2、最大速度162㎞/h、実用上
昇限度3,215m、航続距離640㎞、座席
2+10

S-55はシコルスキー社が開発した、

110

55のノックダウン方式による組立ての

レシプロ・エンジンR-1300（後にR-

注文があり、同年12月、初飛行に成功

1340に換装）を搭載した救難・輸送用

した。昭和29年以降自衛隊に合計27機

の多用途ヘリコプターである。昭和28

をノックダウン生産により納入した。

年11月海上保安庁からシコルスキーS-

その後三菱重工はライセンス生産を開
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三菱 シコルスキー S-61/HSS-2、S-62
〈救難・輸送用ヘリコプター〉

〔データ：HSS-2B〕主回転翼直径18.9m、
全長22.2m、自重6.5t、最大重量9.3t、発
動機T58-IHI-110-11 500shp×2、最大
速度125kt（232km/h）/SL、巡航速度
110kt（204km/h）/SL、海面上昇率
393m/min、実用上昇限度3,688m、ホ
バリング高度1,890m/IGE、航続距離
413nm（765km）
、座席数4

S-61の軍用型であるHSS-2は昭和39

隊が救難機として9機調達した。三菱

年3月に海上自衛隊に納入された。S-

重工がシコルスキー社とのライセンス

62型は1958年に初飛行し、定期旅客輸

契約に基づき生産した。HSS-2Bは、

送用として米国連邦航空局（FAA）

HSS-2シリーズの最新型で昭和52年度

に承認された世界最初のヘリコプター

に我が国独自技術で改造開発を行った

である。このS-62を陸上自衛隊が救難

艦載型対潜ヘリコプターである。昭和

及び離島輸送用として9機、海上自衛

54年4月に初飛行した。

が生産された。

富士 T-1

〈ジェット練習機〉 〔データ：T-1A〕全幅10.49m、全長

12.12m、全高4.08m、翼面積22.22㎡、
運用自重2.8t、最大重量4.2t、発動機BS
オルフュース80506 1,814㎏×1、燃料
容量1,400 、最大速度M0.80または
503kt（931km/h）/4,572m、巡航速度
M0.55または340kt（629km/h）/6,096m、
失速速度84kt（155km/h）/着陸形態、
海面上昇率1,981m/min、実用上昇限度
13,564m、航続距離525nm（972km）/
増槽2個つき/余裕燃料416 保留、離陸
距離853m、着陸距離1,052m、武装対
地ロケット×4またはミサイル×2、座
席数2

戦後日本で開発・生産された初のジ
ェット練習機。

ら開発がスタートし、オルフュース・
エンジンを搭載したT1F2は、昭和33

昭和31年3月を目途に設計提案書の

年1月17日には初飛行に成功した。国

提出を求め、試作担当企業として圧比

内開発のJ-3エンジンを搭載したT1F1

16％の厚翼にわが国初の後退翼を組み

は昭和35年5月17日に初飛行した。

合わせるという野心的な設計であった

T1F2を含むT-1Aは46機、T1F1の量産

富士重工案が選定された。昭和31年か

型T-1Bは昭和37年から生産され、20機
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伊藤忠

れた、原型初号機は昭和39年8月8日に

N-62

初飛行し、約1年間の飛行試験の後、
〈軽飛行機〉

昭和40年9月、航空局の型式証明を取
得した。これまでの問に静強度試験機
の破壊試験も終了した。
〔データ〕全幅10.8m、全長7.3m、全高
2.7m、翼面積14.1㎡、自重0.5t、最大重
量0.9t、発動機Lyc.O-320-B2B
160hp×1、最大速度217㎞/h、巡航速
度200㎞/h、失速速度80㎞/h、海面上
昇率307m/min、実用上昇限度6,000m、
航続距離1,000㎞、離陸距離180m/地上
滑走、着陸距離120m/地上滑走、座席
数4

伊藤忠航空整備と日本大学が共同開

112

とであった。基本設計にあたっては、

発したN-58シグネットの経験をもと

翼面積、アスペクト比、離着陸距離の

に、新しく製作した4人乗りの軽STOL

関係について徹底したオペレーション

機。

ズリ・サーチを行い、諸元を決定した。

本機の目標はセスナやハイパー機と

N-62の開発は昭和37年春から伊藤忠

同程度のエンジンを使用し、日本の国

スタッフと日大の学生グループで進め

情に合ったSTOL実用機を開発するこ

られ、翌年1月から風洞実験が開始さ
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れた機体であった。

日本航空機製造 YS-11

担当メーカー一覧
〈旅客機〉 〔材料〕▽アルミニウム板材：古河電

工、住友軽金属、神戸製鋼、▽同押出
型材：藤倉電線、大日電線、▽折曲型
材：新明和工業、▽鋼索：東京製鋼
〔部品、装備品〕▽燃料系統：北辰電
機、三菱電機、▽水メタノール系統：
北辰電機、横浜ゴム、▽油圧系統：三
菱重工、帝人製機、萱場工業、北辰電
機、▽降着装置：住友精密、▽計器：
東京航空計器、北辰電機、▽空気調和
系統：島津製作所、桜護謨、▽電子系
統：東芝電気、三菱電機、日本電気、
三菱重工、東京計器、▽電気系統：北
辰電機、小糸製作所、三菱電機、神鋼
電機、日本レクチファイアー、東芝電
気、▽水メタノール・バクダンク：横
昭和30年当初、日本において中型輸

継ぎ、データ.の詳細な検討、重量計算

浜ゴム、▽フラップ・ドライブ：島津

送機を開発するという機運が興り、

などの作業を急ピッチで進め、座席数

製作所、日本飛行機、▽スプレー・マ

（財）輸送機設計研究協会の発足、航

は60席で、
「細胴」
、また搭載エンジン

ット：三菱重工、▽胴体構造：島津製

空機工業振興法が成立する等条件が整

については、ロールス・ロイス ダー

作所、▽室内（操縦士席）：小糸製作

いつつあった。

ト542-10ターボプロップ・エンジンの

所、▽室内装飾：小糸製作所、東洋陶

双発とすることを決定した。

器、▽燃料系統：北辰電機、横浜ゴム、

このような情勢を受けて、輸送機設
計研究協会は開発する中型輸送機の基
本構想決定を急いだ。

機体は日本航空機製造と機体メーカ

三菱電気、▽補助席：:昭和飛行機

ー6社が分担し（補助翼・フラップ：
日本飛行機、主翼・ナセル：川崎航空

〔データ:YS-11A-200〕全幅32.0m、全長

して国内幹線およびローカル線に使用

機、胴体（前・中部）：新三菱重工、

26.3m、全高9.0m、翼面桓94.8㎡、運用

できること、東南アジア、その他への

後部胴体：新明和工業、ハニカム構

自重15.4t、最大離陸重量24.5t、最大着

輸出を可能とすること、比較的小規模

造：昭和飛行機、尾翼：富士重工）、

陸重量24.0t、発動機RRダートMK542-

の改修により防衛庁用の兵員輸送機あ

飛行機試験用1号機の製作は、昭和36

10Jまたは-10K 2,680shp×2、燃料容量

るいは貨物用輸送機として使用しうる

年6月から開始された。昭和37年8月初

5,015 、最大巡航速度245kt（454km/h）
、

こと等を想定した。要求条件は、
（１）

飛行に成功し、昭和39年8月型式証明

経済巡航速度215kt（398km/h）／

座席数60席またはそれ以上、（２）巡

が交付され、東京オリンピックの聖火

4,572m、失速速度76kt（141km/h）／

航速度250km以上、
（３）ローカル線用

リレーに使用されるなど華々しいデビ

着陸速度、海面上昇率372m／min、運

の滑走距離1,200m以内、区間距離

ューを果たした。昭和40年に、米国連

用高度限界6,096m、航続距離530nm

600km以上、幹線用は区間距離1,000km

邦航空局（FAA）の型式証明を取得

（982km/h）／ペイロード最大、950nm

以上、滑走路長1,500km程度というも

して、海外マーケットの開拓を開始し

（1,759km）／燃料最大、離陸滑走路長

のであった。

主たる用途は、昭和38年以降、主と

た。総計182機製造されたが、販売的

1,113m、着陸滑走路長1,097m、座席数

日本航空機製造の発足により、設計

には必ずしも成功したわけではない

2+64

業務等を輸送機設計研究協会から引き

が、中型の旅客機として技術的には優
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新明和

た。揚陸用脚の代わりに着陸用脚を装

PS-1/US-1

備したUS-1の開発は昭和47年度から開
〈対潜哨戒・救難用飛行艇〉

始された。昭和49年12月3日初の離着
陸試験が海上自衛隊岩国基地で実施さ
れ、初飛行に成功した。4次防衛期間
中に調達された3機を運用する第71航
空隊が新編され、以降7機体制を確立
するための追加調達が実施された。昭
和63年度以降は、エンジンを強化した
US-1Aが調達されている。
〔データ：PS-1〕全幅33.2m、全長
33.5m、全高10.0m、翼面積135.8㎡、運
用自重26.6t、最大離陸重量43.0t、最大
着陸重量36.0t/荒海、発動機T64-IHI-10
3,060shp×4、燃料容量19,456 、最大
速度284kt（525km/h）
、最大巡航速度
230kt（426km/h）、哨戒速度140kt
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昭和30年代前半に、官民共同の研究

験によりその実現可能性を確認し、昭

（259km/h）/350m、失速速度57kt

会が開催されソーナーを使用した対潜

和38年以降開発試作に移行した。昭和

（105km/h）/着水形態、海面上昇率

飛行艇の構想が検討された。この構想

38年に基本設計、昭和39年には細部設

725m/min、実用上昇限度8,230m、航

を実現するためには、飛行艇の弱点で

計、昭和40年には新明和工業による試

続距離2,150nm（3,982km）/最大、離

ある対波浪性の向上、離着水速度を低

作が開始された。昭和42年には試作1

水距離300m（水面滑走250m）
、着水距

くするための高揚力装置の実現等複雑

号機の初飛行が実施され、昭和45年10

離470m（水面滑走220m）
、武装ホーミ

な技術的課題を解決する必要があっ

月には部隊使用承認が下りた。以降

ング魚雷×5、127mm対潜ロケット

た。この技術的課題を解決するため、

PS-1と呼称されることになった。

弾×6、150㎏対潜爆弾×4、座席数12/

米海軍から供与されたグラマン アル

PS-1の成功により、海上自衛隊は対

バトロスを改造したUF-XS実験機を用

潜哨戒以外に、海難救助、離島間輸送

いて、昭和39年まで実施した各種の試

等へと運用を拡大すべく研究を開始し

第1部

各論

最大

のKV-107Ⅱに、キャビン床面強化、ロ

川崎 バートル KV-107Ⅱ

ーラー・コンベア敷設などの改修を施
〈輸送・救難ヘリコプター〉

したヘリボーン用ヘリコプターで、完
全武装兵26名を搭載でき、電動ウイン
チ、カーゴスリング（能力4,536㎏）も
装備している。
V107A型はエンジンのパワーアップ
を計った民間型のKV-107ⅡAに相当
し、燃料タンクを大型化して航続距離
を延長するとともに、ドップラ・レー
ダー、UHF無線機を搭載し、航法能力
を向上したものある。エンジンのみを
パワーアップして輸送能力を向上した
V107A1がある。
KV-107シリーズは、昭和36年から昭
和64年にかけて160機生産された。
〔データ：KV-107-II陸自型〕回転翼直

V107はシコルスキーS-61と同時期に

バートル社は軍用型の開発に続いて民

径15.2m、全長21.9m、全高5.1m、回転

開発された双発ヘリコプターである

間型V107Ⅱを製作し、1962年はじめに

翼円板面積370.7㎡、自重5.5t、最大重

が、S-61がシングルロータであるのに

米国連邦航空局（FAA）の型式証明

量8.6t、発動機T58-IHI-110 1,250shp×

対し、本機はタンデムロータという対

を取得した。

2、燃料容量5,110 、最大速度130kt

川崎航空機は、米国バートル社と技

称的な構造に相違がある。

（241km/h）
、巡航速度119kt（220km/h）
、

ボーイング・バートル107はボーイ

術提携して、KV-107Ⅱ型を製造し、昭

実用上昇限度3,962m、ホバリング高度

ング社に吸収合併される前のバートル

和37年7月に初飛行させ、昭和43年に

3,260m/IGE、2,220m/OGE、航続距離

社が1955年から基礎設計をはじめたア

はエンジン性能を向上させたKV-107Ⅱ

236nm（593km）
、座席数2+26/最大

メリカではじめての双発ヘリコプター

A型機を開発した。

で、1957年4月に原型が初飛行した。

川崎ヒューズ

陸上自衛隊のV107は、この民間型

OH-6/369系列
〈観測・輸送用ヘリコプター〉

を昭和42年6月29日に締結した。アリ
ソンT-63エンジンについては、昭和41
年10月24日、三菱重工がライセンス国
産担当会社に決定した。
川崎重工は昭和43年からOH6J/369HSのライセンス生産機の納入を
開始し、昭和44年3月10日、11機のOH6Jがはじめて陸上自衛隊に納入され
た。民間型の369Dは昭和53年4月20日
に運輸省の型式証明を取得した。
現在迄のOH-6シリーズの生産機数
は397機である。
〔データ：OH-6D〕主回転翼直径8.1m、
全長9.5m、全高2.7m、自重0.71t、最大
重量1.4t、発動機アソリン250-C20B
420shp×1、燃料容量324 、最大速度
132kt（244km/h）、巡航速度128kt

