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先進技術実証機「X-2」、初の報道公開
㈱ジャパン・ミリタリー・レビュー
月刊誌『軍事研究』記者
1．型式は「X-2」と制定

小林

春彦

報道関係者は国内の新聞やテレビ、雑誌など

防衛装備庁は去る1月28日、国産のステル

の各種メディアだけでなく、海外メディアも

ス・高運動実験機「先進技術実証機」を三菱

取材に訪れた結果、その人数は80人近くにの

重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南

ぼり、先進技術実証機に対する国内外の関心

工場で初めて報道公開し、同機の型式を「X-2」

の高さをうかがわせるものとなった。

と制定するとともに、初飛行を2月中旬以降、
実施する予定であることを公表した。ちなみ

2．先進技術実証機の開発経緯

に、型式とは、与えられる基本任務ごとに防

先進技術実証機（X-2）は、平成7年度に初

衛省（防衛庁）が自衛隊の使用する航空機に

飛行したF-2戦闘機以来20年ぶりとなる国産

付与するもので、技術実証研究を目的とした

開発の超音速機となる。しかし、その起源は、

基本任務記号「X」を付与した航空機は、サー

F-2戦闘機（当時は次期支援戦闘機FS-X）が

ブ 91 サ フ ィ ー ル を 改 造 し た 高 揚 力 研 究 機

日米共同開発に決定した後の平成2年、我が

「X1G1」
（昭和29年〜37年に使用）以来となる。

国の機体設計技術を継承し発展させる目的で

先進技術実証機（X-2）の試作は、三菱重

技術実証機構想が生まれたことに遡る。そこ

工業を主契約会社として平成21年度にスター

での中心テーマは、将来の趨勢であるステル

ト。そして、油圧操縦リグ試験、静強度試験、

ス性と戦闘機の基本要件である高運動性を両

耐雷試験、電子系統試験などを完了し、初飛

立させる戦闘機デモンストレーターを試作、

行に向けた総合的な機能確認を終えたことか

飛行させることだった。

ら、初の報道公開の運びとなった。

実際の研究は、平成3年度の「将来航空機

当日の報道公開は、三菱重工業小牧南工場

主要構成要素の研究試作」（〜平成5年度）を

近隣の豊山町社会教育センターで先進技術実

皮切りに、平成8年度の「ステルス・高運動

証機の概要説明が行われた後、工場内に移動

機模擬装置の研究試作」（〜平成13年度）を

して先進技術実証機を公開（撮影）、再び豊

経て、平成12年度から17年度まで6回に分け

山町社会教育センターに戻って質疑応答とい

て契約された「高運動飛行制御システムの研

う流れで進められた。出席者は、防衛装備庁

究試作」
（〜平成19年度）では、全機実大RCS

から外園博一防衛技監、吉田孝弘事業監理官、

模型を使ってのRCS（レーダー反射断面積）

土井博史将来戦闘機プロジェクトマネー

測定試験を実施したほか、先進技術実証機形

ジャー、市橋孝浩装備開発官（航空装備担当）、

状の1/5スケールモデルを使った飛行試験で先

装備開発官（航空装備担当）付第3開発室長

進エアデータ・センサ機能の成立性や失速遷

の三輪英昭1等空佐ほかが、開発に携わった

移領域近傍での空力特性等の技術資料の収集

会社から三菱重工業およびIHIが出席。一方、

などを行った。
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その後、平成18年度と19年度の2回に分け

