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MESSAGE FROM ThE BOEING JAPAN PRESIDENT

ボーイング ジャパン 社長メッセージ

ボーイング社はこれまで60年にわたって日本で事業を行い、
民間航空と防衛の両分野で関わりを持つ多くの顧客やサプラ
イヤーと、互いの信頼と敬意に基づいた密接な関係を構築し
てきました。ボーイング社はこれまで日本と共に成し遂げた
数多くの成果を誇りに思います。ですからこれらの製品を

「Made with Japan」といっても過言ではありません。
 ボーイング社製航空機における「Made with Japan」の
要素は、われわれの差別化・競争優位の源にまでなっていま
す。民間航空機部門にとって、日本はボーイング社に欠かすこ
とのできないパートナーなのです。会長・社長兼CEOである
ジム・マックナーニーの言葉を借りれば、「日本の協力なくし
てボーイング社の民間航空機は存在しない」のです。
 すべてのボーイング社の民間航空機には日本製の製品が入っ
ており、三菱重工・川崎重工・富士重工らの貢献により、日本
は、ボーイング社の世界にひろがるサプライチェーンにおける
最大のパートナーとなっています。日本の航空会社各社はボー
イング社にとって最も古く大切な顧客の一員で、787 ドリー
ムライナーのような最新鋭機の開発においては、重要な役割
を果たしていただきました。

 ボーイング社の「Made with Japan」は民間航空機だけ
ではありません。200機以上のF-15 戦闘機が三菱重工によ
りライセンス生産され、日本の空の安全を守っています。同様
に、川崎重工はこれまでに100機ものチヌーク・ヘリコプター
をライセンス生産し、日本の自衛隊が日本国内のみならず
世界での人道的支援や救援活動で活用しています。
 「Made with Japan」は製品にとどまらず、人材、雇用、価
値の面でも発揮されています。年間40億ドル以上を投入する
など、高度な技能を要するこのセクターにおいてボーイング社
は重要な一翼を担っています。このように、顧客にとってより
高い価値を生み出し、より優れた製造システムを開発し、そ
して政府関係者や政府機関との協力によって航空輸送の安
全を高めるために、私たちは可能性の限界に挑戦しているの
です。
 さらに、ボーイング社は教育や地域社会への貢献といった
面にも取り組んでいます。ボーイング ジャパンは、東北地方
や、ラムサール条約による保護対象地として登録されている
名古屋近郊の藤前干潟など、日本のコミュニティーに役立つ
ために、地域に根付いた社会貢献活動を行っています。近年

では各大学の協力もあり、東京大学、名古屋大学、東北大学
との連携も深めています。教育機関との連携は幅広い教育・
研究プログラムに及び、将来航空宇宙産業で活躍する人材の
育成や、日本の産業界全体における優れた「モノ作り」技術の
発展に貢献しています。
 ボーイング社の次の60年に向けて、現在の成功を通して
地域社会への貢献を深め、相互の利益のためにすべてのステー
クホルダーとこれまで以上に密接に協力してまいります。

ボーイング ジャパン社長

ジョージ・マフェオ
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防衛・宇宙・ 
安全保障部門 
約40%

ThE BOEING COMPANY

ボーイング社について

1916年にシアトルで創業したボーイング社は、世界有数の
航空宇宙企業であり、世界最大の民間航空機および軍用機
メーカーです。
 設立当時はBoeing Airplane Co.という社名の下で
フロート水上機を製造していたボーイング社ですが、20世紀
後半には冷戦の終結に伴う軍・民の航空機市場の構造変化
をきっかけに、業界内企業との吸収・合併を積極的に進め、
今日の世界最大の航空宇宙企業へと成長してきました。

 民間航空機、防衛、宇宙関連製品およびサービスという
他社にないバランスの取れた事業を展開し（図1参照）、その
相乗効果により、より良い製品やサービスの開発・提供を実
現しています。
 民間航空機および軍用機に加え、ボーイング社はローター
クラフト、電子・防衛システム、ミサイル、衛星、打ち上げロケッ
ト、高度情報通信システムの開発、設計、生産も行っています。
また、米航空宇宙局（NASA）の主要サービス・プロバイダーと

して、国際宇宙ステーション（ISS）の主契約社となっている
他、軍と民間航空会社向けに、数々のサポート・サービスを
提供しています。

会社概要
本社 イリノイ州シカゴ
従業員数 17万人
2012年売上高 817億ドル（約8兆1,700億円）
 民間航空機部門  491億ドル（約4兆9,100億円）約60%
 防衛・宇宙・安全保障部門  316億ドル（約3兆1,600億円）約40%
製品・サービスを提供する国 150カ国

現在のシアトルのエバレット工場

2012年の部門別売上高比率（図1）

民間航空機部門 
約60%
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BOEING IN JAPAN

日本とボーイング社の関わり

「最高」を提供することによって受け継がれるもの
ボーイング社と日本の産業との関係は60年にわたり、もは
や単なるパートナーとしての関係を超え、今では互いの航空
宇宙事業に深く組み込まれています。ボーイング社が日本に初
めて拠点を開設した1953年は、日本の航空機産業の再出
発となった、川崎重工と昭和飛行機工業による米軍機の整備
に関する契約が米国政府との間で締結されてからわずか2年
後のことでした。ボーイング社と日本企業との最初の共同事
業が始まったのはそれから間もなくのことです。1956年に三菱重
工が当時ノースアメリカン・アビエイション社（現ボーイング社）
製F-86 セイバージェット戦闘機のライセンス生産を開始し、
1960年代前半には川崎重工がバートル社（現ボーイング社）
のボーイング・バートル107ヘリコプターのライセンス生産を

