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次世代機開発の進展と航空機工業

における企業間連関の再編成

一川崎重工岐阜工場の事例-

合 田 昭

(2006年11月27日受理)

Reorgani2:ationofInterfirmLinkageofAircraftIndustry

inProgressofAdvancedAircraf(Development

-ACaseStudyofGifuPlantofKawasakiHeavyIndustriesLtd･-

ShqjiGODA

Ⅰ.はじめに

航空機工業は多業種の企業によって構成

されているが､その中核は機体メーカーで

ある｡日本の機体メーカーは名古屋圏に数

多く立地しつつ､多数の企業との間で､さ

まざまな空間的規模を持った企業間連関を

形づくり､密接なネットワークの中で生産

活動を行ってきた(合田･浅井1998)｡

まず､国際的スケールで開発と量産の体

系がつくり出す連関がある｡中核となるの

は､研究開発(R&D)と販売に圧倒的な力を

持つ大規模な海外機体メーカーで､日本を

含む各国の機体メーカー･エンジンメーカ

ーがこの連関の中に編入される｡第2の連

関は､国民経済空間スケールで見いだすこ

とができる｡国内の機体メーカーを中核と

して､全国各地の他の機体メーカーや､機

器･装備品メーカーを構成企業として形づ

くられる｡第3は､大都市圏内スケールの

連関である｡主に中小企業である外注企業

と機体メーカーとの間での結合関係であり､

機体メーカーの立地を反映して､名古屋圏
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内に機体メーカーを中心とする集積を形成

することとなる｡ほかに､名古屋圏は機体

メーカー工場が集中立地しているので､機

体メーカー相互間の連関も大都市圏スケー

ルの連関の中に存在する｡

以上の3種のうち､第2･第3の連関は､

第1の国際的スケールでの連関の内部にお

ける､部分的な要素として機能することが

多い｡

航空機工業が属する加工組立型工業(=

広義の機械工業)においては､国際的な企

業間連関が自動車･電機などさまざまの業

種において広く見られるようになった｡こ

れは完成品メーカーによる部品の国際的調

達が増えたり､また完成品メーカ相互間で

生産委託(例えばOEM生産)など業務提携関

係が国際的に展開する､といった動きに最

も鮮明に示されている｡

しかし､国際的な連関の体系､すなわち

外国企業との連関の密接さは､航空機工業

において最も強いといってよい｡その理由

は､日本の航空機生産においては､自動車

や電機とは異なり､国内メーカーが自ら開
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発し､自らのブランドを有する方式で行う

生産はわずかで､旅客機や主要な自衛隊機

は､海外機体メーカーの傘下に入る形でし

か生産できない弱さが継続してきたからで

ある｡その具体的現れがライセンス生産や

国際共同開発である｡

したがって､航空機市場を支配する海外

機体メーカーが新たな戦略を選択し､大規

模な新規プロジェクトに着手したとき､そ

れは日本の機体メーカーの経営戦略の転換

や､企業間連関の再編成に直結する｡

1990年代末期から2000年代初頭にかけて､

海外機体メーカーの寡占間競争は新たな局

面を迎え､世界の航空機生産は大きな変動

の時期に入った｡この寡占間競争は､最新

の技術を集約した次世代機をめぐる激烈な

開発競争という形で具体的に展開した｡大

規模な機体メーカーによる各種旅客機の新

たな生産プロジェクトが開始され､世界的

規模で機体メーカー､エンジンメーカー､

機器･装備品メーカーが各種生産プロジェ

クトの中に編入されて､新たな国際生産体

制が構築された｡さらに同じ時期に､国産

の有力な次世代機開発が自衛隊機部門で開

始され､国内スケールで新たな生産体制が

編成された｡

現在の日本航空機工業は次世代機開発が

集中する局面にあり､そのなかで､機体メ

ーカーは新たな経営戦略を選択し､その結

果､新たな企業間連関の構築が国際スケー

ル､国民経済空間スケール､大都市圏スケ

ールで進展しつつある｡

90年代後半期における日本航空機工業の

大きな変動として､民需拡大という需要構

造の転換があり､それに伴う機体メーカー

の企業間連関形成の経緯と意義が考察され

た(合田2000)｡そのいわば続編として､同

じ機体メーカーを対象として､上記の次世

代機開発が進展する中で､さまざまな空間

的規模での企業間連関がいかなる形で再編

成されつつあるかを分析する｡

対象は､名古屋圏に立地する川崎重工岐

阜工場(岐阜県各務原市)である｡同工場

は総合機械メーカーである川崎重工の航空

機機体専門工場である｡

Ⅱ.90年代後半以降における需要

構造の転換と次世代機開発

1.日本の航空機工業

最近十余年間における日本の航空機生産

額は､1990年1,100十億円､95年1,223十億

円､2000年1,365十億円､2003年1,207十億

円でl)､90年代は増加を続けていたが､2000

年代になって､停滞状態にある｡その背景

にはアメリカにおける同時多発テロ(2001

年)の影響による航空機受注の解約･縮小

があった｡しかし､最近2年ほどは受注が

増え､06年現在注文殺到で生産額の大幅増

加が見込まれている2)｡

日本の航空宇宙工業売上高は主要先進国

に比べて著しく低く､さらに売上高の減少

過程において欧米との格差は拡大している

(図1)｡すなわち､日本は99年にはアメリ

カの12.7分の1､イギリス･フランスのほ

ぼ半分､ドイツ･カナダとほぼ同じ水準に

あったが､2003年にはアメリカの14.3分の

1､イギリス･フランスの約3分の1､ド

イツ･カナダの3分の2に過ぎない｡代表

的な工業国である日本において､航空機工

業は先端型産業として発展が望まれて久し

いが､未だに有力生産国には至っていない｡

そのような日本航空機工業をとりまく世

界の航空機の需要構造と生産の担い手の新

しい状況を､旅客機(大型機)､旅客機(リ

ージョナル機)､自衛隊機､の3領域を対象

に概観する3)｡

2.大型旅客機部門

a)次世代機開発をめぐるメーカーの戦略

大量航空輸送時代を迎えた1970年代初頭

以来展開した､世界の大型中型旅客機の市

場争奪戦の結果は､90年代に至って､アメ

リカにおける独占的地位を持つボーイング

社と､ヨーロッパの仏･英･独･スペイン

が結集したコンソーシアムであるエアバス

社(2001年に株式会社に組織変更)の2社
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図1 主要国の航空宇宙工業売上高

(日本航空宇宙工業会資料により作成)

による支配体制に収赦した｡ボーイングを

追うエアバスという図式での寡占間競争が

展開し､両社は80年代末から2000年代にか

けて長期戦略として次世代旅客機の開発を

検討してきた｡そして最終的には､両社は

異なった方向を選択することとなった｡

エアバス社が選択したのは､超大型機(既

存大型機の最上位を大幅に上回るクラス)

を開発する戦略である｡これまで同社はボ

ーイング社の看板とも言える世界最大の旅

客機B747(440席以上､座席数最大機種では

標準524席)クラスの旅客機を生産せず､そ

のことがボーイングに追いつけなかった重

要な要因であったとして､B747を大幅に上

回る新型機を経営戦略の柱とする方針を採

用した｡それを具体化した機種が2000年に

発表されたA380である｡

一方ボーイング社は､当初エアバス社と

同様､超大型機開発を構想し､B747をさら

に大型化する企画(B747X)を提示したが､

超大型機部門でのマーケット獲得競争にお

いてA380に遅れをとったこともあって､地

方都市間のシャトル便の需要拡大を見込ん

で､大型機の下位クラスの分野で､燃料効

率の良い新型機を開発する戦略を採用した｡

これが既存機種B767の代替機として2003年

に発表された｢B7E7｣(=B787=ドリームラ

イナー)の開発である｡

かくて､次世代旅客機開発戦略は､超大

大型機A380のエアバスと大型機B787のボー
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イングという対比の構図が措かれることと

なった｡この2機種の概要を見ると､A380

は4タイプがあり､最′トのA380-700は481席､

最大のA380-900は656席､座席配置によって

は800席以上も可能である｡2006年に就航が

予定されている｡B787はやはり4タイプあ

り､最小のB787-300ERは218席､最大のB787

-9は256席で､2008年に就航が予定されてい

る｡両機種ともに軽量化による燃費の向上

を重要なセールスポイントとし､そのため

主翼や胴体に大幅に複合材料を採用した｡

機体重量に占める複合材料の割合は､A380

で約22%､B787では約50%である4)｡

b)二大メーカーの市場競争

こうした開発戦略の検討と並行して､二

大メーカーによる激しいシェア獲得競争が

繰り広げられ､両社の主要機種の生産は大

きな変動を示した(図2･図3)｡1990年代

前半ではボーイング社の生産が､代表機種

のB747を含めて急減し､90～94年で3機種

合計の受注機数は222機から31機となった｡

エアバス社の3機種ではA330が大幅減であ

るが､A340の大幅増加により､合計では減

少幅は少なく､結果としてエアバス社のシ

ェアは拡大した｡90年代中期にはボーイン

グ社の受注は回復傾向を示したが､90年代

後半から2000年代初期に再び顕著に減少し

た｡エアバスも90年代後半は減少期であっ

たが､2000年には急増に転じ､同時多発テ

ロ直後に減少はあったもののすぐに増加に
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図2 ボーイング社,主要大型旅客機の受注機数

(日本航空機開発協会資料により作成)

注:座席数は,B747(416～450席),B767(181～245席),B777(301

～368席),B787(224～259席).いずれも3クラスによる座席数.
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図3 エアバス社,主要大型旅客機の受注機数
(日本航空機開発協会資料により作成)

注:座席数は,A330(293～335席),A340(303～372席),A380(555

～656席).なお,A380は3クラス,他は2クラスによる座席数.

向かい､ボーイング社の低迷とは対照的な

好調ぶりを示した｡

2001～05年には5年連続でエアバス社の

受注機数がボーイング社を上回った｡しか

し05年にはボーイング社の受注がB787を中

心に急増し､他方エアバス社では､A380の

生産の遅れなどが響いて06年には受注が減

少に向かう｡そして06年上半期には､全旅

客機の受注機数でボーイング社が首位に復

活するなど､寡占間競争によるシェアの変

動はめまぐるしいものがある5)｡

c)次世代機生産の開始と日本企業

国産方式での旅客機生産を行っていない

日本航空機工業にとって､ボーイング･エ

アバス両社の次世代旅客機への関与をいか

に行ってゆくかは､今後の経営戦略の大き

な柱である｡

ボーイング社のB787に関しては､日本の

機体メーカーは開発段階から参加する｡す

でに80年代以来､日本の機体メーカーは､

同社との間でB767･B777両機の国際共同開

発を行い､量産を分担してきた(合田･浅

井1998)6)｡この体制がB787にも引き継がれ､

三菱重工･川崎重工･富士重工の機体3メ

ーカーが開発と量産に参加する国際共同開

発方式が採用された(後掲Ⅲ-1-a)7)｡
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エアバス社のA380については､日本機体

メーカーの対応は全く異なる｡日本企業は

生産の一部は分担するが､開発には参加せ

ず､エアバス社からの外注を受注する｢サ

ブコントラクター(サブコン)｣として関与

する｡機体メーカーでは三菱重工･富士重

工･新明和工業･日本飛行機の4社が機体

各部位の外注生産を受注する8)｡

したがって川崎重工は､B787には開発段

階から参加するが､A380には100%子会社で

ある日本飛行機を通じて｢サブコン｣とし

て参加する｡従来もボーイング社とは国際

共同生産のパートナーとして､そしてエア

バス社とはA321機で｢サブコン｣として､

それぞれ連関を有してきたが､次世代機生

産においても､2社との連関は基本的には

従来のあり方が継続される形となった｡

3.リージョナル機部門

a)需要の変動と寡占体制の形成

多くは50～80席クラスであるリージョナ

ルジェット旅客機(以下､リージョナル機)