テグレーション技術が失われようとする中

て契約された「スマート・スキン機体構造の

で、これを次世代へ継承ならびに発展させる

研究試作」（〜平成21年度）、平成20年度契約

ことにもつながっている。

の「高運動飛行制御システムの研究」（〜平
成22年度）で行い、さらに戦闘機の要素技術
を蓄積して、平成21年度に「先進技術実証機

3．先進技術実証機の概要
先進技術実証機は白色を基調に黒・赤・青

（その1）の研究試作」を三菱重工業と契約。

色を配した塗装で、我が国がこれまで開発な

続く平成22年度に「先進技術実証機（その2）

いしライセンス生産してきた戦闘機や練習機

の研究試作」契約を、平成23年度に「同（そ

と異なり、一見してステルス機らしい機体形

の3）の研究試作」契約を結び、飛行試験機

状という印象を受ける。また、機体表面には

と静強度試験機を1機ずつ製造した。

ステルス性を考慮した外装工作が施されてい

こうして完成した先進技術実証機は、開発

ることも見て取れる。このような外観の印象

主契約会社である三菱重工業の下、主翼と尾

のため、先進技術実証機は将来戦闘機の原型

翼を担当した富士重工業、操縦席部分を担当

や 試 作 機 で あ る と の 誤 解 を 招 き が ち だ が、

した川崎重工業、そして搭載エンジンを開発

「X-2」という型式からわかるように、ステル

したIHIなど、我が国の航空機産業から約220

ス性と高運動性を兼ね備えた戦闘機の技術の

社が製造に参画。部品点数は約30万点に及び、

確認および運用性の検証を目的としている。

その約9割が国産となっている。そして、先

この研究目的に特化するかたちで、先進技

進技術実証機の製造は、開発から既に15年以

術実証機は、全長14.2m、全幅9.1m、全高4.5m、

上経過しF-2で培った戦闘機のシステム・イン

空虚重量約9.7トンの双発の機体に、ステルス

報道公開に先立ち撮影された先進技術実証機（X-2）（防衛装備庁）
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機体形状、新複合材構造、電波吸収複合材、

衛装備庁は次の主要な技術を適用したと説明

国産初のアフターバーナー付ターボファンエ

している。

ンジン「実証エンジン（XF5-1）
（推力5トン）」

＜ステルス関連技術＞

と推力偏向パドルなどの各種先進技術をシス

▽エッジマネージメント技術：機体主翼の

テム・インテグレーションしている。一方で、

後退角等を特定の角度に整合することに

搭載アビオニクスは飛行制御コンピュータな

より、レーダー反射断面積（RCS）の大

どの操縦に必要な最小限のものとなってお

きい方向を局限。

り、火器管制システムや電子戦システムを搭

▽キャノピーコーティング：外部からコク

載するスペースはなく、機関砲やミサイルな

ピットへのレーダー波入射を局限し、コ

どのウェポンも搭載していない。さらに、研

クピット内でのレーダー波の乱反射によ

究目的に直接関係のない部品については、既

るRCSの増大を抑制。

存品を活用してコストの低減を図っており、
前脚と主脚はT-2練習機のものが、風防やキャ
ノピー、座席はT-4練習機のものが活用され
ている。
こうした先進技術実証機の特徴のなかで

▽電波吸収材：機体の特定部位にレーダー
波を吸収する電波吸収材を適用。
▽曲がりダクト：エンジン前方の空気吸入
口を曲げることにより、エンジン前面か
らの電波反射を抑制。

も、脅威レーダーの到来方向への反射を減ら

＜高運動関連技術＞

し、探知され難くするステルス関連技術、ま

▽高迎角空力設計：機体が大きな迎え角を

た従来機が飛行できない領域や機動での飛行

取った際にも、空力的に失速しないため

を可能とする高運動性関連技術に関して、防

の翼型の採用等。

先進技術実証機には搭載エンジン1基につき3枚の推力偏向パドルが備わっている（筆者撮影）
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▽推力偏向パドル：機体が大きな迎え角を

