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沿 革 HISTORY

陸上装備研究所においては、火器、弾火薬類、耐弾／耐爆材料及び構造、車両、車両用機

器、施設器材、理化学器材、衛生資材、個人装具、CBRN＊対処技術、人間工学についての研

究、試験などを行っています。

Ground Systems Research Center undertakes research and conducts testing, etc., about firearms,

ammunition, ballistic/blast-resistant material and structures, vehicles, vehicular equipment, engineer

equipment, physics and chemistry equipment, sanitary materials, personal equipment, CBRN* defense

technology and human engineering.

＊CBRN：Chemical （化学剤），Biological （生物剤），Radiological （放射線），Nuclear（核）

昭和27年 8月 保安庁技術研究所設置
昭和29年 7月 防衛庁技術研究所となる
昭和32年 8月 技術研究所に目黒試験場及び相模原試験場新設
昭和33年 5月 防衛庁設置法の一部改正に伴い、技術研究所は技術研究本部となる

目黒試験場は技術研究本部第１研究所と改称
相模原試験場は技術研究本部第４研究所と改称

平成13年 7月 第１研究所及び第４研究所の研究室統廃合を実施
平成18年 7月 システム装備品の研究を充実するため、技術研究本部の研究所の体制を見直し、

第１研究所第１部、第２部と第４研究所を統合して、陸上装備研究所を新編
平成19年 1月 防衛庁の防衛省への移行により、防衛省技術研究本部陸上装備研究所となる
平成22年10月 相模原地区への統合が完了
平成26年
平成27年
令和３年

4月
10月
4月

陸上装備研究所の組織改編を実施
防衛装備庁の新設により、防衛装備庁陸上装備研究所となる
陸上装備研究所の組織改編を実施

Aug. 1952 Technical Research and Development Center (TRDC),
National Safety Agency was founded.

Jul. 1954 National Safety Agency was transformed to Japan Defense Agency (JDA).
Aug. 1957 Meguro Test Center (MTC) and Sagamihara Test Center (STC) were founded.
May 1958 Due to partial revision on the Law of Defense Agency Establishment, TRDC was transformed to

Technical Research and Development Institute (TRDI).
MTC was renamed to the First Research Center (1st RC).
STC was renamed to the Fourth Research Center (4th RC).

Jul. 2001 Restructuring of the 1st RC and of the 4th RC was implemented.
Jul. 2006 Major reorganization of TRDI was implemented. The Ground Systems Research Center(GSRC) was

formed by merging the 1st div. and 2nd div. of the 1st RC with the 4th RC.
Jan. 2007 JDA was renamed to Ministry of Defense, Japan.
Oct. 2010 Integration of the GSRC into the Sagamihara site was completed.
Apr.
Oct.
Apr.

2014
2015
2021

Restructuring of the GSRC was implemented.
TRDI was transformed to Acquisition, Technology & Logistics Agency(ATLA).
Restructuring of the GSRC was implemented.2



陸上装備研究所は、火器・弾薬、耐弾、車両、施設器材に関する技術を所掌する研

究所として技術研究本部当時の平成18年に発足し、令和3年4月にはCBRN対処、人間

工学、個人装具等に関する技術が新たな所掌に加わりました。研究所の発足から15年

を経て、我が国を取り巻く安全保障環境や脅威も大きな変化を続けており、所掌する

技術についてもこれに対応した取り組みが求められています。

陸上装備研究所は、陸上自衛隊をはじめとする各自衛隊への信頼できる装備の提供

に資することが任務です。このため、運用者である各自衛隊を含めた関係各署と連携

を図り、将来を見通した新たな装備と技術の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

陸上装備研究所からのごあいさつ
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防衛装備庁 組織図 ACQUISITION, TECHNOLOGY & LOGISTICS AGENCY
ORGANIZATION

(一部の組織は省略)

防衛装備庁長官
Commissioner, ATLA

プロジェクト管理部
Department of Project Management

技術戦略部
Department of Technology Strategy

調達管理部
Department of Procurement Management

調達事業部
Department of Procurement Operations

装備政策部
Department of Equipment Policy

装備官
Director General of (Joint, Ground, 

Naval, Aerial) Systems

長官官房審議官
Assistant Commissioner

防衛技監
Vice-Commissioner ＆

Chief Technology Officer

装備開発官（統合装備担当）
Joint Systems Development Division

装備開発官（陸上装備担当）
Ground Systems Development Division

装備開発官（艦船装備担当）
Naval Systems Development Division

装備開発官（航空装備担当）
Aerial Systems Development Division

艦船設計官
Naval Ship Design Division

監察監査・評価官
Audit and Evaluation Division

装備開発官（次期戦闘機担当）
Fighter(F-X) Development Division

長官官房
Secretariat

川崎支所
Kawasaki Branch

土浦支所
Tsuchiura Branch

新島支所
Niijima Branch

航空装備研究所
Air Systems Research Center

飯岡支所
Iioka Branch

千歳試験場
Chitose Test Center

下北試験場
Shimokita Test Center

岐阜試験場
Gifu Test Center

次世代装備研究所
Future Capabilities Development Center

陸上装備研究所
Ground Systems Research Center

岩国環境試験評価サテライト
Iwakuni Maritime Environment

Test & Evaluation Satellite

艦艇装備研究所
Naval Systems Research Center



陸上装備研究所 組織図 GROUND SYSTEMS RESEARCH CENTER
ORGANIZATION

会計管理専門官
Assistant Specialist

技術分析官
Division Analyst

技術分析官
Division Analyst

技術分析官
Division Analyst

業務係
Research and Test Support

調達係
Procurement

出納係
Accounting

戦闘車両システム研究室
Ground Combat Vehicle Systems Section 

無人車両・施設器材システム研究室
Unmanned  Ground Vehicles and Engineer Equipment Systems Section