米陸軍に採用された軽観測ヘリコプ

優れた機体である。川崎重工は、OH-

（237km/h）/SL、実用上昇限度4,481m、

ター。乗員の安全を考慮した胴体構造、

6のライセンス生産担当会社に決定し、

ホバリング高度2,591m/IGE、
1,920m/OGE、

信頼性を高めるためのフェール・セイ

ヒューズ社との間にOH-6A（民間型

航続距離320nm（593km）
、座席数4

フ構造が取り入れられた当時としては

369）の国産化に関する技術援助契約
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三菱

MU-2Aは昭和38年9月14日に初飛行

MU-2

し、昭和40年2月に航空局の型式証明
〈ビジネス・連絡・救難機〉

を取得した。このMU-2Aはフランス
製ツボルメカ・アスタズーⅡKを採用
していたが、米国に輸出する際には米
国製エンジンを搭載することが必要と
の配慮もあり、ギャレット・エアリサ
ーチTPE-331系列に換装された。この
MU-2Bは昭和40年3月27日に初飛行、
同年9月には型式証明を取得した。A
型の生産は試作機2機を含めて3号機で
中止となり、4号機からはB型機が生産
された。総生産機数は765機である。
民間型機の開発に並行して自衛隊機
への改造が検討され、陸・空自衛隊に
連絡偵察機、救難捜索機として採用さ
れた。

三菱重工が独自に開発したビジネス

特徴で、同型機に比較して50％程度翼

〔データ：MU-2B〕全幅11.95m、全長

用双発ターボプロップ機。世界の市場、

面荷重を大きくし、なおかつSTOL性

12.03m、全高4.17m、翼面積16.55㎡、自

特に米国での販売を視野に入れ、商品

を保つことを可能にした。このフラッ

重3.2t、最大離陸重量5.3t、発動機GTEC

としてアピールする特徴を持たせる観

プのため通常の補助翼が使用できず、

TPE331-10-501M 715shp×2、燃料容

点から設計が進めれれた。結局オーソ

横方向の操縦にはスポイラーを使用し

量1,525 、最大巡航速度570㎞/h、失

ドックスな高翼双発形式が採用され、

た。主翼を小さくすることにより、尾

速速度141㎞/h、上昇率810m/min、上

外形は常識的なものに落ち着いたが、

翼も小さく、全体として自重も小さく

昇限度9,449m、航続距離2,780㎞/余裕

独創的な構造、技術が採用されている。

なる効果があり、高性能で低価格な飛

燃料30分保留、離陸距離660m、着陸

中でも主翼に採用されたダブル・ス

行機を実現するのが設計の目標であっ

距離575m/プロペラ・リバース使用、

た。

座席数2+9/最大

ロッテッド・フラップは本機の最大の
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富士

したが、輸出の際のコストの減少を図

FA-200

るため2枚翼構造に変更された。フラ
〈軽飛行機〉

ップは翼の下にヒンジを張り出した単
純な隙間下げ翼とした。この方式は構
造が簡単で動きが大きく、ファウラ
ー・フラップに近い大きな揚力を出す
ことができる。着陸装置は初心者の荒
い着陸を考慮してオレオ方式が採用さ
れた。燃料タンクはインテグラル方式
とし、このクラスとしては最大級の
204 の容量を確保した。試作1号機は、
昭和40年3月に完成し、同年8月に初飛
行に成功した。本機の販売数は、国内、
海外、社有機を含めて292機である。
〔データ：FA-200-180AO〕全幅9.4m、
全長8.2m、全高2.6m、翼面積14.0㎡、
自重0.6t、最大離陸重量1.1t、発動機

富士重工が開発した、4人乗り軽飛

を大幅に使用した胴体、翼端まで同一

Lyc.O-360-A5AD

行機で、旅行、スポーツそれに曲技飛

断面の翼や尾翼を用いるなど、安い飛

量204 、最大速度228㎞/h/SL、経済

行までできる万能型である。主翼や尾

行機を作るための努力も重ねられてい

巡航速度195㎞/h、失速速度96㎞/h/フ

翼の大きさ、舵の大きさ、翼型や舵の

る。キャビンはスポーツ・タイプを重

ラップ下げ、海面上昇率204m/min、

断面、主翼と尾翼の関係位置、胴体の

く見て風防式構造とした。主翼は単純

実用上昇限度3,475m、航続距離1,252㎞、

線図などは同社の過去のデータをもと

な矩形翼で、曲技機として使える＋

離陸距離520m（地上滑走315m）
、着陸

に決定された。しかも、ほとんど絞り

6G、−3Gの強度を持たせてある。初

距離350m（地上滑走150m）
、座席数4

加工を必要としない円筒や円錐の一部

期量産型は重量軽減のために1枚翼と

180hp×1、燃料容

〔データ：モデル710〕全幅12.9m、全

富士 FA-300（モデル700/710）

長12.0m、全高4.1m、翼面積18.6㎡、自
〈ビジネス機〉

重2.3t、最大離陸重量3.8t、発動機
Lyc.TIG0-541-DIB 450hp×2、燃料容
量1,060 、最大速度249kt（461km/h）
、
経済巡航速度213kt（394km/h）
、海面上
昇率577m/min、実用上昇限度9,479m、
離陸距離654m、着陸距離687m、座席
数8

富士重工が米国ロックウエル・イン

（モデル700）は昭和52年5月に米国連

ターナショナル社と共同開発した6〜8

邦航空局（FAA）の型式証明を取得

人乗りレシプロ双発ビジネス機であ

し、生産を開始したが、オイルショッ

る。ジェット機なみに大型鍛造品を多

クの影響もあり50機を生産したところ

用しているところに特徴がある。昭和

で共同事業は中断した

50年11月に初飛行に成功した。FA-300
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富士ベル HU-1B（204B）/-1H
〈多用途ヘリコプター〉

た。KD機は社有機を含め5機で、国産
初号機は昭和39年8月に初飛行し、9月
末に納入されている。
HU-1は民間機としては、昭和38年
にベル204の名称で米国連邦航空局
（FAA）の型式証明を取得した。わが
国では民間機として、昭和39年6月22
日付で富士ベル204Bに対し型式証明が
交付された。
これまでにHU-1Bを127機、HU-1H
を133機生産している。
〔データ：HU-1H〕主回転翼直径14.6m、
全長17.4m、全高4.4m、自重2.2t、最大
重量4.3t、発動機T53-K-13B 1,400shp×
1、燃料容量833

、最大速度115kt

（213km/h）/SL、巡航速度110kt
（204km/h）/SL、海面上昇率448m/min、
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米陸軍の多用途ヘリコプターとして

同級機の設計に大きな影響を与えた。

実用上昇限度4,572m、ホバリング高度

開発されたUH-1（ベル204/205）系列

HU-1Bの国産化に関する富士重工と

4,176m/IGE、335m/OGE、航続距離

を富士重工がライセンス生産した。陸

ベル社との技術援助契約は、昭和36年

上自衛隊のほか、民間の多用途ヘリコ

9月外資審議会により認可された。ノ

プターとして使用されている。本機の

ックダウン（KD）初号機（社有機）

設計思想と機体構造は中型ヘリコプタ

は昭和37年7月に初飛行、第2号機は昭

ーの最も標準的なものとして、以後の

和38年3月に陸上自衛隊に引き渡され
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237nm（439km）
、座席数1+14/最大

で、極めて順調な開発であった。T-2

三菱 T-2/F-1

の生産については昭和47年に一次20機
〈ジェット練習機／戦闘機〉

分の予算が計上され、昭和50年3月に
量産1号機が航空自衛隊に引き渡され
た。
F-1
昭和47年予算でT-2量産一次分予算
予算とともにFS-T2改と呼ばれていた
支援戦闘機のシステム設計及び火器管
制装置の経費も盛り込まれていたた
め、4次防計画の先取りであるとして
国会で問題視され、予算が凍結された。
4次防期間中のFS-T2改を68機装備する
ことで決着し、FS-T2改の推進も認め
られた。
FS-T2改は昭和50年6月初飛行、昭和
51年11月に部隊使用承認が降りるとと

航空自衛隊戦闘機パイロットの教育

技術力を結集する体制が確立した。企

もに、F-1と呼ばれた。調達数量は、

体系はF-104Jへの機種転換訓練用にF-

業は、ASTET（Advanced Superonic

T-2が95機、F-1が77機となった。

104DJが用意されていたが、F-86Fで訓

Trainer Enginerring Team）と呼ばれ

練を終了したばかりの新人パイロット

る設計チームを三菱重工の名古屋航空

〔データ:T-2〕全幅7.9m、全長17.9m、

を超音速機に移行させるには不安があ

機製作所に設置し、基本設計を実施し

全高4.4m、翼面積21.2㎡、運用自重6.3t、

り、新しい超音速高等練習機が必要と

た。この設計チーム構想はその後の開

最大重量12.8t、発動機TF40-IHI-801A

されていた。この要求を満足させる方

発にも踏襲されている。

3,207kg×2、最大速度M1.6、実用上昇

策が種々検討されたが、最終的に国産

T-38をしのぐ飛行性能を備え、学生

限度15,240m、離陸距離610m、武装

案が採用された。昭和43年2月装備審

が近代的な戦闘機にすぐ移行できるよ

20mmバルカン砲×1、AAM×2、座席

査会議は、航空自衛隊から上申された

うに火器管制レーダーを装備するのが

数2

要求性能に基づき設計目標となる基本

大きな特色であった。装備エンジンと

要目を決定し、開発を管理する技術研

しては、地上静止推力2.2t以上の能力

〔データ:F-1〕全幅7.9m、全長17.9m、

究本部に基本設計を下命し、開発がス

が必要とされ、ロールス・ロイス社ア

全高4.5m、翼面積21.2㎡、運用自重6.4t、

タートした。

ドアー・エンジンが選定された。

最大重量13,700kg、発動機TF40-IHI-

企業体制については、企業から提出

昭和46年7月20日1号機は初飛行し、

された提案書の審議に基づき、三菱重

昭和49年3月に技術・実用試験を終了、

着陸距離610m、武装20mmバルカン

工業を主契約会社とし、富士重工業、

昭和49年7月に部隊使用承認が与えら

砲×1、AAM×4 ASM×2、座席数1

川崎重工業、日本飛行機、新明和工業

れた。ASTET結成から約7年、初飛行

が協力するという日本の航空機工業の

から3年で部隊使用承認に至ったわけ

801A

3,270kg×2、離陸距離1,280m、
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三菱

し必要なデータを取得した。

T-2CCV

〈CCV研究機〉 〔データ〕最大重量10.3t、最大速度M

約1.3（ほかはT-2に同じ）

防衛庁技術研究本部が将来戦闘機開

が軽減されるばかりでなく、操縦性が

発に必要な要素技術の研究を実施するた

著しく向上する。三菱重工がT-2練習

めに試作したCCV（Contro1 Configured

機を改造し、主翼前方に垂直・水平カ

Vehic1e）試験機。操縦装置（Control）

ナードを追加した。研究は、昭和53年

が形造った（Configured）機体（Vehicle）

度からスタートし、昭和58年度に初飛

であり、コンピューターが常に最適条

行した。その後操縦性応答の最適化等

件を保持するため、パイロットの負荷

に関する基礎実験を2年間に亘り実施

川崎

上下の運動を行う。また直接横力制御

可変特性研究機（P2V-7改）

（Direct Side-force Control：DSC）は、
〈研究機〉

バンク角をとらなくても機体は左右の
カニの横ばい運動を行うことが可能に
なる。
これらの飛行試験はすべて終了し、
貴重なデータを得た。
〔データ〕直接横力制御、直接揚力制
御

防衛庁技術研究本部の第3研究所で

可変特性というのは、パイロット

行った可変特性の研究を実験するため

の操縦に対して飛行機の安定性や操

の 研 究 機 （ Variable Stability

縦性の応答特性値を、任意の値に変

Aircraft：VSA）
。川崎重工が昭和51年

化させることを可能とするものであ

からP2V-7対潜機を改造し、昭和51年

る。これにより直接揚力制御（Direct

に初飛行し、その後海上自衛隊が飛行

Lift Contro1：DLC）は、機体姿勢

試験を行った。
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（迎え角）を変化することなく機体は

三菱 マグダネル・ダグラス F-4EJ
〈ジェット機闘機〉

め12機が追加され、合計で140機を生
産した。
F-4EJは、昭和57年から耐用年数の
向上と性能向上が図られている。耐用
年数の向上は米軍の進めている構造安
全管理態勢（ASIP）を参考にして、
航空機の疲労限界を見積もることによ
り、点検及び補修の内容の最適化をは
かり延命を図るものである。能力向上
は、火器管制装置の改修、搭載ミサイ
ルの近代化、拡大等を図っている。
昭和58年に航空実験団において実施
されたF-4EJ改の性能確認テストを経
て、昭和60年以降順次F-4EJの改修が
実施された。
〔データ〕全幅11.7m、全長19.2m、全
高5.0m、翼面積49.2㎡、運用自重14.3t、