開始しました。初期の防衛関連のライセンス生産プロジェクト
が大きな成功を収めた結果、F-15 戦闘機、チヌークやアパッチ
などのロータークラフトが日本で製造されることになりました。
ボーイング社と日本企業との関係は、防衛関連から民間航空
機の分野に必然的に拡大しました。
 そして現在、787型機の日本企業による機体製造割合は
35%にも達しています。しかし、ボーイング社と日本企業の
パートナーシップは単なる貢献の大きさが示す以上のものに
なっています。ボーイング社は787型機で初めて主要部分で
ある主翼の設計と製造をパートナーである日本企業に委託し
ました。ローンチカスタマーであるANAや、初期からの顧客
である日本航空との「Working Together」プロジェクトに
よって、787型機はボーイング社にとって、まさに「日本と一

緒に作った飛行機」になりました。現在のボーイング社にとっ
て日本は航空機の製造におけるパートナーにとどまりません。
ボーイング社は、日本の企業、大学、政府機関などのパートナー
と研究開発プロジェクトを開始しており、航空宇宙産業にとど
まらず、日本の製造業全体に貢献することを目指しています。
 また、ボーイング社は日本のトップクラスの大学との共同研
究を通じて優秀な若者の情熱や好奇心を後押ししており、そ
の中から未来の航空宇宙産業を切り開く研究者が現れるか
もしれません。良き企業市民として、ボーイング社は日本の地
域社会への貢献にも取り組んでいます。ボーイング社は日本
のステークホルダーの皆様のさらなる成功を支援することで、
次の60年の成功に向けて注力しています。

新明和工業工場にて 川崎重工工場にて

三菱重工工場にて

富士重工工場にて

4

4



ChRONOLOGY

ボーイング社の日本での歩み

1953年   日本でボーイング社の事務所開設、日本における初の拠点と
なる

1956年  三 菱 重 工 が当時ノースアメリカン・アビエイション社（現
ボーイング社）製F-86 セイバージェット戦闘機のライセンス
生産開始、これまでに約300機を生産

 日本航空がDC-8型機を初めて発注、1960年に就航
1958年  海上自衛隊がR4D-6Q 機上作業練習機を導入
1959年  バートル社と川 崎 航 空 機 工 業（現：川 崎 重 工）との間で

V-107型ヘリコプターのライセンス・アグリーメント締結。そ
の半年後にボーイング社がバートル社を買収し、ボーイング・
ヘリコプター部門の基礎が完成

1962年  航空自衛隊がナイキJ地対空ミサイルの採用を決定
1964年  日本航空とANAがボーイング社製航空機として初めて727

型機を発注。同年にANAが就航、翌年日本航空が就航
1965年  川崎重工がボーイング・バートル107型輸送・救難ヘリコプ

ターのライセンス生産開始、これまでに約160機を生産
1966年  三菱重工がF- 4 ファントム戦闘機のライセンス生産開始、

これまでに138機を生産
  日本航空が初めて747型機3機を発注、これまでの747型機

の合計発注機数は108機
1968年  ANAが737型機を初めて発注、1969年就航
1969年  川崎重工がOH-6J 観測・練習用ヘリコプターのライセンス

生産開始、これまでに397機を生産。1972〜1998年にか
けて陸上自衛隊に納入

1970年  日本航空が747型機を就航
1973年  東亜国内航空（現：日本航空）がDC-9型機を初めて発注し、

就航。日本航空がDC-10型機を初めて発注、1976年就航
1974年  対外有償軍事援助契約に基づいて発注されたRF-4E 偵察

機の納入開始、計14機を納入
1976年  防衛庁がF-15J/DJ 戦闘機の採用を決定。1981年に三菱

重工がライセンス生産開始、213機を生産。日本航空が737
型機を発注、1978年就航

1978年  東亜国内航空（現：日本航空）がMD-80型機を初めて発注、
1981年就航

1979年  ANAが747型機第1号機を就航
 海上自衛隊がハープーン対艦ミサイルの導入開始
  ANAが767型機を初めて発注、1983年就航
1983年  日本航空が767型機を初めて発注、1985年就航
1984年  川崎重工がCH-47 チヌーク・ヘリコプターのライセンス生産

開始、これまでに100機近くを生産し、現在も生産中
1987年  日本の閣議で747-400型政府専用機2機の導入を決定、

1991年から運用開始
1990年  日本航空がMD-11型機を初めて発注、1993年就航。日本

エアシステム（現：日本航空）が初めてMD-90型機を発注、
1996年就航。ANAが777型機を初めて発注、1995年就航

1992年  日本航空が777型機を初めて発注、1996年就航
1993年  防衛庁がE-767 空中早期警戒管制機の4機導入を決定、

整備は川崎重工が担当し東芝が支援
1998年  E-767 空中早期警戒管制機の初号機および2号機を航空

自衛隊に納入
1999年  E-767 空中早期警戒管制機の3号機および4号機を航空

自衛隊に納入
2001年  富士重工がAH-64D アパッチ・ロングボウ戦闘ヘリコプター

のライセンス生産開始、これまでに10機を生産し現在も生産中
2003年  航空自衛隊がKC-767 空中給油・輸送機4機の調達を決定
2004年  ANAが50機の787 ドリームライナーをローンチオーダー
 日本航空が787 ドリームライナー35機を発注
 日本航空が初めて737-800型機を発注、2007年就航
2005年  日本貨物航空（NCA）がカーゴルックスとともに、747-8型