火力・防護力評価研究室
Firepower and Survivability Assessment Research Section

終末効果・防護研究室
Warheads and Ballistic Protections Research Section

弾道要素研究室
Ammunition and Energetics Research Section

管制・自動化研究室
Fire Control and Autonomous Weapons Research Section

機動力評価研究室
Mobility Evaluation Research Section

車体・動力研究室
Turret Chassis and Propulsion  Research Section 

脅威探知・対処研究室
Threat Detection and Measure Research Section 

障害構成・啓開研究室
Obstacle Construction and Exclusion Research Section

研究調整官
Research Coordinator

研究企画係
Research Programs

用度係
Property Management

CBRN対処研究室
CBRN Defense Technology Section

弾道技術研究部長
Director, 

Ballistics Research Division

機動技術研究部長
Director, 

Mobility Research Division

プロジェクト調整官
Project Coordination Officer

庶務係
General Affairs

火力システム研究室
Fire Power Systems Section

所 長
Director

研究企画官
Deputy Director

総務課長
Head, 

General Affairs Section

課長補佐
Assistant Head

システム研究部長
Director, 

Systems Division

5



分でわかる
りく そう けん

どんな研究を
してるんですか？

陸 装 研
上 備 究所

陸上装備研究所って
どんな研究所ですか？

自衛隊なんですか？

戦闘機や潜水艦も研究してるんですか？

どんな人たちが
研究してるんですか？

「陸上装備」の研究所ですが、実
はそれだけじゃないんです！

海上自衛隊や航空自衛隊の将来装
備も研究開発しています。

はい、防衛省・自衛隊の組織です。
防衛省の外局である防衛装備庁に属
する研究機関です。

無人の車両や、レールガン、ハイブリッ
ド動力など防衛装備の性能を高めるための
研究をしています。

これらは、最先端技術の研究であり、良
い研究成果を上げられるよう専門的な議論
を重ねています。

陸上装備研究所では、火器弾薬、戦闘車両、施設器材などの研究を行っ
ています。陸上装備以外を研究開発するときは、こうした研究が応用でき
るものを対象としています。

戦闘機や潜水艦は、防衛装備庁にある他の研究所がちゃんと研究開発し
ていますので、そこはご安心ください。

一般の理工学系の大学・大学院等を卒業し
た研究職技官と、防衛大学校等を卒業した
幹部自衛官です。

よりよい装備品へむけて、技官と自衛官が
一致団結して研究開発しています。
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陸上装備研究所に
試験施設はあるんですか？

防衛省以外の研究所と
交流してますか？

研究成果は
秘密ですか？

陸上装備研究所を
見学したいんですが……

昔はどんなところだったんですか？

はい、あります。試験施設を使って、試
作した車両などを試験しています。詳しく
は24、25ページをご覧ください。

試験施設ではできない試験は、北海道や
青森県にある試験場や陸上自衛隊演習場な
どに出張して、野外で行っています。

はい、これまで国内の大学や研
究機関と研究協力等を行ってきま
した。将来装備をつくるには、先
進技術を取り込み、より効率的に
研究開発を進めていくことが大切
だからです。また、米国、英国、
オーストラリアなどとも国際交流
を進めています。国際交流につい
ては27ページをご覧ください。

防衛装備の研究開発という性格上、
一部の研究成果は公表してしまうと国
の安全を脅かすおそれがあるので秘密
にしています。でも、それ以外は学会
やシンポジウムなどで積極的に発表し
ています。

毎年１回程度、陸上装備研究所を一般公開して
いますので、是非その機会におこしください。ま
た、企業・団体・学校などの方々には適宜見学し
ていただいています。

ただ、世の中の状況によっては一般公開、見学
とも控えさせていただくことがあります。ご了承
ください。

旧陸軍の教育機関である、兵器学校がありました。陸上装
備研究所はその跡地の一部に建てられています。西隣には相
模陸軍造兵廠という、戦車やその部品などを造っていた、旧
陸軍の工場もありました。研究所の周辺にはこれらの史跡が
今も残されています。

詳しくは31ページをご覧ください。
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CBRN対処技術の研究
Research on CBRN Defense Technology

所掌が陸上装備研究所へ Jurisdiction Transfer to GSRC

令和3年4月の防衛装備庁の組織改編に伴い、これまで他研究所が所掌していたCBRN＊脅威に対処する技術の
研究が、陸上装備研究所へ移管されました。 CBRN脅威とはCBRNに属する物質や兵器を指し、これらの検知、
防護、除染及びこれらの試験評価技術について、従来どおり目黒地区にて研究を実施しています。

Due to the restructure of ATLA in April 2021, the research on technologies to defend against CBRN threats (CBRN Defense
Technology), which had been conducted at another research center, was transferred to GSRC. CBRN threats refer to
materials and weapons that belong to CBRN. In preparation for CBRN threats, research is conducted on CBRN threats
detection, protection, decontamination, as well as test and evaluation techniques, in Meguro district as in the past.

＊CBRN：Chemical （化学剤），Biological （生物剤），Radiological （放射線），Nuclear（核）

より速く、より正確に… Quicker, More Accurate

従来の検知紙では検知が困難な希薄ガス状化学剤に迅速かつ正確に対応することを目指して、色素とナノファ
イバーの複合化等による、ナノファイバーの吸着能や機能化を検討しています。また、安価で保管性の優れた簡
易微生物センサを目指して研究を実施しています。

In order to fulfill the aim, which is to respond rapidly to dilute gaseous chemical agents that are difficult to detect with
conventional detection paper, the adsorption ability and functionalization of nanofibers are investigated by conpounding
dyes and nanofibers, etc. In addition, further research is conducted to develop a simple microbial sensor that is inexpensive
and excellent in store stability.

化学剤と反応して変色する色素 Dye that React with Chemical Agents to Change Color
化学剤 Chemical Agents

呼吸マネキンや歩行マネキンによる評価
Evaluation Using a Breathing Mannequin and a Walking Mannequin

新たな脅威に対応するために… Responding to Emerging Threats…

防護服・防護マスクについて、素材の評価だけでなく、人間の呼吸や歩行を模擬した装置を使用し、より実環
境に近い評価も行っています。また、除染の高効率化等を図るため、最新の機器分析技術を活用した反応解析な
どを行っています。防護服・防護マスクに関する研究は日英共同研究として進めています。

Protective clothing and masks are being evaluated not only in terms of material performance but also its performance
under conditions much more similar to those in real environments using equipment that simulates human breathing and
walking. Furthermore, in order to improve the efficiency of decontamination, reaction analysis is implemented by using the
latest instrumental analysis technology.

The research on protective clothing and masks is conducted as a Japan-United Kingdom cooperative project.
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研究いろいろエピソード

EMPとは、上記の説明でも示したとおり電磁パルス（Electro-Magnetic Pulse）の略で、瞬間的に
発生する電磁波を指します。近年、装備品の多くにセンサーが多用されているほか、精密電子機器が
組み込まれており、特に指揮通信、情報収集活動にとって必要不可欠なものとなっています。敵の装
備品に強力なEMPを照射することで、アンテナ、ケーブル等を経由し、レーダやセンサー等の内部の
精密電子機器の機能を喪失または一時的に阻害できれば、弾丸や破片により直接破壊することなく、
敵の装備品の能力を低減することができます。

このような点に着目し、陸上装備研究所では、弾薬に搭載可能で強力な電磁パルスを発生させる
EMP弾技術の研究を行っています。

EMP弾技術の研究
Research on EMP Ammunition

従来の爆弾、ミサイル等による直接的な破壊によらず、敵のセンサ・情報システムの
機能を一時的または恒久的に無力化するために、強力な電磁パルスを発生させるEMP*
弾技術の研究を行っています。

The research on the technology of EMP* ammunition, which causes powerful
electro-magnetic pulse, is conducted to make the capability of sensor and
information system in enemy be suppressed temporary or permanently without any
direct destruction caused by conventional ammunition, missiles, etc.