は需要増加が著しい｡世界全体の受注機数

は､1980～84年122機､85～89年325機､90

～94年295機､95～99年1,237機､2000～04

年1,595機で(日本航空機開発協会資料)､

90年代後半以降の受注の飛躍的な増加が注

機
600
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0
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目される｡この急成長過程で世界のリージ

ョナル機生産は､ボンバルディア社(カナ

ダ)とエンプラエル社(ブラジル)という

新興2社に収赦された｡この部門の上位2

企業とその市場占有率(受逸機数による)

を見ると､1980～89年合計では､フォツカ

ー(オランダ)57.0%､BAEシステムズ(英)

39.4%であったが､2000～04年合計では､

エンプラエル55.4%､ボンバルディア41.1

%と大きく入れ替わった9)｡

かくて､ボンバルディア社とエンプラエ

ル社は､民間機メーカーとしてはボーイン

グ社･エアバス社に次ぐ第3･4の地位を

有するに至った10)｡両社が飛躍的成長段階に

入るのは1997年からである(図4)｡代表機

種の受注機数は96～97年で一挙に約4倍と

なり､2000年の受注は97年の2倍を超えた｡

2000年以降の両社の受注は､年による変動

はあるがやはり大きい｡

b)次世代機開発と日本企業

ボンバルディア･エンプラエル両社はい

ずれも､100席に近い上位クラスのリージョ

ナル機における新機種開発を戦略の柱とし

ている｡すなわち､ボンバルディア社はCRJ

700(70席､97年受注開始)とCRJ900(86席､

2001年受注開始)が､またエンプラエル社

℡(D)エンプラエル
(70～108席)

□(C)エンプラエル

(37～50席)

虹(B)ボンバルディア
(70～86席)

匠(A)ボンバルディア

(44～50席)

1990 92 94 98 2000 2002 2004年

図4 ボンバルディア社･エンプラエル社,主要リージョナル旅客機

受注機数

(日本航空機開発協会資料により作成)

注:AはCRJlOO/200/400.BはCRJ700/900,CはERJ135/140/145,Dは

EMB170/175/190/195.
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はEⅦ∋170/175(70～78席､99年受注開始)と

EMB190/195(98～108席､99年受注開始)が

新たな開発機種である｡さらに大型機と同

様に､運航コスト低減のため複合材料の使

用を大幅に拡大している｡

両社のリージョナル機生産には､日本メ

ーカーが国際共同開発方式で参画し､両社

は日本機体メーカーにとって､ボーイング

社に次ぐ重要なパートナーとなるに至った｡

ボンバルディア社については､三菱重工が

CRJ700とCRJ900の尾胴の開発･量産を分担

している｡エンプラエル社については､川

崎重工がEMB170/175とEMB190/195の2機種

の主翼･主翼部品･中央翼などの開発･量

産を担当する｡したがって､日本の機体メ

ーカー2社がボンバルディア機とエンプラ

エル機に棲み分ける形となった｡そして､

川崎重工にとっては､90年代末からエンプ

ラエル機が新たな生産領域として登場した

ことになる｡

4.自衛隊機部門

a)防衛需要の変動

日本の航空機需要は長く防衛需要が中心

であったが､90年代後半には民間需要が拡

1995 98 2001 2004年

大して､防衛需要の比率は急速に低下した

(合田2000)｡2000年代になって防衛需要と

民間需要の割合はやや変化する(図5)｡修

理部門では民間需要の低さが継続する一方､

生産部門で防衛需要のウエートが増加に転

じ､その方向が持続している｡

しかし､自衛隊の主要機種の生産状況が

示すように､防衛需要の絶対額が増加して

いるわけではない(図6)｡90年代中期の大

型プロジェクトである要撃戦闘機F15や対潜

哨戒機P3Cは96年に生産が終了した｡代わっ

て登場した有力プロジェクトの支援戦闘機

F2も､価格が高い､改修による性能向上の

余地が小さい､装備が不十分である､など

の理由から､2～3年以内に生産を中止す

ることが2004年に決定された｡さらに､川

崎重工が長く生産してきた中等練習機T4も

2000年で終了したIl)｡ヘリコプターのCH47や

OHlの生産機数も少ない｡

政府予算における防衛関係費金額及びそ

の対GDP比は､95年度47.2千億円･0.959

%､2000年度49.2千億円･0.987%､05年度

48.3千億円･0.944%と推移し､防衛予算の

抑制状態が継続しているのである12)｡

1995 98 2001 2004年

図5 日本航空機工業の需要別構成

(通産省･経産省『機械統計年報』により作成)

注‥｢防衛庁｣は防衛庁向け生劇乱｢特需｣は在日米軍向け生産額,
｢民間需要｣はそれ以外の生産額.
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図6 防衛庁機の調達機数

(日本航空機工業会資料により作成)

注:川崎重工との関連性が強い機種を提示した.F15･F2は戦闘機,P3Cは

対潜哨戒凰T4は中等練習機,CE47は輸送用ヘリ,0Iilは観測用ヘリ

b)次世代機の開発

有力プロジェクトの終了ないし中止の一

方で､2001年に新たな大型プロジェクトと

して､次期哨戒機(PX)と次期輸送機(CX)

の開発が始まった｡PXは対潜哨戒機P3Cの､

CXは輸送機Clの､それぞれ後継機である｡

開発方式は国産で､川崎重工はP3C･Clの時

と同様に主契約社となる13)｡量産の計画は未

定であるが､川崎重工にとっては大型防衛

需要への展望が持てる状態となった｡さら

に､両機の開発結果を民間機にも転用する

構想もあり､民間機の国産開発という点か

らも今後の方向が注目される｡戦闘機に関

する次期プロジェクトは未定である｡

%
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5.川崎重工における航空機生産の新展開

a)航空機生産のウエート

日本の機体メーカーは総合機械メーカー

であり､海外の機体メーカーに比べて航空

機中心の企業という性格が希薄である｡上

位3社における最近年の航空機生産のウエ

ートは20%に満たない(図7)｡川崎重工は

80年代に航空機部門のウエートが増加して､

90年代前半には販売額の4分の1を占める

に至った｡しかしその後､航空機生産のウ

エートは低下し､三菱重工と同水準となっ

た｡したがって､川崎重工における航空機

部門は､依然として複数の有力部門のひと

つとしての地位にとどまっている｡

1980 85 90 95 2000 2005年度

図7 主要機体メーカー,販売額に占める航空宇宙部門

の割合

(各社有価証券報告書により作成)

注:三菱重工の1980～95年は｢航空機･特殊車両｣,川崎重

工･富士重工の1980～85年は｢航空機｣,他は｢航空宇

宙｣.2000年以降は連結決算.
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b)主要な生産機種

川崎重工の生産する航空機は､最近数年

間に生産終了機種･生産継続機種■新規開

始機種があり､さまざまの変化を示した(表

1)｡主要な変化は､①川崎重工が主契約社

すなわち企業間連関の中核の地位にあり､

生産継続期間も長かった中等練習機T4の生

産が終了した､②ボーイング社旅客機3機

種が航空機部門の柱として定着している､

③回転翼機には主要機種の交替はない､④

ロケットはH-ⅡAの生産が継続している】4)､

⑤新規生産品目として､自衛隊機のPX･CX

(国産)､ボーイング旅客機B787(国際共同

開発)､エンプラエルのリージョナルジェッ

ト機(国際共同開発)の3分野が登場した､

⑥受注生産(=サブコントラクター=開発

表1川崎重工岐阜工場,主要生産品目の変化(1999～2006年)

生産終了(含.予定) 生産継続 新規生産(含.開発中)

生

産

分

担

固

定

翼

T4中等練習機 F2支援戦闘機 PX哨戒機 D *2

(1983～2002) D (1996～)Ⅰ*1 CX輸送機 D *3

旅客機

ボーイングB767

(1979～)Ⅰ

ボーイングB777

ボーイングB787Ⅰ*4

エンプラエル170/175
機 (1979～) Ⅰ (2001～) Ⅰ

ボーイングB737-700
エンプラエル190/195

(1995～) Ⅰ (2003～) Ⅰ

回

転

翼

機

自衛隊機

CH47J

(1984～)L

川崎BEl17

(1981～)Ⅰ

OH-1

(1994～)D

民間機 川崎BKl17

(1981～)Ⅰ

ロ ケ ット H-Ⅱ H-ⅡA

(1990～99) D (1998～) D

受

注

生

産

固

旅客機

肌D.社旅客機 ボーイング社旅客機 ガルフストリーム社旅客機

定

翼

機

〔MD80〕 〔B747〕〔B737〕

エアバス社旅客機

〔A321〕

〔G500/550〕

回

転

翼

機

ヘリコ
ブター

ベル･アダスタ社

〔AB139〕

MDHI社

〔MDExplorer〕

出典:(日本航空機工業会『日本の航空機工業 』(各年版)により作成)
注;*1は,生産中止が決定.*2と*3は,設計(2001～04年度),試作(03～09年度),試験(06～11

年度),2011年度開発完了予定.*4は,2008年就航予定.

｢生産終了｣は1999～2006年に生産が終了した品目.｢生産継続｣は99年以前に生産が開始され,

2006年現在,生産継続中の品臥｢新規生産｣は99年以降開始され,2006年現在,生産継続中の

品目.｢生産分担｣は開発に関与した部分の生産分担をさす.受注生産はそれ以外の生産で,

｢サブコン(下請生産)｣または｢サプライヤー(販売)｣のいずれかの方式である.

()内は生産期間.〔〕内は機種.

()の後ろの記号は,L:ライセンス生産,Ⅰ:国際共同開発,D:国産.

軋D.社はマクドネル･ダグラス社で,97年にボーイング社に吸収合併された.ガルフストリーム

社は米,ベル･アグスタ社は米･伊の合弁,MMI社はオランダ.

