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●表紙説明●
　今号の「巻頭企画－最前線カメラルポ」では、「大型ジェッ
ト旅客機『ボーイング７７７』ができるまで」のパート２として、米国・
シアトルのボーイング社エバレット工場を取材しました。
　その取材中に、「７７７」の最新ファミリーで世界最長の航
続距離（１万７，４４５ｋｍ）を誇る「７７７－２００ＬＲ」の初飛行が
行なわれ、取材チームもエバレット工場ペイン・フィールドでの
離陸と、ボーイング・フィールドへの着陸を見守りました。写真は、
約３時間のフライトテスト後、ボーイング・フィールドに予定通り
に着陸した直後の「７７７－２００ＬＲ」です。
　ボーイング社エバレット工場における「７７７」の機体組立
の工程や「７７７－２００ＬＲ」などに関しては「巻頭企画」をご
覧ください。

き 　 ら が わ

　米国・ボーイング社のエバレット工場（ワシン
トン州エバレット市）は当初、「ボーイング７４７」
（ジャンボジェット機）の組み立て用に建設され、
１９６６年に操業を開始した。その後工場本棟は
１９８０年に「ボーイング７６７」用に拡張され、さ
らに、１９９０年には「７７７」用に再び拡張された。
その結果、広さが約４０万ｍ２で、全米プロフット
ボール・リーグ（ＮＦＬ）のフットボール場約７５
個分という巨大な工場になった。建屋の高さ
は３５ｍ。その容積約１，３３０万ｍ３は、ギネス・ブッ
クに容積で世界最大の建造物として認定され
ている。
　この工場に、“ワーキング・トゥギャザー”の
思想のもとに国際共同開発され、世界中の協
力企業が製作した「７７７」の部材などが集めら
れ、月産４機（取材時）のペースで組み立てら
れている。
　川崎重工の岐阜工場・名古屋第一工場で設
計、製作した前部・中部胴体パネル、前・後方
貨物扉、圧力隔壁などもこの工場に運ばれて
いる。
　「大型ジェット旅客機『ボーイング７７７』がで
きるまで」の第２回目は、米国・ボーイング社エ
バレット工場からの現地レポートである。
※現地取材は３月上旬から中旬にかけて行ないました。

“ワーキング・トゥギャザー”という思想のもと、
世界の技術で開発・製作した 部材を集めて「７７７」を組み立てる

大型ジェット旅客機「ボー イング７７７」ができるまで…②
［ボーイング社エ バレット工場編］
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エバレット港の荷役。内航コンテナ船からコンテナが大
型クレーンでゆっくりと陸揚げされる。
朝日を浴びてコンテナヤードを移動する。
専用線の鉄道トレーラに積み込まれる。

ワシントン湖と浮き橋とシアトル市街。

シアトルのダウンタウンの夜景。

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
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　川崎重工の岐阜工場・名古屋第一
工場で製作した「７７７」の前部・中部胴
体パネルなどは、名古屋港からコンテナ
運搬船で１０日かけ、米国のシアトル・タコ
マ港に運ばれる（前号「最前線カメラルポ」
参照）。同港に着くと、コンテナはすぐに

内航コンテナ船に積み換えられ、エバレッ
ト港に運ばれた。
　翌朝８時。エバレット港でコンテナの
陸揚げが始まった。通常のコンテナより
サイズが大きく、特殊な形状の専用コン
テナが大型クレーンでゆっくりと陸揚げさ
れる。
　ちなみに、エバレット港は、アメリカ第３
の規模であるピュージェット湾海軍基地
群のひとつとしても重要な役割を担って
いる。陸揚げ作業をする内航コンテナ船
の向こうに軍艦が見え隠れするのが、い
かにもアメリカらしい。
　陸揚げされたコンテナは、専用鉄道で
ボーイング社・エバレット工場に運ばれる。
エバレット工場には広さ約２，８００ｍ２の鉄
道ターミナルビルがあり、世界中から運ば
れてくる３機種（「７６７」「７４７」「７７７」）
の部材、部品などを受け入れている。

　コンテナ運搬船で
日本から運ばれてき
たのは、川崎重工が
製作した部材だけで
はない。
　「７７７」の国際共
同開発には、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・製
造パートナーとして当初から参画した。
日本は、製造に関しては機体の約２１％
を分担している。そのため、この日のエ
バレット港では、他の航空機体メーカー
が製造した部材が収納されたコンテナ
も陸揚げされた。
　日本が担当している約２１％のうち川
崎重工は約３４％を担当。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。