＊EMP ： Electro-Magnetic Pulse （電磁パルス）

基礎研究において製作したEMP試験装置
Experimental Equipment for

EMP Emission Test

EMP弾
EMP Rocket

センサ・情報システムを導入した敵部隊
Enemy with C4I Capabilities

制御部・ロケットモータ部
Control & Propulsion Section

EMP放射部
EMP Warhead

EMP放射部構成要素
EMP Radiation Components

EMP弾の運用イメージ
Operation Image of EMP Ammunition
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研究いろいろエピソード

多種目標対処弾とは、その名のとおり「多種」の「目標」に「対処」することを目的とした砲弾で
す。市街地や島嶼部での戦闘では、障害物の陰やビル等の建造物内に敵が潜んでいる場合が想定され
ます。本来であれば、局面に応じた砲弾が必要ですが、さく薬を起爆させる信管のモードを切り替え、
適切なタイミングで起爆させることで、一種類の砲弾で様々なシチュエーションに対応できます。

多種目標対処弾における信管のモードには、主に「時限」「着発」「延期」があります。「時限」
は設定した秒時で作動するモード、「着発」は物体に衝突した際に作動するモード、「延期」は砲弾
が物体に侵入した後に遅れて作動するモードです。特に延期作動に関しては、コンクリートのような
堅固な対象への衝突に耐えられる強度と、衝突後でも確実に作動する高い作動率が求められ、本研究
の大きな技術課題となっています。

多種目標対処弾技術の研究
Research on Multi-Purpose Ammunition

戦闘車両等から発射でき、単弾種で、対処目標に応じて最適な効果を発揮可能な多種
目標対処弾に関する研究です。信管モード（時限、着発、延期）を設定することによ
り、敵陣地・集結地、掩蔽目標及び構造物に対して、同一弾種で対応することが可能
となります。

We conduct the applied research on multi-purpose ammunition, which can be fired from
combat vehicles, that would demonstrate the most appropriate effect in accordance with the
target for action, in spite of a single type of ammunition. By pre-setting up the fuze mode (time
function, impact action, delay action), the ammunition can deal with various targets such as
assembled target, non-line-of-sight target and hard structure.

敵陣地・集結地対処（破片効果）
Assembled Target (Fragmentation Effect)

掩蔽目標対処（破片効果）
Non-Line-of-Sight Target (Fragmentation Effect)

構造物対処（壁面開口・内爆効果）
Structure (Penetration and Inside Blast Effect)  

戦闘車両等（間接照準）
Combat Vehicle etc. (Indirect Fire)

戦闘車両等（直接照準）
Combat Vehicle etc. (Direct Fire)

発射薬
Propellant

薬きょう
Cartridge Case

主弾頭
Warhead

先駆弾頭
Shaped Charge

前方信管
Sub Fuze

主信管
Main Fuze

多種目標対処弾のイメージ
Image of Multi-Purpose 

Ammunition

多種目標対処弾の運用構想
Operation Image of Multi-Purpose Ammunition
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空冷式インホイールモータの研究
Research on Air-Cooled System of In-Hub Motor

軽量戦闘車両システムの研究の成果の一つである水冷式インホイールモータと同等の
性能を維持しつつ、残存性及び部隊での整備性の向上並びに軽量化に寄与する戦闘車
両用インホイールモータの空冷化について研究を行っています。

We conduct the research on air-cooled in-hub motor for combat vehicles that contributes to
enhance survivability and maintainability in troop, and weight reduction, while sustaining the
capability equivalent to that of water cooled in-hub motor, which is considered as one of the
results of the previous research on the Lightweight Combat Vehicle System.

研究いろいろエピソード

軽量戦闘車両システムの研究ではインホイールモータを採用することにより既存車両以上の機動力、
その場で旋回する超信地旋回機能及び車高調整機能の付加といった利点があることを実証できました
が、一方で水冷式とするとクーラント（冷却水）が循環するホース類が車の外に暴露する構造となっ
てしまいます。これではIED等によりインホイールモータを直接壊されなくても、ホースを破断等さ
れることによりインホイールモータの冷却が上手くいかず、インホイールモータの性能を発揮できな
くなってしまいます。

空冷式インホイールモータの研究は、クーラントに代わる冷媒によりインホイールモータを冷却し
つつ、インホイールモータの性能も水冷式と同等を維持できる空冷式インホイールモータに着目し、
実現を目指したものです。

軽量戦闘車両システムの研究（H22 ～ H28）
Research on Lightweight Combat Vehicle (LCV) System

クーラント（冷却水）が通るホースを
省略できる空冷化の検討
Study on Air-Cooled System of In-Hub Motor without
liquid coolant hose

ホース
Coolant Hose

インホイールモータ
In-Hub Motor

水冷式インホイールモータ
（軽量戦闘車両システムの研究）

Water-Cooled In-Hub Motor
（Research on LCV System）

空冷化構造の設計・製造
Structural Design and Manufacturing 

of Prototype

台上試験
Bench Test

研究の流れ Research Method
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UGV周辺環境認識技術の研究
Research on Surrounding Environmental Recognition Technology 

for Unmanned Ground Vehicle

非GPS環境等の自衛隊特有の環境下において、複数台UGVが自律走行もしくは遠隔操
縦により特定の任務を遂行するために必要な環境認識技術（位置推定、3次元地図作成、
物体認識）について研究を行っています。本研究は日豪共同研究として進めています。

In this research, we develop environmental recognition technologies (e.g. position estimation,
3D mapping and object recognition) which are necessary for multiple UGVs to perform specific
missions by autonomous driving or remote control in defense-specific environments such as
GPS-denied environments.

This research is conducted as a Japan-Australia cooperative project.

防衛技官

渡邉 嵩智

研究いろいろエピソード

UGVを遠隔操縦、又は自律で走行・作業させる際は、周囲の地形、障害物さらに他の移動体の位置
などの、環境認識（UGV周辺の情報を認識すること）が必要不可欠です。環境認識にあたって、例え
ば、民間の自動運転の場合はGPSによる位置情報や事前に作成された3D地図等の利用を前提としてい
ますが、自衛隊の運用環境ではそのような情報が常に利用できるとは限りません。その上、悪路、敵
による妨害、事前に把握できなかった地形の変化など、防衛用途向けの環境認識技術は特有の難しさ
があります。本研究では、民間の自動運転等に関する優れた技術を取り入れて自衛隊運用環境特有の
技術的課題を解決することで将来のUGVの開発へと結びつけることを目指しています。

＊１UGV ：Unmanned Ground Vehicle（陸上無人車両）
＊２LiDAR ：Light Detection and Ranging

（レーザーの反射光により周囲の物体の形状を取得するセンサ）
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レールガンの研究
Research on Electromagnetic Railgun

電気のエネルギーを利用して弾丸を
加速、発射するレールガンの研究を
行っています。火薬のエネルギーを利
用した従来の火砲では実現できない高
初速で弾丸を発射することができ、大
きな威力を持つことに加えて、より遠
方の目標への対処が可能です。

We have been conducting a series of
research on electromagnetic railgun
which accelerate projectile using electric
energy. The electromagnetic railgun can
launch projectile in extremely high muzzle
velocity compared with conventional guns
using energy of gun powder, and is
expected to realize greater penetration
power and longer shooting range.

