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●表紙説明●
　黒と白とオレンジ色に塗り分けられた、たおやかな曲線をも
つ構造物。背景の架線で分かるように、これは鉄道車両
－それも、日本の新幹線システムが海外で初めて採用さ
れた台灣南北高速鐵路（台湾“新幹線”）の先頭車両です。
（撮影は燕巣車両基地）。
　台湾“新幹線”は、今年１月末から試験走行を開始しまし
た。そのセレモニーで、多くの参加者に初走行を披露したのが、
川崎重工が製作したこの第一編成車（１２両）です。台湾“新
幹線”の車両（３０編成３６０両）は川崎重工が主契約会社と
して受注し、他のメーカーとともに製作、納入が続いています。
　（台湾“新幹線”の試験走行開始セレモニーについては「現
場を訪ねて」をご覧ください。）
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最前線カメラルポ

大型ジェット旅客機ボーイング「７７７」ができるまで…①

［岐阜工場・名古屋第一工場編］

　大空を高速で飛び、多くの旅客を運ぶジェッ
ト旅客機。４００万個に及ぶといわれる膨大な数
の部品で構成されるジェット旅客機は、開発に
巨額の費用と５年以上の開発期間が必要だ。
そこで、米国・ボーイング社の「７７７」の場合、
同社の“ワーキング・トゥギャザー”という思想
のもと、国際共同作業で開発され、ベストセラー
機となった。
　川崎重工は共同開発・製造パートナーとして
当初から７７７プロジェクトに参画し、前部胴体
パネルや中部胴体パネル、圧力隔壁などの開発、
製造を担当している。これらのうち前部・中部
胴体パネルは、岐阜工場で製作した部材を名
古屋第一工場で最終的に胴体パネルの形状に
組み立て、名古屋港から船で米国・シアトルに
運んでいる。シアトルのボーイング社・エバレッ
ト工場では、こうして世界中から集められた部
材などを用いて飛行機に組み立てるのである。
　そこで、大型ジェット旅客機「７７７」ができる
までをカメラで追ってみた。
　第１回目の今号では、川崎重工の岐阜工場・
名古屋第一工場で胴体パネルができるまでを
中心に、第２回目（次号）では、エバレット工場で
飛行機が組み立てられるまでのほか、さまざま
な関連情報をレポートする。

「７７７」の開発に当初から参画し、前部胴体パネル、
中部胴体パネル、圧力隔壁などの開発、製造を担当

大型ジェット旅客機ボーイング「７７７」ができるまで…①
［岐阜工場・名古屋第一工場編］
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仮保護塗装の前処理工程。化
学処理による洗浄や脱脂で塗装
の乗りをよくし、さらには防錆処理
も行なわれる。

（上）仮保護塗装の吹き付け
作業。塗装の厚みまでミクロン
単位で厳しく決められており、
熟練の技術を求められる作業だ。
（下）黄緑色に仮保護塗装さ
れたスキン。以後、完成するまで、
この色の部材が各工程間を移
送されていくことになる。

５軸高速スキンミラーによる加工作業から始まる。

全自動リベッタが静かにリベットを打つ。

機械加工の後、プレス機で曲げ加工される。

（左）温度補正機能を備えた
ドリル・マシンが厳しい寸法精
度でスキンに穴を開ける。
（右）ドリル・マシンが開けた穴
を用い、スキンの内側に補強
部材を仮止めしていく。

川崎重工の製造部位

前胴パネル 後方貨物扉

圧力隔壁

中胴パネル

主翼桁間小骨

前方貨物扉

耐圧床

竜骨

後方主脚圧力隔壁

　「７７７」の前部・中部胴体パネルの製
作は、岐阜工場（岐阜県各務原市）の
中工場から始まる。
　川崎重工 航空宇宙カンパニー 生産
本部  生産技術部  組立技術グループ、
山本達也参事に案内していただいた。
「７７７」の前部・中部胴体パネルができ
るまでの、いわば“岐阜工場編”である。
　「７７７」の胴体外板は、ポリュッシュド・
スキンと呼ばれるアルミ合金製で、機体
外表面側が鏡のようにピカピカに磨き上
げられている。そのため、取り扱いに関し
ては細心の注意が求められており、製造
中は仮保護塗装（黄緑色）をして機械
加工および成形作業を行なっている。
　そのスキンを機械加工しているのが