貨物機をローンチオーダー
2006年  富士重工がAH-64D アパッチ・ロングボウ戦闘ヘリコプター

の初号機を陸上自衛隊に納入
2007年  航空自衛隊へのJDAMの納入開始

2008年  KC-767 空中給油・輸送機の初号機および2号機を航空
自衛隊に納入、整備は川崎重工が担当

2009年  KC-767 空中給油・輸送機の3号機を航空自衛隊に納入、初
期作戦能力（IOC）を獲得して運用開始。航空自衛隊に遠隔
空中給油操作ステーション（RARO）用シミュレーターを納入

  日本航空がアジア初のバイオ燃料を使用したデモ・フライト
を実施

2010年  宇宙航空研究開発機構（JAXA）と晴天時における乱気流
検知システムに関する共同研究契約を締結

  東京大学と共同研究に関する覚書に調印
  IHIと燃料電池テクノロジーの共同研究を開始
 KC-767 空中給油・輸送機の4号機を航空自衛隊に納入
2011年  富士重工がAH-64D アパッチ・ロングボウ戦闘ヘリコプター

の10号機を陸上自衛隊に納入
  E-767 空中早期警戒管制機レーダーの近代化開始
 株式会社フジクラと燃料電池テクノロジーの共同研究を開始
  ANAへ世界で初めて787 ドリームライナーを納入、就航
  スカイマークとソラシドエアがスカイインテリアを採用した737

型機を日本の航空会社として初めて受領
2012年  日本航空へ787 ドリームライナーを納入、世界で2社目
  ANAが787型機の納入フライトでバイオ燃料を使用
  ボーイング社とパートナー企業の三菱重工、川崎重工、富士重

工、東京大学生産技術研究所が、製造技術に関する共同研究
を開始

  日本貨物航空（NCA）へ日本初となる747- 8型貨物機を
納入、納入フライトではバイオ燃料を使用

  IHIの再生型燃料電池の実証試験を737型機のフライトテス
ト用機体（エコデモンストレーター）で実施

2013年  三菱重工、ボーイング社、インシツ社（ボーイング子会社）、双日
が陸上自衛隊にスキャンイーグル2機を納入

  ボーイング社とパートナー企業が製造イノベーションに関する
コンソーシアムを設立

※ マクドネル・ダグラス社は1997年にボーイングが合併吸収。それ以来ボーイング社が
機材を保持整備しているため年表に加えました。
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INDUSTRY PARTNERShIPS

パートナーとしての日本

技術力
日本企業とボーイング社との関わりは、防衛装備では1956
年の三菱重工による当時ノースアメリカン・アビエイション社

（現ボーイング社）製F- 86 セイバージェット戦闘機のライ
センス生産から始まり、民間航空機では1960年代半ばの同社
による747型機部品の供給からスタートしました。防衛装備・
民間機いずれも長い年月をかけ、さまざまな機材の生産を
通して深い関係を築いてきました。協業を通じ、日本が蓄えて
いった技術力がボーイング社の航空機を支えてきました。

 ボーイング社が日本に寄せる信頼は、優秀なサプライヤー
に贈る「ボーイング・サプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞」からも
理解することができます。非米国サプライヤーの中で日本企
業の占める割合は42%で2位以下を大きく引き離していま
す。これは、日本の高い技術力や信頼性の高い生産管理能力
を評価する証しでもあります（図1）。

日本と共に成し遂げたこと
日本企業はその技術力と高い信頼性を認められ767型機以
降、ボーイング社への生産分担比率を上げています。767型
機で16%だったものが777型機で21%に、787型機では
35%となりました（図2、3）。
 防衛装備に関しても、F-4戦闘機、F-15戦闘機、CH-47
チヌーク・ヘリコプター、AH-64アパッチ戦闘ヘリコプターな
ど、多くのライセンス生産を通してボーイングと日本の防衛産
業は深い関係を構築してきました。

 東日本大震災の災害派遣活動や原子力発電所事故放水任
務などで活躍した陸上自衛隊のチヌーク・ヘリコプターは
ボーイング社の製品を川崎重工がライセンス生産したもので
す。東北災害復興特別予算で調達された無人機スキャンイー
グルも三菱重工が改修し、2013年より陸上自衛隊が運用を
開始しました。ボーイング社製および日本の企業とのパート
ナーシップで生産した自衛隊機が日本の安全保障・災害派
遣・国際貢献に役立っているのです。

各機材における日本企業の製造割合の変化（図3）
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ボーイング・サプライヤー・オブ・ザ・イヤー賞受賞企業の国別内訳（図1）
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雇用創出・経済効果
日本における長いパートナーシップにより、ボーイング社にと
って日本は世界で2番目の部品・サービスの調達国となってい
ます。2008年に10億ドルだった日本からの調達額は、2013
年には43億ドル（約4,300億円）に増加し、2015年には
53億ドルに達すると想定しています。（図4参照）
 日本の産業界にとってもボーイング社との関係は重要な意
味を持っており、ボーイング社のプログラムとの関わりが深く
なるごとに成長を続けています。2013年7月に日本航空宇宙
工業会が実施した調査によると、日本の航空機メーカーにお
ける2012年度の生産額は前年比で12.5%増、従業員数も
10%増加しており、2013年度の生産額はさらに20%以上
増加すると予測されています。この要因としては、777型機や
787型機の生産増による貢献が大きいと分析されています。
 日本の航空機産業の成長の大きな要因としては、ボーイン
グ民間機プログラムに対する日本企業の製造割合の変化（図
3参照）によるものですが、単に数値だけではなく、日本企業