研究いろいろエピソード

みなさん、レールガンってご存知ですか。これは、２本のレールの間に弾丸を装填し、電気エネル
ギーのみにより弾丸を発射する未来型の砲です。この砲は、高い速度で弾丸を撃ち出し遠くまで飛ば
すことができること、それと火薬エネルギーを用いないため安全性に優れていることが特長です。ク
ルマに例えるなら、100％電気自動車と同じです。現在、技術的には米国が最先端を走っていますが、
わが国も少し後ろを全速力で追いかけているところです。よく一般の方から、リニアモーターカーと
同じですかという質問を受けますが、実は少し違います。電気と磁気の力を利用している点では同じ
ですが、リニアモーターカーは、N極・S極の効き合う力と反発する力により推進させます。他方、
レールガンは、高校物理で学習するローレンツ力により弾丸を発射するしくみです。

電機子
Armature

導体レール
Conductive Rail磁場

Magnetic Field
電流

Current

パルス電源
Pulse Power Supply

弾心
Penetrator

電磁力
（ローレンツ力）

Lorentz Force

砲
Railgun

弾丸
Projectile

電機子
Armature

弾心
Penetrator

装弾筒
Discarding sabot
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応急装甲化技術の研究
Research on Rapid Add On Armor

自衛隊では、使用環境によっては装甲を持たない車両（非装甲車両）の防護性能を向
上させなければならないことがあり得ます。その様な事態に対応するため、必要に応
じて追加装着することで、非装甲車両（基準車両：1½救急車）の防護性能を迅速、容
易に向上させることが可能な応急装着付加装甲の研究を行っています。

In the SDF, there are possibilities that the ballistic performance of unarmored vehicles have to
be strengthened depending on the environment in which they are used. As a consequence, to
deal with these various circumstances, we conduct research on rapid add on armor, which can
improve ballistic performance of unarmored vehicles(e.g. 1½ ambulance) rapidly and easily.

防衛技官

石野 貴之

防衛技官

渡邉 嵩智

-

研究いろいろエピソード

自衛隊では戦車のように装甲を持つ車両だけでなく、非装甲車両も多く用いられています。非装甲
車両は通常、攻撃が予想されない地域で使用されます。しかし、例えば邦人輸送といった任務で使用
される場合、予期しない攻撃が危惧されます。このような事態でも被害を局限できるよう、非装甲車
両の防護性能を必要に応じて迅速かつ容易に向上させる技術が求められています。

それに応えるために行っているのがこの研究です。車体にも十分な強度がなく極端な重量増加には
耐えられない非装甲車両でも、迅速かつ容易に装着できて防護性能を向上させられる応急付加装甲の
実現を目指しています。

研究の概要 Research Outline

迅速かつ容易に装着可能な
応急装着付加装甲

（ 1½救急車内部イメージ図）
Add on Armor Which Is Able to Attach 

Rapidly and Easily
(Image Diagram of 1½ Ambulance Inside )

被弾後も装着状態を維持
Attached Condition Can 

Be Kept after Hit
付加装甲

Add On Armor

迅速かつ容易に装着でき、
被弾時の衝撃により防弾板が
脱落しない装着手法を検討

Consideration of  Rapid Add On 
Armor Attaching Method Not to Fall 
Due to the Shock at the Time of Hit

被弾前
Before Hit

被弾後
After Hit

付加装甲
Add On Armor

車筐
Vehicle body

装着具
Attaching Device

14



研究いろいろエピソード

陸上装備研究所では、陸海空自衛隊で装備する誘導弾（ミサイル）等の弾頭及び信管の研究を行っ
ています。

「先進対艦・対地弾頭技術の研究」は、島嶼及びその周辺海域に展開する敵部隊等に対処するため
の弾頭であり、その中で、シーバスター弾頭は、先駆弾頭により目標に穴を空けた後、その穴に向け
て主弾頭を侵徹・起爆させて、主弾頭の爆風効果により、目標を破壊するタイプの弾頭です。また、
高密度EFP弾頭では、EFPを生成するライナー＊を、積み重ねて配置することで従来の倍以上の個数の
EFPを生成し、より多数のEFPによる攻撃が可能となります。

＊ライナー：EFPを生成する元となる皿状の小さな金属円盤

先進対艦・対地弾頭技術の研究
Research on Advanced Anti-Surface Warhead Technology

我が国の島嶼及びその周辺海域に展開する敵部隊等に有効に対処できる誘導弾用弾頭
を研究目標とし、各種艦艇に対処可能なシーバスター弾頭と陸上に展開する部隊等に
対処可能な高密度EFP*弾頭の研究を行っています。

The objective of “Advanced anti-surface warhead technology” is to develop warheads for
guided missiles to effectively attack warships and military vehicles deployed around/on a range
of islands and its surrounding sea area. As a project, we conduct the research on a tandem type
warhead for anti surface ships and a multi EFP* type warhead for anti ground vehicles.

＊EFP：Explosively Formed Projectile（爆発成形弾）
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EFI起爆技術の研究
Research on Exploding Foil Initiator and Electronic Safety Arming Devise

高感度の爆薬を使用しないためより安全に弾頭等を起爆可能なEFIと、電気的な制御
により多様な起爆方式に対応可能なESADを組み合わせた起爆技術の研究をしています。

We conduct research on initiating technology combined with EFI and ESAD. While EFI can
safely initiate warheads without using primary explosive, ESAD can be applied to various
initiating functions with electronic control.

防衛技官

石野 貴之

防衛技官

渡邉 嵩智

研究いろいろエピソード

砲弾やミサイルの中のさく薬に点火させるためには信管などの点火装置が必要です。
現在使用されている信管は高感度な爆薬が使用されており、使用しないときは絶対に安全であるよ

うに不用意に作動させないための機械的な安全機構が施されております。一方で、砲弾やミサイルに
よって安全機構の作動を停止しさく薬に点火させるべき条件が異なるため、信管は個別に開発しなけ
ればいけません。

陸上装備研究所が開発しているEFI起爆装置は高感度な爆薬を使用しないためより安全に取り扱う
ことができます。

また、組み合わせて使用されるESADは構成品がすべて電子部品であるため多様な作動条件にもプ
ログラムを書き換えるだけで対応することができ、開発にかかる期間・コストの削減が見込めます。

さらに、電気的に制御するので従来の信管に比べて起爆のタイミングが正確であり、砲弾やミサイ
ルがより効果的に威力を発揮することができます。

EFI＊2

ESAD＊1

研究中のＥＦＩ起爆装置の概要図
Schematic Diagram of EFI Detonator under Research

＊1 ESAD ：Electronic Safety Arming Devise
（機械的な機構を持たず電気的な制御のみで信管を作動させる装置）

＊2 EFI ：Exploding Foil Initiator（金属箔を使用し爆薬を着火させる点火具）
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車両用多種環境シミュレータの研究
Littoral Environment Vehicle Simulator (LEVS)

従来の陸上だけでなく、珊瑚礁等の水際や水上など様々な環境下における水陸両用車
両等の陸上車両の機動力を評価するためのシミュレータの研究を実施しています。乗
員の操縦性の評価が可能なリアルタイムシミュレーションと時間をかけて精密な車両
の挙動を計算するノンリアルタイムシミュレーションの両方が実施可能です。

Based on the developed simulation methods for ground vehicles, further research on the
littoral environment vehicle simulator is conducted in order to construct the simulator for
evaluating the mobility of various ground vehicles like amphibious vehicles under diverse
environment, on the land, water, shore like coral reefs . This simulator is capable of executing
both real-time simulations to evaluate maneuverability including the driver, and non-real-time
simulations to precisely calculate the behavior of the vehicle by spending adequate run-time.

