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[要 約] 
 
はじめに 
  近年の戦争において無人機が果たしてきた役割は、極めて重要かつめざましいものが

ある。このことは軍事作戦における無人機の有用性を証明し、今後の軍事作戦において

無人機は作戦遂行のための不可欠なエレメントとして重要な地位を占めていくであろう

ことを予期させるものとなった。このことの背景としては、１つに近年における情報通

信技術革新がもたらした軍事の兵器体系、ドクトリン等万般にわたる革命的な変化の中

で無人機の運用環境が整えられていったこと、２つに作戦遂行に当たって不可欠なミッ

ションを有人機にさせるにはあまりに危険すぎることを無人機が代行できること、３つ

には無人機のライフサイクルコストが安価であること、４つに省人化に貢献すること等

である。 
  無人機は、米軍においてすら今日やっと装備体系の重要な構成要素の１つとして位置

づけられたところであり、無人機に期待される役割の拡大、多岐にわたる技術領域並びに

多くの開発要素等があり、将来の発展を秘めたシステムであると言うことが出来る。わが

国においても無人機の特徴を活かしわが国の特性に応じた運用コンセプトを開発し、その

ようなコンセプトに基づいたシステムを開発し装備していくと共に、運用環境を整備して

いくことが、今後のわが国の防衛にとって極めて重要であり、わが国防衛機器産業は、こ

の防衛の要請に応えられる体制・基盤を整備していく必要があるとの認識の下、本調査研

究を実施した。 
 
第１章 無人機概説 
 １．無人機の定義及び特徴 
   無人機はその機能性能の向上及び用途の拡大などにより、時代と共に名称も

RPV(Remotely Piloted Vehicle), UAV(Unmanned Aerial Vehicle), UAS(Unmanned 
Aircraft System)と変化してきた。 
無人機の定義について、わが国では法規上存在しないし、学術界でも明文化された

ものはない。防衛白書（平成１７年版）は「無人航空機とは、機上にパイロットなど

が搭乗していない航空機で、基本的に自律飛行し、外部からの操作も可能なものであ

る。」と記述している。米国防省は公文書等で具体的に記述している。本調査では「無

人機とは人間が搭乗することなしに、自律あるいは遠隔操縦による飛行が可能であり、

所定の任務を遂行するためのペイロードの搭載、及び機体の投棄あるいは回収が可能

な航空機である。所謂ミサイルや砲弾に類する飛行体は無人機に含まない。」と定義す

る。 
   その特徴として、搭乗員の生理的限界に伴う飛行制限が無いこと、搭乗員の生命に
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関わる危険が無いこと及び被発見性が低いことなどである。 
 
 ２．無人機の歴史 
   世界最初の無人機は第１次世界大戦中、初飛行に成功したスペリー空中魚雷と言わ

れている。無人機が偵察や戦闘任務に広く用いられるようになったのはベトナム戦争

であった。中東戦争においてイスラエル軍が無人機を巧みに使用し、多大の成果を収

めそして湾岸戦争において、無人機は兵器として重要な地位を獲得した。 
   わが国においては、１９５０年代後半から対空射撃訓練用の標的機として RCAT の

導入から始まった。このころから防衛庁技術研究本部が中心となり、研究開発を始め

た。１９９０年代に陸上自衛隊の要求に基づいた目標評定及び着弾観測のための遠隔

操縦観測システム（FFOS）の開発が行われ、現在運用されている。その後多用途小型

無人機などの技術研究が行われた。 
 
 ３．用途及び分類 
   当初対空射撃訓練の標的機として使用されるようになり、その後通信・ネットワー

ク技術の発展により種々の無人機が登場し、情報･監視･偵察（ISR）分野で活躍するよ

うになった。近年攻撃機として使用されるまでになった。 
   分類には多種多様な方法があり、各国及び各組織によっても異なる。用途による分

類、機体性能による分類、あるいは機体の規模や重量による分類などがある。米国国

防省は飛行高度、飛行距離、飛行速度、飛行時間の要素で TierⅠ、TierⅡ、TierⅡプラ

ス、TierⅢマイナスの４つに分類している。 
 
 ４．システム構成及び基盤技術 
   システム構成は、機体本体、その運用・整備のための地上装置・施設、運用上必要   
  なインフラ更に要員のための教育・訓練装置などが含まれる。 
   基盤技術としては、日本経済団体連合会・防衛生産委員会の「無人機（Unmanned 