スキン加工工場の５軸高速スキンミラー
（大型薄板部品精密機械加工装置）だ。
窓の加工も含めて、穴開け、切削など
一連の作業がほぼ自動的に行なわれ
ている。
　ところで「７７７」の胴体は、「７４７」（ジャ
ンボ・ジェット機）や「７６７」の卵型と違っ
て直径が６．２ｍの真円で、胴体の円周
は約１９ｍとなる。このうち、
　「前胴は上下各３枚、左右各２枚の
１０枚、中胴は上側３枚、左右各２枚の
７枚のパネルで構成される」（山本参事）
ため、岐阜工場では標準仕様で１機当
たり１７枚の胴体パネルを製作する。
　胴体パネルであるから、当然、組み上
げたときに直径６．２ｍの真円になるように

１枚１枚が湾曲していなければならない。
５軸高速スキンミラーで加工されたパネ
ルは、次にプレス機で曲げ加工される。

　北工場の７７７胴体組立工場では、中
工場で製作したスキンの内側に補強部
材のシャータイ（フレームと外板をつなぐ
部品）やストリンガ（縦通材）を取り付け、
セミモノコック構造にするのが主な作業だ。
　中工場から搬送されてきたスキンは、
まず、温度による素材の伸縮を自動的に
補正する高度な温度補正機能を備え
た５軸穴開け加工機（ドリル・マシン）に
かけられる。このマシンで開けた高精度

基準孔を用いる「ホール・ツー・ホール」（穴
基準方式）手法による組み立てを行なっ
ているからだ。
　この工場で開発された「ホール・ツー・
ホール」手法は、前工程でストリンガなど
各部品に下穴（パイロット・ホール）を正
確な位置に開けておき、その穴を合わせ
ることで位置決めをし、手打ちリベットで
仮止めしていく方法である。その分、非
常に厳しい寸法精度が求められる。下

穴合わせの位置決め精度は±０．３６ｍｍ。
　「７７７」のスキンは約１０ｍ×２．２ｍで、
ストリンガの長さも約１０ｍ。材料のアルミ
合金は、長さ１０ｍの場合、１０度の温度
変化で約２．３ｍｍも伸縮するという。穴
開け時の温度条件の違いがもたらす寸
法のズレを解消しなければ、厳しい位置
決め精度を守れない。この難題をクリア
したのがドリル・マシンである。ドリル・マシ
ンはここで、「１機当たり約１万個の穴」
（山本参事）を開ける。
　この方式によって手作業が大幅に減
少し、信頼性が一層向上した。

　組立部品を付け合わせる工程では、
スキンを“額縁”と呼ぶ治具（型枠）に
固定した後、シャータイとストリンガ・サブ
組立部品をスキンに位置決めし、手で
仮鋲する。
　各工程では、作業員が上下・左右に
動く独自の作業足場を使って効率的に
作業を進めている。
　リベットの本打ちは、５軸ＮＣ（コンピュー

タによる数値制御）全自動リベッタ（自動
穿孔・打鋲装置）で行なう。リベッタは４
台ある。この工場では１機分当たり６万
本ほどのリベットを打つが、その約９７％
をこの機械で自動化しているという。こ
のマシンは、打鋲用の穴開け、打鋲作業
が極めて正確で、騒音をほとんど発しな
いのが大きな特長だ。そのため、工場内
は非常に静かである。