研究いろいろエピソード

陸上装備研究所では、陸上環境における車両の機動力評価に役立つシミュレータを構築してきまし
た。近年、水陸両用車が陸上自衛隊に導入されたことから、陸上環境のみならず、水際環境及び水上
環境での車両の機動力評価が可能なシミュレータの構築が必要となっています。

「車両用多種環境シミュレータ」では、陸上、水際及び海上のすべての環境モデルや各種車両モデ
ルを構築することにより、構想段階における新規開発車両の代替案分析、運用段階における既存車両
の改良・改善等のための強力なツールとして活用することを目指しています。

車両用多種環境シミュレータ
Real-time/Non real-time Systems of LEVS
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モジュール型小型高出力ハイブリッド技術の研究
Research on Modular High Power Density Hybrid Propulsion Technology

静粛走行、静粛監視及び車両内外への給電を可能とする、装輪車を対象としたパラレ
ル方式＊のハイブリッド技術について研究を実施しています。本研究は日米共同研究と
して進めています。

The research on parallel-hybrid system* for wheeled vehicles is conducted in order to enable
silent run, silent watch, and electric supply inside and outside the vehicle.

This research is conducted as a Japan-U.S. cooperative project.

防衛技官

石野 貴之

防衛技官

渡邉 嵩智

研究いろいろエピソード

陸上装備研究所では、カタピラ車両向けのシリーズ方式のハイブリッド技術（エンジンは発電だけ
行い、蓄電装置からの電力と合わせてモータだけで車を駆動する方式）について研究し、大きな成果
を得ることができました。その成果もあって、この研究では装輪車のための技術としてパラレル方式
のハイブリッドに取り組んでいます。

蓄電池の電力を生かし、エンジンを停止した静かな状態で、走行したり搭載した車両機器を稼働さ
せて相手を監視したりする等の機能を実現しようとしています。また、大きな発電能力を持つことか
ら、電源車として使用でき、増える一方の車両用電子機器にも十分に対応できるものと考えています。

モジュール型ハイブリッドシステム
Modular Hybrid Propulsion System

静粛走行・静粛監視能力
Capability of silent run/watch

期待される効果
Expected effects

エンジン
Engine

電力変換装置
Invertor/Convertor

トランスミッ
ション

Transmission

モータ／発電機
Motor/Generator

動力協調制御装置（クラッチ）
Clutch

蓄電装置
Battery

比較的大型の各種
装輪車両に適用可能
Applicable to relatively 
heavy wheeled vehicles

外部への給電能力
Power supply for outside

大電力使用兵器システム
ベース車両への応用

Application to vehicle-based 
high-power energy weapons

＊パラレル方式 ：エンジンとモータの両方で車を駆動する方式
＊parallel-hybrid system ：hybrid system driven by both engine and

electric motor
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滞空型偵察器材の研究
Research on Unmanned Airborne-type Reconnaissance Equipment (UARE)

運用構想 Operational Concept

滞空型偵察器材
UARE

安全な位置から地雷原及び敵陣地を偵察可能
Reconnaissance from Safety Zone

研究いろいろエピソード

陸上装備研究所ではこれまで電波や赤外線等を用いて、車両等に積んだセンサから、離れた場所の
地雷や爆発物を探知する研究を行い、良好な成果を得てきました。この研究ではこれらの成果を生か
し、ドローンを使った地雷原や敵陣地の偵察を可能にすることを目指しています。

高精度な自己位置推定のためにはGPSに加えてカメラ画像を分析する必要があります。また、精細
な地中探査のためには飛行経路のデータと地中も探査できるレーダのデータを連動して合成する必要
があります。これらは新たな技術課題なのですが、隊員がより安全に任務を遂行できる装備品を実現
するため、研究において解明に取り組んでいます。

敵陣地
Enemy Position

地雷原
Landmine Field

隊員
Personnel

隊員の危険が伴う、地雷原やそれを監視する敵陣地の偵察をより安全に行うため、高
精度な自己位置推定機能と精細な地中探査機能を持ち、かつ小型・軽量な滞空型の偵
察器材について研究を実施しています。

The research is conducted on the Unmanned Airborne Type Reconnaissance Equipment,
which is compact and lightweight, with high-precision self-position estimation and detailed
under-ground investigation functions, to implement reconnaissance minefield and enemy
observation position more safely to minimize the risks of personnel.
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将来軽量橋梁構成要素の研究
Research on Components of the Future Light-weight Bridge

有事や大規模災害などで橋が壊れてしまった場所において部隊を迅速に展開させるた
めに使用する自衛隊用応急橋梁の更なる高性能化を目指して、橋梁の主要構造部に軽
量かつ高強度なCFRP＊を適用するための要素技術について研究を進めています。

This research is conducted pertaining to utilize the light and highly strong CFRP* for the main
structural parts of the military bridges. The objective of the research is to achieve higher
performance for the assault bridge used by the SDF. As a result, the unit can act rapidly at the
place where a bridge was collapsed in any emergency cases or a large-scale disaster.

