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（独）宇宙航空研究開発機構
博士（工学）

成岡

優氏

1．はじめに―実験用航空機 「飛翔」

港飛行研究拠点に赴き，実験用航空機「飛翔」とともに，
バイタリティあふれる成岡氏にお話をうかがった．

皆さんは，JAXA と聞くと何を思い浮かべるだろうか．
はやぶさや H-IIA／H-IIB など，宇宙関係を連想する人が
多いのではないだろうか．しかし，JAXA ＝宇宙航空研究
開発機構は，その名のとおり宇宙だけではなく，航空分野
でも研究開発を行っている．その JAXA 航空本部に所属
している成岡優氏に今回インタビューさせていただいた．
成岡氏は普段は研究員として，JAXA が所有する実験用航
空機（愛称：飛翔）を使用した研究を行われているが，そ
のほかにも業務以外の自分の時間を使って博士課程の延長
である Tiny Feather の開発を行われている．JAXA の実験
用航空機とはどのようなものなのか．また，成岡氏が開発
された Tiny Feather とは何なのか．そして，メイン業務だ
けではなく，自ら進んで開発を行うという情熱はいったい
どこからくるのか．実際にメカライフ編修委員が名古屋空

2．ジェット FTB「飛翔」とは？
メカライフ編修委員（以下，メカ） 普段どのようなお仕
事をされているのですか？
成岡氏（以下，敬称略） 私は，宇宙航空研究開発機構で
航空分野を担当しています．航空分野は実験用航空機や風
洞を所有していますが，その中でも私はジェット FTB セ
クションといって，ジェット FTB（図 1）と呼ばれる実
験用のジェット機を中心に仕事をしています．このジェッ
ト機には公募で決まった愛称「飛翔」があるのですが，内
部の人はジェット FTB と呼んでいることが多いです（笑）．
FTB とは，Flying Test Bed の略で，飛行実験のための航空
機という意味です．
仕事は大きく二つに分けることができ，
JAXA 内外でジェット FTB を使って試験をしたい方たち
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格納庫にあるジェット FTB（愛称：飛翔）

図2

のコーディネーションをしつつ，自らの研究テーマとして
ジェット FTB の飛行特性の解析をしています．前者の仕
事ではさまざまな機器を載せて飛行しますが，中でも地上
で試験して性能を確認するだけではなく，実際に飛行機に
載せても期待どおり動くかの実証作業として飛行試験を行
うことが多いです．この実証作業は，とくに航空機の搭載
品として認められるには絶対に行わなければならない試験
です．載せるものは開発段階のプロトタイプから民間の航
空機で使われる実用品まで想定しており，載せるものに応
じた適切な飛行試験を実施しています．
メカ 地上で想定していた動作と実際の飛行試験での動作
を比べて，ずれはよく生じるものなのでしょうか？
成岡 だいたいはありません．最後の確認としてですが，
それでもやはり飛んでみないとわからなかったりします．
メカ ジェット FTB はもともと何の機体なのですか？
成岡 ジェット FTB は，もともとセスナ 680 というビジ
ネスジェット型の機体です．客室は 12 人乗れる広さがあ
り，実験機として改造するのに適当な広さでした．
メカ 具体的にどのような改造をしてあるのですか？
成岡 本来この機体は会社の重役が使用するようなプライ
ベートジェット機で，同型の他の機体には革張りの立派な
椅子などが付いているそうですが，この機体の中にはその
ような面影はありません（笑）． F1 などで使うようなシー
トベルト付きの椅子（図 2）が付いていたりします．先ほ
ど 12 人乗りと言いましたが，今はもう四つしか席が付い
ていません．あとは，実験用のラックも鎮座しています．
あまり進んで乗りたいと思うような飛行機ではないですよ
ね？（笑）
メカ では乗り心地はあまり？
成岡 実験に集中していると，乗り心地は気になりません
が，トイレも外してしまったので，何かあった場合は簡易
トイレを使うなど不便があります（笑）．