　なお、このリベッタには、川崎重工が開発
した位置補正機能装置（「Ｋ－ＨＩＰＥＲ」）
が設置されており、画像処理技術によっ
て高精度な位置補正ができる。

　「７７７」のスキンは、応力が集中する
部分には補強のためにダブラーと呼ぶ板、
およびストラップと呼ぶ帯板が接着される。
接着工程はゴミの混入を嫌うため、複合
材工場の接着用クリーンルーム内で行
なわれている。
　こうして加工されたスキンは、表面処
理工程で洗浄や脱脂で塗装の乗りをよ
くし、さらに防錆処理などをした後、塗装

（仮保護塗装）を行なう。「７７７」に用い
られる膨大な数の部品はすべて厳しい
仕様に基づく品質が要求されているが、
この仮保護塗装の場合は、塗装の厚み
が７～２０ミクロンとミクロン単位で厳しく
決められているという。
　こうして黄緑色に仕上げられたスキン
は、北工場の７７７胴体組立工場に搬送
される。

　「７７７」は、標準仕様（「７７７－２００」）の座席数３０５～４４０。全長６３．７ｍで、
ジャンボ機（７４７、全長７０．７ｍ）よりひと回り小さいが、双発旅客機としては
世界最大。主翼が従来より厚みを増し、長いのが特徴のひとつ。そのため、
より早く上昇し、より高い高度を巡航できる。
　コンピュータ制御で精密な操縦ができるフライ・バイ・ワイヤなど最先端の
ハイテク機器を搭載。さらに、普通は３系統のバックアップ機能を４系統用意
するなどして極めて高い信頼性を実現している。客室は従来機にない広さ
で居住性が高く、また、一般席（３人掛け）の中央座席の幅を両側より約４ｃｍ
広くして圧迫感を和らげるなど細やかな配慮がなされている。
　なお、「７７７」は現在では２００、２００ＥＲ、２００ＬＲ、３００、３００ＥＲの５機種
が製造されている。
　前述のように、「７７７」はボーイング社が中心になり国際共同作業で開発
されたが、日本からは川崎重工をはじめとする航空機体メーカー５社が、日
本航空機開発協会を主体に、共同開発・共同製造パートナーとして開発
当初から参画。製造に関しては機体の２０．８％を分担している。

　川崎重工はこのうちの約３４％を担当し、前部・中部胴体パネル、前・後方
貨物扉、圧力隔壁、主翼リブ（桁間小骨）、耐圧床・竜骨、後方主脚室圧
力隔壁を設計、製造している。

始まりはアルミ合金製スキンの
機械加工から

信頼性高い
「ホール・ツー・ホール」手法

１機分約６万本のリベットを
騒音なく自動打鋲

■「７７７」と川崎重工

表面処理後の仮保護塗装にも
厳しい仕様
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完成した胴体パネル。楕円形の窓枠がい
かにも飛行機の部材らしい。
完成した胴体パネルは専用車に慎重に積
み込まれ、名古屋第一工場へ運ばれていく。

岐阜工場で製作した胴体パネルをスキンスプライス
を用いて２枚あるいは３枚合わせ、より大きな胴体パ
ネルにする。
合わせたパネルを仮止めする。

胴体外板結合用自動
リベッタが結合した胴
体パネルに打鋲用の
穴を開け、リベットを打
つ。打鋲数は約２万本。

コンピュータ管理のレベルモニタリング・
システムで精度維持が図られている組
立治具。組み立て治具にセットされた
胴体パネル。人手の作業は習熟した
技術で慎重に進められる。