Vehicle）の現状と動向」(2004.3)等を参考に①機体構造技術②推進技術③制御技術④

マン・マシーン・インターフェース技術⑤通信技術⑥センサー技術⑦情報技術の７分

野について検討した。 
 
第２章 諸外国における軍事用無人機の現状と将来動向 
 １．米国 
   いまや米軍にとって無人機は軍事作戦においてまた平時における偵察・監視業務等

においても欠くことが出来ない重要な装備となった。 
   現在無人機を有人機と同じ空域で飛行することは出来なく、制限された空域でしか 
  認められていない。またその際連邦航空局から飛行承認を取るのに最短でも２ヶ月を
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要するのが現状である。そのため国防省、連邦航空局、民間企業７社等からなる

ACCESS５なる協議機関を設立し、民間空域で無人機を運行するための検討を進めて

いる。また陸海空３軍よりなる協議機関も設立されている。 
   米軍はトランスフォーメーションを進めているが、この中において情報優越態勢の

確立維持を重視しており無人機はその重要なエレメントになっている。また攻撃機能

を所持させる等装備の中において益々重要な地位を確保していくと思われる。 
  UAV の将来については、ロードマップで定め官民の努力を結集しており、その開発は

促進されると思われる。また国防省の外郭機関である国防科学委員会は UAV の戦力構

成への導入を加速させること、事故率を減らすことなど８つの提言を国防省に提出し

た。 
 ２．欧州主要国及びイスラエルの無人機の現状と動向 
   欧州においても、現在隔離された空域においてのみ運用が許されているが、一般空

域においても実用的な運用を可能にするため、軍民の専門家からなる検討チームを立

ち上げている。 
   フランスは湾岸戦争、ボスニア･コソボ紛争において、無人機運用の経験を有してい

る。EADS 社、Sagem 社、Dassault Aviation 社などが各種の無人機を開発・製作して

いる。  
   ドイツはコソボ、マケドニア、アフガン等において使用実績を有している。カナダ

製の無人機のライセンス生産が長く続いていたが、最近になって独自の研究開発を推

進している。 
   イギリスは Wachekeeper プログラムなど、官民上げて次世代の開発を進めている。 
  特に Stakeholder グループは７つの関係機関から構成されており、注目すべきもので

ある。 
   イタリアはコソボでの経験をへて本格的に歩みだした。２００４年イラクにおいて

米国との共同作戦でプレデターを運用した。 
   イスラエルは１９７０年代初期から無人機を戦闘に使用してきた。その後広範な無

人機を開発して現在では軍用・民用共に多くの国で使用され、イスラエルの経験と技

術は多くの国々の無人機開発計画に影響を及ぼしている。無人機を民間空域で使用す

るためのマネージメント・システムについては、イスラエルの場合全ての空域は軍に

よって管理されているが、国家のセキュリテｲｰとの絡みで、慎重に検討が続けられて

いる。 
 
第３章 わが国の無人機の現状 
 １．民間無人機 
   わが国では、農薬散布用、災害監視用などで 2000 機以上の無人ヘリコプターが運用

されている。三宅島では 2001 年の噴火直後から気象庁が RPH2 を使用して観測を行
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っている。わが国は技術的に高度の技術を保持しているが、国を挙げて安全を証明す