材料試験
Material Property Tests

構造解析
Finite Element Analysis CFRP供試体による検証

CFRP Test Component

CFRP導板模型
Prototype of CFRP Tredway Bridge Section

接合部模型
Prototype of Bolted Connections

防衛技官

石野 貴之

防衛技官

渡邉 嵩智

研究いろいろエピソード

自衛隊で使用する橋梁は、主にアルミニウム等の金属でできています。材料として軽量で高強度、
腐食しない炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を用いることで、より長い橋梁をより迅速に架設で
きるようになる他、運搬する車両への積載性が向上する、架設する場所が不整地でもそこまで容易に
運搬できるようになる等が期待できます。また、この研究で得られる成果は、自衛隊のみならず一般
の応急橋梁等に適用可能なものと考えています。

＊CFRP：Carbon Fiber Reinforced Plastics（炭素繊維強化プラスチック）
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陸上装備研究所が

性能試験を担当しました ～開発装備品～

16式機動戦闘車
陸上装備研究所は、主に、火力、機動力、防護

力の性能試験を担当しました。機動戦闘車の懸架
装置は、レーシングカーにも採用されているダブ
ルウィッシュボーン型であり、走行性能に優れて
います。陸上自衛隊演習場で行った走行試験でも
路面の変化に合わせてタイヤが良く動きました。
特に、車両振動試験において限界を見極める試験
などは、強く印象に残っています。

NBC偵察車
陸上装備研究所は、主に、車体の性能試験を担

当しました。NBC*偵察車の車体は、既存のベー
ス車体が存在せず、新たに設計した車両であるこ
とから、性能試験する現場はいつも緊張感が高
まっていました。また、現場以外でも、秋田・新
屋での砂地走行試験のため、毎朝、交通量の激し
い秋田市街を、NBC偵察車（試作車）を自走させ
るときは、緊張の連続でした。

* NBC： Nuclear（核），Biological（生物剤），Chemical（化学剤）

10式戦車
陸上装備研究所は、主に、火力、機動力、防護

力の性能試験を担当しました。このうち連続走行
試験では、防衛省規格（NDS）の規定距離4,950
キロメートルを走破できるか時間との闘いでした。
しかし、千歳試験場への試験の集中と陸上自衛隊
支援隊の多大な協力により、無事、NDS規定を遙
かに超える距離を連続走行することができて、
ほっと胸を撫で下ろしました。

19式装輪自走
155mmりゅう弾砲

陸上装備研究所は、主に、火力、機動力の性能
試験を担当しました。99式自走りゅう弾砲ベース
の155mm口径火砲を8輪の装輪車両に搭載したも
ので迅速に機動、展開できます。平成30年7月か
ら9月までの約3ケ月間、米国のユマ試験場におい
て火力性能の試験を行いましたが、最大射程での
迫力満点の射撃、毎日の気温が40℃を超える酷暑
環境での試験、米側との交流は、特に思い出深い
ものとなりました。
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最初に、研究所内に
ある試験施設を用いて、
車両の基本性能を確認
しました。

写真は、試作車両の
傾斜安定性を確認して
いる試験の模様です。

陸上自衛隊訓練場に
おいて市街地を模し
た構造物の間を遠隔
操縦して走行させ情
報収集する試験を行
いました。

基本性能
（車両安定性）

基本性能
（傾斜安定性）

基本性能
（車両安定性）
遠隔操縦走行

基本性能
（車両安定性）

情報収集
（市街地環境）

将来、より良い防衛装備品を創製するため、試作と試験、シミュレーションを繰り返し、
さまざまな技術課題の解明に取り組んでいます。その一例として、陸上装備研究所が研究
試作した「CBRN対応遠隔操縦作業車両システム」の試験の一部を紹介します。

試作品の試験を紹介します

千歳試験場のテストコー
スにて、遠隔操縦による走
行試験を行いました。

複数台の同時走行も行いました！

試験の流れ

車両から
見える前方
の景色です
が……

操縦者は、車
両外の離れた地
点から、こんな
具合で遠隔操縦
しています。

CBRN対応遠隔操縦作業車両システムとは？

＊CBRN： Chemical （化学剤），Biological （生物剤），
Radiological （放射線），Nuclear（核）

CBRN＊で汚染された危険な地域において、情報収集や各
種作業などを行う自己完結型の無人車両システムです。遠方
から遠隔操縦することができます。

写真左の２両が、作業や情報収集を担当する車両です。右
の車両３両が作業等を行う車両を操縦する電波の中継車です。
すべての車両は無人で走行や作業等をさせることができます。
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基本性能
（車両安定性）
遠隔操縦作業

基本性能
（車両安定性）

衛星通信による
遠隔操縦

基本性能
（車両安定性）
雲仙普賢岳に

おける総合試験

陸上装備研究所・陸上自衛隊演習
場において、遠隔操縦による掘削・
把持などの基本動作や瓦礫の撤去な
ど通路の啓開など各種作業の試験を
行いました。

20km離れた千歳試験場・陸上
自衛隊演習場間において、衛星通
信により遠隔操縦して、不整地走
行や各種作業の試験を行いました。

長崎県雲仙普賢岳において、実際
の火山岩を排除する通路啓開や火山
灰の壕・崖を整地しながら進む試験
を行いました。この試験は国土交通
省の協力を得て行いました。

★本試験に関する成果は、将来の防衛
装備品に反映するほか、学会・シン
ポジウムなどで公表しています。

通路の啓開：瓦礫等を撤去し、道路を通行
できるようにすること。
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信管衝撃シミュレーション試験装置
Fuze Impact Simulator

砲弾・誘導弾・ロケット弾等の各種信管に関す
る研究開発において、試作品の野外試験に先立
ち、屋内において着発機構部、Ｓ＆Ａ（安全解
除機構部）、電子回路などの作動特性及び耐衝
撃性を解明するための装置です。

In research and development to various fuzes for an artillery
shell, a guided missile, a rocket, etc., this indoors device is to
elucidate operational characteristic and impact resistance of
a graze burst mechanism, S&A (Safety and Arm device),
electronic circuit, etc., prior to the field examination of a trial
product.

試験槽 Test Chamber

ランチャ Launcher

高圧ガスチャンバ
High-pressure Gas Chamber

耐弾に関する研究開発において、各種材
料の高速高圧下における動的材料特性や侵
徹現象を解明するための装置です。

The Powder Gun launches a projectile by gunpowder
combustion, while the Two-stage Light Gas Gun
launches a projectile by the pressure of the light gas,
which was originally compressed by the pressure
generated during gunpowder combustion. Both guns
are used to evaluate dynamic material properties and
ballistic properties of various materials under high
strain rates and pressures.

高速弾撃試験装置 ・ 超高速飛しょう体発射装置
Powder Gun and Two-stage Light Gas Gun

超高速飛しょう体発射装置
Two-stage Light Gas Gun

高速弾撃試験装置
Powder Gun

試験研究施設とシミュレータ TEST FACILITIES
and SIMLATORS

車両等の質量、重心位置及び最大安定傾斜角度を
測定する装置です。

This is a test bench type equipment to measure vehicle static
characteristics such as weight, center of gravity and rollover
angle.

静特性測定装置
Vehicle Static Characteristic Test Bench
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車両、施設器材等の寒冷地及び酷暑地に
おける環境の試験が可能な施設です。

This test facility enables to perform environmental
test of ground vehicles, engineer equipment, etc.,
under various temperature and humidity conditions,
even extremely cold region and extremely hot region.

環境試験室
Environmental Testing Chamber

管理土槽室
Mine Detection Test Facility

地雷の探知試験を一定状態に管理された土壌
で実施するための施設です。

This is a test facility to implement the test of mine
detection system under the soil controlled condition.