が担当する航空機技術の要である部位（図2参照）に関与す
ることも大きく貢献していることは間違いありません。
 ボーイング社にとっての日本企業は単なる部品サプライヤー
ではありません。787型機では主翼の製造までも日本企業に
委ねるなど、ボーイング社にとっての日本企業は重要なビジネ
ス・パートナーであり、かつ今後も共に成長していく仲間なの
です。

 ボーイング社が独自で定期的に実施している「雇用調査」
では、ボーイング社製品に携わる従業員数が中部地方で約
40%増加（2011年対2012年）しており（図5参照）、国が指
定する「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の数
値目標の一つである「中部地域における航空宇宙産業雇用者
数（2010年の1万5,000人から2015年には2万人）」の実
現に大きく貢献しています。

ボーイング社と取引のある日本企業の航空宇宙産業
直接雇用者数（都県別）（2012年）（図5）
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BOEING COMMERCIAL AIRPLANES

民間航空機部門

日本におけるボーイング民間航空機
日本航空とANAが初めてボーイング社の民間航空機を購入
したのは1964年で、727型機でした。それ以来、日本の民
間航空機市場におけるボーイング社のシェアは80%以上を
占めるまでに成長し、今では7社に導入されています。しかし、
ボーイング社の名前が実際に日本で有名になったのは1966
年で、日本航空が747型機の発注を決定した時でした。
 日本と747型機には深い歴史があります。1970年4月、
747型機の28号機が日本航空にデリバリーされ、同社は一
時、747型機を世界で最も多く運航している航空会社となり
ました。ボーイング社は日本航空とANAの協力を受け、747
型機で座席数が極めて多いタイプの747-100SRを日本市
場専用に開発し、同機は1973年に就航しました。特別に設
計され、燃料タンクが小さく最大積載量の大きい747型機に
より、日本の航空会社は1回のフライトで世界で最も多くの旅

客を運ぶことができるようになりました。これは1970年代の
日本の目覚ましい経済成長に合わせ、国内線の大量輸送時
代のシンボルとなりました。また、ボーイング社がひとつの市
場のためだけに派生型を作ったことは他に例がなく、日本と
ボーイング社の間の特別の信頼の象徴でもありました。
 747型機は常に日本の人々の心の中で特別な位置を占めて
きました。実際に、世界中で親しみを込めて呼ばれるように
なった「ジャンボジェット」という愛称は日本で名付けられま
した。2012年には、747ファミリーの最新の派生機である
747-8型貨物機の日本における初号機を日本貨物航空

（NCA）にデリバリーしました。
 ボーイング社が主力新型航空機を導入するたびに日本の航
空会社が大きく関わっています。ANAは、米国以外で最も多
くの767型機を運 航しています。またANAと日本航 空は
777型機のローンチカスタマーの一員でした。

 今日まで時代の最先端を走ってきたボーイング社の日本と
のサクセスストーリーはこれだけではありません。787型機の
ローンチにあたっては、ボーイング社は過去最多のローンチ
オーダーをANAから獲得しました。また、ボーイング社の新
型航空機がアジア系の航空会社の発注によりローンチされた
のは初めてのことでした。現在、アジア・太平洋地域は世界で
最もダイナミックな航空市場となっています。日本航空も787 
ドリームライナーの導入を早々に決め、ANAと共に同機の開
発から携わりました。
 日本の航空会社とボーイング社は空の旅の概念を変えた
だけでなく、787型機の優位性を活かし、各航空会社の運航
戦略をも変えています。747型機と同様に787型機でも、日
本とボーイング社の深いつながりは続いています。
※P.5「ボーイング社の日本での歩み」参照

日本航空787型機 機長のコメント
優れた燃費を実感、機内の快適性も好評
日本航空 787型機乗員部部長 小川 良 機長
787型機は、長距離を飛ばせば飛ばすほどその燃費の良さが際立ちます。
787型機のボストン便に乗務していますが、今まで乗務していた777型機
のニューヨーク便と比べても燃料消費の少なさは印象的です。また、お客
様からは静かな機内と快適な運航に好評をいただいています。これからの
日本航空を担う機材だと確信しています。

ANAによる787型機 搭乗感想調査

ANA広報室 山本 直子 様
ANAでは、世界で初めて導入した787型機で運航中の「羽田-フランクフル
ト線」で「787型機機内アンケート」を実施しました。その結果、
 ● 94%以上のお客様が787型機の印象として「満足」または「大満足」
 ● 94%以上のお客様が他の旅客機と比較しても「良い印象」
 ●  約99%のお客様は「ANAもしくは他社の787型機にもう一度搭乗したい」
という高い評価をいただいております。
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787型機が実現したテクノロジー
最新の787型機は、これまでにない燃料効率性、優れた環境
性能、類を見ない機内の快適性を兼ね備え、多くの航空会社
に称賛されています。単なるテクノロジーのためのテクノロジー
ではない技術開発を入念に行い、高効率と他の追随を許さな
い快適性という付加価値を航空会社とお客様に提供します。