るための技術的基準等の統一化や国内運用の拡大施策、それから輸出振興等の支援策

などについて法的検討が必要である。 
   回転翼機についてみれば、実用化されたのは 1980 年代後半頃からである。ヤマハ発

動機㈱、富士重工業㈱、ヤンマー農業機械㈱、川田工業㈱などの各会社が開発生産を

実施している。 
   固定翼機について、本格的に研究開発がされるようになったのは最近である。科学

技術庁航空技術研究所（現 JAXA）富士重工業㈱などとの共同研究により、垂直離着陸

技術の研究開発や、小型超音速実験機の開発などの実証研究が行われてきた。日本飛

行機㈱はプログラム式自動操縦が可能な小型無人機を飛行試験中である。 
   飛行船については、JAXA 及び NICT が無線操縦による成層圏飛行船プラットフォ

ームの試験評価を 7 年間実施してきた。 
    
 ２．防衛用無人機の現状  
   防衛用は米国から導入した標的機から始まっている。1957 年低速標的機を陸・海自

衛隊の対空射撃訓練用として米国から購入した。1961 年から日本電気㈱をプライムと

するライセンス国産が行われた。1986 年から技術研究本部、富士重工などが協力して

偵察型小型無人機の開発を行い、1995 年から多用途小型無人機として開発されこの成

果をもって、2003 年から無人機研究システムとして開発製作が始まっている。2007
年頃にはこれが実現すると、グローバルホークを凌ぐ性能の高高度滞空型無人機シス

テムがわが国に登場することになる。このように着実に成果を積み重ね、標的用無人

機から個別任務型無人機へと進化しようとしている。 
   回転翼機は 1985 年から遠隔操縦無人観測システム（FFOS）の開発が始まった。こ

れは無人ヘリコプターと地上伝送システムを野戦特科部隊の観測用に技術研究本部と

富士重工業㈱が開発を行ったものである。2001 年から導入が開始され 2004 年度末に

初めて部隊に配備された。 
 
 ３．無人機を運用するための環境整備の動き  
   わが国では農業分野の用途については、農林水産省所管の（社）農林水産航空協会

が農業用途で用いる場合の運用基準を定めて、操縦資格や機体の認定等を行ってきた。

農業分野以外での用途については、安全基準などのルールは無いのが実態である。安

全の確保は無人機に対する信頼性の確保と将来の飛躍的な運用拡大にとって欠かせな

い要件であることから、2004 年日本産業用無人航空協会（JUAV）が日本で製造・運

用される産業用無人航空機の安全運行を促進し、無人機市場の健全的育成と発展に寄

与することを目的に設立された。今後は航空法や電波法など国内での有効な運用を可

能にすることが重要であることから、その基幹的な推進役として活躍することが期待
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されている。2005 年 1 月日本産業用無人航空機協会は無人ヘリコプターの安全な運行

を確保するために「産業用無人航空機安全基準（回転翼機・無人地帯用）」を作成した。 
  民間空域での飛行を可能にさせるための器材の研究が推進され、次世代の通信･航法・

監視/航空交通管理を導入することによって航空路の再編、交通量の増大、利便性の向

上などの早期実現が期待されている。 
 
第 4 章 わが国の防衛体制整備と無人機 
 １．わが国の防衛作戦における新たな作戦構想 
   新防衛大綱においては、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応、本格的な侵略