　ひと口に国際共同開発・製造というが、
部材製作などの実態はどのようなものな
のだろう。
　ボーイング社の民間航空機部門事業
開発＆グローバル戦略担当のバイス・プ
レジデント、ウェード・コーネリウス氏によると、
　「当社のグローバル・サプライ・チーム

は世界の約６０か国に及び、構成部材
や部品などの提供を受けている重要パー
トナー企業はおよそ１，３００社。カワサキ
はその重要なメンバーです。これらの企
業はいずれも、技術力、革新力、競争力
において世界有数の能力があり、また、
当社の非常に厳しい品質規準と価格

競争力に見合う総合的な能力のある企
業です」となる。
　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。
「７７７」の場合、その製造には世界中か
らこれだけの数の企業が関わっている
のである。
　－こうして、川崎重工が製作した
前部・中部胴体パネルなどは予定通り、
エバレット工場に到着した。

　当社は、エアラインからの座席数や航続距
離などさまざまな要求に応えるべく、「７７７」のファ
ミリーを５機種（７７７－２００、７７７－２００ＥＲ、７７７
－２００ＬＲ、７７７－３００、７７７－３００ＥＲ）、さらに
２００ＬＲをベースとした７７７貨物機も開発しまし
た。（編集部注：７７７貨物機は５月２４日、エール
フランス航空からの受注を受けて開発プログラ
ムが正式にローンチ（着手）した）。
　当社は、過去のすべての航空機プログラムで、
サプライヤーと一緒に仕事（ワーキング・トゥギャ
ザー）をしてきましたが、「７７７」の場合は、プロ
グラムの早い段階から開発チームに加え、「７７７」
に関心を持つエアラインの代表も戦略立案に
参加し、航空機デザインに対するエアラインか
らのインプットを増やしました。エアラインはメン
テナンスや、フライト運営やそのほか、エアライン
の運営を最適化するために必要なことを、いか
に設計に反映すべきかについて、多くの資源
を投入し、ボーイングと密に仕事をしました。加
えて、就航時に、航空機とシステムがすでに成
熟していたことは極めて重要なことです。こうし
たことによって「７７７」はすぐに飛べる機体とな
り、双発エンジンの機体としては初めて、１８０分
ＥＴＯＰルート（最寄りの空港まで１８０分以内で

着陸できるように、飛行ルートを設定すること）
で商業運転できる機体となったのです。一方で、
ボーイングとエアラインのこうした期待は、サプラ
イヤーが設計チームの必要不可欠なメンバー
として、航空機やエアラインのために“ワーキング・
トゥギャザー”してくれなければ実現しなかった
と思います。また、航空機の生産性向上と工期
遵守も重要なファクターですが、この点でもサプ
ライヤーが一緒に働いてくれたことが大きいと
思います。
　“ワーキング・トゥギャザー”の成果で「７７７」
は性能と飛行効率が飛び抜けてよく、世界中
で受け入れられています。機体の軽量化も進
んでおり、これは胴体パネルなどの製造を担当
している日本メーカーが誇りに思ってよいことです。
客室スペースが広 と々していること、貨物用スペー
スを多く確保していることを理由にさまざまなイ
ンテリア・デザイン賞を受賞しています。流体力
学的にも非常に優れています。定時離発着率
は９９．３～９９．４％。このことは「７７７」のシステム
の信頼性が大変に高く、メンテナンスがしやす
いことを意味しています。こうした点も、われわ
れがシステムを設計する際にエアラインから得
た貴重な情報によるものです。

　当社は日本メーカーとすばらしい協業関係に
あり、「７７７」の開発を共に達成したことに大変
な誇りを持っています。カワサキは他の日本企
業と同様にすばらしい会社で、設計でわれわれ
を助け、工期どおりに航空機を製造し、高品質
の製品をつくり出すことに優れています。
　私は、「３００ＥＲ」の初号機出荷、「２００ＬＲ」
の初出荷の時にカワサキの名古屋第一工場
に行きましたが、従業員が、自分たちが成し遂
げたことに大変誇りを持っていること、経営陣も
従業員の成果を誇りに思い、お互いに良好な
関係にあることに非常に感銘を受けました。