｢ティルトローター｣は,翼両端に備えたローター(大型プロペラ)を垂直に立てて離着陸し

(ヘリコプター方式),上空で水平方向に戻して高速飛行する(プロペラ機方式).BA609は世界

最初のティルトローター民間機,
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に関与しない下請生産)では､回転翼機や

ティルトローターへの進出により生産領域

が拡大している､などの諸点である｡

したがって川崎重工の航空機生産は､民

間需要に関しては､従来のボーイング依存

を軸としつつ国際生産体制を多面化し､防

衛需要に関しては､新たな大規模プロジェ

クトで連関の中核となる地位を確保して､

今後に向けての基盤を形成しつつある15)｡

このような川崎重工の生産状況のうち､

生産継続機種に関しては､1990年代末期の

実態(合田2000)と基本的に同じ企業間連

関が継続しているので､次章以下では､新

規に開発や量産に着手した航空機3部門(ボ

ーイング社大型旅客機B787､エンプラエル

社リージョナル機E址B170･EMB190､自衛隊

機PX･CX)を対象に企業間連関を考察する｡

Ⅱ.川崎重エをめぐる大企業間の連関

1.ボーイング社大型旅客機｢B787｣の生

産と大企業間の連関

a)B787の生産分担関係と原材料
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ボーイング大型旅客機B787(標準座席数

218～256席)の生産体制は､2004年10月発

表された(表2)｡国際共同開発方式がとら

れ､ボーイング社以外の各国企業はプログ

ラムパートナーとして参加する16)｡日本から

は機体メーカー3社が参加し､日本側の分

担比率は合計35%で､B767･B777における

分担比率(15%と21%)を大きく上回る｡

ボーイング総本社傘下のボーイングコマ

ーシャル社が中核で､全体の統括･最終組

立を担当し､やはりボーイング傘下の別の

機体メーカーが機体部位の一部を担当する｡

B767の開発に参加したアレニア社(イタリ

ア)はB787では米企業との合弁企業となっ

て参加する｡また､ボーイング社から一部

の工場を買収した米企業も機体生産を分担

する｡日本企業の分担部位をB777のばあい

と比較すると(合田･浅井1998)､富士重工

は同じ部位(中央翼)を担当するが､他の

2社はかなり異なる部位を担当する｡とく

に三菱重工が主翼主要部を担当するのは大

型機では初めてである｡エンジンは2社が

別々に生産し､旅客機発注者が選択する｡

表2 ボーイング社,B787旅客機の生産分担

分 担 企 業 分 担 部 位

機

体

ボーイング･コマーシャル(米)*1 開発統括･プログラム統括･

最終組立

ボーイング･ファブリケーション(米) *2 垂直尾翼組立･主翼可動後縁

アレニア･ボウト(伊･米) *3 水平尾翼(安定板)･中央胴体･

後部胴体

スピリット･エアシステム(米)*4 主翼固定前縁･主翼可動前縁

フライトデッキ･前部胴体の一部･

エンジンパイロン

三菱重工(日) 主翼ボックス構造

川崎重工(日) 前部胴体の一部･主脚格納部･

主翼固定後縁

富士重工(日) 中央翼･主脚格納部結合

エン

ジン

ロールス･ロイス(英) エンジン

(ボーイング社HPにより作成)

注:*1および*2は,ボーイング総本社(ザ･ボーイング)傘下の企業.*3はアレニア社

(伊)とボウト社(米)の合弁会社.*4はオネックス社傘下にあり,ボーイング社

の旅客機の機体部品を受注してきた企業で,05年にボーイング社からカンザス州や

オクラホマ州の工場を買収している.

エンジン生産は2社が別々に完成品を開発･量産し,どちらを搭載するかは旅客機
発注者が選択する.GEはジェネラル･エレクトリック.
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図8 ボーイング社大型旅客機機体の

素材構成

(日本航空宇宙工業会『日本の航

空宇宙工業』,ボーイング社HP

により作成)

注:()内は初就航年.%は重量比.

B787の機体の素材には複合材料が大幅に

採用された(図8)｡従来のボーイング社大

型旅客機ではアルミ合金が機体重量の80～

70%を占めていたが､B787では複合材料が

50%に達し､アルミ合金は20%に過ぎない｡

複合材料は､｢プリプレグ(織物ないしマッ

ト状態の炭素繊維にエポキシ樹脂などの熱

硬化性樹脂を含浸させたもの)｣と呼ばれる

素材を積層して､オートクレーブ(硬化炉)

の中で高温高圧で機体部位の形に焼き固め

たものである｡

複合材料使用の最大の利点は､機体の軽

量化である｡材料自体がアルミ合金より15

～20%軽い上に､まとまった大きさの一体

成形が可能であるため､接続部分でのリベ

ット類の使用も少なくて済む｡さらに､疲

労･腐食がないのも利点である｡

素材の調達方法は､アルミ合金の場合は､

B767やB777と同様､主にアルコア社(米)

の製品が使用され､ボーイング社が一括購

入して機体メーカーに支給する｡複合材料

のプリプレグについては､B787用の原料は

東レが一手供給する｡生産場所は東レのア

メリカ現地法人で､炭素繊維生産は｢Toray

Carbon Fibers America.Inc.｣､炭素繊維

からプリプレグを生産する工程は｢Toray

Composites America.Inc.｣が担当し､ボ

ーイング社がプリプレグを一括購入して機

体メーカーに支給する｡ボ｣ィング機原材

料のアルミ合金に関しては一貫してアメリ

カ企業依存が続いたが(合田･浅井1998､

合田2000)､B787では複合材料使用の拡大

に伴って､日本企業製のプリプレグが主原

料となる形で､原材料供給源が大きく転換

することとなった｡

b)B787の加工過程と企業間連関 一複合

材料部位を例に一

川崎重工の担当部位は､金属(アルミ合

金やチタン合金)部分と複合材料部分の両

方にまたがる｡金属による機体部位生産は､

工程は切削･プレス･サブ組立などからな

り､川崎重工が自社の岐阜工場で生産する

ほか､一次外注企業(川崎岐阜協同組合に

加入する川崎重工系列の一次外注企業｡後

掲Ⅳ)に材料を支給して外注生産を行う｡

金属部位におけるこのような生産体系と企

業間連関は､従来のボーイング機(B767や

B777)の生産において形づくられており(合

田･浅井1998)､それがB787においても基本

的に維持され､機能する｡

複合材料については､従来のボーイング

機生産にはなかった企業間連関が新たに構

築された(図9)｡まず東レのアメリカ法人

が生産したプリプレグが川崎重工に入荷し､

これを積層して焼き固め､機体の胴体外板

(スキン)が一体成形で生産される｡この

工程を担当するのは臨海工場である名古屋

第1工場(愛知県弥富町)である｡同工場

では既存のB777組立工場に加えて､B787専

用工場が2006年7月に新設された｡直径約

9m､長さ約26mの世界最大級のオートク

レーブが設置され､円筒の形状(直径約6

m)をした一体成形の機体胴体(｢ワンピー

スバレル｣)が焼成される｡

川崎重工にとって､複合材料による機体

部位生産はB787が初めてではない｡すでに

B747などの機体の一部に複合材料は使用さ
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図9 B787,川崎重工担当複合材料部位に関する企業間の分業
(聞き取り調査により作成)

注‥*は川崎重工からの受注により,生産を担当する企業.

れていた｡川崎重工はそれらをサブコント

ラクターとして生産してきたので､その過

程で複合材料の一体成形の技術を持ち､岐

阜工場に小規模なオートクレープが設置さ

れていた｡そうした蓄積の延長としてB787

開発への参加が可能となったのである｡

川崎重工はこのように複合材料の機体部

位を自社工場で生産するほか､一部工程は

他企業に外注して生産する(前掲図9)｡日

本飛行機(川崎重工の100%子会社)および

アメリカ･韓国の企業が､川崎重工よりそ

れぞれハニカム構造材･胴体フレーム･客

室後方隔壁の生産を受注し､ボーイング社

指定のプリプレグを原料として､オートク

レープで各部位を積層･成形する｡

完成した諸部位のうち､日本飛行機と米

国企業の製品は川崎重工名古屋第1工場に

納入し､サブ組立が行われる｡韓国企業の

担当部位は､富士重工半田工場(愛知県半

田市)でサブ組立がなされる｡サブ組立の

作業内容は､オートクレープで成形した外

板(スキン)に､骨格となる構造材(フレ

ームやストリンガー)をリベット類(ボー

イング社の指定品が輸入される)で取り付

けるもので､複合材料部位と金属部位が結

合されることとなる｡

したがって川崎重工岐阜工場は､B787の

複合材料胴体部位の生産は担当しない｡
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c)機体部位の輸送
サブ組立されたB787の機体部位は､アメ

リカのボーイング社エバレット工場(シア

トル郊外)に輸送され､最終組立がなされ

る(前掲図9)｡アメリカまでの輸送は空輸

方式で､日本企業担当の部位すべてが中部

国際空港から専用輸送機で運ばれる｡川崎

重工名古屋第1工場は名古屋港の一角にあ

り､機体部位が常滑市沖にある中部国際空

港の公共埠頭まで海上輸送される｡公共埠

頭から駐機場までは大型貨物専用の有料道

路(幅10m､長さ2.6km､06年10月完成)を

陸送される｡輸送機はB747が改造された貨

物機で､胴体が中央部で2つに折れる形で

開き､輪切り状の開口部からB787の機体部

位を収納する｡輸送所要日数は､工場出荷

からボーイング社工場への搬入まで3日間

である17)｡

ボーイングB767･B777においても､日本

で機体部位が生産され､ボーイング社のエ

バレット工場で最終組立するという方式で

あったが(合田･浅井1998)､日本からの輸

送は海上輸送で､工場出荷からボーイング

社エバレット工場までの輸送所要日数は約

3週間であった｡それに比べてB787では大

幅に時間が短縮され､日本の航空機生産現

場とアメリカとの結合関係は､一層緊密化

することとなった｡
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d)機体部位輸送における機体メーカーの

共同体制と立地変動

上記のアメリカへの輸送方式は､機体メ

ーカ3社が共通して採用し､三菱重工･富

士重工もB787機体部位を中部国際空港から

空輸する｡そのため､三菱重工･富士重工

もB787担当工場を､名古屋圏の臨海部に新

規立地させた｡

中央翼などを担当する富士重工は(前掲

表2)､既存の半田工場(愛知県半田市)内

に中央翼の組立(サブ組立)棟を､さらに

半田西工場内にオートクレーブ(直径約7

m)を設置した複合材棟をそれぞれ新設し､

2006年4月に完成した｡サブ組立後の部位

は､半田工場の立地する半田港から中部国

際空港まで､知多半島先端を迂回して海上

輸送される｡

主翼生産を担当する三菱重工は(前掲表

2)､名古屋港の一角にある大江工場(名古

屋市港区)に隣接する三菱自動車工場跡地

の一部を購入し､オートクレーブ(直径約

8m)を設置する複合材料部位工場とサブ

組立工場を06年6月に完成した｡

三菱重工は複合材料によるB787主翼の生

産を､国内の新設2工場で行う｡外板生産

は大江工場が担当する｡他の1工場は下関

造船所(山口県下関市)で､主翼の骨格と

なるストリンガー(通縦材)生産のため､

同造船所内にオートクレーブが新設された｡

このストリンガーは大江工場に海上輸送さ

れ､外板に組み付けるサブ組立が行われる｡

サブ組立後の部位は､中部国際空港まで名

古屋港から海上輸送される｡

かくて､国際共同開発方式によるB787の

生産は､名古屋圏の臨海部に航空機工業の

機能をさらに集積させる効果をもたらした｡

この方向は､すでに80年代にB767･B777の

国際共同開発により形成されていたが(合

田･浅井1998)､中部国際空港を活用したア

メリカへの空輸方式の採用により､さらに

強化されるに至った18)｡

このようなB787の生産･輸送体系の中で､

川崎重工岐阜工場の生産機能は金属による

部材の生産にとどまることとなる｡複合材

料使用の大幅拡大､機体部位空輸方式の採

用の中で､臨海部への立地移動･設備投資

がなされ､ボーイング機生産のなかで岐阜

工場が持つウエートは､生産工程担当の側

面では相対的に低下の方向にある｡

2.エンプラエル社リージョナル機の生産

と大企業間の連関

a)エンプラエル機の生産分担

リージョナル機分野で川崎重工と連関を

有する機体メーカーはエンプラエル社(ブ

ラジル)で､同社のE蝿170/175(70～78席)､

EMB190/195(98～108席)の2機種について､

川崎重工はリスクシェアリングパートナー

として国際共同開発に参加する19)｡

開発および生産の分担企業は､1999年10

月にEMB170/175(以下､EMB170と表記)と

EMB190/195(以下､E址B190と表記)の2機

種が一括して決められた(表3)｡ブラジル

外から参加したのは､欧米の4企業と川崎

重工である｡当初の構想では､エンプラエ

ル社は胴体を主とする機体部位の生産､お

よび主翼組立､最終組立を担当し､川崎重

工は主翼を構成する部位を担当することと

なり､川崎重工はEMB170の担当部位納入を

2001年4月より開始した｡

ところが､EMB190に関しては2001年5月に

生産分担が変更された｡すなわち､川崎重

工の担当部位として主翼メインボックスが

加わり､組立まで含めた主翼生産全体が川

崎重工の担当範囲となった｡それに伴って､

川崎重工は主翼組立をブラジルで行う方針

を決め､現地法人｢KawasakiAeronautica

Do BrasilIndustria Ltda.｣(川崎重工100

%出資)が02年4月に設立され､03年7月

から主翼組立を開始した(しかし短期間で

撤収となる｡後述Ⅲ-2-d)｡

EMB170･EMB190いずれも機体の素材とし

て､複合材料使用を拡大する点はボーイン

グB787と共通している｡原材料のプリプレ

グは､川崎重工と東邦テナックスが共同開

発した｢KMS6115｣である｡川崎重工はB787

ではボーイング社指定の東レ製プリプレグ
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表3 エンプラエル社,EMB170･EMB190旅客機の生産分担