環境面での優位性

コスト面での優位性

騒音　-60%
環境性能も環境対策には重要な要素です。787型機は、静粛性の高
い新型エンジンを搭載、機内外の騒音を大幅に軽減しました。離着
陸時に発生する空港地域での騒音を例にとると、787型機の場合、
85デシベル以上を感じる地域は既存機と比較して60%低減します

（地下鉄や電車の中の音：約80デシベル、騒々しい工場の中：約90
デシベル）。

燃料効率　-20〜25%
787型機は燃料消費量を20〜25%削減。
これは787型機が誇る多くの優位性の中で
も筆頭にあげられる特徴です。ボーイング
社の革新性と長年におよぶ経験がこの類を
みない効率性を実現しました。

座席あたりの運航コスト　-10〜15%
効率性を向上させた新型エンジン、軽量化
した機体素材、多様化した電動システムを
導入した787型機は、航空機の運航コスト
を既存機と比較して10〜15%削減します。

メンテナンスコスト　-30%
787型機は、機体の多くに疲労や腐食への
耐久性が高い炭素繊維複合材を使用してお
り、機体のメンテナンスコストを30%軽減
します。

CO2排出量　-20〜25%
地球温暖化につながるCO2は、燃料の消費によって排出されます。
燃料効率性を20〜25%向上した787型機は、窒素酸化物の排出
量も削減しており、現在設定されている業界基準を大幅にクリアして
いるだけでなく、今後導入が予定されるさらに厳しい規制にも適用し
ます。

日本航空の将来を担う戦略的機材
日本航空 路線計画部国際路線計画グループ
グループ長 小山 雄司 様
787型機は、従来大型機を必要とした長距離路線を中型機で運航でき、優れた経済
性により収益性をも高める当社の戦略的機材です。従来は就航できなかった都市への
就航や、既存の就航都市へ異なる時間帯の増便も可能となります。経済性を確保しつ
つネットワークの充実を図ることで航空会社の経営に寄与し、お客様の利便性も向上
する素晴らしい機材だと思います。

快適な機内と予想を超える燃費性能
ANA
代表取締役社長 執行役員 篠辺 修 様
ANAでは、ボーイング787型機を2011年秋に世界で最初に導入し、就航以来、多く
のお客様にご利用いただいております。機内の快適性向上に加え、当社の運航実績か
ら想定した数字を大きく上回る約21%の燃費低減（国際線・767比）を達成し、改めて
ボーイング787型機の燃料効率の素晴らしさを実感しております。

787型機に搭載されているテクノロジーは日本のパートナー
企業とともに開発したものです。民間航空機部門は、ボーイン
グ社が持つこの787型機のテクノロジーによって今後10年間
にわたり大きな飛躍を遂げることになるでしょう。その優れた
技術は747-8型機にも導入され、翼やエンジン、優れた室内

環境などが787型機のテクノロジーをもとに設計されていま
す。同じく737MAXや次世代型777型機にも同様の技術革
新が施され、総合的な能力や航続距離、燃料効率、環境性
能などの面で、ボーイング社の生産ラインナップが将来にわ
たり競合他社を上回ることは間違いありません。
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ボーイング民間航空機市場予測（2013年〜2032年）

●  世界の旅客輸送量の年平均成長率5.0%
●  35,000機の新造機需要

ボーイング社では燃料価格や需要、市場開放の状況、航空機
の性能、航空会社の戦略、新興市場の状況、経済成長率、環
境などの主要な産業の指標を分析し、20年間の航空機の市
場予測を毎年行っています。世界の経済活動は民間航空機
輸送ニーズに最も影響を与え航空機需要を牽引します。
 世界のGDP成長率は、今後20年間では年平均3.2%と
予想され、旅客輸送量は年平均5.0%、旅客数は年平均
4.0%の増加と見込んでいます。それにより4兆8,000億ド
ルに相当する35,000機の新造機需要を創造すると見込ん
でいます。この成長は主にアジアが牽引すると考えられます。
 航空会社の戦略は航空会社が購入する機材を大きく左右し
ます。LCC（ローコストキャリア）の出現は新造の単通路小型
機需要を大きく押し上げます。この市場での航空機需要は
24,670機の単通路機が見込まれます。そのうち41%は古い
機材からの切り替えで、59%が所有機数拡大と予測されます。
 ネットワークキャリア（従来の航空会社）では7,830機の
新造双通路型機（767/777/787型機）の需要が予測され
ています。

パイロット・エンジニアの需要予測

2032年までに必要とされる人数
●  民間航空機のパイロット： 498,000人
●  整備要員・技術者： 556,000人

ボーイング社が2013年に行ったパイロットと整備要員など
運航スタッフの需要見通しによると、世界全体でパイロットの
喫緊な需要があると予測しています。全体的には単通路を中
心とした 新 規の 航 空 機 デリバリーの増 加により、毎 年約
25,000人のパイロットが新たに必要になるとみられます。最
新のテクノロジーを駆使したトレーニングシステムを強化し、
若い世代に対して航空宇宙業界で働く興味を喚起していくこ
とが必要になるでしょう。
 技術者の需要も継続しており、年間で約28,000人が新
たに必要になるとみられますが、多くのメンテナンス作業を必
要とする旧型機の退役と、効率性に優れた新型機の導入によ
り、需要は徐々に軽減していきます。最新式のコンポーネント
を特徴とする新型機のテクノロジーは、様々な分野でメンテ
ナンスの必要性を軽減し、整備技術者需要減少の一因となる
ものと見込まれます。