構造部材結合用自動リベッタも活躍。打鋲数
は約１万５，０００本。

胴体パネルの工程間移送は、レール上を走る
メイントラバーサで能率的に行なわれる。

完成した胴体パネルはボーイング社の検査官
の最終検査を受ける。

重い胴体パネルも、
モノレール方式で
一人で容易に移
動できる。作業員
は上下・左右・前
後に動く作業足
場で効率的に作
業を進めている。

圧力隔壁も完成した。

　このように、この工場では大まかにいう
と、ドリル・マシンでの下穴開け→仮止め
→リベッタによるリベットの本打ち→後作
業といった工程で高効率に胴体パネル
を加工している。
　高効率といえば、パネル組立ラインの
作業の流れを追っていると、作業員が大
きいものは長さ約１０ｍ、重量が１～２ｔ
もあるというパネルを天井から吊した状
態で楽 と々移動している光景を度 目々
にした。従来のクレーン方式に代わる、
“モノレール方式”による部材移動で、
天井には縦横にレールが張りめぐらさ
れている。

　従来のクレーン方式では、クレーンの
操作係のほか、パネルの揺れを防ぐ係
など５～６人が必要だった。ところが、パ
ネルが揺れないように“額縁”にはめ込み、
モノレールで移動するようにしたら１人で
済む。つまり、５～６分の１の省力化が図
れたという、高効率搬送システムである。
　さらに加えてこの工場では、川崎重工
が創案したＫＰＳ（カワサキ・プロダクション・
システム＝人・モノ・設備をムダなく活用し、
ジャスト・イン・タイムに生産する方式）が
導入されており、すべての作業がムダな
く整然と進められている。ＫＰＳは、次に
レポートする名古屋第一工場でも導入さ
れて高い効果をあげている。
　こうして岐阜工場で製作された部材
は、専用車で名古屋第一工場に搬送
される。

　名古屋港を臨む愛知県海部郡弥富
町に位置する名古屋第一工場（１９９２
年開設）は、「７７７」の胴体パネルなどの
組み立てを担当する工場だ。
　案内していただいた川崎重工 航空
宇宙カンパニー 生産本部 工作部名古
屋組立課の森康洋係員によると、この
工場は、マグニチュード７、または震度６ク
ラスの地震に耐えられる設計になっており、
高潮対策として工場の床面のかさ上げ
を行なっている。また、埋立地であること
を考慮して工場建屋の地盤はＳＣＰ（サ
ウンドコンパクションパイル）で強化してあ
り、さらに、主要組立治具にはコンピュー
タ管理のレベルモニタリング・システムを
設置して治具精度の維持、管理を図っ

ているという。
　というのも、「航空機の胴体パネルな
どの組み立てには約０．５～０．７ｍｍ単位
の厳しい精度が求められ、これをクリア
するためには、治具工具には０．１２５～
０．２５ｍｍ単位の精度が必要」（森係員）
だからだ。
　この工場では、岐阜工場で製作した
胴体パネルをより大きな胴体パネルに
組み立てる。前部胴体パネルは、上下
各３枚を上下各２枚に、左右各２枚を左
右１枚ずつに、中部胴体パネルは上側
３枚を１枚、左右各２枚を左右１枚ずつ、
つまり前部、中部合わせて７枚の胴体
パネルに組み立てるのである。

　岐阜工場から運ばれてきた胴体パネ
ルは、専用クレーンで工場内に搬送し、
大きなパネルに結合するところから作業
が始まる。「例えば、３枚のパネルを結合
して１枚のパネルにする」（森係員）ので
ある。まず、スキンスプライスで位置決め
をし、胴体外板結合用自動打鋲機（ス
キンスプライスリベッタ）にかける。パネル
１機分に打ち込まれるリベット総数は約
１１万本。岐阜工場で約６万本打ち込
まれているので、ここで打ち込むのは約

５万本。
　このリベッタのほか、シャータイと呼ぶ
剪断力を受ける部品の穴開け、鋲打ち
を行なう構造部材結合用自動打鋲機
（フレーム・シャータイ・リベッタ）も導入さ
れている。ともに打鋲用の穴開け、打鋲
作業が正確で、音が極めて静かなのが
特徴だ。そのため、工場内は、時々手打
ちのリベッタの音がするくらいで非常に
静かである。
　１枚に結合された胴体パネルは、レー