　シアトル市（ワシントン州）はアメリカ西海岸の
北部に位置し、カナダとの国境から約１８２ｋｍ
南にある、ワシントン州最大の都市で、人口約５６
万人。周辺都市を含めて“シアトル大都市圏”
という呼び方がされている。といっても明確な線
引きがあるわけではなく、エバレット市辺りでも市
民はシアトルと称しているようだ。圏域の人口は
約３３０万人とされている。
　イチロー選手が活躍する大リーグ、シアトル・
マリナーズの本拠地（セーフコフィールド）で、ボー
イング社・エバレット工場やマイクロソフト社があり、
また、スターバックスコーヒーの発祥の地でもある。
　地形と海流の関係で温暖な気候に恵まれて
“エメラルド・シティー”の異名があり、“全米で
最も住みやすい都市”とされている。夏の平均
最高気温は２４℃前後で、湿度が低く極めて快
適。夏期は日が長く、サングラスの売り上げが
多い都市として有名。最も寒い１月の平均最
低気温も２℃程度で、雪が降ることは珍しい。
州のほぼ中央にカスケード山脈があり、その最
高峰のレニア山（標高４，３９２ｍ）は富士山に似
ており、市内からよく見える。
　ボーイング社の本社は２００１年にシカゴ市に
移転したが、周辺にエバレット工場など複数の

工場を抱えるシアトルは、依然として同社民間
航空機部門の要となっている。
　ちなみに、川崎重工（ＵＳＡ）シアトル・オフィス
は、カークランド市の緑に囲まれた閑静なオフィ
スビルにある。一帯は、ワシントン湖に架かる珍
しいフローティング・ブリッジ（浮き橋）でシアトル
市とつながっているベッドタウンである。

エバレット港で陸揚げされ、
専用鉄道で工場へ

川崎重工は日本担当の
約２１％のうち約３４％を担当

重要パートナーだけで
約６０か国、約１，３００社

■「７７７」と“ワーキング・トゥギャザー”

シアトルと“シアトル大都市圏”

ボーイング社  ７７７型プログラム  バイス・プレジデント兼プログラムマネージャー

ラース・アンダーソン氏
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川崎重工が製作した前胴パネルが接合され、飛行機の胴体が形づくられていく。
ターン・フィクスチャーで反転させる。
反転した後、上面のパネルを接合する。

組立フロアはコンピュータ制御のレーザー計測
システムで厳格に水平を保っている。

胴体パネルの接合作業でもレーザーを利用し
て厳しい位置合わせを行なっている。

胴体パネルの接合部を固定する治具。

工場の天井には全長約５０ｋｍのクレー
ンのレールが縦横に走っている。

専用鉄道でコンテナが工場に着いた。

川崎重工製の前部・中部胴体パネルの一部が
コンテナから出され、組立工程への供給を待つ。

後方主脚室圧力隔壁など川崎重工が製作した胴体
パネル以外の部材も工場に運ばれてきた。

工場本棟の大扉は１枚がアメリカンフットボールのグランドと
ほぼ同じというビッグサイズである。

工場本棟が容積で世界最大の建造物であるボーイング 社エバレット工場。２４時間操業（取材時）で「７７７」など
の組み立てが行なわれている。年間１０万人を超える見 学者が訪れるという。（写真提供：ボーイング社）

　ボーイング社・インターナショナル・コミュ
ニケーションズのボブ・セイリングさんのご
案内で、広さ約４０万ｍ２、単一の建物と
しては世界最大容積を誇る巨大な工場
に足を踏み入れる。
　工場の６つの扉（格納庫大扉）は、い
ずれもアメリカンフットボールのグランドと
ほぼ同じ大きさというから驚く。出入りす
る人間がいかにも小さく見える。入場の際、
ヘルメットの着用は要求されなかったが、
安全メガネは着用しなければならない。

　工場に入ってまず目についたのは、天
井に碁盤の目のように張り巡らされたクレー
ンのレールだ。レール網は全長約５０ｋｍ
に及び、走り回っている天井クレーンは
約３０台。「７７７」組立専用に開発され
たクレーンはコンピュータ制御で、最大持
ち上げ能力４０ｔ。また、稼働しているフォー
クリフトは１００台以上。組立工程のステー
ジからステージへの移動は電動カートも
利用できる。