脆弱性解析シミュレータ
Vulnerability Analysis Simulator

攻撃に対する弱点を低減することは、装備品システム
の設計の上で極めて重要です。脆弱性解析シミュレータ
を用いると、様々な脅威を装備品の数値モデルに仮想的
に射撃して弱点を見出し、対策を施すことができ、防護
コンセプトを効率的に机上検討することが可能です。

Vulnerability reduction against attacks is extremely important for
design of weapon systems. The weaknesses of weapon systems can be
assessed and visualized by virtually shooting a variety of threats to the
digital mockups in the vulnerability analysis simulator. As a
consequence, by taking appropriate countermeasures, the protective
concept is possible to be considered instantly and effectively through
the desk research.
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地味だけどスゴイ！Defense Technology

防衛技術の名脇役！

なにかと注目度が高いハイテク！それとは対照的に地味な技術もある。そんな地味な技術も、
実は、最新の防衛装備を陰から支える技術であり、言わば、防衛技術の名脇役なのです。ここで
は、陸上装備研究所が注目する地味だけどスゴイ防衛技術（Defense Technology）を紹介します。

通常タイプの火薬 安全化された火薬
（研究中）

弾薬とは、弾丸と火薬の総称です。
この弾薬には、とても大切なことが
二つあります。ひとつは、敵に対し
て脅威であること。もうひとつは、
味方には脅威でないこと、つまり安
全であることです。

弾薬は、燃焼や爆発するよう設計
製造されており、戦車やミサイルな
どに搭載されています。

万一、敵の攻撃により被弾してし
まうと、搭載している弾薬が火災や
爆発を起こし、隊員が不慮の事故に
遭うこととなります。

このような事故を防ぐため、弾薬
の安全化が求められているのです。

火薬を詰めた容器にそれぞれ銃弾を貫通させ
る試験を行うと、通常タイプの火薬（左）では
火災が発生するが、安全化された火薬（右）で
は無反応（安全）であることがわかる。

履帯とは、右図のように戦車や装甲車
に装着して走行するための部品であり、
無限軌道とも言います。乗用車で言えば
タイヤに相当します。

現有装備の履帯は、鉄製で、車両質量
の１割を占めています。これをゴム履帯
に変えることにより、車両の軽量化や燃
費の向上、騒音・振動の低減などを図る
ことができるようになります。

将来、ゴム履帯を装着した戦車をみる
ことができるかもしれません。
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既存の大型装輪装甲車のエンジン等を活用したハイブリッドシステムを設計・製
造し試験評価を行う研究で、令和2年10月16日にアメリカ陸軍陸上車両システムセ
ンターとの共同研究の事業取決めを締結しました。

研究内容については、18ページ「モジュール型小型高出力ハイブリッド技術の研
究」をご覧ください。

モジュール型小型高出力ハイブリッド技術

日本-アメリカ共同研究

日本側は環境認識技術、オーストラリア側は協調制御技術を担当し、両国の技術
を組み合わせることによる複数無人車両の自律化技術の確立を目的として、令和3年
5月10日にオーストラリア国防科学技術グループとの共同研究の取決めに署名しま
した。

研究内容については、12ページ「UGV周辺環境認識技術の研究」をご覧ください。

複数無人車両の自律化技術に関する研究

日本-オーストラリア共同研究

日本の高機能な素材を用いた防護マスク及び防護衣について、イギリスの実戦的
かつ優れた評価技術を用いて日本とイギリス共同で性能評価をすることにより、個
人用防護装備に係る基盤技術の相互理解と高度化を図るため、令和3年7月14日にイ
ギリス国防科学技術研究所との共同研究の取決めに署名しました。

研究内容については、8ページ「CBRN対処技術の研究」のうち「新たな脅威に対
応するために…」をご覧ください。

化学・生物防護技術に関する研究

日本-イギリス共同研究

優れた装備品を実現するには、先進技術を取り込み、より効率的な研究開発を進めてい
くことが必要です。その手段の一つとして、陸上装備研究所は他の研究機関との共同研究
も行っています。ここでは、国外の研究機関との共同研究についてご紹介します。

陸上装備研究所は

外国との共同研究を実施しています
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研究所を見学してみよう

陸上装備研究所においては、年１回程度、一般公開を行っています。ここでは、防衛装備（試
作品）の展示や研究紹介など、広く一般の方々に陸上装備研究所の取組についてご理解を得ると
ともに、近隣にお住いの方々や自治会の方々との融和を図っております。また、開催に当たって
は、地元の警察署・消防署・自治会や自衛隊関係部署のご支援をいただいております。

IED*を模した物体を探知する展示

試作した車両に体験搭乗
（コックピットライド）

防弾チョッキの体験試着

試作した車両の動的展示

＊IED ： Improvised Explosive Device （即製爆発装置）28



陸上装備の未来テクノロジー画コンテスト小宮有紗特別賞作品
「危険探しミッケ＆除去取りトリ」梶谷七奈

©陸上装備研究所

CBRN*対応遠隔操縦
作業車両システムの展示

＊ CBRN： Chemical （化学剤），Biological （生物剤），
Radiological （放射線），Nuclear（核）

陸上装備研究所広報ビデオは、視察見学の方々をはじめ、陸
上装備研究所一般公開や防衛装備庁技術シンポジウム、各種装
備展などにおきまして上映させていただいております。

また、2018年8月から、インターネットの動画サイトにおき
ましても視聴していただくことができるようになりました。
（陸上装備研究所のwebサイトから移動することができます。
裏表紙をご覧ください。）
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活躍する若手の職員たち
Be Ambitious!! 未来のエキスパート

システム研究部 火力システム研究室
（令和2年度 総合職（化学 ・生物・薬学）採用）

しまたに ゆうき

島谷 雄喜
入省2年目の島谷雄喜です。私は敵のセンサ・情報システムを無力化するための

EMP＊弾の研究に携わっています。現在は、 EMP弾の電源として利用が見込まれ
ている爆薬発電機のシミュレーションを実施しています。大学では有機合成化学
を専攻していたため、研究分野が大きく異なり日々学ぶことが多いですが、新た
な知識・技能が得られる楽しさを感じています。我が国が得意とする金属加工技
術、先端材料技術及び計測技術を活かし、最先端技術を使用した脅威から我が国
を守るためのEMP弾を研究・開発することで国防の一端を担っていることを胸に
誓い、日々研究開発に取り組んでいます。

＊EMP : Electro Magnetic Pulse (電磁パルス)

さの ひでとし

佐野 秀隼
機動技術研究部 機動力評価研究室

（平成30年度防衛大学校研究科卒業（研究科第57期））

１等陸尉の佐野秀隼です。防衛大学校では柱状物体の空力騒音及び抗力を低減する
技術の研究をしていました。入省してからは部隊勤務のち、陸上装備研究所で将来水
陸両用車の研究でシミュレーション解析や野外試験の統制等を行っています。