ル上を走るメイントラバーサでスキン組立
治具に移送される。メイントラバーサは、
胴体パネルの工程間移送を行なう装置で、
その停止位置の決定にはレーザーセン
サが活用されている。
　スキン組立治具ではフレームの位置
決めや仮の鋲打ちが行なわれ、メイント
ラバーサで構造部材結合用自動打鋲
機に送られる。ここで、フレームとシャータ
イ部などの打鋲が行なわれる。さらに、最
終組立エリアで後作業が行なわれ、塗装、
乾燥を経て完成となる。
　岐阜工場・名古屋第一工場では月産
約４機のペースで生産活動が続いている。
取材時点（２月末）で累計出荷数は５２５
機分にのぼっている。

ＫＰＳ思想で
すべてが整然と効率的に

前・中部合わせ て
７枚の胴体パネ ルに組み立てる

例えば３枚を１枚に結合し、
補強材を取り 付ける
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名古屋港コンテナ埠頭で専用コンテナが「ハノー
バーエクスプレス」に積み込まれた。

名古屋港を出港する「ハノーバーエクスプレス」。東京港への寄港を経て一路、米国・シアトル港に向かう。シアトル港までおよそ１０日間の船旅である。

専用のコンテナに収納された胴体パネル。

胴体パネルを収納した専用コンテナが、名古屋第一工場でトレーラに積み込まれる（左）。工場の門から名古屋港に向かうトレーラ。

“一体複合材胴体”の試作品。

「７８７ドリームライナー」完成予想イラスト。

　岐阜工場、名古屋第一工場ともＫＰＳ
思想のもと、自動リベッタやモノレール、
トラバーサなどの導入で作業効率を大
幅に向上させているが、とりわけ、作業
効率のアップに貢献しているのが三次
元ＣＡＤソフト・ＣＡＴＩＡによる設計手
法の導入である。三次元ＣＡＤソフトは
今では広く普及していて珍しくないが、
「７７７」の開発で世界で初めて採用さ
れた。（当時の状況は別掲、川崎重工

（ＵＳＡ）シアトル・オフィス田島瑛久エグ
ゼクティブ バイス プレジデントの談話を
ご参照ください）
　それまでの二次元設計では、平面図、
立体図、側面図から部品間の干渉など
を読み込むだけでも熟練の技術が要求
されていた。しかし、三次元設計ではそ
れが設計段階でクリアされており、組立
段階で不都合が生じることがなくなった。
仮にあっても、その原因追及がそれ以

前とは格段に容易になった。また、設計デー
タをＮＣプログラムに変換するだけで、リベッ
タが正確な打点位置を瞬時に割り出す。
５軸ＮＣリベッタの導入は、ＣＡＴＩＡによ
る設計が行なわれたからこそ可能になっ
たといえるように、その効用は極めて大き
かった。

　「７７７」は大きな機体ながら双発エンジンと
いう飛行機ですが、テクノロジーそのものがそん
なに変わっているわけではありません。しかし、
開発、設計の手法が大きく変わっていました。ボー
イング社の注文は、開発、設計を三次元ＣＡＤ
ソフト・ＣＡＴＩＡで行なうというもの。１９９０年代
のはじめ、「７７７」の設計業務の最盛期は９０～
９１年でしたが、日本ではまだコンピュータ端末を
３～４人で共有する時代。なのに、さすがというか、
ボーイング社では１人１台、パソコンを使っていま
した。自動車産業も三次元設計は試行錯誤の
時代で、この分野では「７７７」の開発、設計が
当時の世界最先端に位置していました。それ

だけに苦労も多かったのです。ＣＡＴＩＡも完成
しているわけではなく、開発しながら使っていく
わけで大変でした。ボーイング社にとっても大き
な挑戦だったと思います。
　この三次元ＣＡＤによる開発、設計は、いわ
ば“黒船来航”で、われわれにとってエポックと
なりました。とにかく、配管や配線などを含めて
部品間の干渉などがコンピュータのデジタルモッ
クアップでシミュレーションでき、設計段階でクリ
アされるのは大変な効果。設計のミス（出戻りミ
スと言います）が、従来の二次元設計に比べて
約４分の１に減少しました。それだけコスト削減
につながったわけです。当時、二次元図面でな