分 担 企 業 分 担 部 位

機

体

前胴･中胴Ⅱ･〔主翼組立〕･

トーションボックス･翼胴フェアリング･

最終組立

川崎重工(日) 動翼･中央翼･主翼前後縁･

エンジン結合部･主翼先端部･〔主翼組立〕

ラテコア(仏) 中胴Ⅰ･中胴Ⅲ･前方ドア

ソナカ(ベルギー) スラット

ガメッサ(スペイン) 尾胴･水平尾翼･垂直尾翼･昇降舵･
方向舵

ハミルトン･S(米)
テールコーン

エンジン GE(米) エンジン･ナセル

(日本航空機開発協会資料により作成)

注:ハミルトン･Sはハミルトン･サンドストランド,GEはジェネラル･エレクト

リック.〔〕内はIEMB170ではエンプラエル機,E肥190では川崎重工が担当.

を使用したが､エンプラエル機では､プリ

プレグ生産まで担当領域を拡大しているの

である｡原材料のアメリカ企業依存を大幅

に減らしたB787のケースをさらに進めて､

エンプラエル機では､日本機体メーカーが

開発した国内生産品を使用する段階まで､

原料の海外依存が希薄化することとなった｡

b)EMB170生産と川崎重工をめぐる企業間

連関 一複合材料部位の例一

川崎重工が担当するEMB170･EMB190の部

位のうち､金属部分については川崎重工お

よび川崎重工系列の一次外注企業(後掲Ⅳ)

が担当し､ボーイング機のばあいと同様な

連関の中で生産される(合田･浅井1998)｡

これに対し､複合材料部分に関しては新た

な連関が形成された(図10)｡

まず､川崎重工が直接自社で生産する部

分があり､これは岐阜工場が担当する｡原

材料のプリプレグは､東邦テナックス三島

工場から川崎重工岐阜工場に供給され､オ

ートクレープで積層･焼成される｡このオ

ートクレーブは名古屋第1工場よりも小規

模で､B747などのサブコントラクタ⊥生産

において､複合材料使用部位の生産に使用

されてきた｡

川崎重工は複合材料部位生産に外注も活

用する｡外注先として､岐阜県内の東邦テ

ナックス工場が注目される｡同社はプリプ
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レグを生産するほか､機体部位までへの生

産領域の拡大､すなわち｢川下への進出｣

を行い､それによって川崎重工との間で､

航空機原材料共同開発のパートナー､航空

機原材料の供給企業という関係以上の密接

な連関を有することとなった｡

ほかの外注先としては､外注量は小さい

が､川崎重工の一次外注企業(後掲Ⅳ)で

ある中小企業がある(各務原市の2社)｡こ

れらの企業はオートクレーブ(またはそれ

に類する炉)を設置し､機体部位を成形す

る｡プリプレグは､東邦テナックス三島工

場から供給される｡

こうして成形された機体部品は､川崎重

工岐阜工場で中央翼･主翼部品などにサブ

組立がなされる｡サブ組立が完了した機体

部位は､コンテナに収納して岐阜工場から

名古屋港まで陸上輸送され､名古屋港から

ブラジルに海上輸送されて､エンプラエル

社工場で最終組立される｡

｢海外に海上輸送して最終組立｣という

生産体系はボーイングB767･B777と同じで

あるが､このボーイング2機種の場合は川

崎重工はサブ組立を名古屋港の一角にある

名古屋第1工場(弥富町)･第2工場(飛島

村)で行う｡しかし､EMB170の生産にはこ

の臨海部の2工場は関与せず､岐阜工場が

サブ組立を担当する｡このような国内サブ
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ト一部品成形加工-+孟≡+悪霊｣

図10 EMB170,川崎重工担当複合材料部位に関する企業間の分業
(聞き取り調査により作成)

注:*は川崎重工からの受注により,生産を担当する企業.

組立担当工場の相違は､サブ組立後の部位

の大きさによる｡ボーイング旅客機の場合

は大型機の胴体で､サブ組立後の陸上輸送

が困難であったため､サブ組立を担当する

臨海工場が新設された｡しかしエンプラエ

ル機では川崎重工が担当する部位が陸上輸

送に支障のない大きさであるため､岐阜工

場にサブ組立機能が保持された｡この結果､

岐阜工場にはEMB170のサブ組立機能という

企業間連関の中核としての機能が保有され､

生産工程における臨海工場のウエート増加

を抑える形の分業体系が形づくられること

となった｡

c)EMB190生産と川崎重工をめぐる企業間

連関 一複合材料部位の例-

EMB190の生産体制はEMB170と一括して構

築されたため､複合材料部位での川崎重工

をめぐる分業関係も両機種で共通する部分

が多いが､EMB190では川崎重工が主翼組立

を担当し､その担当工場をブラジルに立地

させた点が大きく異なる(図11)｡

生産工程順にEMB170と対比すると､プリ

プレグが東邦テナックス三島工場から供給

され､川崎重工が加工する機体部位は岐阜

工場で成形加工される､という点はEMB170

の場合と同じである｡また､川崎重工が東

邦テナックスの岐阜県内の工場に外注する

点も共通している｡一次外注企業との連関

がみられない点は異なるが､重要な違いで

はない｡これらの企業が生産した機体部位

をまず川崎重工岐阜工場に集めて､主翼諸

部位や中央翼へとサブ組立する点もEMB170

と同じである｡

サブ組立された諸部位はコンテナに収納

して名古屋港まで陸上輸送され､名古屋港

からブラジルまで海上輸送される(名古屋

第1･第2工場はE旺B190の生産には関与し

ない)点もEMB170と共通している｡そのあ

とに､川崎重工現地法人の主翼組立機能が

入る｡現地法人｢KawasakiAeronautica Do

BrasilIndustria Ltda.｣の本社･工場は

ガビオンペショト市のエンプラエル社組立

工場の一角にあり､日本から輸送された部

位がここで主翼へと組立てられ､その主翼

が同じ敷地のエンプラエル社工場で最終組

立されるのである｡

このように､川崎重工はEMB190の生産分

担において､サブ組立のための現地法人設

立という積極的な対応を見せ､企業内地域

間分業を国際的スケールで展開することと
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ト部品成形加工---｣ サブ組立-+悪霊｣

(同一敷地内)

図11EMB190,川崎重工担当複合材料部位に関する企業間の分業

(聞き取り調査により作成)

注:*は川崎重工からの受注により,生産を担当する企業.

なお,川崎重工ブラジル現地法人は､2006年7月に撤退した.

なった｡この立地戦略は､岐阜工場の相対

的な地位に影響を与える｡岐阜工場はサブ

組立を行うという点で､エンプラエル機部

位をめぐる国内連関の拠点としての機能は

有している｡しかし､主翼組立というより

高次のサブ組立機能まで川崎重工の分担が

拡大し､その機能が海外におかれたという

点では､サブ組立機能が岐阜工場の外部に

置かれたボーイングB767やB777と共通する

面がある｡ボーイング機では名古屋圏臨海

部､EMB190では海外の最終組立工場敷地内

という違いはあるが､いずれも､最終組立

直前のサブ組立という国内連関を集約する

生産工程が岐阜工場から分離してゆく状況

を示しているといえよう｡

d)EMB190生産分担の縮小

ブラジル現地法人設立など川崎重工がき

わめて積極的な姿勢で参加したEMB190プロ

ジェクトであったが､2006年5月に大きな

方針転換が発表された｡内容は､｢エンプラ

エル社(ブラジル)と共同開発した旅客機

(EMBRAER190)の当社製造分担範囲を見直

し､一部を同社へ移管する｣(2005年度有価

証券報告書)､すなわち､EMB190に関する川

崎重工側の分担を縮小し､主翼組立などの

生産工程をエンプラエル社側に移管すると

いうものである｡加えて､｢子会社清算｣す

なわち､現地法人｢KawasakiAeronautica

Do BrasilIndustria Ltda.｣の清算が示さ

れた(同有価証券報告書)｡03年4月の開業

以来約3年の短期間で､方針転換･撤退と

なったわけである(エンプラエル社への移

管は06年7月に完了)｡

ブラジルからの撤退を川崎重工が決定し

た背景には､世界における航空機需要の大

▲幅な拡大がある｡ボーイング･エンプラエ

ル両社が短期間に発注量を急増させ､川崎

重工は現在の生産能力で発注のすべてに応

じることが困難となり､経営資源配分の再

検討が迫られた｡その結果､ボーイング機

を優先する戦略を採用し､エンプラエル機

の分担を削減することとなったのである｡

また､価格面での理由も考えられる｡エン

プラエル社からの受注の方がコストダウン

の要求がきびしく､受注側にとっては利の

薄い仕事との評価が続いていた｡さらにこ

れまでの受注の実績をふまえると､ボーイ

ング社との提携強化が安定的な受注確保に

つながると評価されたとも考えられる｡

現地法人撤退の結果､川崎重工には2005

年度に多額の特別損失が発生することとな

った｡内容は､｢移管費用当社負担額､仕掛
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品評価損失､子会社清算損失｣で､総額は

連結ベースで158億円に及ぶ(同有価証券報

告書)｡同年度の川崎重工の営業利益は418

億円､経常利益は309億円(ともに連結ベー

ス)であるから､この特別損失が経営にも

たらす負担は小さくない｡

このような方針転換によって､EMB190生

産に関する企業間連関はEMB170のケースと

ほぼ同じ形となった｡このことは川崎重工

にとって､エンプラエル社に移管した分の

生産量の減少を意味するのにとどまらない｡

最終組立直前の組立機能を手放したのであ

るから､エンプラエル機生産において川崎

重工が持っていた役割は､質的にも低下し

たこととなる｡日本の航空機メーカーは､

自社ブランド旅客機を持たないことに示さ

れるように､マーケットへの対応力が小さ

く､したがって注文の急増に応じられるだ

けの生産能力は有していない｡そのことが､

現在の航空機需要過剰の中で､過去の実績

を重視してボーイング機生産に集中すると

いう戦略を選択させた｡その結果､エンプ

ラエル機生産分担の積極的拡大という国際

共同開発体制の多角化の方向は､当面抑制

されることとなった｡

3.自衛隊機｢PX･CX｣の生産と大企業間

の連関

a)pX･CXの特色と生産分担関係

自衛隊機における新たな有力プロジェク

トは次期哨戒機P‡と次期輸送機CXで､とも

に2001年度開発開始､07年度初飛行､11年

度開発終了予定である｡

哨戒機PXは､1980年代の大型プロジェク

トであった対潜哨戒機P3C(ロッキード社開

発機のライセンス生産で川崎重工が主契約

社)の後継機で､電子機器を多数搭載して

周辺海域の監視･哨戒･捜索などを担当す

る｡P3Cはターボプロップ機であったが､PX

はターボジェット機で､速度は200km/h速く､

航続距離は20%長い｡量産段階になれば約

80機の生産が見込まれている｡

輸送機CXは､有事には作戦支援､平時に

は国際協力･災害地派遣などを任務とする

ジェット輸送機である｡輸送機Cl(国産)

