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１．背景および目的

ダイヤモンド翼型を採用し、亜音速空力特性を改善

大陸間輸送および地球周回軌道への往還輸送シス

するために主翼平面形状をクランクトアローとして

テムを革新する必要性が近年高まってきており、し

いる。ロール安定確保のために高翼式とし、上反角

かも両者を実現するための基盤技術は大気中を高速

１°を与えている。

度で飛行するためのものであり、共通である。その

この M2006 空力形状について 2006 年度から 2008

ような大気中を高速度で飛行するための基盤技術は、

年度にかけて JAXA/ISAS 高速気流総合実験設備 に

飛行試験によって実際の高速飛行環境においてその

おいて低亜音速～超音速（
おいて低亜音速～超音速（M0.3
0.3～2.0）の範囲で綿密

機能・性能を実証することが肝要である。そこで、

に風洞試験を実施し、揚力・抗力特性、ピッチング

各種基盤技術を実際の高速飛行環境で実証するため

静安定と適正重心位置、ヨートリム能力と方向安定、

のフライングテストベッドとして、マッハ２程度ま

ローリング性能と横安定、
ローリング性能と横安定、等を評価し
等を評価した。
た。その結果、

での速度で飛行できる小型実験機を構築することを

おおむね良好な空力特性を有することを確認済みで

目指している。推進器としては、反転軸流ファン式

ある[1]。

ターボジェットエンジンを自主設計しており、これ

を搭載する双発機体形状（M2006 型）をベースライ
ンとしている。
この小型超音速飛行実験機には、自力で滑走・離
陸し、上昇・加速・超音速巡航を経て、自力で進入・
着陸する性能を付与することが望ましい。従って、
超音速飛行性能に重点を置きつつも亜音速飛行性能
も欠かすことができない。そこで、超音速実験機と
同一の形状・寸法のプロトタイプ機体を製作し、亜

図１．M2006 形状

音速飛行試験を実施することよって、亜音速飛行性
能を検証している。
さらに、超音速飛行に一層適合したエアターボラ

２－２．搭載用エンジン
２－２．搭載用エンジン
この小型超音速飛行実験機を推進するためのエン

ムジェット・ガスジ
ムジェット・ガスジェネレーターサイクル
ェネレーターサイクル（ATR- GG）

ジンとして、反転軸流ファン式ターボジェット

エンジンの設計とこれを搭載する機体の改良設計を

（CRAFT: Counter-rotating axial fan turbojet ）エンジン

進めている。

設計・試作を進めている[2
[2]。これは、２段の軸流
の設計・試作を進めている

本稿では、これらの取り組みの現況を概観する。

ファンを反対方向に回転させる方式であり、ファン

第２節では第一世代
第２節では第一世代の機体
の機体設計について、第３節で

の間の静翼を省いてコンパクトなエンジンを作るこ

はプロトタイプ機の製作と亜音速飛行試験について

とが可能である。そのファン概形 、CFD による流体

第４節では第二世代の機体
第二世代の機体設計
設計、
、
空力評価、
述べる。第４節では

力学解析の例、熱力学的サイクル解析による推力お

および飛行性能予測
および飛行性能予測について述べる。第５節
について述べる。第５節では、
について述べる。第５節では、

よび比推力の推算結果、試作された一段目ファン、
よび比推力の推算結果、試作された一段目ファン、

予備的飛行試験のため
予備的飛行試験のための
の縮小機体の準備状況を紹介

および地上回転試験供試体を図
および地上回転試験供試体 を図２に示す。

する。第６節
する。第６節はまとめで
はまとめである。
２．第一世代の機体設計
２－１．空力形状 M2006

後述の反転軸流ファン式ターボジェットエンジン
搭載しマッハ２程度の超音速飛行が可能な機
しマッハ２程度の超音速飛行が可能な機
を二基搭載
体空力形状として
体空力形状として図１の
図１の M2006 型が提案された。遷
音速・超音速域での造波抗力低減を狙って翼面には