昭和42年から開始された数次の調査

置、空中給油装置等は装備していない。

最大重量24.9t/正規離陸、発動機J79IHI-17または-17A

8,119kg×2、最大

団の調査結果を踏まえ、昭和43年にF-

昭和45年第一次分予算として34機分

104戦闘機の後継としてF-4EJを機種決

が計上された。このうちの2機は完成

速度M2.4、最大巡航速度M2.3/12,192m、

定した。F-4EJは米軍が運用するF-4E

機輸入で昭和46年7月、日の丸をつけ

海面上昇率2,816m/min、実用上昇限度

を基本として日本型としたものであ

たF-4EJが小牧基地に到着した。昭和

10,927m、航続距離1,718nm（3,182km）

る。レーダ警戒装置APR-37はリリー

56年には日本における最終号機として

/空輸時、離陸距離1,384m、着陸距離

ズされないため国産のJ/APR-2を、更

140機目のF-4EJが納入された。当初計

1,469m、武装JM61Aバルカン砲×1

に日本バッジに適合した国産データ・

画は104機の生産であったが、沖縄返

（内蔵）
、AAM×4、ASM×4または通

リンク装置N/APR620を搭載してい

還に伴う部隊増強を理由に24機が、又

る。又国会で問題視された爆撃標準装

F-15戦闘機の機種決定が1年遅れたた

常爆弾、座席数2

第1部

各論

121

川崎

衛隊に納入され、日本航空機製造の作

C-1

業は川崎重工に引き継がれることとな
〈輸送機〉

った。量産機製造の主契約者は川崎重
工に決定した。4次防当初計画では、50
機の生産が計画されていたが、最終的
には31機が生産された。
C-1はYS-11に次いで自力で開発した
輸送機であるとともに、初めてのジェ
ット輸送機である。世界的に見てもタ
ーボファン・エンジンを搭載した近代
的中型戦術輸送機である。
ローデイング・システムに特徴があ
り、装備品を効率的に搭載、投下でき
るほか、わが国の国情に適合する短距
離離着陸性能を有する。
〔データ〕全幅30.6m、全長29.0m、全高
10.0m、翼面積120.51㎡、発動機

航空自衛隊は、米空軍から供与され

た。基本設計はYS-11の経験を生かすべ

P&WJT8D-96、6,577㎏×2、燃料容量

たC-46を運用していたが、老朽化のため

く日本航空機製造に委託することを決

15,708 、最大速度435kt（806ｋｍ/ｈ）

後継機種の研究が昭和30年代当初から

定した. 昭和42年9月、基本設計は終了し、

/7,620m、経済巡航速度335kt（620km/h）

開始された。米軍の運用する輸送機等

同年10月には細部設計が開始され、試

/10,668m、海面上昇率1,219m/min、実用

を中心として検討されたが、わが国の

作も日本航空機製造で実施することが

上昇限度11,582m、航続距離700nm

国情、独特の地理的条件に適合する候

決定した。1号機の製造は昭和44年夏か

（1,296km）/常用ペイロード7,900㎏搭載、

補案は無く、結局国内開発案に落ち着

ら開始し、最終組み立ては川崎重工岐

離陸距離914m、着陸距離823m、座席数

いた。

阜工場で実施され、昭和45年8月ロール

5+60/最大

昭和38年ごろから要求仕様の検討が
開始され、昭和41年から開発に着手し

富士

ベル

アウト、同年11月12日初飛行を行った。
1号機、2号機は昭和46年2月以降航空自

機の調達予算が計上されたが、その初

AH-1S

号機は昭和59年6月に初飛行し、12月陸
〈対戦車ヘリコプター〉

上自衛隊に納入された。全調達数は89
機である。
〔データ：AH-1S〕回転翼直径13.4m、全
長16.1m、全高4.1m、運用自重3.1t、最大
重量4.5t、発動機Lyc.T53-703 1,800shp×
1、最大速度170kt（315km/h）
、巡航速
度120kt（222km/h）、海面上昇率
488m/min、ホバリング高度3,819m/IGE、
1,158m/OGE、航続距離303nm（561km）
、
武装TOWミサイル×8、ロケット×38、
20mm機関砲×1、座席数2
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米軍が戦訓に基づいてHU-1シリーズ

AH-1Sを1機購入し、運用研究を実施し

を基礎に機体を再設計し、攻撃、対地

た結果、昭和57年から導入することを

支援、対戦車用に改造した世界初の本

決定した。ライセンス生産の担当会社

格的な対戦車ヘリコプター。陸上自衛

として富士重工が選定され、昭和57年

隊は昭和54年、昭和55年にベル社から

から生産が開始された。昭和57年に12
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三菱

マグダネル・ダグラス

F-15
〈ジェット機闘機〉

三菱重工を主契約会社、川崎重工を従
契約会社とし、エンジンは石川島播磨
重を主契約会社とすることを決定し
た。三菱重工でノックダウン国産した
F-15J初号機は昭和56年8月26日初飛行
に成功し、約3ヶ月の試験飛行を終え
て、同年12月11日航空自衛隊に納入さ
れた。本機による第１飛行隊は昭和57
年12月新田原基地で編成された。
全調達数は199機である。平成9年度
より、レーダ、セントラル・コンピュ
ーター、総合電子戦装置を導入するこ
とにより能力向上が実施された。
〔データ：F-15J〕全幅13.1m、全長
19.4m、全高5.6m、翼面積56.5㎡、運用
自重12.5t、最大重量30.8t/正規、発動
機F-100-IHI-100 10,800㎏×2、燃料重

F-15J／DJは，ロッキード事件の嵐

とし、優れた防空効果を期待できる7

量2,070㎏/内蔵タンク、最大速度M2.5、

が吹き荒れるさなかの昭和52年12月，

機種の中から、最終的にF-15Jを選定

最大巡航速度M2.3、絶対上昇限度

防衛庁がF-104J／DJの後継機として選

したが、導入開始時期を当初計画より

30,480m、航続距離2,500nm（4,630km）
、

定した世界最強の制空戦闘機である。

1年遅れて、昭和53年とせざるを得な

離陸距離600m、着陸距離1,202m、武

後継戦闘機の選定作業は昭和50年頃か

かった。それに伴いつなぎとして14機

装JM61バルカン砲×1（内蔵）
、AIM-7

ら開始され、自由圏諸国で運用中、ま

のF-4EJを導入することになった。

または-9ミサイル×4、またはMK84通

たは開発中の戦闘機から邀撃を主任務

国産化決定に伴い防衛庁は、機体は

常爆弾、座席数1
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神戸製鋼、大同製鋼、住友精密、東京

YX/767

航空計器その他がサブコントラクタと
<旅客機〉

かユーザーとの直接契約による部品、
たとえばテレビ、視聴装置や客席など
が納入されるなど、直接あるいは間接
的に767の生産に我が業界を挙げて協
力している。
いずれにしても、我が国から納入さ
れた部品の品質の高さはボーイング社
でも高く評価されており、ことに胴体
部では外観だけで他のメーカーの製品
とはっきり区別できるなどの完壁なで
きばえといわれ、ボーイング社の規格

ボーイング767の特徴を要約してみ

あるが、ほかに新明和工業および日本

は完全にクリアしている。当初のあま

ると、省資源という現代社会の一般的

飛行機もこの三社の部品製造を行って

りに大きい技術水準の開き、重量コン

な要求に応える低燃費と長寿命性、先

いる。

トロールと高精度、高品質に対するボ

端的なアビオニクスの広範囲な採用に

部品メーカーとしては、帝人精機＝

ーイング社の極めて厳しい要求、国情

よる技術革新、世界で最も厳しい基準

スポイラおよびヨーダンパ、エルロ

と言語の違いなどに挑戦し、これを克

にも適合できる低騒音性、短い滑走路

ン・ロックアウト用アクチュエータ、

服した技術者の苦労が報いられたもの

での運用を可能とする優れた離着陸性

島津製作所＝フラップ、スラット駆動

といってよい。

能、2本の通路を持つ客席による快適

用アクチュエータ、ギア・ボックス、

性および安全性の確保などを挙げるこ

バルブなど、萱場工場＝ブレーキ・バ

〔データ：ボーイング767-200〕全幅

とができるが、1980年代はもとより

ルブ、前・主脚扉用アクチュエータ・

47.6m、全長48.5m、全高15.9m、翼面

1990年代にも又はそれ以降にも十分に

バルブ、三菱電機＝燃料シャット・オ

積283㎡、運航自重81.2km、ペイロー

活躍を続けることのできる近代性をも

フ・バルブ、小糸製作所＝各種電灯類

ド31.3km（最大）
、最大離陸重量136.1t、

（読書灯、出口指示灯、操縦室用地図

発動機P&WJT9D-7R4D 21,637㎏×2、

また現在、我が国で生産を分担して

灯、ロゴ・グラフィック灯）、新日本

燃料容量58,900 、巡航速度M0.80、着

いる部分は、主構造部では前および中

航空整備＝ギャレィおよびラバトリ・

陸進入速度134kt（248km/h）
、航続距

部胴体、主翼小骨が川崎重工、後部胴

ユニット、松下電器=乗客サービス・

離2,780nm（136.1t）/乗客211名、離陸

体、および乗降口扉が三菱重工、翼・

ユニット、オーディオ・システム一式

滑走路長2,075m、着陸滑走路長1,490m、

胴フェアリング、主脚扉が富士重工で

となっている。このほかにも横浜ゴム、

運航乗員/乗客2/211〜236

つ機体を目標に設計されている。
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ロッキード

れ、昭和53年度から調達が開始された。

P-3C

FMS調達される3機の初号機は、昭和
〈対潜哨戒機〉

56年4月に米国で引き渡され、川崎重
工に発注された5機のうちのノックダ
ウン生産初号機が昭和57年3月初飛行
し、同年5月海上自衛隊に納入された。
平成9年9月に101機目に当たる最終号
機が引き渡された。
P-3Cの機体をベースとして、訓練用
電波妨害装置を搭載したUP-3D，画像
データ収集装置を搭載したOP-3C，電
子戦データ収集装置を搭載したEP-3等
が配備されている。
〔データ〕全幅30.4m、全長35.6m、全
高10.3m、翼面積120.8㎡、運用自重
27.9t、最大重量64.4t/過荷重、61.2t/正
規、47.1t/着陸、発動機T56-IHI-A-14

P2V-7の後継機として開発された大

えており、また機内搭載燃料容量も長

4,910ehp×4、燃料容量34,820 、最大

型対潜哨戒機で、ロッキード社のター

距離旅客機としての航続力を満たす約

巡航速度411kt（761km/h）/4,572m、

ボプロップ4発旅客機エレクトラを母

35,000 という膨大な量で、行動半径

哨戒速度206kt（382km/h）/457m、失

体として発展させた機体だけに、キャ

もP-2より格段に大きくなっている。

速速度112kt/着陸形態、海面上昇率

ビン・スペースが広くゆとりがあり、

飛行性能の面でも、速度、上昇力など

594m/min、実用上昇限度8,626m、行

搭載能力も大きいため、航法電子機器

あらゆる点でP-2をしのいでいる。P-

動半径1,346nm（2,493km）/通常、離

や対潜探知機、情報処理システムなど

3Cは、これまでの対潜機器や航法装置

陸距離1,673m、着陸距離845m、兵装

大量の機器装備によって、世界最強の

を一新し、データ処理装置やコンピュ

レーダ、磁気探知機、ソナー、シュノ

哨戒能力を備えた機体である。キャビ

ーターまで装備され、哨戒機としての

ケール航跡探知装置、ECM等、座席

ン内はすべて与圧され、長時間の哨戒

能力と機能は、一層充実されている。

数12/最大

飛行を行ううえで優れた居住性をも備

昭和52年度にP-3Cの導入が決定さ

予定されたVFRのみの型式証明取得ま

川崎 MBB BK117

で1：1で開発コストを分担することに
〈多用途ヘリコプター〉

なった。製造に関しては主要装備品の
重複生産は行わず、最終組み立ては
別々に実施するという内容であった。
川崎重工の試作2号機をMBB社に輸
送し、平成元年8月に初飛行に成功した。
昭和57年12月9日西独で、同年12月
17日日本で型式証明を取得した。
MBBで審査を受けていた米国連邦航
空局（FAA）の型式証明は昭和58年3
月9日に取得した。
〔データ〕主回転翼直径11.0m、胴体全
長9.9m、全高3.8m、主回転翼円板面積
95.0㎡、自重1.7t、最大離陸重量3.2t、
発動機Lyc.LTS101-650B-1 592shp×2、
燃料容量598 、最大速度278㎞/h、巡

く、2年余りの交渉を経て、昭和52年2

航速度252㎞/h、海面上昇率594m/min、

月BK117共同開発計画がスタートした。

実用上昇限度4,572m、ホバリング高度

のMBB社はBO107を検討していた。こ

この契約はコスト、プログラム、製

3,570m/IGE、3,100m/OGE、航続距離

れらのプロジェクトには共通点も多

作、販売割当からなり、昭和55年末に

昭和40年代台後半、川崎重工はKH-7
双発多用途ヘリコプタを、同じ頃西独

497㎞、座席数8〜11（合パイロット席）
第1部
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チジェット400の名称で販売、平成2年