2013年〜2032年の地域別パイロット需要予測

39%

8%

3%
3%

17%

20%

10%

地域 パイロット（人）
■ アジア太平洋 192 ,300
■ ヨーロッパ 99,700
■ 北アメリカ 85,700
■ ラテンアメリカ 48,600
■ 中東 40,000
■ アフリカ 16,500
■ C.I.S. 15 ,200
　合計 498,000

2013年〜2032年の地域別エンジニア需要予測

39%

10%

3%
3%

17%

19%

9%

地域 エンジニア（人）
■ アジア太平洋 215,300
■ ヨーロッパ 108 ,200
■ 北アメリカ 97,900
■ ラテンアメリカ 47,600
■ 中東 53,100
■ アフリカ 15,900
■ C.I.S. 18 ,000
　合計 556,000

10

10



ボーイング社の貨物機
ボーイング社は新造機、改造貨物機とも充実した機種を取り
揃えており、貨物航空会社の運航距離や搭載量のニーズに
合わせて18トンから133トンまで柔軟に対応することができ
ます。だからこそ、世界の貨物機の90%以上がボーイング社
製なのです。
 ボーイング社の貨物航空機の機種は以下のとおりです。

搭載量 航続距離
機種 トン 海里 km
747-8F   133 4,325 8,010
747-400ERF 112.7 4,970 9,200
747-400F 112.6 4,445 8,230
747-400BCF 107.8 4,100 7,590
777F   102 4,900 9,070
MD-11BCF  88.3 3,480 6,450
777-200ERBCF  81.1 3,925 7,265
767-300F  52.7 3,225 6,025
767-300BCF  53.3 3,100 5,741
757-200F  30.5 3,100 5,740
737-700C  18.2 3,000 5,555

747-8型貨物機について
最新の747-8型貨物機は大型貨物機市場の中で最もトンキロ
ベースのコストが低く、133トンの貨物搭載可能で8,010km
の航続距離を誇ります。また燃料効率にも優れ、経済的で環
境にもやさしい機材です。
 従来の747-400型貨物機とほぼ同じ運航コストで、747-8
型貨物機は20トン以上多くの貨物を運べます。また747型貨
物機はノーズ部分が開閉できるため、長さ6.1m以上の貨物
も搭載することが可能で、航空会社に付加価値を提供します。

ボーイング貨物機市場予測

●  世界の貨物輸送量の年平均成長率5.0%
●  2,300機の需要

ボーイング社製貨物機が市場の90%以上を占めているのは、
正確な市場予測をし、それに基づいた機種投入をしているか
らに他なりません。最新のボーイング社のデータでは、売り上
げに対するトンキロベースで航空貨物輸送量は今後20年で
年5.0%増加すると予測しています。世界経済の成長と老朽
化した貨物機の退役により約2,300機の貨物機のニーズが
あり、そのうち1,450機は旅客機からの改造機と見込まれま
す。残りの850機は新造機の貨物機で価格ベースで2,400
億ドルに上ると見積もっています。世界の貨物機数は2011年
時点で1,730機だったものが20年後の2032年には2,810
機になると予測しています。
※ 市場予測は毎年行っています。最新のデータは毎年7月ごろボーイング社のウェブサイト

に掲載されますのでご参照ください。

747-8型貨物機の投入で付加価値を向上
日本貨物航空
代表取締役社長 坂本 深 様
世界の航空貨物マーケットは厳しさを増し
ていますが、高い経済性、環境負荷低減を
両立する最新鋭機材ボーイング747-8型
貨物機を路線投入することで、良質で価値
のある貨物専用機輸送サービスを提供して
いきたいと考えています。
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民間航空機サービス事業（CAS）
ボーイング社が機材デリバリー後もエアラインを支援
ボーイング社は日本の航空会社へ販売納入後の各種サービ
スを提供し、顧客の事業経営の効率化や機体の技術的保守、
管理、経費の削減などを支援しています。
 4つのサービス関連ビジネスユニットからなるCommercial 
Aviation Services （CAS）では、航空機のライフサイクル
を通して統合的なサービスを行っています。

マテリアルサービス：消耗品系パーツをボーイング社がアセッ
トとして在庫管理し、エアライン顧客は自社でパーツ在庫を
持つリスクを軽減できます。これは、ボーイング社が世界に多
くの顧客を持つからこそ規模の経済を活用し実現できること
です。シアトルにあるボーイング スペアパーツ ディストリビュー
ションセンターは1年365日運営し、必要なときに必要な
航空機パーツを提供しています。

フリートサービス：世界60カ国以上で330名あまりのボーイング 
スタッフがエアラインの機材をサポートします。フリートサー
ビスでは、航空機の技術的情報や専門性の提供、機材の運
航の管理、機体のアップグレードや改修を行い、昨今の航空
業界の変化に伴う新たなニーズにこたえます。ひとつの例は
LCCの出現で、業界には新たな変革が起こりました。航空会
社は付加価値をつけることで差別化が必要になっています。

そのような新たなニーズにこたえるべく、ボーイング社は機体
のアップグレード、インテリアの仕様変更などをお手伝いして
います。航空会社の運航ニーズに従い、機材の仕様もさまざ
ま、競争優位を獲得するためには、機内の居住性、快適性な
どもますます重要性が増しています。