(a) ファン形状
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(b) 流体力学解析の例
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Thrust contour - A.B. F/A 0.025
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(e) 地上回転試験 供試体

10 kPa

Altitude, km

図２．反転軸流ファン式ターボジェットエンジン
図２．反転軸流ファン式ターボジェットエンジン
50 kPa
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２－３．飛行経路解析による飛行性能予測
．飛行経路解析による飛行性能予測
２－３．飛行経路解析による飛行性能予測

100 kPa

風試による空力特性データ、エンジン設計による

4

推力および比推力データ、ならびに構造検討に基づ
2

く機体質量の推算値を用いて、機体運動の三自由度
1,810 kN at SLS

0
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方程式を数値的に解き、M2006 形状機体の飛行特性
2.0

Mach number

したときの飛行マッハ数履歴の予測を図３ に示す。
マッハ 1.6 程度の超音速飛行を 1 分間程度実現した

10

後離陸地点に帰還できることが予測されている。こ

Isp contour - A.B. F/A 0.025
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を予測している。巡航高度を 10、12、および 14km と

のマッハ数の上限は、CRAFT エンジンのタービン入
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1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

2.0

Mach number

(c) 推力及び比推力の推算結果
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図３．飛行経路解析の結果の例

プロトタイプ機体の製作と飛行試験
３．M2006 プロトタイプ機体の製作と飛行試験
風試による空力評価に
風試による空力評価において
おいては、壁の影響
は、壁の影響、スケ
ール効果、気流の性質、等の誤差要因を
等の誤差要因を免れ
免れ得ない
ため、有翼飛行体
ため、有翼飛行体の空力特性・飛行性能の
の空力特性・飛行性能の最終評価
のためには飛行試験は欠かせない。
のためには飛行試験は欠かせない。
そこで、上述の小型超音速飛行実験機
そこで、上述の小型超音速飛行実験機
上述の小型超音速飛行実験機の亜音速飛
の亜音速飛
行特性を飛行試験によって検証するために、亜音速
飛行に適合したプロトタイプ機体を製作した。その
飛行に適合したプロトタイプ機体を製作した。その
形状・寸法および外観を図４
形状・寸法および外観を図４に示す。形状・寸法は
に示す。形状・寸法は
超音速飛行実験機と概ね同等である が、高迎角時の
試作された１段目ファン
(d) 試作された１段目ファン

姿勢安定および制御性を確保するために、尾翼の後

This document is provided by JAXA.

退角・アスペクト比を小さくするとともに、水平尾
翼を全可動エレボンとし、主翼にはエルロンとフラ

2593

500

ップを備える。構造様式は CFRP を主体とするセミ
モノコックである。各種アンテナ
モノコックである。各種アンテナを
を搭載する機首は
GFRP としている。また、製作手順の簡便のために、

小骨・円筐・縦通材等、成形の手間が大きい部材は
木質としている。燃料を除く機体質量は 22.2kg、燃
4.6kg、アビオニクス
、アビオニクス 0.2kg、総質量 27.0kg
料搭載量 4.6kg
である。推進器としては市販のターボジェットエン
ジンを用いており、最大推力は 33kgf である。公募
にもとづいて愛称を「オオワシ１号機」としている。
このプロトタイプ機体の飛行試験を、2010 年 8

(a) 機体形状と寸法

月に白老滑空場（北海道白老町北吉原）にて実施し
た。操縦方法は地上パイロットによる無線操縦であ
る。飛行特性データ取得のための機上アビオニクス

センサ、５孔ピトー管を含むエア
エア
として、GPS/INS センサ、５孔ピトー管を含む
ーデータセンサ（ADS）
、操舵信号収録装置、エンジ
、および空撮ビデオカ
ンの電子制御ユニット（ECU）
メラを搭載している。
離陸直後の加速上昇中の機体の様子を図５に示す。
離陸直後の加速上昇中の機体の様子を図５ に示す。