研究分野が専攻と近く、大学院で研究した知識を活かすことができ、将来の装備品
の新たな研究結果が得られることに大きな喜びを感じています。また部隊の隊員と野
外試験をすることもあり、自衛官として計画、統制の経験や関係部隊と交流をするこ
とは、今後の勤務において大いに役立ってくることと思います。

国民、隊員を守るための装備品を開発する任務の重責を正しく理解して職務に励む
ことで、将来の装備品に繋がる技術力の向上に貢献していきます。

まに きょうすけ

摩尼 京亮
弾道技術研究部 終末効果・防護研究室

（平成31年度 総合職（工学）採用）

入庁３年目の摩尼京亮です。大学時代は金属加工について修士課程まで学び、入庁後は自
衛隊員や車両の防護技術に携わっています。現在は防弾チョッキを着た隊員が被弾した際
に受ける怪我を低減化する技術や、次期装輪装甲車の耐弾性能や耐爆性能の評価を行う試
験の準備を行っています。

防護技術は大学で学べる技術ではないので、入庁後から諸先輩方や文献から、また数多く
の射撃試験を経験しながら日々勉強をさせていただいています。取り組んでいる研究の中
には外国と研究内容の調整を行うものもあり、大学時代に留学生と共同研究した経験を活
かしながら日々格闘しています。今後も自衛隊員の命を守る重要な技術である防護技術の
向上に貢献していきたいと思います。

総務課出納係
（令和2年度一般職採用）

みうち さなえ

身内 紗苗
出納係の身内紗苗です。今年で入省２年目になりました。１年目に比べ業務の幅が広がり、

忙しいながらも充実した日々を送っています。
私は、研究所内全体の支払い業務を担当しており、支払いに必要な書類の作成をはじめ、

出張に伴う旅費の手続きや、係内の行政文書の管理などを行っています。支払い日に向け、
円滑に業務を進められるよう計画を立てながら、丁寧かつ迅速な業務を心がけています。慣
れない業務に戸惑うこともありますが、困ったときには職場の方が助けてくださり、優しく
ご指導いただきながら業務に取り組むことができています。多くの方に支えられ、そのよう
な環境で働けていることに感謝しています。

今後はより多くの知識を習得し、より広く専門的な分野にまで深く関わっていきたいです。

本ページの記載内容は2022年1月時点のものとなります。
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研究所周辺の歴史を歩いてみよう

今から約70年ほど前、現在の陸上装備研究所及びその周辺には、旧陸軍の兵器学校や相
模陸軍造兵廠等がありました。その一部をご紹介します。

陸上装備研究
所

尾根緑道（旧戦車道路）

陸軍兵器学校跡の碑

相模陸軍造兵廠跡の碑

文

多摩境

桜美林大学

桜並木文

麻布大学

撮影地

陸軍兵器学校
陸軍兵器学校は、兵器技術の専門家の養成や軍装備の機

械化を進めることを目的として昭和14年に現在の陸上装
備研究所を含む広大な敷地（陸上装備研究所の約14倍）
に設置され、学生・教官等７千人以上が従事していたと
いわれます。現在、麻布大学敷地南側にある石碑にその
痕跡をとどめるのみとなっています。

陸軍兵器学校跡の碑

相模陸軍造兵廠
相模陸軍造兵廠は陸軍兵器学校の西隣に矢部駅北側から

相模原駅北側にかけて現在の米軍相模総合補給廠の一部
を除く広大な敷地に設置され、主に戦車、砲弾などの兵
器を製造していました。軍人・軍属、地方から徴用され
た人々を含め、１万３千人程度が勤務していました。現
在、JR矢部駅の近くにある上矢部公園にその碑がありま
す。

相模陸軍造兵廠跡の碑

戦車道路
戦車道路は、現在の東京都町田市及び八王子市の境の尾

根沿いに1943年頃建設（未舗装）され、現在の多摩市ま
で広がる総延長約30kmの道路を構築する計画でした。終
戦後、しばらくしてから防衛庁（現防衛省）が管理し、
1970年頃まで装甲車等の走行試験に活用されていました。
その後、地元に返還され、町田市等が約8kmの自然遊歩
道（尾根緑道）として整備し、現在は景観豊かな桜の名
所としても知られています。 戦車道路（現在の尾根緑道）
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アクセス ～陸上装備研究所までの道のり～

目黒地区

徒歩 JR横浜線「淵野辺駅」北口から約15分

コミュニティバス 淵40 JR横浜線「淵野辺駅」北口バスターミナル乗車

「防衛省陸上装備研究所前」にて下車（研究所正門前にバス停）

相模原地区

徒歩 JR山手線「恵比寿駅」西口から約7分

地下鉄日比谷線「恵比寿駅」5番出口から約5分

東急バス 渋72系統 渋谷乗車 「防衛省技術研究所」にて下車

（研究所正門前にバス停）

JR恵比寿駅

渋谷
←

←広
尾 目黒

→

（在 艦艇装備研究所）

目黒地区
システム研究部
CBRN対処研究室

西口

専門学校

32



★ ここでは、研究などに特にかかわりはありませんが、陸上装備研究所に関するほんのちょっと興味
を惹くような話題を陸装研徒然話としてご紹介しています。

上部をカイズカイブキ（ヒノキ科）、下部
をツツジ（ツツジ科）により造形された戦車
砲塔が、みなさまをお迎えいたします。下部
のツツジは砲塔ではなく、戦車の車体かもし
れません。今となってはそれも確かめられな
いのが残念です。

陸上装備研究所の正門を入ると、正面

に三階建ての庁舎（中央試験室）が建っ

ているのが見えます。この庁舎の前に植

込みがあるのに気付かれましたか。（右

写真）

これって、何かの装備品に似ていると

思いませんか。そうです、戦車の砲塔を

模して造られたといわれています。

今では、当時の資料などが残されてい

ないため確かめることはできませんが、

諸先輩から言い伝えられている徒然なお

話しです。

中央試験室前の植込みの話

りくそうけん つれづれな おはなし

中央にある三つの六角形は、システム研究部、弾道技術研
究部、機動技術研究部を表しており、チームワークの象徴で
あるハニカム構造をひな壇状に積み上げたものです。

●システム研究部：陸上装備をイメージする濃緑色

●弾道技術研究部：火力をイメージする鮮赤色

●機動技術研究部：車両部品をイメージする渋銀色

また、六角形の線は、研究室の数を表しています。

そして、三つの六角形を崩れないように抱いている青色の
リングは、研究所の諸活動を支える総務課を表しています。

これらを取り巻く外周には、防衛装備庁陸上装備研究所の
英名を、中央には陸上装備研究所の英語略称をそれぞれあし
らっています。

ところで、各研究部の六角形と、総務課と研究部のイメー
ジ色が、このパンフレットのあちこちで使われているのに気
付かれましたか？ ぜひ探してみてください。

陸上装備研究所のロゴマークの話
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陸上装備研究所

防衛装備庁のホームページに

も陸上装備研究所のページが

ございます。

https://www.mod.go.jp/atla/rikusouken.html
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webサイト
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