　飛行機の組み立ては、コックピットのあ
る機首部や前胴部、主翼の付く中央翼部、
後胴部、水平翼、垂直翼の付く尾部が
それぞれ接合されていく。
　川崎重工がパネルを製作した前胴部
の組立作業から見ていく。
　真円を４等分した、４枚の曲面パネル
を接合するのだが、直径６．２ｍ、胴体円
周約１９ｍという大きさだけに、接合といっ
ても容易ではない。そこで、巨大なふた
つの車輪と車軸で構成された胴体構
造物回転取付具（ターン・フィクスチャー）
を用いる。
　まず、横と下面の胴体パネルと床構造
を逆さまの状態で組み立て、それをターン・
フィクスチャーに移して１８０度回転させる。
その後、上面のパネルを取り付ける。こう
すると、常に楽な水平位置で作業ができ
るので、作業の効率と質が向上する。パ
ネルの、いわば単なる接合とはいえ、微
小なズレや段差も許されない。そこに乱
気流が発生し、飛行に思わぬ障害をも
たらす可能性があるからだ。それだけに、
川崎重工が担当している胴体パネルの

製作にも厳しい精度が求められるので
ある。
　作業現場で、川崎重工製の胴体パネ
ルの品質を問うと、「エクセレント」という
答が返ってきた。
　なお、接合の精度を上げるため、組立
フロアはコンピュータ制御によるレーザー
計測システムによって水平が保たれて
いる。部材はクレーンで吊り上げて運ぶが、
床と部材の高さをコンピュータで確認し
ながら位置合わせを行なうのである。さ
らに、例えば胴体パネルを接合する作業
では、パネルの左右、上下からレーザー
を当てて計測し、ミクロン単位の位置決

め精度を維持している。
　また、大小の治具も、気温による膨張
差で歪んだり曲がったりしないように、部
材素材のほとんどを占めているアルミニ
ウム製になっている。（ちなみに、機体部
分の素材の約１０％は、軽くて破壊や損
傷に強い炭素繊維複合材などが使わ
れている）。
　このようにして、前胴部、中胴部などが
組み立てられていく。

　われわれは常に、顧客であるエアラインと一
緒に働き、彼らがどんな飛行経路を望んでいるか、
どの都市とどの都市の間を飛びたいかを把握
しようとしています。飛行距離、旅客数と貨物
量の組み合わせで決まる航空機の重量、それ
らが分かったら、それにふさわしいマイナーチェ
ンジを加えたモデルをオーダーメイドしていくの
です。
　ファースト・フライトを行なった２００ＬＲ、昨年、
初納入した３００ＥＲなど航続距離の長いモデ
ルが今、エアラインと一緒に進めている典型的
なモデルです。そして、常に取り組んでいるのが
性能の向上です。離陸重量も、燃料効率、機
体重量もとても大切です。７７７のファミリー、２００
それから３００、２００ＥＲと続きましたが、これらは
前のモデルの製造哲学が自然に進化して生ま
れたものです。
　小規模な派生型機の開発の場合、設計チー
ムは性能を最適化することを心がけます。流体
力学の観点から航空機の効率を向上させるに

はどうすべきか、燃費をよくするにはどうすべき
かを常に考えています。当社では、構造部門と
フライト・コントロール部門の間で、よく大規模な
人事異動が行なわれます。これは、われわれが
フライト・コントロール部門で学んだことが構造
部門に影響を与えるかもしれないし、その逆も
あり得るからです。こういうさまざまなことがベー
スにあり、例えば２００ＬＲの開発に結びついたと
いえます。