事態への対処への備え、国際的な安全保障環境の改善のための主体的・積極的な取組

を防衛力の役割としており、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応では、弾道ミ

サイル攻撃への対応、ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応、島嶼部に対する侵

略への対応、周辺海空域の警戒監視及び領空侵犯対処や武装工作船などへの対応、大

規模・特殊災害などへの対応としている。これらは、いづれも迅速的確な情報収集・

分析・共有を図ることが重要である。また陸海空の統合運用体制を確立することが喫

緊の課題である。さらに部隊の統合運用のみならず他の省庁、更には同盟国等との連

携が不可欠である。 
 
 ２．無人機の導入による各種作戦への影響 
   無人機の役割は、本質的に人間が不得意とする３D なものに適すると考えられてい

る。将来的には自衛隊の新たな役割に対応する各種任務において単に有人機の補完的

な機能にとどまらず、有人機との役割分担が逐次明確化されていくものと思われる。

無人機を活用することにより、省人化・省力化・効率化を図ることが出来るとともに、

人員の損耗を最小限にし任務を達成することが可能となる。 
   陸上作戦においては、危険を伴う状況及び長時間、長距離にわたる偵察･警戒･監視

任務、指揮通信の確保のためのデータ無線中継、各種センサーを搭載しての情報収集

任務がある。 
   海上作戦においては、洋上における敵艦艇、海賊、不法船舶等の監視、捜索、追尾

並びに艦隊の前程哨戒、港湾の監視等の任務が考えられる。 
   航空作戦においては、敵航空機の来襲状況の監視や危険な空域における空爆等の任

務遂行に無人機を活用することは有効である。特に開戦劈頭に行われる敵レーダー施

設や SAM サイト等の SEAD や敵航空基地攻撃作戦に運用することが有効であるとい

える。 
   ミサイル防衛については、日米共同で将来型 SM-3 ミサイル等の研究開発が進められ

ているが、敵のミサイル発射情報やじ後の弾道情報等の情報収集手段として無人機の

活用、獲得した情報を迅速確実に伝達するための、無人機によるデータ通信の中継及
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び飛来する敵ミサイルを高高度から攻撃撃破するための在空型無人機の活用等につい

て今後検討する必要がある。 
   ゲリラ・特殊部隊に対しては、敵の所在を確認することが極めて困難である。この

ような場面において人員による偵察監視、航空機等による偵察を補うものとして、連

続長期にわたり、無人機を運用することは有効である。 
   敵の離島侵攻に対しては、当該離島周辺において警戒監視の目を張り巡らせること

が必要であるが、陸海空の無人機を活用した警戒監視網を構成し知りえた情報をリア

ルタイムで指揮中枢に伝達できるようなネッヨワークの構成が不可欠である。 
   大規模災害において、現地上空に長時間滞在し適時にその情報を送信し、また中継

するような任務には、まさに無人機の活用が最適であると言える。 
   そして運用体制ならびに後方支援体制を整備することが必要である。特に関連法規

の整備は今後の課題である。 
 
 ３．体制整備のための課題（防衛当局、総務当局、経済産業当局、防衛産業界に求めら

れること） 
   無人機は今や、偵察監視においてなくてはならない存在となり、さらに攻撃あるい

は、通信中継、欺瞞、郵送の領域に拡大している。自衛隊が無人機の使用を検討する

場合、広範囲にわたり詳細な検討を実施し、運用構想を確立することが必要である。 
   米軍においては 25 年間にわたる無人航空機システムの開発、取得計画をロードマッ

プで示しているが、わが国においても同様のものを策定し、長期にわたる無駄の無い

合理的な体制整備を可能とし、部隊及び関連の国内体制の共通の努力の指向を図る必

要がある。 
   法的課題としては航空法の問題、電波法の問題を解決することが必要である。取得

方法、安全確保、基地対策、不測事態発生時の対策等について十分考慮していくこと

が必要である。 
 
第 5 章 わが国の防衛機器産業に及ぼす影響 
 １．防衛機器産業との関わりから見た無人機システムの特徴 
   無人機システムが関連するシステム及び技術は広範多岐にわたる。機体、通信シス

テム、搭載するセンサー、攻撃兵器、通信中継装置等、地上の無人機管制システム等

である。これらを支える基盤技術として機体構造技術、推進技術、通信技術、センサ

ー技術、武器技術、情報処理技術、発進・回収技術等がある。さらに他の防衛用シス

テム即ち陸上作戦用システム、海上作戦用システム、航空作戦用システム等と密接に

関連付けられ、その 1 部として機能を果たせるシステムでなければならない。これら

はいずれも開発の途上にあり、これから発展していくシステムである。技術開発の方

向としてまず有人機と同等の安全性、信頼性を確保するための技術開発が望まれる。
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また無人機のユニークな能力を活かした運用が出来るシステムの開発、同じ機体でペ