ることになっている。そして、一連の飛行試

取ることによる主翼等の失速に備え、パ

験の成果と、先進技術実証機と並行して進め

ドルにより推力方向を偏向させることに

られてきた将来戦闘機関連の機体技術、エン

より、機体を失速時でも機動可能とする。

ジン、アビオニクスに関する諸研究の成果を

▽機 体 推 力 統 合 技 術（Integrated Flight
Propulsion Control）：上記2つの技術をコ

踏まえると、将来戦闘機の実現可能性は高
まっている。

ンピュータ制御により適切に組み合わ

将来戦闘機に関しては、「中期防衛力整備

せ、機体が大きな迎え角を取る際の最適

計画（平成26年度〜30年度）」
（26中期防）に「国

な機動性を確保。

際共同開発の可能性も含め、戦闘機（F-2）の
退役時期までに開発を選択肢として考慮でき

4．先進技術実証機の経験をもとに

るよう、国内において戦闘機関連技術の蓄積・

将来戦闘機へ

高度化を図るため、実証研究を含む戦略的な

先進技術実証機の地上滑走試験は、2月9日

検討を推進し、必要な措置を講ずる」ことが

より三菱重工業小牧南工場の敷地内で始ま

明記されている。この26中期防に基づき、防

り、11日からは県営名古屋空港で実施してい

衛省は、平成40年代後半より退役が始まるF-2

る。この地上滑走試験後に控えている社内初

の後継機を将来戦闘機と位置づけ、平成30年

飛行は、飛行条件が整った日に実施される予

度までに将来戦闘機の取得方式について方針

定で、現在のところ3月中旬以降になるとい

を決定することにしている。

われている。この初飛行では、県営名古屋空

ちなみに、報道公開時の質疑応答では、将

港を離陸し、上空で所要の確認を実施した後、

来戦闘機の取得方針に関する質問もあった。

航空自衛隊岐阜基地に着陸。そして、岐阜基

これに対し、防衛装備庁側が国内開発の推進

地でさらに1回程度飛行を行い、3月末までに

に関する明言を避けたのとは対照的に、会社

三菱重工業から防衛省へ納入されることに

側からは「国産で進めていただきたい。共同

なっている。

開発となれば、日本側がイニシアチブを取れ

先進技術実証機の初飛行がもたらす意義に
ついて、防衛装備庁では、戦闘機の国内開発

るかたちにしていただきたい」との意見が示
された。

に必要な技術力の確保に大きな目処を付け、

この発言にあるように、我が国航空機産業

国内開発の選択肢の確保に貢献すると強調。

界は、防衛装備庁の前身である技術研究本部

同時に、我が国も米国、ロシア、中国に続き

の時代より、戦闘機関連の要素技術の研究を

ステルス有人機を開発する能力を有する国と

通じて、将来戦闘機技術の蓄積を図ってきて

して、国際社会から認知されることにより、

おり、国内開発の機は熟しつつある。その意

今後の諸外国との共同開発の協議における交

味では、将来戦闘機の開発を巡る今後の議論

渉力の向上に貢献すると説明している。

は、巨額の開発コストをいかに確保するかと

そして、平成28年度からは、先進技術実証

いう経済面での課題や、FS-Xの時のような日

機の飛行試験が防衛装備庁および航空自衛隊

米摩擦が再燃するのではないかという政治的

によって、岐阜基地を拠点に最大で200時間

な懸念をいかに払拭できるかが重要になって

ほど実施される計画で、基本飛行特性、ステ

いくように思われる。

ルス性、高Gをかけた飛行荷重などを試験す
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開発のどちらを選択するのかが次の課題とな

の開発を進めており、我が国としては今後と

る。このうち、共同開発に関して、防衛装備

も、航空優勢を確保するための施策を講じて

庁は質疑応答の際に、国名は伏せながらも、

いかなければ、質と量の両面で後塵を拝する

共同開発に向け情報や意見の交換を進めてい

おそれがある。

ることを明らかにしている。
しかし、米国や欧州のNATO諸国のうち、

こうした海外の戦闘機開発を取り巻く現状
を見渡す限り、我が国にとって理想的な戦闘

いわゆる第5世代戦闘機の導入に前向きな国

機の開発パートナーを見つけるのは難しいの

では、既にF-35JSF（統合攻撃戦闘機）の共同

ではないだろうか。であるならば、国内約

開発に参画しているか、導入を決定している。

220社が参画した先進技術実証機（X-2）を通

また、米軍ではF-22AやF-35後の次世代戦闘

じて培った戦闘機開発のノウハウとシステ

機の計画はほとんど白紙の状態であり、欧州

ム・インテグレーションをもとに、航空自衛

で戦闘機を開発できるフランスやドイツなど

隊の運用要求を満たす理想的な将来戦闘機を

の国々では、将来の有人戦闘機に関する方針

国内開発することが、官民双方にとってもっ

は固まっていない。一方で、我が国周辺諸国

とも望ましい選択肢のように思われる。

では、ロシアや中国が独自にステルス戦闘機
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