三菱 MU-300

（1990年）秋から、セスナ・サイテー
〈ビジネス機〉

ションTに対抗する胴体ストレッチ型
400Aを販売している。400Aは、米空
軍の給油/輸送機訓練システム
（TTTS）に採用されて、T-1Aシェイ
ホークと命名され、1997年迄に180機
調達された。次いで米空軍の上級パイ
ロット訓練（SUPT）用に41機発注さ
れた。2000年10月末迄に、民間用ビー
チ400が64機、民間型400Aが303機納入
された。一方平成3年8月には航空自衛
隊の輸送・救難用練習機にT-400とし
て採用され、平成4年度から輸入調達
が開始され、12機が納入されている。
〔データ:MU-300-10〕全幅13.25m、全
長14.75m、全高4.20m、翼面積22.43m2、

三菱重工が独自に開発したMU-300

広くゆったりとした客室も備えてい

標準空虚重量4.2t、最大離陸重量17.2t、

はMU-2で築いたユーザのステップア

る。そして経済性の面では競争機に比

発動機P&WJT15D-5 1,315kg×2、燃

ップを狙って開発され、ビーチ社が製

べ燃料消費が少なく、かつ巡航速度が

造権を買い取って販売したビジネスジ

速いという特長を備えている。

ェット機である。MU-2と同じく全翼

試作1号機は昭和52年8月29日名古屋

（12,500m）、失速速度139km/h、上昇

幅にわたるフラップと独特の設計によ

空港で初飛行したが、機体の安全基準

率1,205m/分、上昇限度12,500m、航続

る新型翼の使用により、三菱の伝統で

に関する米国連邦航空規則は年々厳し

距離3,140km/余裕燃料30分保留、離陸

ある高速性と低い着陸速度の組み合わ

くなり、米国連邦航空局（FAA）の

距離1,200m、着陸距離860m、座席数

せを可能にしている一方、ビジネス・

型式証明を取得したのは昭和56年11月

2+8/最大

ジェット機に対する快適な居住性の要

6日のことであった。

求にこたえるため、このクラスで最も
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料容量2,471 、最大巡航速度854km/h
（8,840m）、経済巡航速度717km/h
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ビーチ社は、ダイヤモンドⅡをビー

従来にない開発形態をとっている。平

三菱 XSH-60J

成元年6月に試作機2機が海上自衛隊に
〈対潜ヘリコプター〉

引き渡され、各種の試験を実施した後、
平成3年（昭和63年度予算で12機の経
費を計上）より部隊配備が開始された。
現在81機を保有している。
機体のライセンス国産及び機上シス
テムは三菱重工が、エンジンのライセ
ンス国産は石川島播磨重工が担当して
いる。
〔データ:SH-60B〕回転翼直径16.36m、
胴体全長15.13m、全高5.18m、自重6.2t
（ASW）、総重量9.9t（般用）、発動機
GE T700-4011、1,690shp×2、燃料容
量2,241 、最大速度234㎞/h、海面上
昇率213m/min、原型初飛行昭和54年
12月12日

この新対潜ヘリコプター（艦載型）

る戦術情報処理装置、処理された情報

システムは、アメリカから導入する対

を艦艇と自動的に交換するデータ・リ

潜ヘリコプター（SH-60B）の機体に、

ンク装置、複雑なヘリコプターの戦術

防衛庁技術研究本部が開発したソナ

飛行を自動的かつ安全に行う自動飛行

ー、ソノブイ、磁気探知装置、レーダ

制御装置などを搭載し、大幅な能力向

ーなどから得られる戦術情報などをコ

上を図るものである。機体を導入し最

ンピューターによって自動的に処理す

新の対潜戦関連機器を開発するという

川崎

バートル

機体、エンジンとも川崎重工がライ

CH-47J

センス国産を担当し、昭和59年より国
〈輸送ヘリコプター〉

産化がスタートし、昭和61年11月陸上
自衛隊向け1号機が、同年12月航空自
衛隊向け1号機が納入された。現在迄
の生産機は66機である。
〔データ〕回転翼直径18.3m、全長
25.6m、全高5.7m、自重10.6t、最大重
量22.7t、発動機T55-L-712もしくは
T55-K-712×2、燃料容量約3,900 、巡
航速度162kt（300km/h）
、座席数3+55
または最大58

米国ボーイング社が開発したタンデ

が使用されている。我が国でも陸上自

ム・ローター形式の大型輸送用ヘリコ

衛隊ではKV-107Aの後継として、航空

プターCH-47Dと同等の規模の機体で

自衛隊では端末輸送という任務に対応

ある。CH-47シリーズは米陸軍の主力

するヘリコプターとして採用された。

大型ヘリコプターとして1962年から就

KV-107Aと比較すると2倍程度の輸

役し、700機以上運用されている。そ

送能力を有する他、機体の安定性、操

のほかカナダ等多くの国で180機以上

縦性において格段に向上している。
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使用（構造重量の4.5%程度）等の新技

川崎 T-4

術を採用した。エンジンは石川播磨重
〈中等練習機〉

工で開発されたターボファン・エンジ
ン（F-3-IHI-30）が2基搭載されている。
昭和56年防衛庁は、中等練習機の開
発に当たり、川崎重工を主契約会社に、
三菱重工、富士重工を協力会社に選定
し、開発がスタートした。昭和56年基
本設計、昭和57年細部設計、昭和58年
から製造を開始した。昭和60年7月に
初号機が初飛行、昭和60年以降技術研
究本部、航空実験団により技術、実用
試験が実施され、量産初号機は昭和63
年9月に航空自衛隊に納入された。量
産開始以来15年にわたり208機が生産
され、平成15年3月に最終号機が納入
された。
T-2に代わるブルー・インパルスの

T-4中等練習機は機体・エンジンと

開発費および量産価格に目標を定める

後継機種にも決定し、平成7年度に松

も国内開発したほか、種々の新技術が

とともに、運用時の経済性を考慮・追

島基地の4空団11飛行隊としてT-4ブル

盛りこまれている。 初等練習機から

求を行った。良好な信頼性・整備性を

ー・インパルス・チームが誕生した。

高等練習機への移行がスムーズに行え

実現するため、各種装備品に対する新

るよう、遷音速翼の採用のほか、機体

技術の採用、点検扉の最適化およびエ

〔データ：XT-4〕型式双発、縦列複座、

形状に工夫をこらし、低速から高速ま

ンジンの着脱容易化などを追求した。

全幅9.9m、全長13.0m、最大速度500kt

で広い飛行範囲で良好な飛行特性を持
つよう設計されている。 設計開始時

安全性の観点から、エンジンの双発化、 （926km/h）以上、実用上昇限40,000ft
以上、航続距離約700nm（1,256km）、
二重油圧操縦系統を採用した。平成年

からコスト・コントロール活動を行い、

代以降の使用を考え、炭素系複合材の

航空宇宙技術研究所 低騒音STOL実験機「飛鳥」
〈STOL実験機〉

エンジンF-3-IHI-30×2

させる。これとともに主翼前縁および
補助翼の前縁から空気を吹き出して境
界層制御も行う。昭和53年度より、機
体5社の技術者により設計が開始され、
昭和54年度には、川崎重工が主契約会
社、三菱重工、富士重工、新明和工業、
日本飛行機を協力会社とする体制が決
定し、試作が進められた。昭和60年10
月に初飛行した。
〔データ〕全幅30.6m、全備重量38.7t、
発動機FJR710/600S

9,525kg×4、離

陸距離680m、着陸距離480m

60年代以降の民間機の主力の一つと
考えられる低雑音ファン・ジェット
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の計画はなく、本機はかがみはら航空
博物館に展示されている。

STOL機開発に必要な技術を研究する

C-1をベースとして、USB方式によ

ことを目的として、航空宇宙技術研究

り主翼上面へ排気を噴出し、フラップ

所が開発した。実験終了後は実用機へ

で向きを下方へ曲げ大きな揚力を発生
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にフラット・レートして使用してい

富士 T-5

る。コックピットは海上自衛隊機パイ
〈初等練習機〉

ロット養成の観点からサイド・バイ・
サイドの4座配列で、バブル型の大型
スライド式キャノピーの採用等によ
り、居住性を良好とし、編隊飛行や曲
技飛行時の視界を確保している。
本機は曲技能力を有しており、基地
祭等において小月基地の教官による見
事な展示飛行も行われている。初等練
習機として優れた特性を発揮してる。
〔データ〕
全長8.44m、全幅10.04m、全高2.96m、
最大離陸重量A類1.6t、U類1.8t、エンジ
ンロールスロイス250-B170D 350hp×1、
燃料塔載量99USGAL、巡航速度140kt
（259km/h）TAS@8000ft、水平最大速

T-5は、海上自衛隊の初級練習機と

ボプロップ・エンジンの適合性を確認

度193kt（357km/h）TAS@8000ft、失

して海上自衛隊の委託により富士重工

している。昭和63年4月27日に初飛行

速速度56kt（104km/h）CAS、上昇率

が製造した機体である。山口県小月基

し、同年8月に初号機が納入されたの

1700ft/min@S/L、離陸滑走距離990ft、

地において運用されている。本機は、

に続き、平成10年までに合計36機が製

着陸滑走距離570ft、座席数4

富士重工製KM-2型機の後継機であり、

造・納入されている。

富士重工がライセンス国産したT-34メ

エンジンは、ロールス・ロイス社

ンターをルーツとし、LM、KMと成

（旧米国アリソン社）製250シリーズ、

長した系列の機体である。富士重工は

B17Dエンジンである。最大馬力は、

あらかじめ社有機KM-2Dにおいてター

離昇出力420hpを初心者教育用に350hp
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三菱

対艦ミサイルの塔載を可能にしてい

F-2

る。また、高旋回性／加速性等の高い
〈支援戦闘機〉

防空戦闘能力を得るために、大推力エ
ンジンを採用、及び一体成形複合材構
造主翼の採用等機体構造の軽量化が図
られている。さらに、生存性を高める
ために、耐鳥衝突性を高めた強化型風
防、及び統合電子戦システムを採用し
ている。
また、多様な任務に対応可能で、パ
イロット作業量を低減したデジタル飛
行制御システムを採用している。
戦後の各種航空機開発プロジェクト
によって培われた、設計から製造にい
たる広範囲な技術基盤の存続が、F-2
開発の土台となっていることは当然だ
が、そのほかに先行的に実施してきた
一体成形複合材主翼・CCV研究機等の

F-16を母機として日米の優れた技術

に試作1号機のロールアウト、各種地

我が国独自の研究による先進技術の蓄

を結集して開発された支援戦闘機。F-

上試験を経て同年10月7日初飛行を行

積が、F-2に効果的に取り入れられ、

2は、航空自衛隊が保有している支援

った。同年12月14日、製式名F-2とし

画期的な性能を達する礎となった。こ

戦闘機（F-1）が減勢することに対処

て130機（単座型F-2A、83機、複座型

れらの先進技術の蓄積があったからこ

するため、米国の戦闘機F-16をもとに

F-2B、47機）の調達が決定された。さ

そ、日本主導の日米共同開発プログラ

して、我が国の運用構想、地理的特性

らに、平成8年7月日米両国政府におい

ムが成立しえたと考えられる。

等に適合するよう開発された支援戦闘

て、「日本国防衛庁と合衆国国防省と

本開発では、日本のリーダーシップ

機である。航空阻止、近接航空支援、

の間の支援戦闘機（F-2）システムの

の下で、日本の開発手法をベースにプ

海上航空支援、及び航空作戦を効果的

生産に関する了解事項覚書」が締結さ

ログラムを進めた。しかし、日米両国

に実施すると共に、対領空侵犯措置任

れたのを受け、平成8年度から量産機

政府間、あるいは日米両国会社間の調

務を実施することを任務としている。

の調達が始まり、平成12年9月量産初

整等、特に米国側の契約社会慣行に対

号機が納入された。

応した厳密さや文化の違い等により、

昭和63年11月日米両国政府において
日本国防衛庁と合衆国国防省との間

改造母機であるF-16は、世界中で使

従来の日本流の開発では対応できない

のFS-Xウェポン・システムの開発に

用されている非常に優れた戦闘機であ

点が多々あったが、日本流の開発手法

おける協力に関する了解事項覚書 が

り、その特徴である優れた空力特性、

を主体として開発を成功させたこと

締結されたのを受け、防衛庁技術研究

小型、軽量、コンパクトで信頼性の高

は、今後日本主導の国際共同開発を行

本部は米国戦闘機F-16を改造母機とし

い構造並びに装備、そして多機能を有

う際の大きな経験になったと言える。

た次期支援戦闘機FS-X（XF-2）の開

するアビオニクス・システム構成等を

発に着手した。機体開発は三菱重工を

生かし、かつ、我が国の運用要求を満

主契約会社、ジェネラル・ダイナミッ

足するように改造された。

クス社（現ロキッード・マーチン社）
、

130

F-2では、機体外形は主翼面積／水

〔データ：F2A〕
乗員1名（F-2Bは2名）
、
エンジンF110-GE/IHI-129×1、

川崎重工、及び富士重工を協力会社と

平尾翼面積が増大されており、胴体も

全幅11.13m、全長15.52m、

した。平成元年度に本格的な設計を開

延長されている。また、機体システム

全高4.96m、最大速度約M2、

始、実大木型模型による各種の評価を

としては、スタンドオフ対艦攻撃力を

航続距離約4,000km

経て、平成4年6月に基本設計を終了、

高めるため、アクティブ・フェーズ

平成6年2月に製造を開始、平成7年1月

ド・アレイ・レーダを採用し、長距離
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川崎

により、高機動性を確保できた。

OH-1

多数のセンサーとアクチュエータを
〈観測ヘリコプター〉

有しコンピュータ制御する操縦安定性
増大のためのフライト・コントロー
ル・システム（AFCS）により、パイ
ロットは高視程時には機敏な操縦性を
得るモードを、夜間や悪天候時には安
定モードを選択することができる。前
述のヒンジレス・ハブとAFCSによっ
て、地表に沿ってぎりぎりの低空飛行
（NOE；Nap of the Earth）が可能とな
っている。
またコックピット内は、情報の統合
処理化による任務適合性の高いグラ
ス・コックピットで、音声による警報
伝達もありパイロット・ワークロード
を軽減している。
尾部のテール・ローターは、超低空