3．ジェット FTB セクションの仕事
メカ 試験の依頼は，JAXA 内と JAXA 外どちらの方が多
いのですか？
成岡 現在は導入してから間もないこともあり，JAXA 内
が多いです．最近の試験で印象に残ったものは，宇宙花火
という ISAS（JAXA 宇宙科学研究所）と共同で行った高
層の大気観測試験です．その試験では，観測用ロケットと
同時にジェット FTB が飛行しました．真夜中に飛んだの
ですが，観測用ロケットから放出された物質が光るので，
とても綺麗でした．

 ェット FTB の内部．頑丈なシートベルト付の椅
ジ
子や計測機材がある．

メカ この拠点の隣の建物が三菱重工業（株）でしたが，
MRJ 関連の依頼もあるのですか？
成岡 はい．今まさに三菱重工の MRJ を始めとした国産
旅客機の開発支援も行っております．MRJ もそろそろ試
験機を飛ばす段階とのことで，試験機で使うセンサなどの
計測機材をジェット FTB に乗せ，適切に測定ができるか
という検証を先に行うことで，すぐにでも MRJ 試験機の
飛行に漕ぎ着けられるよう協力しています．この検証は，
2012 年度と 2013 年度に行いました．その検証でいちばん
特徴的だったのが，無線を使って航空機の飛行状態を地上
で得るテレメータというシステムです．テレメータを用い
ることによって航空機の中で観測する人員を減らすことが
でき，より安全に開発を進めることができます．
メカ ジェット FTB はどのくらいの頻度で飛ばすのです
か？
成岡 あまり頻度は高くないです．搭載するもの一つ一つ
の安全を確保しなければならないので試験のための地上作
業が長くなっています．具体的な期間でいうと，1 箇月く
らいの実験期間のうち，だいたい 3 週間くらいは地上作業
に費やし，残りの 1 週間で飛行試験というパターンが多い
ですね．
メカ 自動車や鉄道車両とはまた違うのですね．
成岡 そうですね．私達の実験は，自由に行ってよいわけ
ではなく，民間の自家用機と同じ基準で飛行をしています
ので，1 回実験するのにも国土交通省航空局から許可を得
る必要があります．そのあたりも自動車や鉄道車両と異
なっています．
メカ それは空港の管制塔にも連絡するということです
か？
成岡 そうです．実際の運航は，管制も介して飛んでいま
す．航空機には IFR（計器飛行方式）と VFR（有視界飛行
方式）と呼ばれる 2 通りの飛行方式があります．ジェット
FTB は通常のエアラインの航空機のように管制の指示に
従って飛ぶ IFR だけではなく，パイロットの責任のもと
で飛行を行う VFR も多用して実験を遂行しています．IFR
で実験がしやすい空の場所まで行って，そこから VFR に
切り替えて激しい試験を行うというような具合です．
メカ VFR はやはり視界が良くないと試験できないので
しょうか（図 3）
？
成岡 そうです．パイロットに全責任が被ってくる飛び方
なので，天候なども重要になってきます．
メカ 実験の際に乗る方はどんな方なのですか？
成岡 実験を行っている研究員が主に乗っていて，私も
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操縦席からの視界
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Tiny Feather．

かなり小型であることがわかる

乗っています．中にパソコンがあって，そこでモニタして
います．パイロットは JAXA 職員で，特殊な飛行に対応
できる方が務めています．
メカ 放物線飛行も可能なのですか？
成岡 やったことはないですが，可能だと思います．どの
航空機にも子細なマニュアルがあり，放物線飛行はジェッ
ト FTB のマニュアル外の飛び方となるので，まずは航空
局に認めてもらう必要があるでしょう．航空機の世界はマ
ニュアルが厳密で，私もまだ入社して 3 年しか経っていま
せんが，マニュアルの細かさにはいつも驚かされています．