の後継機で､搭載量は3.25倍､航続距離は

3倍となる｡量産段階になれば約40機の調

達が予定されている｡

両機種の開発は実質的には1プロジェク

トとして､同時並行かつ相互連関的に実施

される｡スケジュールは､設計が01～04年

度､試作が03～09年度､試験が06～11年度

の予定である｡開発方式は国産で海外企業

は関与しない｡主契約社には川崎重工が指

名された｡この結果､対潜哨戒機P3C(合田

･浅井1998)､中等練習機T4(合田2000)

と同様に､開発･量産において川崎重工を

中核とする企業間連関が形成される｡

材料の面では､合理化のため機体の一部

(主翼･水平尾翼外翼部･コックピット風

防など)が両機種で共用される｡垂直尾翼

や水平尾翼の桁間､動翼などには複合材料

が使用される｡プリプレグはエンプラエル

機と同様に､川崎重工･東邦テナックス共

同開発の｢ⅢS6115｣の使用が決まった｡

PX･CXの開発･生産の分担企業は､機体

メーカー4社と最有力エンジンメーカーの

石川島播磨重工である(表4)｡主契約社で

ある川崎重工は､最終組立のほか､前胴な

どを担当する｡担当工場は岐阜工場(各務

原市)で､臨海工場である名古屋第1･第

2工場は関与しない｡岐卑工場は両機種を

設計する本拠でもあり､生産分担企業の技

術者が岐阜工場内に集まり､設計作業に従

事した｡その人員はピーク時(03年半ば)

には500人にも達した｡

三菱重工は胴体を中心に担当し､名古屋

市とその周辺の3工場で生産を行う｡他の

機体分担社は首都圏の工場が担当する｡生

産量のウエートは三菱重工担当分が大きい

ので､名古屋圏内での連関が機体の生産分

担をめぐる連関の主軸をなす｡

エンジンについては､PX用は新規開発で､

石川島播磨重工を中心に､川崎重工と三菱

重工が参加している20)｡CXにはGE(ジェネラ

ルエレクトリック)社が開発した既存のエ

ンジン(B747やB757に使用)が採用された｡
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表4 防衛庁機PX(次期哨戒機)/CX(次期輸送機)の

開発における生産分担

分担企業 担当工場所在地 開発分担部位

機

体

川崎重工 前胴･水平尾翼･

(主契約社) 最終組立･試験飛行

三菱重工 名古屋市港区 中胴･後胴･

愛知県飛島村

愛知県小牧市

翼胴フェアリング(CX)

富士重工 栃木県宇都宮市 主翼･垂直尾翼

日本飛行機 横浜市 翼胴フェアリング(PX)

エン

ジン

石川島播磨重工

(主契約社)

東京都瑞穂町 エンジン(PX)

(日刊工業新聞(2001年11月27日),日本航空 機開発協会資料により作成)

注:翼胴フェアリングは,PXとCXで分担企業が異なる･PXとCXで共

用化される機体部位は,主翼外側･水平尾翼外側･コックピット･換縦

室ディスプレーなど.

全体として､既開発品であるCXのエンジ

ンを除き､岐阜工場を中核として､名古屋

圏･首都圏を結合するエリアで機体･エン

ジンメーカー間の連関が形成され､この連

関の空間構造は中等練習機T4のケースと同

じである(合田2000)｡T4の生産終了と交代

して､同様な空間構造をもつ企業間連関が

PX･CXによって形成されたことになる｡

川崎重工担当部位は､さらに細かい分業

関係の中で生産される｡金属部位について
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は､P3Cと同様に､岐阜工場が生産するほか､

一次外注企業(後掲Ⅳ)に発注される｡新

たな連関として登場するのが複合材料部位

に関する連関であるが､最終組立以外はEMB

170(前掲図10)との類似性が強い(図12)｡

すなわち､原材料のプリプレグは東邦テ

ナックス三島工場から供給される｡オート

クレーブを保有して成形加工を行うのは､

川崎重工岐阜工場､および川崎重工から受

注する企業であり､後者の中には東邦テナ

図12 PX･CX,川崎重工担当複合材料部位に関する

企業間の分業

(聞き取り調査により作成)

注:*は川崎重工からの受注により,生産を担当する企業.
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ツクス揖斐川工場が含まれている｡こうし

て分担された機体部位は､川崎重工岐阜工

場において最終組立される｡

以上のPX･CXの複合材料分野の分業関係

を､ボーイング機やエンプラエル機のばあ

いと比べると､国産開発という基本性格を

反映して外国企業が関与せず21)､川崎重工と

資本関係や提携関係のある企業､あるいは

川崎重工系列の一次外注企業という､いわ

ば川崎重工と｢なじみが深い｣企業間での

連関であることが特色である｡また工場所

在地に関する面では､岐阜県内の工場を中

心とする分業関係という性格が旅客機の場

合よりも強くなっている｡この結果､川崎

重工岐阜工場を中核としつつ､名古屋圏内

での空間的まとまりの鮮明な連関が現れる

こととなった｡

b)機器･装備品メーカーとの連関

PX･CXの主契約社は川崎重工で､岐阜工

場が最終組立を担当するため､川崎重工岐

阜工場は､機体メーカー･エンジンメーカ

ーとの連関のほか､機器･装備品メーカー

とも連関を持っこととなる｡この両機の主

要搭載晶188品目を供給する機器･装備品メ

ーカーは､2003年までに川崎重工によって

選定が完了した22)｡

選定された機器･装備品メーカーは40企

業で､総合電器メーカーから計測機器の専

門メーカーまで多種である｡さらにP3Cのケ

ースとは異なり､機体メーカーの2社が機

器･装備品メーカーとして名を連ねている｡

したがって､企業規模は大企業の最上層に

まで及んでいる｡

このうちかなりの企業は､やはり川崎重

工が主契約社であったP3C､T4の生産におい

て､機器･装備品の生産を担当している｡

すなわち､PX･CXで選定された40企業のう

ち､P3Cで機器･装備品を担当した企業が27

(67.5%)､T4の機器･装備品を担当した企

業が26(65.0%)ある｡また上記40企業の

うち､P3C･T4両方の機器･装備品を担当し

た企業は22(55.0%)､P3C･T4いずれかの

機器･装備品を担当した企業は31(77.5%)

を数える｡

航空機工業においては､このようにさま

ざまの機種において､機器･装備品担当メ

ーカーが重複して現れ､いわば多機種共通

の発注先(=機器･装備品生産の核となる

企業集団)が存在する｡その理由として､

航空機は機器の信頼性がきわめて強く要求

される分野であるため､担当企業の選定は､

過去の実績に立脚して行われることが多く

なることがあげられる｡

機器･装備品メーカーの工場所在地は､

首都圏に19､近畿圏8､名古屋圏6､その

他7､計40である(図13)｡P3Cの場合は､

首都圏に21､近畿圏6､名古屋圏5､ほか

7､計39であった(合田･浅井1998)｡また､

T4の場合は首都圏に13､近畿圏6､名古屋

圏4､ほか6､計29であった(合田2000)｡

したがってPX･CXにおいては､機器･装備

品の調達はP3CやT4と同様におもに首都圏に

依存した状態にある｡

またP3CやT4を担当せず､PX･CXのみを担

当した9企業のうち6企業は首都圏にある｡

このことは首都圏における機器･装備品メ

ーカーの層の厚さを示すものであろう｡

近畿圏にも首都圏の半分近い数の分布が

見られるが､P3CやT4を担当しなかった企業

は見られず､いわばメンバーが固定化した

状態である｡

川崎重工のいわば地元である名古屋圏に

おける機器･装備品メーカーの分布は､首

都圏はもとより近畿圏と比べても明白に少

ない｡このような機器･装備品調達におけ

る名古屋圏内での連関の希薄さは､名古屋

圏の航空機生産の特色を反映している｡名

古屋圏は日本における代表的な航空機工業

地域であるが､航空機生産企業の集積は機

体メーカー大企業の工場が中心で､機械･

電気電子(すなわち機器･装備品)の部門

の蓄積は進展していない｡その意味で名古

屋圏は､総合工業である航空機工業の多様

な部門を包含したコンプレックス(複合体)

としての性格を有していない状態が続いて

いるといわなければならない｡
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図13 PX･CX,主要な機器
(聞き取り調査により作成)

Ⅳ.一次外注企業の生産活動と企業間連関

1.一次外注企業の基本的特性

a)川崎重工との系列関係

機体メーカーは加工組立型工業の性格を

持ち､自動車工業や電機電子工業などと同

様に､自らが担当する製品の生産工程の一

部を多数の中/ト企業に外注している｡この

ような外注関係は継続的･固定的な状態に

ある場合も多く､川崎重工岐阜工場のばあ

いは､恒常的に川崎重工との外注関係を持

つ企業が､川崎岐阜協同組合(以下､川協

組合と表記)に加入し､川崎重工系列企業

としての性格を明示している｡川協組合加

入企業のうちには､航空機生産に無関係な

企業もあるので､同組合の航空機部会に所

属する21企業(2006年現在)を川崎重工系

列の一次外注企業として取り上げる23)｡

一次外注企業の川崎重工への売上依存度

装備品受注工場の分布(2006年)

表5 川崎岐阜協同組合組合員企業,

川崎重工岐阜工場への売上依存

度別企業数

1997年 2001年 2005年

100% 0 0 0

99～80% ロ 口 0

79～60% 2 4 5

59～40% 4 5 5

39～20% 5 5 5

19%以下 四 6 6

計 23 21 21

(平均依存度) 19% 26% 22%
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(川崎岐阜協同組合資料により作成)

注:対象は｢航空機部会｣所属企業.

｢平均依存度｣は各企業売上高の加重

平均によるもの.