偵察・指揮等を任務とする観測ヘリ

務が与えられ、機体塗装も試験・評価

飛行、狭隘地離着陸での安全性の高い

コプターOH-1は、陸上自衛隊の現有

任務に応じ塗り分けられた。約2年半

ダクテッド・テイル・ローター方式を

観測ヘリコプターOH-6Dの後継機とし

に亘って飛行試験が行われた。

採用している。また機体は乗員２名を

て、平成4年10月に開発が始まり、平

平成11年12月21日部隊使用承認を得

前後に配置した非常に幅の狭い胴体で

成8年8月6日に試作機の1号機が初飛行

て、平成12年1日に、量産初号機が納

あり、これにより偵察任務中相手から

を行った。その後、種々の評価試験を

入された。現在迄の生産機数は15機で

発見されにくい特徴をもっている。更

行い、量産化が決定された。

ある。

に機体の左右のスタブ・ウィングに

XOH-1の開発に伴い、防衛庁は平成
4年4月、川崎重工、三菱重工、富士重

OH-1の特徴、新技術には主として
次のようなものがある。

は、空対空ミサイル（AAM）と増槽
を塔載することができる。平成12年以
降、第一対戦車ヘリコプター隊等順次

工3社に提案書を求め、評価作業等を

コックピット上面とブレードとの間

経て、同年9月に新小型観測ヘリコプ

に赤外線（FLIR：Forward Looking

配備されつつある。また試作機4機は、

ターXOH-1の主契約会社に川崎重工

Infra Red）
、可視TV、レーザー測距装

その後量産型に改修され、OH-1の更

が、協力会社として三菱重工、富士重

置を一体化した索敵サイトを配置し、

なる改善に取り組んでいる。

工が指名された。

OH-1に優れた偵察能力を付与してい

平成4年10月に開発チームを川崎重
工岐阜工場に置いて、純国産のXOH-1

る。索敵サイトの開発課題は小型化と
視軸の安定であった。

〔データ〕
型式双発、縦列複座、寸法胴体幅10m、

の開発がスタートした。 設計の進捗

OH-1の飛行特性を特徴付けている

胴体長12.0m、全高3.8m、重量約3.5t、エ

に伴い、設計確認あるいは評価に使用

ものに、高い操縦応答性を発揮する複

ンジンTS1-M-10 884shp（30分定格）×

される実大模型、タイダウン試験機、

合材製のハブと、空力性能に優れた耐

2、最大水平速度約150kt（278km/h）
、

全機静強度試験機等が製造された。飛

戦闘損傷性を有する4枚の複合材製ブ

行動半径約200km、武装AAM×4

行試験のための試作機は4機が製造さ

レードがある。このヒンジもベアリン

れた。4機のそれぞれに試験・評価任

グもない無関節型ローター・システム
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三菱

いる。本機はUH-60Aの発展型である

UH-60J

米陸軍UH-60LをベースにUH-60Jとの
〈救難ヘリコプター〉

共通装備及び陸上自衛隊向けの固有装
備として赤外線排出抑制装置やワイヤ
ー・カッター等を追加装備した機体で
ある。ライセンス国産は、機体を三菱
重工が、エンジンは石川島播磨重工が
担当している。
〔データ：UH-60J（A）
〕
回転翼直径16.4m、全長19.8m、
全高5.1m、最大全備重量10.0t、
発動機T700-IHI-401C 1,800shp×2

防衛庁は、救難ヘリコプターとして

燃料系統の追加装備、赤外線暗視装置、

UH-60Jを航空自衛隊向けに平成2年度

気象レーダ、救難ホイスト等の救難装

から導入し、また海上自衛隊向けに平

備の追加を施した機体である。また、

成3年度（初号機納入は、平成3年12月）

多用途ヘリコプターとしてUH-60JAを

から導入を開始している。本機は米陸

陸上自衛隊向けに平成9年度（初号機

軍UH-60Aをベースに出力向上、補助

納入は、平成10年1月）から導入して

探知性能を向上したソナー、④夜間・

三菱 XSH-60K

悪天候時の安全な着艦を可能とする着
〈哨戒ヘリコプター〉

艦誘導支援装置などを搭載するもので
ある。
また、レーダーの高性能化や、
FLIR及び自機防御機器の追加、ヘル
ファイヤ対艦ミサイル及び機銃等の塔
載武器の多様化、及びキャビン・アレ
ンジの多様化等による人員・物資輸送
能力向上も図られており、このシステ
ムが完成すれば、従来の哨戒ヘリコプ
ター（SH-60J）に比べ、捜索能力、情
報処理能力、機動力などが大幅に向上
する。平成14年度より装備化（7機）
を開始した。
〔データ：XSH-60K〕
回転翼直径16.4m、全長19.8m、

防衛庁は、現在の護衛艦が対潜戦お
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この哨戒ヘリコプター（艦載型）は、

全高5.4m、最大全備重量10.9t、

よび対水上艦船攻撃を行う際に重要な

従来のSH-60Jをラージキャビン化する

発動機T700-IHI-401C 1,800shp×2、

役割を担っている艦載の哨戒ヘリコプ

と共に、新たに開発する①ホバリング

原型初飛行平成13年8月9日

ター（SH-60J）の後継機として、わが

性能の向上を目的とした高性能メイ

国独自の運用構想に基づく哨戒ヘリコ

ン・ロータ・ブレード、②人工知能を

全幅9.9m、全長13.0m、

プター（艦載型）の開発を三菱重工を

活用した戦術リコメンド機能、及び僚

最大速度500kt（926km/h）以上

主契約会社として平成9年度から行っ

機間戦術情報交換機能を有する戦術情

実用上昇限40,000ft、

ている。

報処理表示装置、③低周波数化による

航続距離約700nm（1,296km）
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Electronic Control）の電子制御により

三菱 MH2000

ハイスピード・モード（100%）とロ
〈民間ヘリコプター〉

ーノイズ・モード（90%）の2段階可
変回転数での運用が可能である。この
新規開発のエンジンと全複合材製の低
騒音ロータの採用により、市街地上空
等においてはローノイズ・モードで飛
行し、機外騒音の低減を図っている。
更に、機内もギア・ボックスなど駆動
装置をキャビンを避けて配置すること
によって、室内騒音を抑えると同時に
広いキャビンを創り出し、これまでの
ヘリコプターにはない乗り心地を実現
している。MH2000の開発は平成7年4
月にスタートし、設計、解析及び飛行
試験等に対する航空局の審査を経て、
基本的な仕様に対する型式証明を平成
9年6月に運輸省（当時）より取得し、

らのヘリコプターに要求される様々な

量産初号機は平成11年10月に納入され

が国初の純国産民間ヘリコプターであ

特長、即ち、安全性、静粛性、快適性、

た。

る。また、機体とエンジンを同時に開

経済性、高性能を兼ね備えた最新のヘ

発して型式証明（T/C）を取得したヘ
リコプターとして、日本ばかりでなく

リコプターであり、人員輸送、報道、 〔データ〕
全備重量4.5t、全長14.0m、
救急医療（EMS）、防災等の広範な用

世界でも例がない。

途への利用が期待される。

MH2000は、三菱重工が開発した我

国産開発エンジンMG5-110（876hp）

2基のエンジンは、単段遠心圧縮機

回転翼直径12.2m、
発動機MG5-110（MH2000A搭載）
、

を2基塔載した中型多用途ヘリコプタ

を採用した新規開発のMG5-110型で、

最大速度260km/h、航続距離780km、

ーで、標準で10名搭乗できる。これか

FADEC（ Full Authority Digital

乗員・乗客7〜12名、

新明和

〔データ〕

US-1A改

全幅33.2m、全長33.5m、全高9.9m、
〈救難飛行機〉

最大量47.7t、
発動機RRC AE2100J×4、

US-1Aをベースに洋上救難能力の維

操縦系統の連接により、着水アプロー

持向上を図るため、現在開発中の救難

チ時のバックサイド領域において応答

飛行艇。US-1Aの優れたSTOL性、耐

性の高い経路角制御を行うと共に、万

波性を維持しつつ、長距離かつ迅速な

一のエンジン故障時には残存エンジン

進出・帰投を可能とする航続性能、速

推力を自動的に増大させる機能を実現

度性能の向上、ならびに洋上救難に不

する。

可欠な離着水性能、特に極低速飛行時

本機の最大の特長である極低速飛行

の操縦性・安定性の向上及びパイロッ

を可能とする高揚力装置は、US-1A同

トのワークロード低減を図ることを目

様プロペラ後流の偏向及び境界層制御

標としている。このため、高高度飛行

（BLC）によるが、新設計のBLC空気

を可能とする艇体上部の与圧化、エン

源装置により救難飛行艇の過酷な運用

ジン・プロペラの換装（パワーアッ

環境における信頼性を向上させてい

プ）、デシダル・フライ・バイ・ワイ

る。

ヤ（FBW）操縦系統の採用、アビオ

防衛庁としても数十年ぶりの大型機

ニクスの近代化を行うと共に、翼端浮

開発プロジェクトとして、平成8年か

舟を複合材料化する等、機体重量の軽

ら新明和工業を主契約会社として試作

減に努めている。

機が開発され、US-1A改の試作1号機

エンジンはロールス・ロイスAE2100J
を塔載し、電子制御（FADEC）とFBW

最大速度300kt（556km/h）以上、巡
航高度20,000ft以上、航続距離2,500nm
（4,630km）

の初飛行は、平成15年8月を予定して
いる。
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B777-300は胴体を主翼の前方で

ボーイング 777

5.33m、後方で4.80m延長し3クラスで
〈旅客機〉

368席としたもので、最大離陸重量は200ERと同じ287t、航続距離は5,100nm
（9,445km）
、エンジンも-200ERと同じで
ある。
更にボーイングは先行するエアバス
の長距離型A340-500/600に対抗するた
め、-200ERと-300の航続距離延長型の
開発を決定し、2000年2月29日にB777200LRと-300ERをローンチした。この
機体は-200LRが8,600nm（15,927km）
、300ERが7,300nm（13,520km）の航続距
離を有する機体で、最大離陸重量も
340tに増加している。-300ERのローン
チ・カストマーとしては日本航空と全
日空も加わっており、2004年に型式証
明取得の予定で開発が進められている

1980年代末期、ボーイング社は、当

た主翼の上面には圧縮強度の大きい

が、超長距離型の-200LRはエアライン

時受注を獲得しつつあったMD11、

7055新アルミ合金を採用している。シ

があまり興味を示さず受注はわずか5機

A330、A340に押されて、将来のワイ

ステムも、フライ・バイ・ワイヤー

に留まっている。

ド・ボディ市場において、B767のみの

（Fly By Wire）
、モジュラー・アビオ

B777の開発にはB767と同様我が国

ボーイングのシェアはそれ程大きくな

ニクス（AIMS）、機上整備システム

の機体メーカーが開発当初から参画し

いと予測していた。その結果B777（当

（On-Board Maintenance System）など

ており、三菱重工が後胴、尾胴、バル

初はB767-Xと呼ばれた）はB747と

ク貨物扉、乗降扉、川崎重工が前胴、
中胴、前・後方貨物扉、後方耐圧隔壁、

B767の間を埋める新型機として計画さ

更に開発当初からワーキング・トゥ

れた。まずはA300やDC-10、L-1011の

ゲザーとしてエアラインの意見を取り

富士重工が中央翼、主脚扉、新明和工

既存代替需要を狙う航続距離3970〜

入れ、設計に反映させている。

業が翼胴フェアリング、日本飛行機が

4820nm（7,352〜8,927km）のA-

B777-200の初飛行は1994年6月12日、

主翼桁間リブを担当している。

Market機（777-200）と将来発展する

翌1995年（平成5年）4月19日に、米国

B777は全シリーズ合計で615機

長距離市場を狙う航続距離6030〜

連邦航空局（FAA）と運輸省航空局

（2002年11月末現在）の受注を得てお

7380nm（11,168〜13,668km）のB-

（JAA）の型式証明を取得した。また

り、このうち-200ERが2/3を占めてい

Market機（後に777-200ER）が計画さ

B777は導入当初からETOPSの運航を

る。またすでに423機が引き渡し済で

れた。

前提に開発され、型式証明取得と同時

ある。

B777-200は1990年10月15日にユナイ
テッド航空から確定34機、オプション

に180分ETOPS運航が認められてい
る。

〔データ：-200ER〕
全幅60.9m、全長63.7m、

34機の発注を得て同年10月29日にロー

同時に開発された長距離型のB777-

ンチし、平成2年（1990年）12月19日

200ERは1996年10月7日に初飛行し、

全高18.5m

には全日空が25機を発注した。

1997年1月17日に型式証明を取得して

翼面積427.8m2、運航自重143.8t、

英国航空へ引き渡された。

最大ペイロード51.3t、

B777の胴体は直径6.5mの円形断面で
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の最新技術を塔載している。