4．コンピュータ好きから航空宇宙
メカ いつから航空分野を目指すようになったのですか？
成岡 こんなことを言うと笑われるかもしれませんが，私
の中で航空宇宙分野は古臭いイメージがありました．
「枯
れた技術」という言葉があって，航空宇宙分野では成熟し
きった技術を使うことによって安全性を担保するという部
分があります．最先端と思われがちですが，たとえば，現
在飛んでいる航空宇宙機の多くの電子機器は，最新のス
マートフォンよりも処理能力が低いと思います．私は電気
関係やコンピュータ関係が得意だったので，それならば自
分がその分野に行けばもっと面白いことができるのではな
いかと思って，航空分野に進もうと思いました．私が通っ
ていた東京大学は，学部 3 年から学科が分かれる仕組み
だったため，3 年から航空宇宙学科に進学し，航空宇宙に
関わるようになって 2014 年で 11 年目になります．
メカ 電気関係はいつから勉強していたのですか？
成岡 大学の学部 1 年からです．さらに学部 3 年以降は秋
葉原に近い本郷キャンパスであったので，いろいろと捗り
ました（笑）．コンピュータは中学 1 年の頃からやってい
ました．Windows95 が出る前からですね．なので，コン
ピュータ歴の方が長く，そこから電子工作を始めて，とい
う順番です．趣味が高じて，航空宇宙に取り組むことになっ
たきっかけにもなっていると思います．また，大学の研究
室はコンピュータが欠かせない制御系の研究室を選びまし
た．
メカ 実際に JAXA に入所した印象はどうでしょうか？
成岡 飛行機の安全性などを担保するのは大変だなという
印象です．あとは，航空分野でのコンピュータ関係の動き
の遅さの勘所がわかってきたところです（笑）．
メカ 航空分野でのコンピュータ関係はなぜ遅れているの
ですか？
成岡 安全というものはなかなか数値化ができず，基準を

作ることが非常に難しいのが主要因だと思います．言葉で
は，このようにして安全を担保しなさい，ということが確
かに言えるのですが，それを定量的に表現するのが難しい
ということがあります．コンピュータは数字で動いていま
すが，その数字が正しいということをどこまで信用してい
いのかという基準作りが厳しいということです．航空機に
パイロットが必要ということは，機械より人間の方が信頼
できるというポリシーに基づいたもので，私も共感できま
す．確かに電子機器やコンピュータは航空機を便利に高性
能にはしますが，安全を完全に担保できるかと言えばそう
ではないと思うので……なかなかジレンマですよね．その
あたりが難しいなと思っています．
メカ 近年では，自動車分野でコンピュータ制御が一般的
に利用されていますが，他分野で活用されて考え方が変
わってくることはありますか？
成岡 早く航空宇宙もそうなればいいなとは思っています
が，難しいですね……．

5．Tiny Feather とは？
メカ 成岡さんが開発した Tiny Feather とはどのようなも
のなのでしょうか？
成岡 Tiny Feather（図 4）とは，無人用航空機のオート
パイロット装置です．信頼性などの話は置いておいて，機
能としてはちゃんと飛びますというものを自作しました．
飛行機を自動操縦するためには，どういう状態で飛行して
いるかを測るセンサや，さまざまなアクチュエータをどう
コントロールするかといったところを作りこむ必要があり
ます．それらセンシングの部分とアクチュエータのコント
ロール部分を統合したのが，この Tiny Feather です．非常
に小さいのが特徴です．
メカ すごく小さいですね．
成岡 これを搭載するだけで飛行機の自動操縦ができます．
メカ 初めて Tiny Feather を作ったのはいつですか？
成岡 1 号機ができたのが，今（2014 年）から 7 年前の修
士 1 年のときです．研究をする際に小型の装置が必要に
なったため，開発しました．今とは違い，サイコロ型の形
状だったのですが，それだと模型飛行機の中に納まらな
かったため，そこからどんどん小さくしていきました．
メカ 改良はやはり小型化を第一目標としたのですか？
成岡 そうです．あとは，自分で使用してみて使い勝手が
よくなるように改良しています．現在の Tiny Feather だと
重さが 1kg 以下，
翼幅 1m 以下の飛行機にも載るようになっ
ています．計算性能などもかなり良いため，高級な現代制
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 iny Feather のデモンストレーション用「こぼれな
T
いお盆」