(b) 製作された機体の外観
図４．M2006 プロトタイプ機

約 4 分 30 秒かけて白老滑空場上空を６周した。滑

走・離陸および飛行は良好であり、姿勢安定および
制御性に問題ないことが確認された。機上アビオニ
クスで収録されたデータのうち、GPS の位置情報に
よる飛行経路を図６
よる飛行経路を図６に示す。
に示す。また、ADS データから
推定される対気速
推定される対気速度、迎角、および横滑り角
度、迎角、および横滑り角の履歴
度、迎角、および横滑り角の履歴
を図７に示す。いずれも、離陸後の６周の周回飛行、
すなわち１２回の水平飛行と１２回の右旋回に合致

している。
機上取得された加速度データと、予め地上静止状
態で取得されたエンジン推
態で取得されたエンジン推力データに基づいて、揚
力データに基づいて、揚
力係数および抗力係数を推定した結果を図８に示す。
力係数および抗力係数を推定した結果を図８ に示す。
飛行中、機体姿勢の変化が比較的小さく概ねトリム
状態が保たれていると思われる局面のデータを選ん
状態が保たれていると思われる局面のデータを 選ん

図５．加速上昇中の機体の様子

で用いている。飛行試験による揚力係数は風試デー

タに良く一致している。抗力係数は値の散らばりが
比較的大きく、さらに風試データに比べて寄生抗力
大きくなっている。この値の散らば
係数が 0.03 程度大きくなっている。
りは、地上静止状態で計測した推力値と実飛行状態
での推力値の
での推力値の差異によるものと考えられる。また、
差異によるものと考えられる。また、
寄生抗力の食い違いは、風試模型のエンジンナセル
は円筒形（
は円筒形（flow
flow through）であったのに比して、プロ
through）であったのに比して、プロ
トタイプ機体のエンジンナセル内部にはエンジンマ
ウント等の構造部材が
ウント等の構造部材が突き出ていた
突き出ていたためと考えられ
突き出ていたためと考えられ
る。
図６．GPS 位置情報に基づく飛行経路
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気状態に依存しないため、
気状態に依存しないため、超音速飛行に適している。
一方、ガスジェネレータ用の酸化剤を搭載する必要
からターボジェットエンジンに比べて燃費 が劣る。

図７．ADS データによる対気速度、迎角、および横
滑り角
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(b) 抗力係数

(c) コンプレッサファンの流体力学解析

図８．機上計測に基づく揚力係数
．機上計測に基づく揚力係数と
と抗力係数の推定
４．第二世代の機体設計
４－１．エアターボラムジェット・ガスジェネレー

GG
GG）サイクルエンジン
）サイクルエンジン
タ（ATRタ（
一層高速度の飛行に適合し大推力を得られるエン
ジンとして、図９
ジンとして、図９のような
のようなエアターボラムジェッ
エアターボラムジェッ
ト・ガスジェネレータ（ ATR-GG）サイクルエンジ
・試作している
している[3]。これは、ガスジェネレ
ンを設計・試作
ータで生成した燃焼ガスによってタービンを駆動す
る方式であり、タービンの駆動条件が飛行状態・大

(d) 試作された１段目タービンブリスク
図９．ATR-GG エンジン
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４－２．空力形状 M2011
ATR-GG エンジン（外径 216mm 程度）を一基搭

載して、滑走・離陸、加速・上昇、およびマッハ２
程度の超音速飛行までの一連の飛行が可能な機体形
程度の超音速飛行までの一連の飛行 が可能な機体形
状として、図１０の M2011 形状を設計している。
主翼および尾翼の形状と位置関係は M2006 プロト
タイプ機と相似としており，これによって M2006
形状の風試データやプロトタイプ機の飛行試験デー