は､それほど高くない(表5)｡100%依存､

すなわち完全な専属下請の企業は存在せず､

最も高い企業でも依存度80%に達しない｡

他方､19%以下の低い依存度の企業が約30
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%を占めている｡したがって､全体として

専属下請の性格は強くない｡

川崎重工への依存度に重要な変化はみら

れない｡1997～2001年では低い依存度の企

業の減少が目立ち､平均依存度が上昇した｡

その後の01～05年では高い依存度の企業が

減少し､平均依存度は低下した｡このよう

に､一次外注企業の川崎重工への依存度は

20%台を上下するレベルであり､傾向的な

上昇あるいは下降の継続は示していない｡

このような特色は､一次外注企業が複数の

有力な受注先を持ち､取引関係が流動的な

状態にあること､その取引先が航空機以外

の分野にも及んでいることの反映である(後

掲Ⅳ-3-a)｡

一次外注企業の扱う原材料は金属材料が
主で､ボーイング機･エンプラエル機･自

衛隊機における新機種の導入後も､複合材

料の取り扱いは少ない｡

b)規模構成と分布

一次外注企業21企業の規模構成は､従業

者300人以上3企業､299～100人7企業､99

～50人7企業､49～20人4企業という多様

性を示す｡大企業に属する規模の企業も見

られるが､多くは中小企業上層の規模で､

家族労働中心の零細企業は存在しない｡

一次外注企業は､川崎重工岐阜工場から

近距離の地域に分布する｡市町別工場数は､

各務原市22工場､岐阜市2工場､関市3工

場､可児市7工場､その他県内5工場､県

外4工場で､圧倒的に各務原市が多い(表

6)｡1995年～2005年の間で各務原市内には

工場撤退が1例あるが､新設も1例見られ

るほか､新規に川協組合へ加入した企業も

あって､同市内の分布は増加した｡ほかに

工場数が増加したのが可児市で､増加工場

はいずれも各務原市に本社と工場を持つ企

業が｢第2工場｣を可児市に立地させたも

のである｡すなわち､一次外注企業が各務

原市の拠点を維持しつつ外縁的に立地を拡

大する形で可児市の工場が増加した｡

各務原市内における分布は､川崎重工岐

表6 川崎重工岐阜工場一次外注企業の従業者数と工場配置

企業

記号

従業者数 工 場 所 在 地 (数字は工場数)

2005 1995 各務原市 岐阜市 関市 可児市 その他県内 県外

午 年 05年 95年 05年 95年 05年 95年 05年 95年 05年 95年 05年 95年

A

B

C

D

E

F

G

H

I

TJ

VA

L

M

N

O

P

nⅦ

R

S

T

[U

6

7

2

3

3

3

4

5

8

7

5

9

8

0

7

9

0

3

5

7

3

8

0

3

3

7

9

0

4

5

5

5

3

3

7

4

2

1

1

1

1

1

1

2

4

7

6

3

0

4

9

7

0

5

6

0

8

7

6

4

8

4

6

0

6

8

2
･
1

7

5

3

2

2

0

9

8

7

6

6

6

5

4

A▲

3

2

7

3

3

2

1

1

1

1

1

1

l

l

1

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

l

l

l 2

1

3

1

1

2

2

l

1

2

1

1

2

(川崎岐阜協同組合資料により作成)
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凡 例

航空機部会企業

■従業者数200人以上

●従業者数199人以下

その他の企業

口従業者数200人以上

○従業者数199人以下

△川崎重工岐阜工場

観ノ

堅肇旬G〕ウ監□山栗芸2書音音莞慧筈加＼自衛讐竺ノ､､二〉□･
0 1 2km

図14 川崎重工岐阜工場一次外注企業の分布(2006年)

(川崎岐阜協同組合資料により作成)

阜工場の隣接地に最も目立つ(図14)｡JR高

山線･名鉄各務原線に区切られた3カ所の

敷地からなる川崎重工工場の北側に一次外

注企業の工場が集中立地する｡さらに､川

崎重工と関連性の深い航空自衛隊岐阜基地

の西側や南西側にある工業団地や､基地周

辺地区にも一次外注企業が立地する｡

同市内の分布は1995～2005年で若干の変

化がある｡この期間に川協組合に継続加入

している一次外注企業17企業のうち､15企

業が95年時点で各務原市内に工場を有して

いた｡そのうち11企業は05年までに同市内

での工場の新設･撤退･移転がない｡他の

4企業は､市内で工場移転したのが2企業､

市内工場を可児市に移転したのが1企業､

市内工場を新設して工場数が純増した例が

1企業である｡この過程で川崎重工から300

m以内に立地する工場は1件減少した｡

このように10年間に､可児市など近隣の

市への新規立地や各務原市内での工場移転

など､いくつかの一次外注企業による立地

変動が展開している｡しかしながら､県外

や名古屋圏以外への工場移転が目立つとい

った形での､川崎重工岐阜工場と一次外注

企業の距離関係を大きく変える動きではな

い｡機体メーカーの外注企業は､原則とし

て機体メーカーから原材料の支給を受ける

ため､原材料入手･製品納入の両側面から､

機体メーカーへの近接立地に利点が見られ

る(合田･浅井1998及び後掲Ⅳ一3-a)｡

その基本的な枠組を堅持しつつ､部分的な

変化として生じた工場拡張や設備増設が､

上記の工場立地変動であると考えられる｡

c)航空機部門売上げの内容

一次外注企業における航空機生産の内容

は､海外機体メーカーの市場競争を反映し

てさまざまに変動する｡最近数年間におけ

る生産の上位3機種は変化が目立つ(図15)｡

民間機部門の第1位はボーイングB777であ

る点は変わらない｡ただし､B777の生産額

は大幅に減少しており(05年は98年の78.8

%)､成長部門ではなくなっている｡98年に
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図15 川崎重工岐阜工場一次外注企業,

(川崎岐阜協同組合資料により作成)

注:民間機と自衛隊機のそれぞれ上位3機種.

第2位だったボーイングB767は､05年には

上位3機種から脱落した｡こうした変化は

機種間のシェアにも示される｡川協組合加

入企業の航空機部門売上げ(修理･治工具

生産も含む)の機種別比率では､2000～05

年の5年間で､B777は22%→19%､B767は

9%→2%と低下しているのである｡

ボーイング機の減少に代わって登場した

のがエンプラエル機である｡EMB190が2005

年度には民間機部門の2位に上がった｡EMB

170は2001年度から登場して05年にはシェア

2%､EMB190は2002年度から登場して05年

にはシェア6%となり､エンプラエル機は

短期間でボーイング機を追い上げる有力な

機種となってきた｡

このように､近年における一次外注企業

の民間機生産は､多機種化の方向､ボーイ

ング機のウエート低下の方向をたどった｡

自衛隊機については､P3Cが両年ともに第

1位にある｡同機は97年に生産が終了して

いるので､この生産額はすべて修理による｡

川崎重工は同機の生産において主契約社で

あるため､就航後になされる定期修理の担

当企業となる｡そうした部門が上位にある

ことは､航空機工業に占める修理部門の重

要性を示している｡

新規生産･修理以外に有力な分野として､

航空機生産設備の一部である治工具(作業

の補助装置｡内容は後掲Ⅳ-2-d)部門

がある｡治工具の生産と修理が一次外注企

業の売上げに占める率は05年には22%を示

し､B777を上回る重要部門の地位にある｡
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図16 川崎重工岐阜工場一次外注企業,

航空機部門販売額に占める治工具

の比率

(川崎岐阜協同組合資料により作成)

治工具の生産･修理は機体メーカーからの

注文によってなされる｡治工具は継続的に

使用する設備であるため､新機種の生産開

始などの時期には集中的に生産されて売上

げが大きく､ほかの時期は修理中心となる

ため売上げは減少する｡したがって､一次

外注企業の販売額に占める治工具部門のウ

エートは変動が大きい(図16)｡94年に4分

の1近くに達し､それをピークとして90年

代の後半に急減し､その後も10%程度の低

い率が硬いていたが､2000年代中期に急増

し､94年の水準に近づこうとしている｡こ

れは､ボーイング機･エンプラエル機･自

衛隊機において新機種の開発･量産が開始

したことによる設備投資拡大の反映である｡

2.生産分野

a)分類

機体メーカー系列の一次外注企業は､航

空機工業以外の分野を含めてさまざまな製
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一川崎重工岐阜工場の事例-

品を生産する｡また航空機部門においても､

さまざまな工程を担当する｢間口の広い｣

面があり､治工具生産も加わって､全体と

して｢多角経営｣｢多分野生産｣という性格

を持つ(表7)｡

事例10企業の航空機生産分野は､機体部

品･組立(サブ組立あるいはその前段階の

組立)･治工具生産･その他､に4区分でき

る｡｢その他｣の内容は､内装品生産･電気

装備品生産･実験用機器生産･金型生産､

塗装､測定､設計など多方面にわたる｡4

分野すべてを担当するのは2企業､3～2

分野が6企業､1分野のみは2企業で､多

くの一次外注企業は多分野生産で､企業内

部に多面的な技術蓄積がなされている｡

各分野の担当企業数は､機体部品加工は

7企業､組立が6企業､治工具生産が8企

業､その他が5企業で､治工具生産が最も

多い｡一次外注企業に最も共通した生産分

野は､機体の部品加工や組立よりも､生産

補助装置なのである｡また機体部品加工7

企業のうち､組立も担当するのが4企業あ

り､部品生産と組立とは必ずしも鮮明な社

会的分業関係ではない｡
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b)機体部品生産

この分野の生産品目は､胴体構造材(フ

レーム=枢､ストリンガー=縦適材､など)､

胴体や翼の外板(スキン)､翼構造材(桁､

ストリンガー､リブ=小骨､など)､床構造

材などである｡素材はアルミ合金が中心で､

チタン合金も加わる｡複合材料を扱う企業

として､成形または加工の設備を持つ3企

業があるが､複合材料が一次外注企業の生

産に占めるウエートは小さい｡

加工工程は金属の切削加工が中心で､主

力設備は工作機械である｡新たな傾向とし

て､金属構造材の分野でも軽量化と強度向

上の要求がますます強くなり､ボルトなど

による接合を少なくし､複雑な形状の部品

を切削のみで一体成形する部品が増加した｡

この結果､切削工程のウエートが高まり､

同時に複雑な切削のできるマシニングセン

ター(5軸･4軸)を代表とする高水準の

設備が要求されるようになった24)｡また､金

属の曲げ加工を行うプレス加工も多く､設

備はプレス機である｡

c)組立

一次外注企業が担当する組立工程は､回

表7 川崎重工岐阜工場一次外注企業の生産分野(2006年)

(聞き取り調査により作成)

注:企業規模は,A:従業者100人以上,B:99～50人,C49人以下.

機体部品加工の原材料は,Al:アルミニウム合金,Ti:チタン合金,Fe:鉄,

複:複合材料.

｢O｣は｢生産を担当している｣,｢-｣は｢担当していない｣を意味する.
｢組立｣は最終組立以前のサブ組立.