フライトサービス：ボーイング社は航空会社に幅広いフライト
オペレーションの安全・効率化をもたらします。
 まずパイロット・トレーニングやシミュレーターのサポート
を提供しています。また、パイロットが運航の際に持つフライ
トチャートはボーイング社の子会社ジェッペセンが製作して
いますが、この情報は2010年以降iPadやEFB（Electric 
Flight Bag）として標準装備されるなどデジタル化が進んでい
ます。紙からデジタルに変えることで、年間にして数十万ガロ

ンのジェット燃料の消費や数千本の木の伐採削減にも貢献し
ます。パイロットはこれらのフライトルート情報をオンライン
でアップデートすることも可能になります。

インフォメーションサービス：ボーイング社はエアライン航空
業界に先んじてデジタル化を牽引しています。RFIDの活用の
ほか、MyBoeingFleet.comでは整備や安全な運航管理に
IT化を積極的に取り入れています。たとえば、飛行中に機体
の不具合を認知したときは、その場でデータをシステムに送
ることで、着陸と同時に修理ができるなど、整備効率を高め
ることが可能となっています。
 ボーイング社は今後20年間に民間航空機の関連サービス
の需要を2兆4,000億ドル規模と予測し、強い成長を見込
んでいます。
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防衛産業との強固な関係
ボーイング社の防衛・宇宙・安全保障部門は、日米両政府の
安全保障同盟の強固な関係とともに日本の防衛産業とも長く
良好な関係を構築しています。1956年に三菱重工が当時
ノースアメリカン・アビエイション社（現 ボーイング社）製の
F-86 セイバージェット戦闘機のライセンス生産を開始したの
を皮切りに、日本企業は数多くのボーイング社の防衛装備品
をライセンス生産し、維持整備を行ってきました。
 こうしたライセンス生産による技術移転を通して、ボーイン
グ社は日本の航空産業の発展に貢献してきました。また、揺
籃期には日本のエンジニアが製造技術研修のためボーイング
社のエンジニアと人的交流を重ねて両者のパートナーシップ

の礎となり、今日の深い関係を築くに至っています。この関係
はさらに強化され、深化しています。2010年には三菱重工・
川崎重工・富士重工の各社と10年間の戦略的提携関係を合
意し、共通の目的達成と相互補完を通じて協業を継続するこ
とを確認しました。

日本の産業界とともに支える日本の防衛
日本の防衛産業とボーイング社の協業による防衛装備品は、
自衛隊の防衛任務・災害派遣・国際貢献活動を支えています。
F-15 J/DJ イーグル、CH- 47J/JA チヌーク、AH- 64 D 
アパッチは日本の各社がボーイング社のライセンス契約で生
産しています。また、完成機で輸入されたE-767 早期警戒管

制機やKC-767 空中給油・輸送機は、川崎重工などが機体
整備を担当し、日本の防衛力に貢献しています。1992年よ
り日本政府はボーイング社が改修した747-400型機を政
府専用機として導入、航空自衛隊が運用し、要人や緊急時に
おける在外邦人などの輸送、国際平和協力活動などの貢献に
役立てています。
 また、日本政府は東日本大震災の教訓から災害時の無人
機導入を検討し、2012年度第3次補正予算で三菱重工と共
同提案したボーイング子会社インシツ社のスキャンイーグル
無人機の調達を決定し、2013年春、陸上自衛隊が受領して
います。

F-15J/DJ 戦闘機
●  航空自衛隊が運用
●  三菱重工がライセンス生産・維持整備

KC-767 空中給油・輸送機
●  航空自衛隊が運用
●  川崎重工が機体整備

E-767 早期警戒管制機
●  航空自衛隊が運用
●  川崎重工が機体整備

AH-64D 戦闘ヘリコプター
●  陸上自衛隊が運用
●  富士重工がライセンス生産・維持整備

BOEING DEFENSE, SPACE & SECURITY

防衛・宇宙・安全保障部門

写真：航空ファン
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サイバーセキュリティー
世界でも最大級のITポートフォーリオを持つボーイング社の
ネットワークは、17万人の社員と世界に広がるサプライヤー
をつなぎ、技術情報の受送信を支援しています。顧客のため
に複雑なシステムを開発・運用・防衛しながら、ボーイング社
は独特のサイバーセキュリティーにおける市場価値を構築し
てきました。日本においては、ボーイング社は総合商社の双日
と組み、サイバーセキュリティーのソリューションを提供して
います。
 2013年9月より会津大学はボーイング社のサイバー演習
装置CRIAB（クライアブ）を使った日本初のサイバーセキュ
リティー人材育成講座を開始しています。

ボーイング社の新たな防衛ビジネス

CH- 47J/JA 輸送ヘリコプター
●  陸上自衛隊／航空自衛隊が運用
●  川崎重工がライセンス生産・維持整備

ScanEagle無人機
●  陸上自衛隊が運用
●  三菱重工が改修

政府専用機
●  航空自衛隊が運用

ボーイング社の将来の技術開発部門 ファントム・ワークス
ファントム・ワークスはボーイング社の防衛・宇宙・安全保障
部門を支える先端プログラムと将来の技術を開発する部門で
す。ファントム・ワークスはボーイング リサーチ&テクノロジー 
チームとともに、ボーイング社全体のイノベーションを担い、世
界中の顧客のあらゆるニーズに応える業界最高のソリューショ
ンを開発します。一例を示すと、Phantom Eyeや、異なる無
人機同士が通信しあうSwarm Technologyなど、数々の未
来を担うシステムを開発中です。