ければと言っていた工場も進化してガラリと変
わり、生産効率が大きくアップしています。また、
われわれが経験した三次元ＣＡＤソフトによる
開発、設計手法が、造船やオートバイなど川崎
重工の他の事業部門にいち早く波及した効果
も見逃せないと思います。
　こうして苦労して開発、設計した「７７７」のファー
スト・フライトは１９９４年でしたが、１０年以上たっ
た今も世界中のエアラインから注文が相次い
でおり、そのことがこの飛行機の高い評価を何
よりも雄弁に物語っていると思います。

　ボーイング社では、「７７７」に続く新型機
「７８７ドリームライナー」の国際共同開発を進
めているが、川崎重工は「７８７」の開発にもパー
トナー企業として当初から参画し、前部胴体、
主脚格納部および主翼固定後縁の開発・製
造を担当する。
　「７８７」は、軽量化のために航空機全体に
高度な複合材料を使用し、スーパーコンピュー
タによる計算流体学に基づく流線型のデザイン
により最大限の速度（マッハ０．８５）と、大幅な燃
料節約（同規模の他の航空機に比べて燃料
消費が格段に少ない）を実現。排ガス減少や
低騒音などで環境に配慮し、広 と々した座席や
通路、大きな窓、快適な湿度維持、最先端の音
響学や革新的な照明装置などで乗客への配
慮も万全な“革命的な航空機”である。「７８７」
はデザインが革命的ばかりではなく、製造手法
も革命的である。
　「川崎重工が担当する前部胴体は、従来の

ように何枚かの胴体パネルを組み立てて丸い
胴体にするのではなく、複合材料を自動積層し
ながら継ぎ目なしの胴体を一体構造として製作
します。しかも、その一体構造に配管や配線な
ど艤装を行なってボーイング社に納入するとい
うもので、大型機では例のない画期的な手法で
す。２００４年春に開発宣言をし、２００７年夏に
初飛行を目指すという短期の開発期間も初めて。
これに対応するため、名古屋第一工場に来年
２月の完成予定で「７８７」専用工場を建設中
です」（川崎重工  航空宇宙カンパニー  生産
本部  生産技術部の若杉彰治参与）
　なお、「７８７」は、全日本空輸（ＡＮＡ）が
２００４年４月、５０機を発注したことによって開発
プログラムが正式にローンチ（着手）となったも
のである。また、日本航空（ＪＡＬ）も２００４年１２月、
次期中型機として３０機の「７８７」（プラス２０機
のオプション付き）の導入を予定していると発
表した。

　完成した前部・中部胴体パネルは、ボー
イング社の検査官の最終検査を受けた後、
輸送用治具に搭載し、輸送コンテナに
納められる。そしてトレーラで名古屋港
コンテナ埠頭に運ばれる。
　名古屋港に運ばれた胴体パネルは、
ハパックロイド社のコンテナ運搬船「ハノー

バーエクスプレス」（総トン数５万３，７８３ｔ）
に積まれてシアトルに向かった。

●
　次号（夏号）では、ボーイング社・エバレッ
ト工場で、飛行機が組み立てられるまで
などを写真を中心にレポートします。

川崎重工（ＵＳＡ）シアトル・オフィス　田島瑛久 エグゼクティブ  バイス  プレジデント

画期的だった
三次元ＣＡＤソフト・ＣＡＴＩＡ

■エポックとなった三次元ＣＡＤソフト・
　ＣＡＴＩＡによる開発、設計

■「７７７」に続く新世代旅客機ボーイング「７８７ドリームライナー」

キャティア

名古屋港から
コンテナ運搬船でシアトルへ
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