延べ約５０ｋｍに及ぶ
天井クレーンのレール網

微小なズレや段差も許されない
パネルの接合

■常に性能の向上をテーマに開発
ボーイング社  民間航空機部門  ７７７主任プロジェクトエンジニア

タッド・ザーフォス氏
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「７８７」の完成予想イラスト。

胴体下部に設置された川崎重工製の竜骨。 機首部も組み上がっていく。

（上）胴体にしっかりと取り付けられた
川崎重工製の前方貨物扉。
（下）その貨物扉を内側から見る。取り
付けは位置決めが最も難しい。

（上）初飛行を終え、ボーイング・フィールド
に着陸した「７７７－２００ＬＲ」。
（下）２人のパイロットと手を振る首脳陣。

天井が高く
感じられる
演出で、ゆっ
たりとした空
の旅を楽し
める。
一般席の座
席や通路も
広く、全体に
柔軟なイン
テリアである。

　機体製造で、さらに一層の精密さが
求められるのが、中央胴体の中央翼部
といわれる主翼の付け根である。それは、
空気の圧力を受ける主翼の荷重がこ
の部分に集中する、主翼内に燃料タン
クが設けられる、ボーイング社で製作す
る主翼と寸部の狂いもなく接合しなけ
ればならない、など過酷な条件があるか
らだ。主翼は部材がボーイング社・オー
バン工場で製作され、エバレット工場で
組み立てられている。主翼は、片側の
長さが２７．４ｍ、重量が約１３ｔ。

　川崎重工は、この最も重要な翼の根
元部分のキールビームと呼ばれる骨組
み（竜骨）や耐圧床、後方主脚室耐圧
隔壁を設計、製造している。組立中の
機体の下に潜り込み、キールビームがしっ
かりと取り付けられているのを確認した。
　川崎重工はまた、主翼内部の主桁
の間に設置し、主翼の曲面を正しく保
つ主翼桁間小骨を設計、製作している。
１枚ずつ形とサイズが異なる小骨に、極
めて厳しい精度が求められているのは
いうまでもない。

　飛行機には荷物を出し入れする貨物
扉、脚をたたみ入れる脚室扉、乗客が
乗り降りする客室用扉の３種類の扉が
ある。扉には複数の開閉に耐えられる
強度や、すき間なく閉まるよう緻密な精

度が要求される。川崎重工はこれらの
扉のうち、前方貨物扉、後方貨物扉の
設計、製作を担当している。
　貨物扉の取り付けも容易ではなく、そ
の作業はラインに６～８人しかいない特
別の認定を受けた作業員が行なう。貨
物扉は、コンピュータ制御の天井クレー
ンで所定の位置に下ろされるが、最も難
しいのは位置決めだという。専用の計
測器を用いて、厳正に位置を決める。い
うまでもなく、飛行中の航空機は気密を
守らなければならない。扉の取り付け作
業で位置決めが問題になるのは、気密
にかかわるからだ。微小なズレも許され
ないのである。
　その特別の認定を受けた作業員の
一人、ウイリアムさんは、「川崎重工製の
扉はまったく問題ない。よくできている」と
言って笑顔を見せた。

　世界広しといえど、民間航空機を製作できる
専門性と能力がある企業はほんの一握りであり、
ボーイングはそういうパートナーあるいはサプラ
イヤーとだけ一緒に働いています。目的は、世
界でナンバー１の航空機とサービスを創造し、
顧客に提供するためです。ですから、ボーイン
グと一緒に働くチームは世界一でなければなら
ないのです。
　“ワーキング・トゥギャザー”型のビジネスでは、
パートナー同士、お互いの意見をよく聞き、コミュ
ニケーションをよくとり、お互いに尊重し、協力し
てパートナーシップを強固なものにしていく方法
を見つけていきます。それは信頼であり、お互
いに理解し合うことです。私たちはよく、最良の
方法というのはどれかひとつということはなく、パー
トナー同士の優れた考えや能力のコンビネーショ
ンである、という考えを言い表す際に“ワーキング・
トゥギャザー”という言葉を使っています。
　パートナーシップといえば、カワサキとのケース。
それは「７６７」のプログラムまで遡ります。といっ
ても当時はボーイング中心で、基本設計はすべ
てボーイングが行ない、エンジニアリングの責任
もボーイング。パートナー企業のカワサキには製
造の責任だけお願いしていました。しかし「７７７」
では、カワサキが製造を担当する部分の設計と
エンジニアリングの責任をカワサキが分担し、

