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現場を訪ねて

「カワサキガスタービン発電設備」の製造
（明石工場）
冷却水不要、高い耐震性などの特長が再認識され、
中規模工場の自家発電用を相次いで受注

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

木曾川水系の「秋」を追う
穏やかな陽光に映える、
紅葉と白い巨岩。
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●表紙説明●

　何やら白い大きな円筒に、濃紺色で書かれた
７８７という数字－先ごろ、全日本空輸（株）
（ＡＮＡ）に米国ボーイング社から初納入された
最新鋭中型旅客機「ボーイング７８７ドリームラ
イナー」（以下、「７８７」）の前部胴体部分です。
９月２８日、羽田空港に到着した直後の内覧会で
撮影しました。
　川崎重工は、「７８７」の国際共同開発にパー
トナー企業として当初から参画し、表紙写真の
前部胴体および主脚格納庫、主翼固定後縁の
開発・製造を担当しています。「７８７」は機体の
約５０％（重量比）に軽量・高強度の炭素繊維複
合材を使用した革新的な航空機で、川崎重工
が担当している前部胴体は世界で初めて、その
複合材を用いて一体成形したものです。（詳しく
は「最前線カメラルポ」をご覧ください）

「ボーイング７８７ドリームライナー」初納入

川崎重工の生産体制、すべて整う
イラストぎじゅつ入門－◯

最高時速３２０ｋｍ運転を目指す、
東北新幹線Ｅ５系「はやぶさ」の
超高速・快適走行のしくみ
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最

前
線カメラル

ポ

　米国ボーイング社が“ワーキング・トゥギャザー”
を合言葉に、国際共同開発を進めてきた最新
鋭の中型旅客機「ボーイング７８７ドリームライナー」
（以下、「７８７」）がこのほど、ローンチカスタマー
（同機の最初の発注者）である全日本空輸（株）
（ＡＮＡ）に初納入された。
　川崎重工は「７８７」の国際共同開発にパートナー
企業として開発当初から参画し、主要部位であ
る前部胴体、さらに主脚格納部および主翼固定
後縁の開発・製造を担当している。その生産工
場として、名古屋第一工場に２棟の新工場を相

次いで建設。新工場には世界初や世界最大級
と形容されるさまざまな最新鋭設備が導入さ
れた。
　川崎重工はまた、「７８７」に搭載される２社の
エンジンのうち、英国ロールス・ロイス社の
「Ｔｒｅｎｔ １０００」の開発にもパートナー企業と
して参画。エンジンの中枢部位である中圧圧
縮機（ＩＰＣ）モジュールの設計・製造・組立を担
当しており、西神工場に専用工場を建設した。
　初納入された「７８７」の話題と、川崎重工の
生産体制の最前線をカメラで追った。

川崎重工は国際共同開発に当 初から参画し、
機体の重要部位の前部胴体な ど、またエンジンの中枢部位の設計・製造を担当

名古屋第一工場「７８７北工場」の組立ステージに並んだ「７８７」の前部胴体。川崎重工
は、航空機の胴体を炭素繊維複合材で一体成形するという前例のない要求に応えた。
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川崎重工の担当部位（赤色部分）