図１０．第二世代空力形状 M2011

タを活用することができる．一方，飛行ミッション
て，胴体全長はベースライン形状の 5.8m（推進剤搭

CL

に応じて推進剤の所要搭載量が増えることを想定し

0.8
0.6

載量 80kg、ノーズ A）のほかに 6.8m（同 105kg、ノ

0.4

ーズ B）および 7.8m（同 130kg、ノーズ C）の計 3 通

0.2

りを想定している。
この空力形状 M2011 について、JAXA/ISAS 高速
気流総合実験設備
気流総合実験設備において
において亜音速および遷音速風試
亜音速および遷音速風試
を実施した。ベースライン形状の縦の
状の縦の
（M0.3～1.3）を実施した。ベースライン形
空力係数を図１１に示す。揚力係数については
M2006 形状とほぼ同等である。抗力係数については、
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す。揚力係数および抗力係数は、ノーズ長・インテ
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ーク長によってほとんど変化しない。ピッチングモ
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(b) 抗力係数
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うに変わるかを
うに変わるかを亜音速・
亜音速・遷音速・超音速風試によっ
遷音速・超音速風試によっ
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ラー、等の舵面を設定し、その効きについて亜音速・
遷音速風試によって評価している[5]。
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(c) 寄生抗力係数のマッハ数依存性
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推力余裕マップ
図１３．第二世代機体の

図１１．M2011 ベースライン形状の縦の空力係数

0.6

0.3

0.4

0.2

Flight Mach

(d) ピッチングモーメント係数（主翼空力中心周り）
2
1.5
1

NoseA IntakeB CL
NoseA IntakeA CL
NoseA IntakeC CL

0.2

NoseB IntakeB CL

0.1

0.5

NoseC IntakeB CL

L

C

0

0

CM
D
C

0

NoseA IntakeB CD

0

NoseA IntakeA CD

100

200

300

400
time [sec]

NoseA IntakeC CD
NoseB IntakeB CD

-0.2

-0.1

NoseC IntakeB CD

(a) 飛行マッハ数の履歴

NoseA IntakeB CM
NoseA IntakeA CM
-0.2

-0.6

-0.3

NoseA IntakeC CM
NoseB IntakeB CM

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

NoseC IntakeB CM

12

Angle of Attack [deg]

図１２．ノーズ長・インテーク長の異なる 5 通りの
M2011 形状の縦の空力係数（マッハ 1.3）
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４－３．推力余裕と飛行経路解析
エンジンの設計解析から得られる推力マップと 風

0
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試で得られた空力係数
試で得られた空力係数データを用いて、
データを用いて、推力余裕（推
力から寄生抗力を差し引いた値）のマップを描くと

400
time [sec]