成功を収めました。そして「７８７ドリームライナー」
における“ワーキング・トゥギャザー”の責任はさ
らに大きくなり、洗練されたものになってきています。
　現在、カワサキは設計すべての責任を担うパー
トナー企業として、エンジニアリング、設計、すべ
ての調整、製造、組み立て、ボーイングへの納
入を担当しています。それは、カワサキが優れ
たエンジニアリングと設計能力を発揮して、パー
トナーとしてボーイングと密接に働き続けること
によってのみ可能になってきたのです。“ワーキ
ング・トゥギャザー”の哲学で、ボーイングとカワサ
キが一緒になってベストの能力を目指し、力量
を高めてきたことの実証です。
　カワサキとボーイングとのおつきあいは３０年
を超え、両社の関係はビジネスだけではない強
力な、非常に強いパーソナルな関係にあります。
長年にわたるパートナーシップと協力の中で育っ
てきたもので、会社組織全体にわたるものです。
　ところで、エアラインの要求に見合った最高
の品質の飛行機を提供し続けるために、私た
ちはパートナー企業とともに画期的な新技術、
新プロセス、航空機製造の新方式を開拓して
います。とりわけ「７８７ドリームライナー」では今
までとは異なる方法が必要です。当社は、カワ
サキのようなパートナー企業に、世界中のパート
ナー以外の優秀な企業と契約することでサプ

ライ・チェーンを構築し、彼らの仕事と責任範囲
を管理することを考えていただきたいとお願い
しています。アジア全体では非常に能力の高
い企業がいくつかあり、当社はそれをカワサキに、
カワサキのパートナー候補として紹介しています。
こうすることでカワサキは次のステップに上がり、
サプライ・チェーンの管理まで責任を持つように
なり、カワサキの競争力は高まり、工期と品質規
準を維持しながら低コスト・ソリューションを提供
できるようになります。新しい挑戦ですが、カワサ
キは他社の能力や役割を評価し、われわれの
プログラムに参画させるということを、とてもうまく
こなしています。私たちは、常に生産性の向上
と製造過程のスリム化を目指していますが、こ
の分野でもカワサキは非常に重要なパートナー
となっています。

　「７７７」に続くボーイング社の新世代旅客機
が「７８７ドリームライナー」だ。同機は、心理学
や建築学をも駆使して、空の旅の快適さを究
極まで追求した設計だという。ボーイング社イン
テリア・センターの実物大モックアップを体験した。
　客室の天井が高くゆったり感じられるのは、
胴体断面が楕円形のためだけではなく、特殊
素材やＬＥＤ（発光ダイオード）による演出だと
いう。演出の意図は「煩雑な日常を忘れる異空
間」あるいは「まるでわが家に帰ったよう感覚」
だとか。座席も通路も広く、照明はやわらかい。
胴体外壁への複合材の利用で大きな窓が実現。
しかも、消灯時に機内が完全に暗くなるこれま
でとは違い、４０％の明かりが確保されるようになっ
ている。また、客室内は快適な湿度が保たれる
とともに、地上に近い状態の気圧が供給される
ことにより、乗客に対してより高い快適性を提供
している。エアラインからの意見や乗客へのア
ンケート結果などを生かし、さらには高齢化対
策も含めてトイレなどの使い勝手のよさを徹底
的に追求している。
　川崎重工は「７８７」の国際共同開発にもパー
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。その前部胴体は、「７７７」のよう
に分割された胴体パネルを製作するのではなく、
複合材料を自動積層しながら継ぎ目なしの胴

体パネルを一体構造として製作する方法が採
られる。しかも、その一体胴体パネルにフレーム、
床構造を取り付けるとともに配管、ダクトおよび
配線などの艤装を行ない、７４７ジャンボジェット
の改造機で米国に運ぶという、画期的な手法
である。
　なお、川崎重工を含む日本の航空機メーカー
３社とボーイング社は５月２６日、「７８７」の共同
開発に関して正式契約を結んだ。ボーイング社
によると受注活動は好調で、この時点で「７８７」
は世界の２１の航空会社が２６１機の発注を発
表している。
　これに対応するため、川崎重工では名古屋
第一工場に、来年２月の完成予定で「７８７」専
用工場を建設中である。「７８７」は２００７年夏
の初飛行を目指している。

　取材中の３月８日、７７７型の５機種目で最新
のファミリー「ボーイング７７７－２００ＬＲ」の初飛
行が行なわれた。
　「７７７－２００ＬＲ」は、座席数３０１、航続距離
は世界最長の１万７，４４５ｋｍで、ニューヨーク－
シンガポール、ロサンゼルス－ドバイなど世界の
主要都市間をノンストップで結ぶことができる。
新たなポイント・トゥー・ポイント、いわゆる“ノンストッ
プ・ルート”の開拓を可能にした飛行機で、ボー
イング社期待の新機種である。
　午前１０時。ブルーを基調としたブランドカラー
にデザインされた「７７７－２００ＬＲ」は、大勢の
関係者が見守る中、快晴のエバレット工場ペイ
ン・フィールドを離陸。同機が無事に離陸すると、
関係者の間から大きな拍手が沸いた。