前部胴体 主翼固定後縁
主脚格納部

中部国際空港（セントレ
ア）で関係者に披露され
た「７８７」テスト機。航空
機ファンや空港利用客
などは、柵越しに興味津々
で見入っていた。

（左）素材や光の演出
で客室の天井
が高く感じられ、
空の旅をゆった
りと楽しめる。

（右）座席も通路も広
く、窓も大きい。
飛行中は気圧
も湿度もより一
層快適に保た
れる。

川崎重工が生産を担当する前部胴体は、専用機（ドリームリフター）で米国へ輸送する。

　「７８７」は全長約５７ｍ、全幅約６０ｍで、
座席数が約２１０～２５０の中型機である。
　この航空機が“革新的”なのは、胴
体や主翼といった一次構造にまで軽量・
高強度の炭素繊維複合材を使用して
いることだ。複合材の使用比率は機体
の約５０％（重量比）に及んでいる。さら
に機内構造物なども軽量化が図られて
おり、従来の同型機に比べて燃費が約
２０％、運航コストが約３０％向上した。中
型機でありながら、日本から米国東海岸
や欧州にノンストップで飛べるのが魅力だ。
　機体は、スーパーコンピュータによる計
算流体学に基づく斬新な流線型で、全
体にしなやかな印象を与えるデザインに
なっている。
　機内は、ＬＥＤ（発光ダイオード）の間
接照明などによる演出で天井が高くゆと
りが感じられる。座席も通路も広くゆった
りしている。複合材の使用で機体の強
度が増し、窓を大きくすることができて視
野が広がった。
　強度に優れ、防腐性の高い複合材の
多用で、飛行高度にかかわらず、地上に

近い状態の気圧に保たれるので不快な
耳鳴りなどが減少する。また、客室内は
従来より高く快適な湿度が維持でき、の
どなどの乾燥も防げる。旅客機では初め
て、洗浄機能付きトイレがオプションで導
入された。
　これらは、心理学や建築学をも駆使し、
空の旅の快適さを究極まで追求した結
果である。
　中型飛行機の従来の常識を破った
「７８７」は２０１１年８月現在、世界中から
８２０機以上を受注している。５００機を超
えればベストセラーといわれる航空機の
世界で、開発中のこの受注数は破格で
ある。それだけ、世界中のエアラインが
期待しているということだろう。

　初納入に先立ち「７８７」は７月３日、羽
田空港に初飛来した。飛んできたのは
テスト機だが、青が基調のＡＮＡカラー
に塗装されている。
　目的は、ＡＮＡが計画している国内線
への就航に備えて、国内の空港設備の
利用に不都合がないかを確認するため
だ。その検証プログラムは４日間の日程で、
羽田、伊丹、関西、岡山、広島の５空港
間を実際に飛行して行なわれた。この
検証プログラムで、ボーディングブリッジ
のセット位置や機体のパーキング位置の
確認、また、給油や給水の接続などが
チェックされた。
　１０日には中部国際空港（セントレア）
に着陸し、川崎重工をはじめ国際共同
開発に関わる日本の各メーカーの関係
者に機体が披露された。
　「セントレアの空に、しなやかな流線型
の機体が現れた時は、『お帰りなさい』と
いう気持ちでした。名古屋で生産して
出荷した各部位が、飛行機の形になっ
て名古屋の空に戻ってきたのです。苦
労が報われ、感慨胸に迫るものがありま
した」（川崎重工  
航空宇宙カンパニー  
生産本部付 ７８７
プログラムディレク
ターの小林修理事）

　川崎重工は「７８７」の国際共同開発
にパートナー企業として開発当初から参
画し、重要な部位である前部胴体、主
脚格納部および主翼固定後縁の開発・
製造を担当している（イラスト参照）。
　ところで、“革新的な航空機”といわ
れる「７８７」は、製造手法もきわめてユニー
クだ。その典型例が、川崎重工の担当
部位のひとつである前部胴体（直径約
６ｍ、長さ約７ｍ）の製作で、世界で初め
てすべて複合材による一体成形が採用
された。
　これは、従来の航空機のように、何枚
かのパネルを組み合わせて丸い胴体に

するのではなく、柔軟なプリプレグ（炭素
繊維に固まっていない樹脂を沁み込ま
せたもの）を、前部胴体サイズに見合っ
た大きな芯に自動的に巻き付け（積層）
ながら、継ぎ目なしの胴体を一体構造と
して製造するものだ。継ぎ目の部品やボ
ルト類が不要となり、大幅な軽量化や工
程削減につながる。
　一体構造にはフレームなどを取り付け、
配管や配線などの艤装も川崎重工の担
当だ。そして、中部国際空港（セントレア）
から、ボーイング「７４７」（ジャンボ機）を
改良した専用機（ドリームリフター）で米
国まで輸送する。