企業番号は,表8と一致.
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転翼機では機体の大半を組み立てることも

あるが､旅客機など固定翼機では､サブ組

立あるいはその下位の組立作業となる｡工

程は､構造材(フレームやストリンガー)

と外板(スキン)を接合する工程のほか､

構造材同士の接合や中央翼の組立などもあ

る｡独立性のある部位(例えば扉とその外

枠)を完成させる組立もある｡

構造材と外板の接合はリベット接合(打

鋲)で､そのための孔あけも組立工程の一

部となる｡ベルトコンベアやロボットを使

用する組立システムはとられていない｡オ

ートリベッターやドリルマシンなど打鋲や

穴あけを自動化する設備も導入されている

が､作業者が手動で換作する機械での打鋲

や穴あけも広く行われている｡

複合材料部位の組立については､穴あけ

などの作業に金属とは異なる技術が必要な

ため､担当する企業は少ないが､試行中の

企業もある｡

d)治工具生産

作業の補助装置の生産である｡組立工程

用の治工具としては､組立用作業台･吊り

具･移動台車･位置決め装置などがある｡

部品加工分野では､プレス型や型板､切削

加工時に使用する取付具やドリル･エンド

ミル､移動台車などの治工具があり､複合

材料をオートクレーブで積層成形するとき

に使用する治工具もある25)｡

治工具生産の特色として､多用途に使用

されるものは少なく､基本的には航空機の

機種に対応した一品生産であることがあげ

られる｡したがって､新機種の開発･製造

開始時に調達されるのが基本であるが､そ

の後も､生産の増加に対応して治工具の更

新や追加生産があり､また修理需要もある

ので､一次外注企業にとって､重要な生産

分野となっている｡

治工具生産の作業内容は部材の切削と組

立で､自動化されていない作業が多い｡

e)航空機以外の生産分野

この分野を生産しないのは事例10企業の

うち2企業のみで､川崎重工系列の多くの

一次外注企業にとって､航空機と同様､あ

るいは航空機以上に重要な経営の柱となっ

ている｡売上額の約4分の3を航空機部門

以外に依存する企業もある｡

生産品目は多様で､自動車車体部品･電

車車体部品･電子機器部品､さらに電動機

や電子機器製造装置にも関与するほか､建

設機械部晶やオフィス家具什器類を生産す

る企業もある(前掲表7)｡

90年代と比較すると､バス車体部門が少

なくなったことが大きな特色である｡川崎

重工岐阜工場は戦後長くバス部門を兼営し､

1950～60年代にバス部門で川崎重工からの

受注を開始した一次外注企業も多い(合田

･浅井1998)｡74年以降､川崎重工は段階的

にバス部門を分離してアイ･ケイ･コーチ

(現ジェイ･バス)とし､さらに同社は87

年に宇都宮市に移転し､その後､川崎重工

一次外注企業との取引関係は徐々に減少の

方向をたどった｡すなわち､多くの企業は

バスから他の部門への生産分野転換を成功

させた｡現在ジュイ･バスから受注する川

協組合員企業は､受注生産した部品を1社

が集荷し､一括して宇都宮市まで輸送する

ようになった｡

一次外注企業は､多面的な生産分野を有

しているが､90年代初期に比べて､航空機

工業を重視する傾向は強まっている｡その

最大の要因は機体メーカーにおける生産拡

大であるが､さらに名古屋圏の自動車関連

工業が､自動車部品生産を名古屋圏中JL､に

発注する傾向を転換させ､｢最適調達先｣を

広く国内各地あるいは海外に求めるように

なったことも関連しているであろう｡

そのことは､一次外注企業における航空

機生産の意義をも変えつつある｡90年代初

期にはいくつかの企業が､自社における航

空機生産の役割について､売上に占める比

率は高くはないが､技術水準の向上や対外

的信用力､求人面のプラスといった意義を

指摘していた｡それらの企業のなかに現在､

航空機部門に積極的に設備投資を行う戦略

を採用している例がある｡
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一川崎重工岐阜工場の事例-

3.受注と発注

a)機体メーカーとの受注関係

川崎重工系列の一次外注企業は､多分野

生産の性格が強いこともあって､多数の企

業との間で受注関係を持つ｡しかも航空機

部門だけに限定しても､複数企業から受注

する例が多い(表8)｡

事例10企業のうち､複数機体メーカーか

ら受注するのが6企業､川崎重工のみから

は4企業と､川崎重工専属色は強くない｡

しかし､他の機体メーカー､すなわち三菱

重工あるいは富士重工からの受注が川崎重

工からの受注を上回る企業はないので､川

崎重工系列の一次外注企業という性格は明

瞭である｡同時に､他の機体メーカーが航

空機受注増･生産能力不足を背景に､川崎

重工系列の一次外注企業への発注を積極化

させている動きもあり､今後､系列関係が

流動化することも考えられる｡

原材料(部品加工のばあいはアルミ合金

･チタン合金で､複合材料は少ない｡組立

の場合は機体部品)の調達は､発注先であ

る機体メーカーを通じてなされる(｢機体メ

ーカーによる原材料支給｣)｡すなわち､ま

ず川崎重工の工場に入り､それから一次外

注企業に支給される｡したがって一次外注

企業は､①原材料の支給､②機体部品や組
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立済み製品の納入､という二側面から川崎

重工岐阜工場に近接した地域に立地するこ

とに利点があることになる(前掲Ⅳ-1-

b)｡治工具生産の原材料は､発注先(多く

は川崎重工)の承認を得て､一次外注企業

が直接購入することもある｡

一次外注企業から機体メーカーへの製品

納入の際､納入頻度や納入時刻を厳格に管

理する｢ジャストインタイム方式｣は採ら

れていない｡納入頻度の多い企業のばあい

は1日4～5回というケースもあるが､毎

日それが続くわけではなく､納入時刻も弾

力性がある｡航空機工業は加工組立型工業

であるが､自動車工業のようなベルトコン

ベアシステムで同一品種の大量組立を行う

産業とは基本的に異なり､多くても月産10

機程度の｢少量生産｣だからである｡

機体メーカーと一次外注企業との間には､

原料支給･製品納入による連関のほかに､

治工具をめぐる連関がある｡一次外注企業

の工場に設置されている治工具は､機体メ

ーカーから支給され､所有権は発注する機

体メーカーにある｡

ボーイング機やエンプラエル機の生産に

使用する治工具は､ボーイング社･エンプ

ラエル社が所有権を持ち､川崎重工が管理

する｡ある機種の生産が終了しても､修理

表8 川崎重工岐阜工場一次外注企業,航空機部門の受発注(2006年)

受注先機体メーカー

(=発注メーカー)

二次外注への発注

生産担当分野: 主な発注先地域

K･M･F･S

K

K･M･F

K

K･M･F･S･N

K･M･F

K･M

K

K

K･S

機体部品

機体部品･治工具

治工具･金型ほか

金属部品

機体部品･治工具

治工具

治工具

治工具

各務原市

各務原市･岐阜市･関市

各務原市･岐阜市･静岡県･神奈川県

各務原市

各務原市･美濃市･愛知県内

各務原市･関市

各務原市･岐阜市

各務原市･岐阜市･関市･江南市

(聞き取り調査により作成)

注:企業規模は,A:従業者100人以上,B:99～50人,C49人以下.

受注先機体メーカーは,K:川崎重工,M:三菱重工,F:富士重工,S:新明和,N:

日本飛行機.

企業番号は,表7と一致.
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を受注する可能性もあるので､それに備え

て一次外注企業が継続して治工具を保管す

ることが多く､所有企業は一次外注企業の

保管状況の点検も行う｡

このような治工具の所有･利用関係は､

機体メーカーによる一種の｢設備貸付｣で

あり､機体メーカーと一次外注企業の間に

固定性をもった連携関係をつくりだす紐帯

の役割をはたすこととなった｡

b)二次外注企業への発注

一次外注企業は､生産工程の一部を他企

業に発注し､その結果､二次外注関係が形

成されている(前掲表8)｡

二次外注を活用する一次外注企業は､事

例10企業のうち8企業に及んでいる｡ただ

し､二次外注が活用されている生産分野は

限定的で､機体組立に関しては活用されず､

また機体部品生産についても限定的で､広

く活用されている分野は治工具生産である｡

機体生産においては厳格な品質管理が要求

されるため､一次外注企業が二次外注方式

をとる場合は､機体メーカーの承認が必要

であり､したがって二次外注への発注は限

られることとなる｡

利用する二次外注企業数は数企業という

例が多いが､15企業を利用しているケース

もある｡外注先企業の分布地域は岐阜県内､

とくに各務原市および岐旦市･関市など一

次外注企業工場が立地する市や隣接した市

が多い｡一部の企業は静岡県･神奈川県に

外注しているが､少数例である｡名古屋市

･東大阪市･東京都大田区など大都市零細

企業集積地域への外注は見られない｡

したがって､航空機機体生産に関しては､

二次外注の圏域は基本的には各務原市とそ

の周辺という､名古屋圏のさらに一部に限

定され､遠隔地との外注関係は希薄である｡

以上の特色は90年代初期と基本的に変わら

ず(合田･浅井1998)､自動車･電機などに

見られる遠隔地や海外への発注転換といっ

た､外注関係の流動化や空間的再編成はな

されていない｡

Ⅴ.むすぴ

世界の航空機市場を支配する海外の機体

大メーカーは､次世代機開発に具体化され

る寡占間競争を展開し､川崎重工はさまざ

まの形で各種プロジェクトに関与してゆく｡

大型旅客機生産に関しては､ボーイング

機の国際共同開発を軸とする方向が一層鮮

明となり､機体部位空輸方式の採用など､

ボーイング社との結合関係が強化された｡

リージョナル機の分野では､エンプラエル

社との間で国際共同開発が開始され､従来

からのボーイング機に加えて､国際共同開

発は多角化の段階に入った｡ただし､この

多角化はエンプラエル機生産の抑制により､

限定的な状況にある｡自衛隊機では､旅客

機部門とは異なり､国内企業のみで開発す

る国産方式での大型プロジェクトが開始さ

れ､岐阜工場はその中核に指定された｡

このような次世代機開発のなかで､川崎

重工岐阜工場をめぐる企業間連関は､新た

な展開をとげる｡国際共同開発を基盤とす

る国際的連関については､従来はボーイン

グ社を中核とする連関のみであったが､エ

ンプラエル社を中核とする連関が加わり､

2元的展開となる｡国民経済空間スケール

における連関は､首都圏との連関が自衛隊

機の機体･エンジン生産分担と機器･装備

品調達において存在する｡名古屋圏のスケ

ールでは､自衛隊機生産における三菱重工

諸工場との連関が見られ､さらに一次外注

工場との連関が､旅客機･自衛隊機･その

他民間機の分野で､各務原市とその周辺地

域の範囲で展開している｡

企業間連関の再編成に伴って､川崎重工

岐阜工場の果たす機能も新たな局面を迎え

た｡川崎重工岐阜工場は､航空機機体の組

立(サブ組立も含めて)及びそれに必要な

金属製機体部品の内製を主要な機能として

今日に至っている｡そして一次外注企業の

主な生産機能も､やはり金属製機体部品の

加工や部分的組立である｡他方､岐阜工場

は川崎重工の上記の機能すべてをカバーし
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一川崎重工岐阜工場の事例一

てはいない｡B767･B777の機体生産におい

て､すでにサブ組立が名古屋港の臨海工場

に新規立地した｡さらに次世代機B787では､

胴体の主要部分をなす複合材料部位の成形

をも臨海工場が担当することとなった｡

こうした臨海工場の機能拡大は､岐阜工

場の機能の縮小･地位低下を意味するよう

に見えるが､以下の理由から､岐阜工場の

機能は質的転換として把握されるべきもの

と考えられる｡①臨海工場に立地したサブ

組立や複合材料成形の機能は､岐阜工場の

機能を移したものではなく､新たに必要性

が生じた機能を新設した側面が強い｡②臨

海工場は川崎重工の企業組織上は岐阜工場

の管轄下にあり(いわば分工場)､臨海工場

の生産拡大は､岐阜工場が管理拠点として

の性格を強めていることを意味する｡③岐

阜工場の管理拠点としての機能は､金属製

機体部品を一次外注企業に発注する形で従

来より存在し､この側面には変化がない｡

④新たな外注関係である複合材料部位の外

注においても､岐阜工場が管理拠点である｡

⑤自衛隊機の国産プロジェクトにおいて､

機体メーカーや機器･装備品メーカー間で

形づくる連関の中核となるのは､従来の国

産プロジェクトと同様に岐阜工場である｡

こうして､岐阜工場が各種の連関の中で

担当する機能は､生産機能と管理機能の両

側面から考察する必要性が強まりつつある｡

岐鼻工場は従来からの生産機能は維持しっ

つ､管理機能に関しては､従来より保持し

てきた内容に加えて､新たな内容を拡大し

ていると見ることができよう｡したがって､
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次世代機の開発･量産開始に伴う企業間連