イロードを変えることにより別のミッションを遂行できるといったマルチミッション

性能を有すること、グローバルな攻撃性能、有人機と共同作戦が実施できるシステム

であること等が求められる。 
   米軍の軍事作戦において無人機が目覚しい経過を辿ってきているにも関わらず、米

国防省・米軍として未だ無人機に明確な地位を与えていないのが実情である。これに

は①新しい次元・領域のシステムが入ってきて既存領域を侵食するあるいは既存の任

務区分・編成装備をシャッフルすることの対する抵抗があること②運用環境が未整備

であること③信頼性・安全性等の技術的な発展性の余地が多分に残されていること等

が主たる理由である。 
 ２．無人機を取り巻く環境 
   わが国の航空機の航行並びに運行事業等に関しては、航空法にその細部については

航空法施行規則に定められているが、無人機についてはこの法律、規則は適用されな

い。無人機の運航等について定めた法律・規則は無い。現在航空法の意図を対し、有

人航空機が飛行してはいけない空域に限定して運航しているのが実態である。 
   一方米国のトランスフォーメーションの核心をなすものは IT を駆使したウエポンシ

ステムによる戦い方の変革であり、この変革にとって欠くべからざるものとなりつつ

あるのが、無人機システムである。すなわち新しい防衛体制整備のための不可欠な要

素である。同様に自衛隊の防衛作戦、ゲリラ･コマンド対処、PKO、大規模災害派遣、

国際緊急援助等の任務を遂行する上で、無人機システムの活用の場は大きいと思われ

る。しかもそのライフコストの面からも装備化を避けて通れないと思われる。 
   無人機の輸出は緩和されるべきであり、国際的な共同開発･生産を推進していくべき

であろう。 
 ３．無人機技術及び無人機を運用するために必要な技術 
   無人機技術については、ペイロードの特性を考慮して、飛行高度、速度、航続距離、

ステルス性等の要求性能の最適化を図る必要がある。そのため機体構造技術、推進装

置技術についてそれぞれ推進する必要がある。 
   搭載するミッションシステムに関しては、センサーシステム、通信システム等があ

る。今後の実用化或いは更なる性能向上が期待される技術は、自律航法に関する技術、

衝突回避システムに関する技術、自動空中給油に関する技術等である。 
 
 ４．防衛機器産業に及ぼす影響 
   まず防衛庁・自衛隊は無人機がわが国の防衛にどのような場面でどのように役立つ

のか、どのような部隊にどのようなシステムを装備させる必要があるのか、その開発

と生産についての見通しはどうか等々についてビジョンを示すべきである。早急に無

人機に対する運用上の要求、これに基づくミッションペイロード、そして関連するイ
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ンフラストラクチャー等の研究を実施して無人機を自衛隊の正規な装備品として本格

的に導入する体制の整備を急ぐべきである。そして無人機を有人機と同じ空域で飛行

させるため、衝突防止・回避装置を開発して信頼性の向上を図り、相前後して航空法

及び関連規則類の整備、インフラストラクチャーを整備し、さらに防衛庁・自衛隊と

防衛機器産業との双方向対話を強化することが重要である。 
   このような状態が確立された場合、第 1 に防衛機器産業の活性化が図られよう。す

なわちこれまで防衛事業に関わりの無かった企業の新規参入機会が増大し、従来のプ

ラットフォーム企業中心からインテグレーター企業中心にシフトすると思われる。ま

た本システムは開発・発展途上のシステムであり、多くの業界に活性化をもたらすで

あろうしまた販路拡大および国際共同開発の可能性が増大することからも活性化が図

られよう。第 2 に防衛機器産業基盤の構造変化をもたらすと思われる。すなわち新し

い 4 層構造化―インテグレーターが台頭し防衛機器産業と民生産業のボーダーレス化

は益々進展していくものと思われる。第 3 に防衛企業の体質改善が進むものと思われ

る。すなわち競争環境が激化しそのため各企業は競争力のある得意技術の確立し追求

するであろう。また外国企業との関係が一層重視される。そしてネットワークセント

リックな装備・システムを提供できることが求められることとなる。 
 
 おわりに 
   以上のようなプロセスを経て、自衛隊による無人機（UAV）の導入が本格化してい

ったならば、無人機システムの本格生産をトリガーとして防衛機器産業並びにその基

盤に大きな影響を与えるであろう。防衛機器産業が防衛庁・自衛隊の無人機の本格的

導入に踏み切るのに十分な技術力の涵養と環境整備に関する支援を精力的に行い、そ

の導入により自衛隊が任務をより効率的、効果的に実施できるよう体制整備の促進に

貢献されることを切望するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9 



 

          この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。  
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