　川崎重工がボーイング社との国際共
同開発における主要なパートナー企業
の一社に選ばれたのは、航空機の開発・
製造などに関する豊富で高い技術力と
ともに、川崎重工の国際企業としての事

業推進能力や生産体制などがボーイン
グ社から高く評価されているからである。
　「川崎重工とボーイング社はほぼ半世
紀にわたるおつき合いの歴史があり、こ
の間、民間旅客機に関してはボーイング
『７６７』、『７７７』の分担生産を行ないな
がら経験を積み、技術を蓄積してきました。
こうして培ってきた高い技術力が『７８７』
の開発・生産に集約され、みごとに花開
いたといえるでしょう。
　とりわけ、『７８７』の炭素繊維複合材
による一体成形胴体の開発は、川崎重
工にとっても大きなエポックメーキングな
出来事になりました。ボーイング社と
の関係は、『７８７』の開発事業を通して
一層深まっており、この関係を今後も大
事にしていきたいと考えています」（小林
修理事）

燃費も航続距離も向上し、
現在約８２０機以上を受注

前部胴体は前例のない
一体成形構造を採用

ボーイング社との国際共同開発

飛来機に「お帰りなさい」と
関係者は感慨無量

世界のエアラインが注視する「ボーイング７８７ドリームライナー」
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名古屋第一工場全景。上右のグレー
の屋根が「７８７北工場」で、手前が「７８７
南工場」。南工場の屋根には出力
７５０ｋＷの太陽光発電設備が設置さ
れ、名古屋第一工場全体の電力消
費量の約５％をまかなっている。

前部胴体の芯（直径約６ｍの胴体
成形型）に最新鋭の自動積層機で
炭素繊維複合材を積層していく。
川崎重工グループが設計・製作した
世界最大級のオートクレーブ（加熱
加圧窯）で焼き固められた前部胴体
がゆっくりと出てきた。
世界初の専用超音波非破壊検査
装置で厳正に検査する。微小な気
泡や短い髪の毛のような混入異物
も見逃さない。
胴体とフレームを結合するリベット打
ちはパネルリベッターで行なう。
前部胴体内部の組立作業は、胴体
を時計回りに回転させながら行なうこ
とで効率化。生産性の高さなどが高
く評価され、ボーイング社から表彰さ
れた。 艤装前の前部胴体。上半分が客室、下半分が貨物室とし

て利用される。

「７８７」機体の約５０％（重量比）に使用され
ているプリプレグ（炭素繊維複合素材）の見本。

　川崎重工は前部胴体の生産態勢を
整えるため、２００６年、７７７胴体パネルの
組立拠点である名古屋第一工場（愛
知県弥富市）の「７７７北工場」に「７８７
北工場」（建物延べ床面積：約１万
６，０００ｍ２）を増設。さらに２０１０年には隣
接して「７８７南工場」（同約３万１，０００
ｍ２）を完成させた。ともに各種の最新設
備が導入されている。
　芯（胴体成形型）にプリプレグを巻き

付ける（積層する）装置はＡＦＰ機（Ａｕｔｏ  
Ｆｉｂｅｒ Ｐｌａｃｅｍｅｎｔ）という。一度に積
層できる幅が世界最大級を誇っており、
また、窓の部分など部分的に厚く積層す
ることなども自在にできる最先端装置で
ある。
　積層した前部胴体を焼き固めるオー
トクレーブは川崎重工グループが設計・
製作した。ワークサイズは内径が８ｍ、長
さが１７ｍで世界最大級。炉のフタの重さ
だけで約１２０ｔもある超大型炉で、１００ｔ
クラスの成形型を含む部材を数時間で
最高２００℃まで加熱できる。
　「積層した前部胴体をいかにムラなく、
均一に硬化させるかが最大の課題。均
一に硬化しないと歪みが発生するだけ
でなく内部強度にもムラが出るからです。
これをクリアするため、炉や成形型に特
別な工夫を施した結果、みごとに真円形
の前部胴体が焼き上がります。
　炉の長さは、『７８７』の基本型機（７８７
－８型機）の派生型機、つまり胴体を長く
して定員を増やすファミリー機『７８７－９』
などが計画されており、それらにも対応
できるようにしてあるのです」（白石明裕
部長）