関の再編成は､岐阜工場の機能を縮小する

過程ではなく､岐阜工場の機能の外延的拡

大の過程として把握できる｡

海外輸送部位のサブ組立に好都合な臨海

部に生産機能が新規立地されるなかで､岐

阜工場は従来より保有してきた部品の内製

機能､組立機能､一次外注企業管理機能を

確保しつつ､加えて臨海部工場を管理する

機能の保有へと進んだ｡そして国際共同開

発の強化･多角化､複合材料使用の増加に

よって､管理拠点としての側面が拡大して

いるのである｡

そのことは､川崎重工岐阜工場およびそ

の一次外注企業が､岐路に立っていること

をも意味している｡今後注目されるべき点

としては､複合材料化の進展方向であろう｡

現在のところ一次外注企業では､複合材料

使用は部品生産･組立の両面とも限定的で

あり､この面での設備投資はあまり進んで

いない｡しかし､従来の生産品目の後継機

が複合材料化の方向をたどるとき､川崎重

工岐阜工場も一次外注企業も新たな対応は

不可避となるであろう｡金属に限定された

技術から､複合材料へ対応も可能な方向へ

の進路開拓が､各務原地区に集積する航空

機工業の将来にとって大きな課題として浮

かびあがっている｡

本研究の現地調査に際し､川崎重工業株式会社､

川崎岐鼻協同組合組合員企業､同組合事務局の各

位より多大のご教示をいただいた｡心より御礼申

し上げる｡
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注

1)日本航空宇宙工業会『航空宇宙産業データベ

ース』平成18年版

2)発注増加の顕著な国は､中国･インド･アラ

ブ産油国である｡

3)日本航空機開発協会のジェット旅客機分類に

よれば､大型機:座席が3クラス配置で標準座

席数が181～656席(多くは200～400席)､

中型機:座席が2クラス配置で標準座席数が

70～252席(多くは100～200席)､リージョ

ナル機:座席がモノクラス配置で標準座席数が

30～108席(多くは50～80席)となる(日

本航空機開発協会『航空機関連データ集』2005

年3月版)｡

4)日本航空宇宙工業会『日本の航空宇宙工業』

平成17年版

5)エアバス社は､全機種における受注機数につ

いては2002年に､引き渡し数では2003年にボ

ーイング社を上回ったが､06年前半では再度

逆転して､ボーイング社の受注機数がエアバス

社を大きく凌駕している｡両社の次世代旅客機

の受注状況はA380が先行し､2001年に85機､

01～05年の合計では159機に達する｡B787は

2004年から受注開始して､同年に56機､05年

には一躍235機の受注を獲得した｡

6)日本における航空機生産方式は､開発をめぐ

る企業間の国際連関の点から見て､以下の3方

式がある｡①ライセンス生産:外国企業から開

発済み技術を購入し､日本企業が量産を担当す

る｡②国際共同開発:外国企業と日本企業が共

同体制を組織し､開発及び量産を分担して行う｡

③国産=自主開発:日本企業のみで開発･量産

を行う｡

7)ほかに｢サプライヤー｣として､ブリジスト

ンや松下電器が､ボーイング社に機器･装備品

を納入する(前掲注3)｡

8)機体メーカー以外のサブコントラクターとし

て､複合材料の原料である炭素繊維を供給する

東レ･東邦テナックス･三菱レイヨンや､カシ

オ計算機･住友精密･日機装･小糸工業などの

機器･装備品メーカーが､A380の生産に参加

する(前掲注3)｡

9)前掲注3

10)ボンバルディア社(本社:モントリオール)

は､1942年にスノーモービル(雪上車)のメ

ーカーとして創業された｡86年にカナダ国営

の航空機製造企業カナディア社を買収して航空

機生産に参入し､その後､英･米･カナダの航

空機メーカーをM&Aで吸収して規模を拡大し

た｡90年にリージョナル機(CRJ440)の受注

を開始､97年にはリージョナル機世界シェア

の50%に達した｡90年代後半以降､より小型

のビジネスジェット機にも生産も拡大しつつあ

る｡2000年代における航空宇宙部門の売上げ

比率は約50%､残りは鉄道車柄･雪上車･除

雪車など輸送用機器や､レクレーション製品が

占める｡

エンプラエル社(本社:サン･ジョゼ･ドス

･カンボス)は､1969年に航空機製造の国営

企業として設立され､軍用機や小型民間機の生

産を行った｡94年に民営化され､コングロマ

リットや年金ファンドが主要株主となった｡94

年にリージョナル機(ERJ145)の受注を開始し､

90年代末期から急成長する｡2000年にはリー

ジョナル機における世界シェアが60%を上回

った｡ボンバルディア社とは異なり､航空機部

門以外のウエートは小さい｡

前間孝則『国産旅客機が世界の空を飛ぶ日』

講談社.2003.

11)川崎重工におけるF15 とP3Cの生産につい

ては合田･浅井199S､F2とT4の生産について

は合田2000参照｡

12)防衛庁『防衛自書(平成17年度)』

13)主契約社は､生産を分担する企業の中核とな

って包括的責任を負う企業で､生産工程におい

ては最終組立を担当する｡

14)航空宇宙事業団･宇宙航空研究開発機構が担

当してきたロケット打ち上げは2007年に民営

化される｡三菱重享が打ち上げを担当し､宇宙

工業の中核企業としての性格を鮮明にすること

となる｡民営化によって川崎重工の役割が変化

することは､予定されていない｡

15)ただし､PX･CXがこのまま国産方式で量産

に入れるかどうかには､大きな不確定要素があ

る｡それは､米国製機の購入やライセンス生産

を求めるアメリカからの圧力の存在である｡87

年に国際共同開発と決定したFSX(= F2)の

ときは､日本の国産開発構想が押し潰された｡

16)プログラムパートナーは､開発･生産を分担

するが､販売に関するリスクは負わない方式の

パートナー｡B767およびB777の国際共同開発
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一川崎重工岐阜工場の事例-

においても､日本側はプログラムパートナーと

して参加した(合田･浅井1998)｡

17)B787機体部位の日本からの初出荷は2007年

初頭と予定されている｡空輸は､航空貨物輸送

のエバーグリーン･インターナショナル･エア

ラインズ社(米オレゴン州)が担当する｡

18)川崎重工がサブコントラクターとして､ボー

イング社やエアバス社など海外機体メーカーか

ら受注している機体部品(前掲表1)の最終組

立工場への輸送は､すべて名古屋港からの海上

輸送でなされている｡空輸への転換は予定され

ていない｡また､国際共同開発方式で80～90

年代から量産が続いているB767･B777(ボー

イング社)についても､機体部位の空輸への転

換は構想されていない｡

19)リスクシェアリングパートナーは､開発･生

産を分担すると共に､販売に関するリスクをも

負う方式のパートナーで､三菱重工がボンバル

デイア社のリージョナル機の共同開発に参加す

るのもこの方式である｡

20)川崎重工のエンジン生産は､明石工場(兵庫

県明石市)が担当する｡

21)国産開発であっても外国企業がサブコントラ

クターとして関与することもあるが､自衛隊機

の国産開発のばあい､外国企業への依存は避け

る儒向がある｡
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22)ほかにPXについては自衛隊が直接調達する

直調晶21品目がある(日本航空協会『航空宇

宙年鑑』2004年版)｡

23)下請という性格も持つので､合田･浅井(1998)

や合田(2000)では｢下請企業｣としたが､本

稿では｢一次外注企業｣と呼ぶ｡

24)その結果､素材の有効利用が難しくなり､｢切

り屑｣が顕著に増えることとなる｡合金のブロ

ックのうち､約90%が切り屑になるばあいも

ある｡

25)治工具は､航空機メーカーで定めた｢治工具

コード｣によれば約200種に区分される｡大分

類としては､組立治具･プレス型･溶接治具･

機械加工治具･工具などに分けられる｡半田邦

夫『航空機生産工学(増補改訂2版)』オフィ

スHANS.2006.
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Reorgani2:ationofIntcr丘rmLinkageofAircraftIndustry

inProgressofAdvancedAircraf(Development

-ACaseStudyofGifuPlantofKawasakiHeavyIndustriesLtd.-

Sh可iGODA

Ear1yinthe2000s,bigforeignfuselagemanufacturershave activelypromoteddevelopmentsof

advanCedaircra負･hthistrendofworldaircra氏industry,KawasakiHeavyIndustriesLtd.(KHI),One

OfthelargeStfuselagemanufacturersinJapan,hasparticipatedinnewproductionprqiects.

Ina丘eldoflargePaSSengerPlane,KHIhasparticipatedintheinternationaljointdevelopmentof

B787,theadvanCedaircra氏ofBoeing,andinter丘rmlinkagebetweenKHIandBoeing,Whichhad

alreadyexestedthroughthejointdevelopment,hascomecloser･Besides,KHIhasnewlytakenpartin

theinternationaljointdevelopmentofreg10nalpassengerplaneofEmbraer,Whichisrapidlygrowlng

fuselagemanufacturerofBrazil･KHIhascometobeincorporatedintovariousinternationallinkages

afteral)OVe-mentionedprocess.

Inadditiontotheseprqjects,nationalproductionprqiectinwhichforelgnfuselagemanufacturers

don'tparticipatebeganinaccordanCeWithJapanGovernment-spolicy.Theoqectofthispolicyisthe

developmentofPXandCX,advanCedaircra鮎oftheSelflDefenceForce,andKHIwasappointedas

thenucleuscompanyOfthisprq)eCt.

IntheprocessofsuchadvanCedaircraftdevelopment,VariouslinkagesbetweenKHrsGifuplant

andtheothercompanieshavebeenreorganizedasfo1lows:

ThefuselageofB787isproducedbyKHI.scoastalplantinNagoyaHafbor,Whichisconvenientfor

airtranSPOrtOffuselagecomponentstofinalassemblyplantofBoeinginAmerika･Inaddition,abig

facilitieswhichprocesscompositematerialforcomponentsofB787newlyestablishedinthiscoastal

Plant･Bythistime,fuselagecomponentsofBoeingB767andB777havebeenpartiallyproducedin

KHI●scoastalplantS.

Asaresult)animportanCeOfKHI▼s GifuplantIthe speCialtybigplantOfaircraRproduction,is

relativelydecliningtoacertaindegreeinmanufacturingofBoeingplane,Whichisthemainitemfor

aircraftdepartmentofKHI･ButincreaslngprOductioninthesecoastalplantSmeanSaSpatialexpanSion

OfGifuplant-smanagementfunction,becauseGifuplantsupervisesthesecoastalplants･

AsGifuplantshareSintheproductionofEmbraer,sadvanCedpassengerplane,neWinterfirm1ink喝e

hasbeenbuiltbetweenGifuplantandEmbraer･InthecaseofPXandCX,Gifuplanttakeschargeof

血alassembly,and holds aposition ofthe nucleus ofinter丘rmlinkage which consists ofmany

fuselage,englneandequlPmentmanufacturersofJapan･

Subcontractors,WhichreceiveK月ITsorderformetalpartsands山rassembly,arelocatedcloseto

KHI.sGifuplant,andtheinterfirmlinkagebetweenthese subcontractorsandKHI,Whichhadbeen

builtbeforetheabove-mentioneddevelopmentsstarted,iscurrentlycontinulng.

Gifuplanthasbeenbecomingtheaircraftindustrylsstrongholdwhichkeepsbothmanufacturingand

managementfunctionintheprogressofadvanCedaircraftdevelopment･