(b) 飛行高度の履歴

図１３のとおりとなる。マッハ 1.0～1.5 の遷音速域

図１４．飛行経路解析の解の例
図１４．飛行経路解析の解の例

において高度 11km 辺りに推力余裕の尾根が見られ、

（エンジン回転数
（エンジン回転数 105%、 燃料搭載量 130kg）

この尾根を通って超音速域まで加速することが効果
的である。空力データ、機体構造設計から見積もら

４－４．エリアルールに基づく抗力低減の試み
エリアルールに基づく抗力低減の試み

れる機体質量データ、およびエンジン設計解析によ

この第二世代実験機
この第二世代実験機について
について、図１３の推力
、図１３の推力余裕

推力・比推力マップを用いて、３
３自由度飛行経路
自由度飛行経路
る推力・比推力マップを用いて、

マップから、マッハ
マップから、マッハ 1.1～1.5 の遷音速域において推

析を実施した。エンジン回転数を定格の
た。エンジン回転数を定格の 5%増し
解析を実施し

力余裕が小さく加速性能が十分でないことが判る。

にするとともに、燃料搭載量を 130kg（機体全長 7.8m

そこで遷音速
そこで遷音速・超音速域における抗力低減が望まれ 、

に対応）と
に対応）とした場合の解を
した場合の解を図１４に示す。飛行マッ
に示す。飛行マッ

これを実現するには、いわゆる「エリアルール （面

に到達した瞬間に燃料が燃え尽きる 解とな
ハ数 2.0 に到達した瞬間に燃料が燃え尽きる解とな

積法則）
」の適用が有用である。これは、非粘性超音

っている。

速流における細長物体理論から導かれた法則であり、
軸方向の機体断面積分布を
機体断面積分布を図１５のような滑らか
図１５のような滑らか
機軸方向の機体断面積分布を
近づけることによって
ことによって造波
な Sears-Haack 形状[6] に近づける
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低減できるとするものである
できるとするものである。断面積分布の
抗力を低減
定義方法として、機
定義方法として、機軸上の点から
軸上の点から発する
発するマッハコー
マッハコー
ンで機体を切断したときの、下流側の切断円錐の側

を用いる方法、底面積を用いる方法、 上流側の
面積を用いる方法、底面積を用いる方法、上流側
切断円錐について同様に
切断円錐について同様に扱う方法、
扱う方法、等、いくつかの
バリエーションが提案されている[7]。ここでは、下
底面積を用いる方法を採用する。
を採用する。
流側の切断円錐の底面積を用いる方法
図１６ M2011Nose-C 形状のマッハ 1.1 における断
面積分布
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図１５．Sears-Haack 形状[6]

この方法を用いて、
この方法を用いて、第二世代実験機の
第二世代実験機の M2011
形状について、マッハ
、マッハ 1.1 における断面積分
における断面積分
Nose-C 形状について
布を調べた結果を図１６に示す 。赤線で示された
に比べて、機首、主翼、および尾翼
尾翼
Sears-Haack 形状に比べて、機首、主翼、および
の断面積が大きく、さらに主翼と尾翼の間に大きな
の断面積が大きく、さらに主翼と尾翼の間に 大きな

(a) 機体形状

くびれが生じている。
そこで、
そこで、この断面積分布を極力
この断面積分布を極力 Sears-Haack 形状
に近づけるべく、
に近づけるべく、以下の形状修正を
以下の形状修正を加える。
１） 機首の形状を整える。

主翼・尾翼を前方に移
尾翼を前方に移す。その際
す。その際、空力特性の
２） 主翼・
大幅な変化を避けるために、
大幅な変化を避けるために、主翼・尾翼の形状
主翼・尾翼の形状
および
および距離は変えない
距離は変えない。
３） 主翼・尾翼の間にバルジ（bulge: 出っ張り）を

設ける。バルジは主脚格納庫として利用可能で
ある。

の翼根下面と胴体の
と胴体の間にフィレット（
間にフィレット（fillet
fillet）
４） 主翼の翼根下面

(b) マッハ 1.1 における
における断面積分布
断面積分布

エリアルール を最大限適用した形状
図１７ エリアルールを最大限

を設ける。これはエリアルールに基づく修正で
はなく、翼胴接合のための構造設計の観点、お
はなく、翼胴接合のための構造 設計の観点、お
よび コーナー流れを整えて翼胴干渉抗力を低

減する観点から設けるものである。
なお、エリアルール
なお、エリアルール適用の
適用の際、主翼と重なる胴体部
分をくびれさせることが最も有効と考えられるが、
これは同時に胴体構造および艤装を圧迫することと
なり、機体システム設計の上で損失も大きい。そこ

ここでは胴体を太らせる方向の形状修正を 採用し
でここでは胴体を太らせる方向の形状修正を採用し
これらの修正を
修正をすべて適用することによっ
適用することによっ
ている。これらの
また部分的に適用することに よ
て図１７の形状を、また部分的に適用することに
って図１８の形状を得る。