　川崎重工がボーイング社と共同開発
した一体成形構造の前部胴体の製造
工程は、まず、自動積層機でプリプレグを
積層することから始まる。大きな芯（直径
約６ｍの胴体成形型）に一定幅の柔軟
な硬化前の複合材を巻き重ねていくのだ。
　次に、積層成形されたものを、オートクレー
ブ（加熱加圧窯）に入れ、高温高圧で
化学反応させ硬化させる。
　硬化後、窓・出入口の切り取りや孔明
けなどの機械加工を行ない、超音波によ
る非破壊検査で、ほんの小さな混入異
物や微細な気泡などの有無を厳密に検
査する。これで前部胴体の基本形がで

きる。
　その後は、フレームや床構造の取り付け、
さらには配管や配線などいわゆる艤装
工程を経て前部胴体の完成となる。
　「一体成形胴体という前例のない課
題でしたが、川崎重工にはおよそ４０年
にわたり航空機部材の開発・製造など
で複合材に取り組んできた経験とノウハ
ウがあります。その経験とノウハウを駆使
して、さまざまな技術的難問をクリアしま
した」（川崎重工  航空宇宙カンパニー  
生産本部  名古屋工作部の白石明裕
部長）

　非破壊検査に用いる超音波非破壊
検査装置は直径６ｍ、長さ１２．５ｍの試
験体を検査できる世界初の大型一体
成形胴体の検査装置だ。
　胴体とフレームの結合にはパネルリベッ
ターが、前部胴体の孔明けとリベット打
ちに活躍している。
　これらの各設備間の搬送は、自動搬
送台車で行なう。
　「７８７南工場」の組立ステージには
５個の一体成形胴体がセットされ、床構
造の取り付けや艤装作業などが手際よ
く進められていた。組立ステージには、同
工場の創案で回転体を利用した作業
台が設けられ、回転させながら最適な姿
勢で作業することで胴体内側の組立作
業を効率化している。
　こうした作業効率の向上などへの努
力で、ボーイング「７６７」や「７７７」、それ
に「７８７」の主要製品に関し、要求納期
１００％遵守の達成や増産要求に確実
に対処し、また、品質的にもきわめて優れ
た製品を納入したことなどがボーイング
社から高く評価され、川崎重工・航空宇

宙カンパニーは、「２０１０年ボーイング・サ
プライヤー・オブ・ザ・イヤー」（民間航空
機主要構造部門）を、１９９７年に次いで
受賞した。

　「『７８７』のテスト機段階での一体成
形構造による前部胴体の製作は、世界
一高度な技術を駆使して、いわば特殊
技能者が工芸品をつくったようなものです。
しかし今後は、これを標準化し、品質の
安定した“工業製品”づくりにしていか
なければなりません。そのために新しい
工場を２棟整備し、世界初や世界最大
級などといえる各設備を導入したのです」
（白石明裕部長）
　こうして、「７８７」の量産に備えて２棟
の新工場を整備した名古屋工作部は、