最大離陸重量294.2t、

エコノミー・クラスは9列、ビジネ

B777はエアバスのA330/340より広

ス・クラスは7列の座席配置が可能で

い胴体と最新のシステムがエアライン

エンジンGE GE90-94B 93,700lb×2又

ある。座席数は標準の3クラス仕様で

に好評で順調に受注を獲得していた。

はP&W PW 4090 90,100lb×2又はRR

305席、最大離陸重量は最も重い仕様

そこでボーイングは旧式となっている

Trent895 93,250lb× 2、 燃 料 容 量

で247t、航続距離は5,250nm（9,723km）

B747-200の代替市場を狙って胴体を延

171,170 、

となり、エンジンはエアラインにより

長して座席数を増やしたB777-300を計

巡航マッハ数M0.84、

P&WのPW4000、GEのGE90、RRの

画し、全日空、キャセイパシフィック、

最大巡航高度43,100ft、

Trent800の各シリーズが選定可能であ

タイ国際航空の4社から合計31機の発

離陸距離3,018m（海面上/ISA）、着陸

る。構造には大幅に複合材が使用され、

注を得て1995年6月26日開発を開始し

距離1,630m（海面上/ISA）
、乗員/乗客

その割合は構造重量の11％に及ぶ。ま

た。

2/305〜440人、航続距離14,400km
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富士

新初等練習機

ックピットも学生の体格向上に合わせ

T-7

拡大し、計器板、装備品等も近代化し
〈初等練習機〉

ており、さらに冷房装置の搭載により、
優れた居住性・操作性を実現してい
る。とりわけ騒音がT-3型機に比べる
と格段に少ない機体である。
初心者を乗せる練習機としては高性
能に位置付けられる機体であるが、T3型機の安定した特性を踏襲し、失速
速度も低く、初級操縦教育に適した優
れた機体である。
〔データ：-200ER〕
全長8.59m、全幅10.04m、
最大離陸重量1.6t、
エンジンロールスロイス

250-B17F

450HP×1、
燃料塔載量99USGAL、
新初等練習機（T-3改型航空機）は、
航空自衛隊の初級操縦課程用練習機T-

に最初の2機が納入された。T-3型機と

最適巡航速度161kt（298km/h）TAS@ 3000ft、

同様約50機の調達が予定されている。

水平最大速度210kt（389km/h）TAS@3000ft、

3型機の後継機として、富士重工が製

新初等練習機は、T-3型機をベース

造した国産機である。富士重工は本機

に、海自練習機T-5型機と同系列ター

失速速度56kt（104km/h）CAS、離陸滑

の原型機としてKM-2D（タンデム型）

ボプロップ・エンジンであるロール

走距離820ft、着陸滑走距離1020ft、座席

を製造し平成10年に耐空証明を取得し

ス・ロイス社製最新型450hpの250-

数2

ている。スイス・ピラタス社のベスト

B17F型エンジンを搭載し、スマート

セラー練習機PC-7との競合の末に機種

な前胴部、後退翼の垂直尾翼を持ち、

選定され、平成12年10月に契約、平成

主翼前縁と桁間に99ガロンのブラダ

14年7月9日に初飛行を行い、同年9月

ー・タンクを搭載した機体である。コ

上昇率2090ft/min@S/L、

C-Xは国際任務への対応も考慮した

川崎 P-X/C-X

大型の機体で、高翼配置・T尾翼の後
〈固定翼哨戒機／輸送機〉

退翼ターボファン機である。車両その
他の搭載の為、後部胴体に大きな貨物

防衛庁技術研究本部は平成13年度か

平成13年11月末、開発の主契約会社

扉を持ち、胴体の断面形状、容積とも

ら次期固定翼哨戒機（P-X）及び次期

に川崎重工が、協力会社として三菱重

十分な大きさを確保している事が特徴

輸送機（C-X）の開発に着手した。P-

工、富士重工、日本飛行機がそれぞれ

である。

Xは海上自衛隊で運用中のP-3Cの後継

指名された。各社の技術者による設計

機であり、我が国周辺海域の警戒監視、

チーム（MCET）が結成され、現在開

哨戒等の多様な任務に使用される。C-

発作業を実施中である。設計は3次元

Xは航空自衛隊で運用中のC-1の後継機

デジタル・データが扱えるIT技術を活

であり、我が国有事における戦闘機部

用して実施されている。

隊の機動展開などの各種支援や災害派

P-Xは高速・高空飛行性能をP-3Cよ

遣や国際協力任務において車両等の空

り大幅に向上させた低翼配置・後退翼

輸など、多様な業務に使用される。こ

のターボファン機である。機体には、

の開発の特色は2機種を同時並行的に

哨戒任務に必要な各種センサー、武器

開発することであり、適用技術等の共

等及びそれらを統合する戦闘指揮シス

用化を図り、低コスト化を狙う。

テムを装備する。
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表−1 国産エンジン開発・生産状況
（平成14年12月現在）
企業
エンジン名称
日本ジェットエンジン（株） J-3
石川島播磨重工
日本航空機エンジン協会
V-2500

石川島播磨重工

三菱重工

石川島播磨重工
三菱重工
川崎重工
三菱重工
川崎重工

種類
ターボジェット
ターボファン

CF-34
JR100（ 200）
XF3
F3
XTS-1
MG5-110
TS-1
FJR710

ターボファン
リフト
ターボファン
ターボファン
ターボファン
ターボファン
ターボファン
ターボファン

RJ500

ターボファン

技術提携先
−
日、英、米、独、
伊共同開発
GE（米）
と共同開発
−
−
−
−
−
−
−

生産台数
247

1.2t
1.4t
25,000ポンド

塔載航空機名
T-1B
p-2J
旅客機用

6.3t
推力重力比、1.0
1.7t
1.7t
884shp
876shp
884shp
5t

旅客機用
研究開発用
XT-4
T-4
XOH-1
MH2000
OH-1
STOL機用

220
6
30
559
8
12
52
15

STOL機用

2

出力

ロールスロイス
（英） 9〜12t
との協同開発

2096

表−2 我が国でライセンス生産された主な航空機用エンジン
（平成14年12月現在）
企業
石川島播磨重工

名称
J79-11

ターボジェット

GE

J79-17

〃

〃

ターボシャフト
〃
ターボプロップ
ターボファン

GE
〃
GE
RR

T58-10
T58-140
T64-10
TF40
（Adour）
F100-100
T56-14
T700-401C
F110-129
三菱重工

T63
JD8D-9

川崎重工
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技術提携先

種類

KT53-11A
T53-K-13B
T53-K-703
T55-K-712

P&W
（UTC）
ターボプロップ Allison C/T:OPER
（RR）
ターボシャフト GE
ターボファン

ターボファン

GE

Allison C/T:OPER
（RR）
P&W
ターボファン
（UTC）
ターボシャフト Honeywell（Lycoming）
〃
〃
〃
〃
〃
〃
ターボシャフト

出力
15,800褄b
（アフターバーナー）
（アフターバーナー）
17,900褄b
（アフターバーナー）
1,250shp
1,400shp
3,493eshp
7,300褄b
（アフターバーナー）
23,830褄b
（アフターバーナー）
4,910eshp
1,800shp

塔載航空機名
F-104

600
F-4EJ
S-62
KV-107A
US-1A
T-2
F-1
F-15
P-3C
SH-60J
UH-60J、
UH-60JA
F-2

29,000褄b
（アフターバーナー）
ヒューズ369
371shp
OH-6
C-1
14,500褄b
1,100shp
1,400shp
1,485shp
4,300shp

生産台数

UH-1B
UH-1H
AH-1S、
UH-1J
CH-47J

800
391
426
447
483
432
51
217
72

619
185

表−3 国産機開発・生産状況
（平成14年12月現在）
納入開始年
機
体

機種

種別

用途

昭 28
29
31
33
35
37
39
41
42
43
44
45

KAL
KAT
LM-1
LM-2
T-1
KH-4
YS-11
MU-2
FA-200
PS-1
P-2J
C-1

ピストン機
ピストン機
ピストン機
ピストン機
ジェット機
ヘリコプター
ターボプロップ機
ターボプロップ機
ピストン機
ターボプロップ機
ターボプロップ機
ジェット機

連絡練習機
連絡練習機
連絡練習機
連絡練習機
練習機
汎用機
輸送機
ビジネス機
軽飛行機
対潜飛行艇
対潜哨戒機
輸送機

49
50
50
52
52
55
55

US-1
T-2
FA-300
F-1
T3
MU-300
YX/767

ターボプロップ機
ジェット機
ピストン機
ジェット機
ピストン機
ジェット機
ジェット機

救難飛行艇
高等練習機
ビジネス機
支援戦闘機
初等練習機
ビジネス機
輸送機

57
60
63
平6

BK117
T-4
T-5
B777

タービンヘリコプター
ジェット機
ターボプロップ機
ジェット機

多用途ヘリコプター
中等練習機
初等練習機
輸送機

7
11
12
12
14

205B
MH2000
OH-1
F-2
初等練習機

ヘリコプター
ヘリコプター
ヘリコプター
ジェット機
ターボプロップ機

多用途ヘリコプター
多用途ヘリコプター
観測ヘリコプター
支援戦闘機
初等練習機

開発製造
川崎重工
川崎重工
富士重工
富士重工
富士重工
川崎重工
日本航空機製造
三菱重工
富士重工
新明和工業
川崎重工
開発：日本航空機製造
製造：川崎重工
新明和工業
三菱重工
富士重工
三菱重工
富士重工
三菱重工
三菱重工
川崎重工
富士重工
川崎重工
川崎重工
富士重工
三菱重工
川崎重工
富士重工
新明和工業
日本飛行機
富士重工
三菱重工
川崎重工
三菱重工
富士重工

生産機数
（台数）
4
2
27
66
66
203
182
765
299
23
83
31
11
95
47
77
50
103
907

備考

TL-42機含む

納入機数

ボーイング社との共同開発

483
205
36
436

ECD社との共同開発

2
6
15
32
2

ベル社との共同開発

ボーイング社との共同開発

T-3後継機
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表−4 我が国でライセンス生産された主な航空機
平成14年12月末現在
納入開始年
昭和28
29
31
31
32
33
34
37
37
37
38
39
43
47
48
56
57
58
61
平成3
5
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種別
小型ヘリコプター
ベル47
単発プロペラ機
B-45（T-34）
ジェット機
F-86F
ジェット機
T-33A
単発プロペラ機
L-19
大型ヘリコプター
S-55（H-19）
大型ピストン機
P2V-7
ジェット機
F-104J
大型ヘリコプター
V-107
大型ヘリコプター
S-62
中型ヘリコプター
ベル204B（HU-1B）
大型ヘリコプター
S-61（HSS-2）
ヒューズ369（OH-6） 小型ヘリコプター
ジェット機
F-4EJ
中型ヘリコプター
HU-1H
ジェット機
F-15J/DJ
大型ターボプロップ機
P-3C
中型ヘリコプター
AH-1S
大型ヘリコプター
CH-47J
大型ヘリコプター
SH/UH-60J
中型ヘリコプター
UH-1J
機種

用途
汎用
初等練習機
戦闘機
ジェット練習機
連絡機
汎用
対潜哨戒機
戦闘機
汎用
汎用
汎用
汎用
汎用
戦闘機
汎用
戦闘機
対潜在哨戒機
対戦車用
汎用
汎用
汎用

技術提携先
Bell
Beech Aircraft
North American
Lockheed
Cessna
Sikorsky
Lockheed
Lockheed
Boeing Helicopters
Sikorsky
Bell
Sikorsky
McDonnel Douglas
McDonnel Douglas
Bell
McDonnel Douglas
Lockheed
Bell
Boeing Helicopters
Sikorsky
Bell

（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）
（米）

製造会社
川崎重工
富士重工
三菱重工
川崎重工
富士重工
三菱重工
川崎重工
三菱重工
川崎重工
三菱重工
富士重工
三菱重工
川崎重工
三菱重工
富士重工
三菱重工
川崎重工
富士重工
川崎重工
三菱重工
富士重工

生産機数
236
162
300
210
22
46
48
230
160
27
127
184
397
140
133
199
105
89
66
153
84