　この飛行は、同機の安全性、信頼性および
性能を５００時間に及ぶフライト、さらには地上で
の３００時間にわたるテストを通じて実証する飛
行プログラムの一環として実施されたものだ。
　フライトテストは約３時間。同機は午後１時、
シアトルのボーイング・フィールドに着陸。初飛行
を担当したスザンナ・ダーシーヘンネマン、フラン
ク・サントニの２人のパイロットを、７７７型プログラ
ムのバイス・プレジデント兼プログラムマネージャー
であるラース・アンダーセン氏など関係者がタラッ
プを昇って出迎え、労をねぎらった。

主翼の付け根部分の竜骨なども
取り付けられる

厳正に位置  決めして
貨物扉を取  り付ける

■カワサキとの素晴らしいパートナーシップ

モックアップで実感した
「７８７ドリームライナー」の快適空間

快晴の大空へ、「７７７－２００ＬＲ」が初飛行

ボーイング社  民間航空機部門  事業開発＆グローバル戦略担当  バイス・プレジデント

ウェード・コーネリウス氏
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主翼組立フロアでクレーンが部材を運んでいく。

主翼が中央胴体に取り付けられた。

機内では艤装作業が進む。

タイヤ１個で約２０ｔの重さを支える。 座席も仮付けされた。 コックピットも仕上がっていく。

クレーンが機首部を最終胴体結合場に運んできた。
（写真提供：ボーイング社）

機首部や前胴部、中胴部などがミクロン単位の厳し
い精度で結合されていく。

胴体部などの結合が終わって機体が完成した。胴体に
「ＡＮＡ」の文字が見える。

エバレット工場の駐機
場には、世界のエアラ
イン向けに納入を待つ
飛行機が並んでいて
壮観である。

機体塗装は高度な熟練技術を駆使して行な
われ、最後にマークなどが描かれる。

機体が完成し、ロール
アウトの準備が進む。
ロールアウトは通常、
夜間に行なわれる。（写
真提供：ボーイング社）

ボーイング社が製作・組立を行なっている主翼が完成した。表からは見えないが、内部には川崎重工が製
作した重要な部材である主翼桁間小骨が組み込まれている。

　完成した主翼はクレーンにより、翼胴
結合作業場へ運ばれる。そこで、コン
ピュータ制御の精密ジャッキでミクロン単
位で位置合わせを行ないながら中央部
胴体にはめ込まれる。主翼と中央部胴
体を結合した後、継ぎ目を加熱してシー
ルし、前後胴体との接合場所へ移動さ
せる。
　このようにして、前胴部、主翼の付い
た中央胴部、後胴部がそれぞれ組み立
てられていく。この３つの胴体を結合す
るのが、最終胴体結合だ。３つの重量

物の胴体の移動は安全のため、作業員
の数が少なくなる夜間に行なわれる。現
在（取材時）、エバレット工場は２４時間
操業なのである。
　最終胴体結合は、係員によると「ビー
ル缶とビール缶ををぴったりとつなぐよう
なもの」だとか。もちろん、レーザー計測
によって位置決めを行ない、ミクロン単位
の厳しい精度で結合する。
　その後、機体には配線作業や機内シ
ステムの装着作業が行なわれ、さらに、
配膳室や椅子、物入れなどのインテリア

部品を設置する。
　次に、直径４ｍ弱という巨大なサイズ
のエンジンを取り付け、最後にＡＰＵ（補
助動力装置）を取り付けて組立作業が
終了する。ＡＰＵは、駐機時の照明やエ
アコンなどを作動させるための小型のジェッ
トエンジンである。
　ＡＰＵを取り付ける最後のボルトを締
め終えると、機体組立が完成する。