“世界ナンバーワンの工場”を目指して
いるといい、そのキーポイントは３つ。まず
は「最高品質」だ。ヒューマンエラーの
防止に努め、技能伝承にも尽力する。
次に「最速生産」。ＫＰＳ（Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  Ｓｙｓｔｅｍ＝ジャスト・イン・タ
イムを基本に、徹底してムダを排した川
崎重工創案の“ものづくりの考え方”）を
活用し、標準作業の見直しや生産性向
上を図っていく。そして「誇りを持つ人づ
くり」だ。「自分たちの仕事、つまり『７８７』
を含む航空機の分担生産に誇りを持っ
て取り組んでいこうというわけです」
（白石明裕部長）
　「『７８７南工場』に隣接して相応の空
き地があり、ボーイング社から増産要求
があれば、さらなる新工場建設で対応
する準備ができています」（小林修理事）
　このように、「７８７」の機体の分担生
産を行なう川崎重工の生産体制は盤
石に整っている。

“世界初”や“世界最大級”の
最新設備がずらり

ボーイング社の「サプライヤー・
オブ・ザ・イヤー」を受賞

世界一を目指す工場で
誇りを持って分担生産

自動積層→硬化→
仕上加工・孔明け→非破壊検査

「７８７北工場」「７８７南工場」を 建設し、最新設備を導入
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コンピュータ計算で指定された位置にプレートを取り付
ける。作業指示はパソコンに表示される。

西神工場に建設した「Ｔｒｅｎｔ １０００」専用の第二工場棟の加工エリア。最新のＮＣ（数値制御）加工機を
はじめ世界で１台のみ、あるいは世界に数台という最先端の加工装置が整然と並んでいる。

世界に１台しかない高速放電加工機。加工条件の
厳しい孔明け作業などに威力を発揮する。

中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの組み立て。部材の多くが
ミクロン単位で加工された超精密製品である。

「Ｔｒｅｎｔ １０００」エンジンの運転試験は明石
工場で断続的に続いている。

「Ｔｒｅｎｔ  １０００」
エンジン

川崎重工が設計・製作を担当して
いる中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュール。

羽田空港に到着した
「７８７」初号機は早速、
内覧会で報道陣に公
開された。

　川崎重工が担当している「Ｔｒｅｎｔ
１０００」のＩＰＣモジュールは、エンジンのファ
ンで吸入した圧縮空気（約１．５気圧）を
約１０気圧に昇圧し、高圧圧縮機に送り
出す役目を持つ重要な部位である。
　ＩＰＣモジュールは全長１，２４０ｍｍ、直
径１，３５０ｍｍ、重量約６００ｋｇで、ほとん
どが軽量素材のチタン合金製である。
ブレード（動翼）の付いた８段のディスク
を一体化したドラム（ロータ）、内側に静
翼（動かない翼）が付いたケースなどで
構成されている。このケースの中で、ブレー
ドの付いたロータが高速回転（離陸時
には１分間に約９，０００回転）して空気を
昇圧させる装置だ。部品の加工精度の
許容範囲が１００分の２～５ｍｍという超
精密製品である。
　「川崎重工とＲＲ社のおつき合いはす
でに５０年。中でも今回の『Ｔｒｅｎｔ １０００』
は重要なエポック。開発段階から設計
に参画したことで、川崎重工のエンジン
関連技術が大きくステップアップしました」
（川崎重工  ガスタービン・機械カンパニー 
ガスタービンビジネスセンター付 Ｔｒｅｎｔ  
１０００／ＸＷＢ  プロジェクトマネージャー
の永田康史理事）
　このＩＰＣモジュールの設計・製造・組
立を行なっているのが西神工場（神戸
市西区）で、２００６年に専用の第二工場
棟を完成させた。

　「７８７」では、搭載するエンジンをユー
ザーのエアラインが２社のエンジンから
選べることになっている。「７８７」のロー
ンチカスタマーとなったＡＮＡは、英国ロー
ルス・ロイス社（以下、ＲＲ社）が開発した
最新鋭旅客機用エンジン「Ｔｒｅｎｔ 
１０００」を採用した。
　川崎重工は、「Ｔｒｅｎｔ １０００」エンジ
ンの開発にもパートナー企業として当初
から参画し、エンジンの重要な部位であ
る中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの設計・
製造および組み立て、さらには開発プロ
グラムの一環であるエンジン運転試験
の一部を担当している（エンジン運転試
験は２００８年以来、明石工場（兵庫県
明石市）で断続的に継続中）。
　「７８７」は今秋、ＡＮＡが世界に先駆
けて日本の国内線に就航させるが、そ
の機体はもとより、エンジンにも川崎重工
の高度な技術力が生きているのである。