表−5 日本メーカーの海外プロジェクトへの参画状況（その1）
機体関係（固定翼機）
メーカー
ボーイング
（米）

機種名
B737
（110〜140席）

B747
（490席）

参画日本メーカー
カヤバ工業
川崎重工
小糸工業
小糸製作所
神戸製鋼
島津製作所
ジャムコ
住友精密
帝人製機
天龍工業
東京航空計器
日本航空電子
富士重工
松下電器
三菱重工
横浜ゴム
川崎重工
小糸工業
島津製作所
ジャムコ
新明和工業
帝人製機

B757
（180席）

B767
（210〜250席）

天龍工業
日本飛行機
富士重工
松下電器
三菱重工
三菱電機
ミネベア
横浜ゴム
カヤバ工業
小糸工業
小糸製作所
神戸製鋼
島津製作所
ジャムコ
神鋼電機
新明和工業
住友精密
帝人製機
東京航空計器
日本航空電子
日本飛行機
富士重工
古河アルミ
松下電器
三菱重工
三菱電機
横浜ゴム
三菱重工
川崎重工
富士重工
日本飛行機
新明和工業
カヤバ工業
小糸工業
小糸製作所
神戸製鋼
島津製作所

ジャムコ
神鋼電機
住友精密
ソニー
大同特殊鋼
帝人製機
天龍工業
東京航空計器
東芝
日本航空電子
古河アルミ
松下電器
三菱電機
ミネベア
横浜ゴム

部位
逆噴射装置制御弁
主翼リブ （B737-300〜800）
座席
照明機器
チタン鍛造部品
燃料逆止弁、APUギヤボックス他
ギャレー
脚部品
主脚作動用機器、ブレーキ用制御弁
座席
水平儀
加速度計
昇降舵 （B737-600/700/800）
機内娯楽装置
内側フラップ （B737-600/700/800）
飲料水タンク、化粧室
外側フラップ
座席
フラップ駆動用機器、ＡＰＵドア作動用機器、
主脚扉作動用機器
ギャレー、化粧室
水平、垂直尾翼後縁
補助翼作動用機器、フラップ作動用機器、
前脚ステアリング機器
座席
胴体フレーム
補助翼、スポイラ
機内娯楽装置
内側フラップ
各種制御弁
各種ベアリング
飲料水タンク、ハニカム材
前脚ステアリング機器
座席
照明機器
チタン鍛造品
主脚作動用機器、貨物室扉作動用機器、
APUドア作動用機器、主脚扉作動用機器
ギャレィ
貨物扉用モーター
胴体圧力隔壁、水平尾翼後縁
脚部品
補助翼作動用機器
予備高度計
加速度計
昇降舵
外側フラップ
アルミ鍛造品
客室用スピーカー
胴体縦通材
各種制御弁
化粧室、飲料水タンク
後胴、胴体扉
前胴、中胴、貨物扉
翼胴フェアリング、主脚扉
主翼リブ
胴体構造部品、水平尾翼後縁
脚作動用油圧部品
座席
照明機器
チタン鍛造品、アルミ鍛造窓枠
高揚力装置用油圧制御機器／ギャボックス、
貨物室扉作動用機器、APUドア作動用機器、
主脚作動用機器、主脚扉作動用機器
ギャレィ、化粧室
電動モーター
脚部品
機内ビデオ装置
鋼板
フライトコントロールシステム作動用機器
座席
予備高度計
計器表示ブラウン管
加速度計
アルミ鍛造品
機内娯楽装置
各種制御弁、計器表示ブラウン管
ベアリング、小型モーター
複合材、飲料水タンク

（平成14年12月現在）
参画形態
シェア

サブコン・
サプライヤー

サブコン・
サプライヤー

サブコン・
サプライヤー

パーティシパント

約15%
（日本）

サブコン・
サプライヤー
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表−5 日本メーカーの海外プロジェクトへの参画状況（その2）
機体関係（固定翼機）（続き）
メーカー
ボーイング
（米）

機種名
B777
（350席）

横浜ゴム
ジャムコ
新明和工業
ジャムコ
住友精密
東レ
松下電器
三菱重工
ブリジストン
三菱重工
川崎重工

脚用タイヤ
シュラウド・ボックス
後部延長胴体スキンパネル

神戸製鋼
住友精密
三菱重工
ミネベア
横河電機

窓枠材
脚作動用装置
後部貨物扉
ベアリング
液晶表示装置 （LCD） （A340-600）

ジャムコ
東レ
東邦テナックス
住友金属
三菱重工
富士重工
日本飛行機
新明和工業
横浜ゴム
日機装
住友精密

二階席用フロアクロスビーム、垂直尾翼用構造部材
PAN （ポリアクリルニトリル）系炭素繊維
PAN （ポリアクリルニトリル）系炭素繊維
純チタンシート
前部貨物扉、後部貨物扉
垂直尾翼前縁・後縁、垂直尾翼端及びフェアリング
水平尾翼端
翼胴フィレット、フェアリング
貯水タンク、浄化槽タンク
逆噴射装置用部品（カスケード）
前脚

三菱重工

主翼、中胴

サブコン・
サプライヤー
RSP

帝人製機
三菱重工

フライトコントロール作動用機器
中胴、後胴、水平尾翼、垂直尾翼

サプライヤー
RSP

住友精密
三菱重工
三菱重工
住友精密
三菱重工

前脚及び主脚システム
尾胴
主翼
主脚
主翼、中胴

RSP

川崎重工

主翼コンポーネント（動翼、主翼前後縁）
、パイロン、
中央翼
空調システム
フライトコントロール作動用機器
主翼、中央翼
空調システム
フライトコントロール作動用機器
レドーム部品
脚作動用装置
APU部品
フラップ他
脚作動用装置
主翼構造システム

RSP

ジャムコ
住友精密
ソニー
帝人製機
東レ
日本飛行機
ブリジストン
ホシデン
三菱重工

エアバス
（英･仏･独･スペイン）

B717-200
（106席）
A300/A310
（260/210席）

A319
（124席）
A320
（150席）
A321
（186席）
A330/A340
（253〜335席）

A380
（555席）

ATR
（仏・伊）
ボンバルディア
（カナダ）

エンブラエル
（ブラジル）

ATR42/72
（45/70席）
Global Express
（8席）
Dash 8-100
Dash 8-Q400
（70席）
CRJ700/900
（70/86席）
Continental
（8席）
Global5000
（8席）
Embrear 170/175
（70/78席）

Embrear 190/195
（98/108席）
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ガルフストリーム
（米）

GulfstreamⅣ
（14席）
GulfstreamⅤ
（15席）

レイセオン
（米）

Hawker Horizon
（8席）
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参画形態

部位
後胴、尾胴、胴体扉
前胴、中胴、貨物扉、中胴下部構造、後部圧力隔壁
中央翼、翼胴フェァリング、主脚扉
主翼桁間リブ、スタブビーム
翼胴フェアリング
脚作動用装置、アキュムレーター
主脚作動用機器、フラップ・ギャボックス、貨物扉
作動用機器、他
化粧室
脚部品
客室オーデオシステム
フライトコントロールシステム作動用機器
CFRP
前脚ドア
タイヤ
液晶表示装置（LCD）
主脚扉作動用機器、前脚ステアリング機器、前脚扉
作動用機器、胴体扉作動用機器
飲料水タンク
ギャレー
水平安定板、エンジンパイロン
ギャレー
脚部品 （A300向け）
内装部品用材料
機内娯楽装置、内装部品用材料
シュラウド・ボックス

参画日本メーカー
三菱重工
川崎重工
富士重工
日本飛行機
新明和工業
カヤバ工業
島津製作所

住友精密
帝人製機
川崎重工
住友精密
帝人製機
新明和工業
住友精密
川崎重工
新明和工業
住友精密
富士重工

プログラム
パートナー

サブコン・
サプライヤー

サブコン・
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー

タレス・アビオ
ニックの下請け

サプライヤー

RSP
サプライヤー
RSP

サプライヤー
RSP
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー
サブコン・
サプライヤー
RSP

シェア
約21%
（日本）

表−5 日本メーカーの海外プロジェクトへの参画状況（その3）
機体関係（ヘリコプター）
メーカー
ユーロコプター
（仏／独）
川崎重工業
（日）
ベル・アグスタ
（米／伊）
MDHI
（オランダ）
シコルスキー
（米）

部位
全機組立、胴体、主減速歯車装置

参画形態

シェア

機種名
BK117
（13席）

参画日本メーカー
川崎重工

AB139
（12〜15席）
MD Explorer
（6席）
S-92 Helibus
（19〜22席）

川崎重工

高速ギヤボックス

RSP

川崎重工
住友精密
三菱重工
帝人製機

主減速歯車装置
環境制御部品
胴体客室部
ブレーキ作動用機器

サブコン・
サプライヤー
RSP
サプライヤー

機種名
BA609
（6〜9席）

参画日本メーカー
富士重工
川崎重工
帝人製機

部位
全胴体構造／システム取付
客室ドア、胴体尾部テールコーン
主脚扉作動用機器

参画形態
RSP
サブコン
サプライヤー

機種名

参画日本メーカー
石川島播磨重工
川崎重工
三菱重工
石川島播磨重工
大同特殊鋼
石川島播磨重工
川崎重工
住友精密
三菱重工
石川島播磨重工
三菱重工
石川島播磨重工
三菱重工

部位
ファン、ファンケース、低圧コンプレッサー
ファンケース、低圧コンプレッサー
高圧タービン部品
低圧タービンブレード、ディスク、ロングシャフト
シャフト素形材
ファンローター、高圧コンプレッサー後段、低圧タービン
ギャボックス、低圧タービン／ディスク／ブレード
潤滑油冷却装置
燃焼器ケース部品 （CF34-10）
減速装置
タービン、ディスク
ロングシャフト
低圧タービンプレード、ディスク、燃焼器、アクティ
ブ・クリアランス・コントロール
低圧タービンケース、タービンシール、スタフシャ
フト、LPCベーン
ロングシャフト
シャフト素形材
燃焼器モジュール
タービン部品
タービンケース、低圧タービンディスク、ノズルガ
イドベーン
スラストリバーサーカスケード
低圧タービンケース、低圧タービンディスク
LPTプレード、LPTプレード、
LPコンプレッサー・ドラム・アッシー、タービンケー
ス）
潤滑油冷却装置
LPCディスク、LPTプレード、ロングシャフト
LPTディスク、LPTケーシング

参画形態
プログラム
パートナー

シェア
約23%
（JAEC）

RRSP
サブコン
プログラム
パートナー
サブコン・
サプライヤー
サブコン
RRSP
サブコン
RRSP

約10%

RRSP

約1%

住友精密
丸紅
石川島播磨重工

潤滑油冷却装置

BR710/BR715

住友精密

ヒート・マネジメント・システム

サブコン
RRSP
サブコン
ハミルトン・スタ
ンダードと共同
サブコン

RE220（APU）
131-9
（APU）

川崎重工
川崎重工

ギアボックス、タービンローター
タービンブレード、冷却用空気吸入口

RRSP
RRSP

GTCP36--280/300
（APU）
TFE731シリーズ
AS907

島津製作所

ギアボックス

サブコン

島津製作所
島津製作所

ギアボックス
ギアボックス

サブコン
RRSP

プログラム
パートナー

約7%

機体関係（ティルトロータ）
メーカー
ベル・アグスタ
（米／伊）

シェア

エンジン関係
メーカー
IAE
（日・英・米・独・伊）
GE
（米）

V2500

GE90
CF34-8/-10

P&W
（米）

CT7-9
JT8D-200
PW2000
PW4000

川崎重工

RR
（英）

PW6000
RB211-524

RB211-535
TRENT500

TRENT700/TRENT800

TRENT900

BMW RR
（独・英）
ハニウェル
（米）

石川島播磨重工
大同特殊鋼
三菱重工
石川島播磨重工
川崎重工
日機装
川崎重工
石川島播磨重工
川崎重工
丸紅
住友精密
石川島播磨重工
川崎重工

低圧タービン・ブレード
制御システム

約30%
（JAEC）

約2.8%
約10%

サブコン
RRSP
RRSP

約7.5%
約3%

サブコン
サブコン
RRSP

サブコン
RRSP

約5.5%
約5%
約10%
約5%
約2.7%（700）
約4%（800）
約14.5%

約16%
約5.2%（-9A）
約7%（-9B）
約2.5%（-9D）

（日本航空機開発協会調べ）
（注１） RSP：リスク・シェアリング・パートナー、開発・生産を分担し、販売に係るリスクを追う方式。
RRSP：リスク・アンド・レベニュー・シェアリング・パートナー。開発費を分担し、シェアに応じて収益を分配する方式。但し、リスク・シェアリング・パートー
と略していうこともある。
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図−1 ボーイング777の日本担当部位
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図−3 日本の航空機工業売上高
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図−4 日本の産業別出荷額（平成12年）
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図−5 各国航空宇宙工業 売上高比較（平成13年度）
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図−6 日本の航空工業従業員数
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図−7 日本の航空機工業設備投資額
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図−8 日本の航空機工業輸出・収支バランス
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出典：財務省日本貿易年表
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図−9 各国航空機工業軍需依存度（平成13年）
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表−6 日本の航空機工業の作業別・品種別生産額