　最終組立を終えた機体は、安全のた
め夜間、アメリカンフットボールのグランド
とほぼ同じ大きさの格納庫大扉を開け
て駐機場へ運び出される。
　そして、最後の製造工程が塗装だ。
エバレット工場にはジャンボジェット機がすっ
ぽり入る巨大な塗装工場が３棟ある。
　塗装は、
①保護塗装除去（前号［岐阜工場・名
古屋第一工場編］で紹介した、胴体パ
ネルのスキンを保護する保護塗装を除
去する）②溶剤洗浄（胴体全体を溶剤
を使って手で洗浄し、すべての残留物
を除去する）③酸性洗剤（胴体全体の
洗浄と酸化除去を行なう）④有色化学
皮膜処理（下塗り剤を塗るため、下地を
整える）⑤下塗り（下塗り剤を厚さ０．４～
１．０ミル（１ミル＝１０００分の１インチ＝
０．２５４ミリ）の厚さで塗る）⑥上塗り（弾
性のあるポリウレタンエナメルを厚さ２．０
～５．０ミルの厚さで塗る）⑦装飾模様（型

紙を用いて各エアラインのマークなどを
描く）という工程で行なわれる。
　１機当たりの塗料の量は約２７０ｋｇ。
機体重量に影響するため、わずかな超
過も許されない。作業責任者によると「一
人前になるには１５～２０年かかる」という
高度なテクニックを求められる作業である。
　塗装作業は昇降や回転機能を持ち、
機体の角度に合わせて傾斜を変えられ
る作業台やクレーンを使って行なわれて
いる。また、機体をマイナスに、塗料をプ
ラスに帯電させて吸着しやすくし、周囲
への飛散を少なくしている。環境対策の
一環である。
　こうして、全日空（ＡＮＡ）向けの２機目
の「ボーイング７７７－３００ＥＲ」（３６５人
乗り、航続距離は約１万１，２６５～約１万
２，８７４ｋｍで長距離路線への就航が可
能）が完成した。その完成を受けて、全
日空（ＡＮＡ）の井川勇喜夫氏は別項の
ように述べた。

●
　取材時点のエバレット工場の月産レー
トは４機だが、タッド・ザーフォス氏は「来
年は月産５機、将来的にはさらに生産レー
トを上げていく計画です」と話す。ちなみ
に、これまでのピークは月産７機。組立方
法も変え、機体をクレーンで移動させる
方法から、機体と部品がフィーダー・ライ
ンに沿って動いていくムービング・ライン
方式を導入して生産性をさらに上げて
いく計画だという。

　「７７７」は、ボーイング社の“ワーキング・トゥギャ
ザー”という思想に基づいて開発されましたが、
その当初から、当社はユーザーの立場から参
画し、お客様の声などを反映させたさまざまな
提言を行なってきました。「７７７」は、フライトコン
トロールシステムや航法システムなどにデジタル
技術を大幅に採り入れており、また金属製構造
部材の疲労亀裂などにも十分に配慮して設計
されていますが、設計だけでなく整備プログラム
の検討・設定においても当社の経験に基づく
提言を行なっています。実際当社では、就航当
初から高い信頼性を維持してきており、国内線
および国際線の主力機となっています。
　「７７７」は昨年末、それまでのどの飛行機より

も短い期間で５００機目がロールアウトに達しまし
たが、これも当初からの機体完成度の高さを証
明するものだと思います。
　「７７７」のファミリーで、航続距離延長型であ
る「７７７－３００ＥＲ」の開発にも当初から参画し、
こちらもさまざまな提案を行ないました。一例を
あげれば、当初デザインでは従来より高くなって
いた貨物ドアの地上からの高さを、カーゴローダー
など空港の地上設備との関わりで従来通りに
変更したり、整備点検用のアクセスパネルをす
べて可能な範囲で大きくしたりしました。
　こうして関わってきた「７７７」ですからわが子
のように可愛いですし、よくぞ順調に育ってきた
なという思いです。皆さんが組み立てを取材さ

れた「７７７－３００ＥＲ」
は４月末に当社に引
き渡された後、就航
前の整備を行ない、
北米路線に就航の
予定です。（注：５月から成田～ニューヨーク線
に就航中）
　ＡＮＡではこれからもボーイング社の“ワーキ
ング・トゥギャザー”に参画し、エアラインでなけ
れば得られないお客様からの声などを含めて
積極的に提言し、よりよい飛行機づくりに貢献
していきたいと考えています。実際当社が世界
に先駆けて購入を決定したボーイング７８７の
開発にも積極的に参画しています。

前胴部、中央胴部、
後胴部を結合する

６つの工程で塗装し、
最後にマークなどを描く

■エアラインならではの提言などで開発に参画
全日空（ＡＮＡ）米州技術駐在  主席駐在  井川勇喜夫氏
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