　西神工場・第二工場の加工エリアには、
マシニングセンタなど最新のＮＣ（数値
制御）加工機をはじめ種々の加工装置
が整然と並んでいる。
　また、ある部品に、８０ｍｍ以上の厚み
を貫通して直径１．２５ｍｍの穴を明ける
作業には、世界に１台しかない高速放
電加工機、さらに、ＩＰＣモジュールのフロ
ント部（エンジンのファンに近い部分）で
あるフロントベアリングハウジングの溶接
には、世界に数台という電子ビーム溶接
機が活躍している。
　こうして精密に加工された部材をＩＰＣ
モジュールに組み立てる組立作業では、
「Ｔｒｅｎｔ １０００組立システム」を独自に
開発。作業手順と作業実績記録を完
全電子化したシステムで、作業単位ごと
にパソコンを配置し、立体的な図や写真

を多用して作業指示をわかりやすく表示。
また、主要部品に直接マーキングされた
バーコードを活用して起こりがちなポカミ
スを防ぐなどしており、ＲＲ社からも高く評
価されたシステムである。

　「生産準備はすべて整いました。設
備も人も万全です」（川崎重工  ガスター
ビン・機械カンパニー  ガスタービンビジネ
スセンター 生産総括部西神製造部の
重政敏久部長）

　「ボーイング７８７ドリームライナー」の
初号機が９月２８日、羽田空港に着陸す
るのを見た時は、待ちに待ったという思
いなどもあり感慨ひとしおでした。ＡＮＡ
は「７８７」のローンチカスタマーとしてこ
れまでに合わせて５５機を発注するとともに、
ボーイング社の“ワーキング・トゥギャザー”
に参画し、航空機を実際に運航するエ
アラインならではのさまざまな提言を行な
いました。それらの中から、例えば、コック
ピット窓へのワイパーの設置やエンジン
内部点検孔の増設などさまざまな提案
が基本仕様として具現化しました。いず
れも運航の安全や整備時間の短縮に
つながるなど重要な要素ばかりです。また、
航空機では初となった洗浄機能付きトイ
レもＡＮＡの提案で実現しました。
　「７８７」の乗り心地のよさは、７月にテ
スト機を米国から操縦してきた乗員の「疲
れが少ない」という言葉にも表れています。

機内は広くゆったりとしており、エンジン
は総合的な性能判断でロールス・ロイス
社製を選びましたが、騒音も静か。中型
機ながら日本から米国東海岸やヨーロッ
パに直行でき、長い空の旅になりますの
でこの快適性は何よりだと思います。
　ＡＮＡは、燃費効率がよく航続距離の
長い「７８７」を戦略機材と位置付けてお
り、主力機にしていきます。運航計画で

すが、国内では１１月１日、羽田－岡山・
広島線に就航します。ぜひ、ご利用いた
だき、その快適性を体感していただけた
らと思います。国際線では、１２月に羽田
－北京（既設路線）、来年１月に羽田－
フランクフルト（新設路線）に投入予定で、
国内線、国際線ともその後順次、展開を
図ってまいります。

全日本空輸株式会社  広報室  アシスタントマネージャー　村越裕一氏

西神工場に
ＩＰＣモジュール専用の工場棟を建設

最新設備と独自開発の
「Ｔｒｅｎｔ  １０００組立システム」

「７８７」世界初就航の
機体とエンジンを分担生産

最新鋭旅客機用エンジン「Ｔｒｅｎｔ  １０００」の中枢部位を担当

１１月１日、羽田－岡山・広島線に就航します。
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