年

生

度

産
（Ａ）

作

額

（Ｂ）
23
2,091
1,360
1,629
2,338
7,274
15,239
14,884
18,469
17,994
26,019
49,776
63,324
43,864
38,943
60,185
72,479
78,925
87,166
90,602
114,790
154,412
169,855
210,950
216,642
221,827
233,920
227,526
221,136
236,672
382,060
377,034
461,204
565,676
536,979
576,364
571,155
636,426
689,064
725,595
730,225
710,721
674,894
650,576
703,846
765,546
808,155
803,474
809,859
839,143

30
2,451
2,410
2,993
4,244
10,060
18,611
18,526
24,843
27,185
36,512
60,979
72,836
55,046
53,049
78,873
92,225
99,629
108,517
111,397
134,520
174,953
193,584
239,286
250,097
259,819
279,157
280,618
274,551
291,756
450,003
445,612
533,735
642,506
622,504
669,057
661,389
730,824
801,678
850,844
858,131
842,584
815,944
811,090
870,876
940,378
977,454
976,499
994,563
1,030,605

昭和27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
平成1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

業
造

製

別

生

産
修

額

品
理

機

（Ｃ）
6
360
1,050
1,364
1,906
2,786
3,772
3,642
6,374
9,191
10,493
11,203
9,512
11,182
14,106
18,688
19,746
20,704
21,351
20,795
19,730
20,541
23,729
28,336
33,455
37,992
45,237
53,092
53,415
55,484
67,943
68,578
72,531
76,830
85,525
92,693
90,234
94,398
112,614
125,249
127,906
131,863
141,050
160,514
167,030
174,832
169,299
173,025
184,704
191,462

体
（Ｄ）
24
2,357
2,010
1,871
2,699
7,631
14,655
12,629
17,730
19,392
24,075
39,920
49,989
40,708
35,099
57,606
68,028
70,675
74,717
71,751
82,587
111,919
123,303
152,943
159,489
159,575
169,759
166,029
160,670
177,412
282,126
272,178
325,914
404,042
357,705
389,345
380,206
407,044
441,622
494,847
492,971
498,383
472,486
494,613
557,859
583,631
586,453
590,953
620,274
642,609

種

別
発

生
動
（Ｅ）
5
78
212
523
654
842
1,118
1,683
2,998
3,334
6,717
12,628
13,011
6,628
7,470
9,216
10,368
11,953
15,083
18,083
25,139
30,380
35,141
46,079
53,986
54,607
57,214
56,305
59,368
61,909
86,965
83,078
102,177
120,056
120,465
121,979
122,057
137,959
154,228
168,439
171,648
178,057
179,817
160,258
171,919
192,895
225,415
230,431
225,772
246,345

産
機

出典：通産省生産動態統計調査，化学工業統計調査および器械統計年報

表−7 日本の航空機工業の品種別輸出入額

年

度

昭和27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
平成1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

航 空 機 と
部品・付属品
2
4
45
2
172
11
635
446
22
29
35
921
1,599
1,730
5,688
8,390
20,728
16,125
12,079
10,076
10,481
11,178
9,058
7,706
5,208
5,777
10,615
15,656
19,543
26,236
42,551
35,314
30,719
28,265
24,404
31,948
38,480
49,881
62,672
72,376
74,752
66,668
67,125
56,800
95,093
164,799
226,320
205,441
160,289
209,818

輸
発 動 機 と
そ の 部 品
2
1
128
4
34
21
2,020
26
24
9
4
157
72
1,627
1,185
1,413
1,198
847
477
431
578
350
677
761
7
2
581
737
1,002
2,242
4,660
2,604
3,181
6,056
10,736
8,706
15,372
19,900
21,659
20,054
21,388
18,482
19,690
23,159
43,681
71,784
106,922
75,648
77,372
113,179

出典：日本貿易年表……ＳＪＡＣ航空宇宙工業年鑑
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出

額
関 連 機 器

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
188
66
530
28
0
0
0
481
95
0
0
0
0
405
93
130
125
63
170
760
853
138
191
99
613
31
207
1,130
67
19
349
34
33
89
98
66
47
37
198

4
5
173
6
206
32
2,655
472
46
38
192
1,266
1,737
3,887
6,901
9,803
21,926
16,972
13,037
10,602
11,059
11,528
9,735
8,467
5,620
5,872
11,326
16,518
20,608
28,648
47,971
38,771
34,038
34,512
35,239
41,267
53,883
69,988
85,461
92,497
96,159
85,499
86,849
79,992
138,863
236,681
333,308
281,136
237,698
323,195

航 空 機 と
部品・付属品
1,422
4,008
4,597
1,420
2,426
4,995
6,946
4,756
15,782
17,839
23,357
19,608
21,315
29,238
30,687
20,527
31,272
47,300
89,020
120,479
45,894
64,142
154,786
108,479
770,606
55,171
81,619
162,132
229,192
291,503
207,616
349,174
220,107
359,269
297,560
250,880
253,579
231,080
444,821
433,625
407,326
347,584
384,889
251,559
268,122
431,396
677,857
634,963
320,703
236,283

輸
発 動 機 と
そ の 部 品
49
339
423
461
1,835
2,940
3,044
3,525
4,900
8,478
10,094
9,405
7,398
9,217
9,430
16,088
17,180
19,235
27,729
23,456
29,354
29,151
44,470
45,215
42,900
41,097
31,960
42,551
60,797
62,083
90,954
92,488
108,814
150,828
112,766
118,758
118,615
129,579
146,111
116,466
102,732
89,407
83,137
93,015
128,100
170,205
206,432
183,921
199,858
274,714

入

額

関 連 機 器
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720
26
347
43
0
0
0
69
446
0
0
0
0
1,278
331
251
1,257
1,985
1,523
1,884
4,522
2,671
3,116
4,618
2,172
4,984
12,040
19,667
13,848
16,534
14,127
8,541
8,724
11,796
13,304
9,215
6,616
8,765
11,501

（単位：百万円，％）
額

作

関

連 機
（Ｆ）

業
製
造
（Ｂ／Ａ）
76.7
85.3
56.4
54.4
55.1
72.3
81.9
80.3
74.3
66.2
71.3
81.6
86.9
79.7
73.4
76.3
78.6
79.2
80.3
81.3
85.3
88.3
87.7
88.2
86.6
85.4
83.8
81.1
80.5
81.1
84.9
84.6
86.4
88.0
86.3
86.1
86.4
87.1
86.0
85.3
85.1
84.4
82.7
80.2
80.8
81.4
82.7
82.3
81.4
81.4

器

16
188
599
891
1,587
2,838
4,214
4,155
4,459
5,720
8,430
9,836
7,710
10,480
12,051
13,829
17,001
18,717
21,563
26,794
32,654
36,140
40,264
36,622
45,637
52,184
58,284
54,513
52,435
80,912
90,356
105,644
118,408
144,334
157,733
159,126
185,821
205,828
187,558
193,512
166,144
163,641
156,219
141,098
163,852
165,586
156,963
144,283
141,651

別

構

成
比
修
理
（Ｃ／Ａ）
20.0
14.7
43.6
45.6
44.9
27.7
20.3
19.7
25.7
33.8
28.7
18.4
13.1
20.3
26.6
23.7
21.4
20.8
19.7
18.7
14.7
11.7
12.3
11.8
13.4
14.6
16.2
18.9
19.5
19.0
15.1
15.4
13.6
12.0
13.7
13.9
13.6
12.9
14.0
14.7
14.9
15.6
17.3
19.8
19.2
18.6
17.3
17.7
18.6
18.6

輸
計
1,471
4,347
5,020
1,881
4,261
7,935
9,990
8,281
20,682
26,317
33,451
29,733
28,739
38,802
40,160
36,615
48,452
66,535
116,818
144,381
75,248
93,293
199,256
153,694
814,784
96,599
113,830
205,940
291,974
355,109
300,454
446,184
331,592
513,213
414,944
371,810
377,178
372,699
610,599
563,939
526,592
451,118
476,567
353,298
408,018
614,905
893,504
825,500
529,326
521,498

収

支
-1,467
-4,342
-4,847
-1,875
-4,055
-7,903
-7,335
-7,809
-20,636
-26,279
-33,259
-28,467
-27,002
-34,915
-33,259
-26,812
-26,526
-49,563
-103,781
-133,779
-64,189
-81,765
-189,521
-145,227
-809,164
-90,727
-102,504
-189,422
-271,366
-326,461
-252,483
-407,413
-297,554
-478,701
-379,705
-330,543
-323,295
-302,711
-525,138
-471,442
-430,433
-365,619
-389,718
-273,306
-269,155
-378,224
-560,196
-544,364
-291,628
-198,303

航 空 機 と
部品・付属品
50.0
80.0
26.0
33.3
83.5
34.4
23.9
94.5
47.8
76.3
18.2
72.7
92.1
44.5
82.4
85.6
94.5
95.0
92.7
95.0
94.8
97.0
93.0
91.0
92.7
98.4
93.7
94.8
94.8
91.6
88.7
91.1
90.2
81.9
69.3
77.4
71.4
71.3
73.3
78.2
77.7
78.0
77.3
71.0
68.5
69.6
67.9
73.1
67.4
64.9

出
構
成
発 動 機 と
そ の 部 品
50.0
20.0
74.0
66.7
16.5
65.6
76.1
5.5
52.2
23.7
2.1
12.4
4.1
41.9
17.2
14.4
5.5
5.0
3.7
4.1
5.2
3.0
7.0
9.0
0.1
0.0
5.1
4.5
4.9
7.8
9.7
6.7
9.3
17.5
30.5
21.1
28.5
28.4
25.3
21.7
22.2
21.6
22.7
29.0
31.5
30.3
32.1
26.9
32.6
35.0

品
機

体
（Ｄ／Ａ）
80.0
96.2
83.4
62.5
63.6
75.9
78.7
68.2
71.4
71.3
65.9
65.5
68.6
74.0
66.2
73.0
73.8
70.9
68.9
64.4
61.4
64.0
63.7
63.9
63.8
61.4
60.8
59.2
58.5
60.8
62.7
61.1
61.1
62.9
57.5
58.2
57.5
55.7
55.1
58.2
57.4
59.1
57.9
61.0
64.1
62.1
60.0
60.5
62.4
62.4

種

別
発

輸
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
79.7
14.8
3.8
13.6
0.4
0.0
0.0
0.0
3.7
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
7.2
1.6
1.1
0.8
0.3
0.6
1.6
2.2
0.4
0.6
0.3
1.5
0.1
0.3
1.3
0.1
0.0
0.4
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1

成

比

動
機
（Ｅ／Ａ）
16.7
3.2
8.8
17.5
15.4
8.4
6.0
9.1
12.1
12.3
18.4
20.7
17.9
12.0
14.1
11.7
11.2
12.0
13.9
16.2
18.7
17.4
18.2
19.3
21.6
21.0
20.5
20.1
21.6
21.2
19.3
18.6
19.1
18.7
19.4
18.2
18.5
18.9
19.2
19.8
20.0
21.1
22.0
19.8
19.7
20.5
23.1
23.6
22.7
23.9

比
関 連 機 器

構

航 空 機 と
部品・付属品
96.7
92.2
91.6
75.5
56.9
62.9
69.5
57.4
76.3
67.8
69.8
65.9
74.2
75.4
76.4
56.1
64.5
71.1
76.2
83.4
61.0
68.8
77.7
70.6
94.6
57.1
71.7
78.7
78.5
82.1
69.1
78.3
66.4
70.0
71.7
67.5
67.2
62.0
72.8
76.9
77.4
77.0
80.8
71.2
65.7
70.2
75.9
76.9
60.6
45.3

関

入
構
成
発 動 機 と
そ の 部 品
3.3
7.8
8.4
24.5
43.1
37.1
30.5
42.6
23.7
32.2
30.2
31.6
25.7
23.8
23.5
43.9
35.5
28.9
23.7
16.2
39.0
31.2
22.3
29.4
5.3
42.5
28.1
20.7
20.8
17.5
30.3
20.7
32.8
29.4
27.2
31.9
31.4
34.8
23.9
20.7
19.5
19.8
17.4
26.3
31.4
27.7
23.1
22.3
37.8
52.7

連 機 器
（Ｆ／Ａ）
0.0
0.7
7.8
20.0
21.0
15.8
15.2
22.7
16.7
16.4
15.7
13.8
13.5
14.0
19.8
15.3
15.0
17.1
17.2
19.4
19.9
18.7
18.7
16.8
14.6
17.6
18.7
20.8
19.9
18.0
18.0
20.3
19.8
18.4
23.2
23.6
24.1
25.4
25.7
22.0
22.6
19.7
20.1
19.3
16.2
17.4
16.9
16.1
14.5
13.7

（単位：百万円，％）
比

第1部

関 連 機 器
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.4
0.1
0.9
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.2
0.6
0.7
0.4
0.6
1.0
0.8
0.6
1.1
0.6
1.3
3.2
3.2
2.5
3.1
3.1
1.8
2.5
2.9
2.2
1.0
0.8
1.7
2.0
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