御も載るようになっています．
メカ 今後さらに改良などは考えているのですか？
成岡 実用段階まできているので，あとはみなさんに使っ
ていただくというところですね．実は JAXA の仕事とし
てもやっていて，企業と組んで Tiny Feather を製品化した
り，中のアルゴリズムだけを別製品に組み込んで使ってい
ただいたりしています．技術的な面ですと，複数の機体で
飛ばすような協調制御も視野に入れています．あとは大学
などの研究で，学生が本当にやりたいことをやるための基
盤として使ってもらいたいとも思っています．

6．「こぼれないお盆」
成岡 展示会などに Tiny Feather を出展する際，搭載した
無人飛行機自体を展示会内部で飛ばすと迷惑になってしま
うため，デモンストレーション用に「こぼれないお盆」
（図
5）というものを作成しました．どんなに傾けても真ん中
の部分は水平を保ち，たとえば水の入ったコップを置いて
もその水がこぼれない仕掛けです．ジンバルという機構で，
Tiny Feather でジンバルを制御しています．
メカ これは，センサで何をとっているのですか？
成岡 これは加速度と角速度をとっています．しかし，単
純にその二つのデータを使っているだけではなくて，計算
でカルマンフィルタを回すことで，より性能を良くしてい
ます．
メカ （実際に動かしながら）面白いですね．
成岡 これでなんとなく，飛行機の制御ができそうだなと
いう実感が得られればこのお盆は役割を果たしています．
メカ わかりやすいものにするという目的でお盆というア
ウトプットになったのが面白いですね．
成岡 これはものづくりが好きな人たちが集まって一般の
人に展示をするというイベントに出したものです．このよ
うに身近なものにすることで，一般の方も面白がって見て
くれるようになります．最近は，作るだけではなくアウト
プットの方法も大事にしていて，どんな形でもいいので一
般の方にも理解されることも大切だと思っています．

7．その他の開発
メカ Tiny Feather やこぼれないお盆のほかにも何か開発
しているのですか？
成岡 Ninja Scan（図 6）というものを開発しました．こ
れは，Tiny Feather の制御や計算する部分を省いたもので，
加速度や角速度や GPS や，地磁気，大気圧などの値を記
録するロガーです．非常に小さく作ろうというコンセプト

図6

Ninja Scan．Micro SD にて記録が可能

で作ったものです．Micro SD に記録したデータを後で解
析することによって，飛行機などがどういう動きをしてい
たのかがわかります．これは今，共同研究で使用しようと
している段階です．
メカ これらの開発は，サブの業務として勤務時間内に開
発しているのですか？それともプライベートの時間を使っ
ているのですか？
成岡 両方です．私は知的好奇心が多い方なのでとくにそ
うなのですが，会社の枠の中だけで仕事をしようとすると
いろいろなものを守る必要があって窮屈に感じてしまうこ
とがあります．しかし，そこをなんとかねじ曲げつつ，う
まくいろいろなことができるようにするといったことも，
研究者の能力として大事なことではないかなと思っていま
す．また，趣味でやっていることが仕事にも生きてくると
いったことが多くあって，面白いなと思います．

8．若者たちに一言
メカ 最後に学生へ向けて一言いただけますか？
成岡 これは私が最近痛感していることですが，近年さま
ざまな規制などがあって大変せちがらい世の中だと思いま
す．ただ，その中をうまく生き抜いてほしいです．やりた
いことがあるのなら，なんらかの方法でできる道があるは
ずなので，諦めずに自分で道を作って進んでください．何
事も正攻法だけが解とは限らないので，回り道も楽しみつ
つ頑張ってもらいたいと思います．また，バランスよく進
めることも大切です．たとえば，理論だけではなく，自分
で手を動かしてやってみるという作業もすごく価値がある
ことなので，失敗してもいいから，やってみるということ
が大事です．
「考えること」と「行動すること」でうまく
両輪を回して，いいものができると思います．

9．おわりに
成岡氏の，仕事と両立させながらやりたいことに対して
真っ直ぐ突き進む姿が大変印象に残った．
最後にこの場をお借りして，インタビューに応じてくだ
さった成岡氏，記事作成にご協力くださった皆様に感謝申
し上げます．ありがとうございました．
（メカライフ編修委員 富山好子・近藤瑠歩）
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