(a) 機体形状
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無線操縦による予備的飛行試験
予備的 飛行試験のために、パイロッ
のために、パイロッ
トの操縦訓練に活用できる。さらに、自律飛行の た
めの誘導・制御システムの機能検証にも有用と考え
めの誘導・制御システムの機能検証にも有用と考え
られる。この６自由度飛行解析による飛行経路
られる。この６自由度飛行解析による飛行経路 解の
例を図２１に示す。
例を図２１に示す。大樹町滑走路から離陸し、遷音
大樹町滑走路から離陸し、遷音
速周回飛行をした後、滑走路まで
滑走路まで帰還できることが
帰還できることが
示されている。

(b) マッハ 1.1 における断面積分布
図１８

エリアルールを部分的に適用した形状

エリアルールに基づく
エリアルールに基づく修正を部分的に
修正を部分的に適用した
適用した図
１８の形状について、遷音速風試および造波抗力解
析を実施した。その結果を図１９に示す。遷音速域
析を実施した。その結果を図１９に示す。 遷音速域
1.3）において抗力が
）において抗力が 5～20％低減できてい
20％低減できてい
（M1.1～1.3
また、造波抗力解析の結果は
造波抗力解析の結果は、風試結果と
、風試結果と良好
良好
る。また、
な一致を示している。
図２０． ６自由度飛行解析のマンマシン・ インタ
【風試】NoseC Intakeなし 角台なし

ーフェース

【風試】AR-NoseC BulgeA Intakeなし 角台なし
【解析】M2011 Baseline
【解析】AR-NoseC BulgeA Intakeなし 角台なし
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図１９ エリアルール準拠形状の抗力
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図２１． ６自由度飛行解析による解の例
４－５．
．６自由度飛行解析の試み
４－５

風試に基づく
風試に基づく空力モーメントの評価、および構造
空力モーメントの評価、および構造

５．予備的飛行試験のための縮小機体の
．予備的飛行試験のための縮小機体の準備
．予備的飛行試験のための縮小機体の準備

設計・艤装計画に
設計・艤装計画に基づく重心および
基づく重心および慣性モーメント
基づく重心および慣性モーメント

空力特性・飛行特性を
空力特性・飛行特性を評価するために、繰り返し

の推算が進んできたことから、
の推算が進んできたことから、これらの
これらの結果に基づ
結果に基づ

安全に飛行試験を実施することを狙って、無線操縦

く６自由度飛行解析を
く６自由度飛行解析を進めている
進めている[8]
[8]。重心の並進 運

式の縮小機体を設計・製作している
式の縮小機体を設計・製作している[9]。試作された

動と同時に
動と同時に姿勢変化運動を
姿勢変化運動を解くことができるため、
解くことができるため、

第一世代実験機縮小機体（縮小比 1/2）を図２２に、

姿勢変化・
姿勢変化・姿勢安定を含めた
姿勢安定を含めた実際的な飛行性能
実際的な飛行性能を評
を評

第二世代実験機縮小機体（縮小比 1/3）の設計を図

価できると期待される。解析ツールとして

２３に示す。縮小比をこのように設定することによ
２３に示す。縮小比をこのように設定することによ

MATLAB/Simulink を、外界表示として
を、外界表示として FlightGear を

って、二種類の機体の間で主翼・ 尾翼の形状・寸法

用いており、図２０のようなマンマシン・インター
のようなマンマシン・インター

および胴体直径を共通化
および胴体直径を共通化し、機体部品の共通化を図

フェースを用いることができる。地上パイロット の

っている。これら縮小機体を用いた予備的亜音速
っている。これら縮小機体を用いた予備的亜音速飛
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行試験を平成 26 年度夏期に実施する計画である。

今後、空力形状の 改良、 超音速飛行に適合した
CFRP 構造の設計・製作、ATR
構造の設計・製作、ATR-GG エンジンの試作
と性能評価、自律誘導制御系の構築、等を進め、超
と性能評価、自律誘導制御系の構築、等を進め、超
音速飛行可能なフライングテストベッドの実現を目
指す。
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