写真：航空ファン

政府専用機
●  航空自衛隊が運用

出典：航空自衛隊website
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ボーイング社の防衛・宇宙・安全保障部門の一事業である、
グローバル・サービス&サポート事業部門は、日本をはじめ世
界の顧客に対して、製品のライフサイクルを通したサポートを
行います。顧客のあらゆるニーズに応えるため、ボーイング社
の製品のみならず他社の航空機についても、将来を見据えた
以下のソリューション・整備・支援を提供しています。
●  テクニカル・サポート
●  部品補給
●  訓練支援
●  機体のアップグレードおよび改修
 日本のパートナーとともに、現在自衛隊が運用中のF-15J/
DJ、F-4 戦闘機、AH-64D 戦闘ヘリコプター、KC-767 空
中給油・輸送機、CH-47J/JA 輸送ヘリコプター、E-767 早
期警戒管制機、B747-400 政府専用機などのサポートで重
要な役割を担っています。ボーイング社のグローバル・サー
ビス&サポート事業部門は、総合的なソリューションを競争

力ある価格で提供しています。このサービス事業は、民間と
防衛部門双方の航空機やサービスをサポートするという点で、
きわめてユニークな存在です。また、ボーイング社以外の航
空機にも対応する、低リスクで柔軟性のある最先端のサービ

スで、顧客のコスト削減にも貢献します。ボーイング社および
他社の航空機に関する専門知識や世界中のサプライチェーン
との密接なつながりにより、ボーイング社のサービス事業は
卓越した成果を実現しています。

防衛関連サービス事業部門

16
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RESEARCh & DEVELOPMENT / ENVIRONMENT / UNIVERSITY RELATIONS

日本との共同研究開発／環境への取り組み／大学との連携

バイオ燃料の取り組み
民間航空機の需要は今後20年間で倍増が見込まれます。こ
れだけの需要に持続可能な形で応えるために、航空業界では
2020年までにカーボンニュートラルな成長を達成し、2050
年には2005年比で年間のCO2排出量を50%削減という目
標を掲げています。ボーイング社はこうした取り組みの最先

端にいて、航空機の一層の効率化に向けた新たなテクノロジー
に投資しています。具体的には、CO2排出量の20〜25%削
減を実現した画期的な787 ドリームライナーの開発と製造、
新たな航空交通管制システムの開発におけるインフラパート
ナー企業への支援、持続可能性の高いバイオ燃料の実証試
験などがあります。
 このような取り組みにおいて日本は不可欠な存在です。
2009年に、ボーイング社と日本航空は747型機を用いて、
従来のジェット燃料であるケロシンにカメリナ、ジャトロファ、
藻のバイオ燃料を混合した燃料を搭載したデモ・フライトを
日本で実施しました。2012年には、787型機をANAへ、
747-8型貨物機をNCAへそれぞれ納入する際のデリバリー・
フライトで、使用済み食用油を主体としたバイオ燃料を一部
使用しました。これら3件のフライトはいずれも世界に先駆け
た試みであり、化石燃料と比較してCO2排出量が大幅に削減
されることが実証されました。
 ボーイング社はバイオ燃料メーカーではありませんが、現在
のエンジンのシステムを変更せず、代替燃料を使えるようにす
る証明を取得する主導的立場にあり、世界中の人にメリット
のある、持続可能な成長を実現するべく普及に向けて取り組
んでいます。

環境負荷の低減
ボーイング社は、航空機の納入数を2007年から2012年の
間に50%増やす一方で、環境面でも大きな改善を行ってきま
した。製造現場と事務部門では、エネルギー消費と水使用の
節約、二酸化炭素排出削減、有害廃棄物発生の抑制、固形
廃棄物の埋立処理量削減に取り組みました。こうした環境問
題への対応は、主力工場であるノースチャールストン工場が
操業を開始した際にも進められ、13,000人を超える新規雇
用を生みました。
 達成した成果は次のとおりです。
●  調整後収入ベースで有害廃棄物を2007年比33%、二酸
化炭素排出を同26%、エネルギー消費を21%、取水量を
20%削減。絶対量で有害廃棄物を18%、二酸化炭素排出
を9%、エネルギー消費を3%、取水量を2%削減。2012
年にはボーイング社で発生した固形廃棄物の埋立処理比率
を79%削減し、2007年比で136%の改善

●  直近の5年間でボーイング社が削減した二酸化炭素排出量
は、87,000台の自動車が1年間に発生させる排出量に
相当

●  ボーイング社は、航空機の増産を進める中で2017年まで
にゼロカーボン成長を達成することを表明
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R&Dへの取り組み
ボーイング社は世界最高レベルの技術者やものづくりの専門
家との連携を積極的に行っていますが、その多くの人材は日
本でも見出すことができます。研究プロジェクトは幅広く製造
技術から環境面まで多岐にわたります。
 ボーイング社が現在日本のパートナーと共同で進めている
R&Dプロジェクトは次のとおりです。
●  宇部興産：航空宇宙分野における新素材
●  宇宙航空研究開発機構（JAXA）：航空機搭載型ドップラーライダー
（LIDAR）を活用した晴天乱気流の検知
●  東京大学：マシンビジョン
●  IHI：再生型水素燃料電池
●  フジクラ：ダイレクト・メタノール燃料電池
●  富士通：航空機メンテナンスで活用可能なRFID技術

製造イノベーションに関するコンソーシアムの設立
2012年6月、ボーイング社と、パートナーである三菱重工、
川崎重工、富士重工の各社、そして東京大学生産技術研究所

（IIS）は、製造プロセスを向上させる技術開発に関する共同
研究を開始すると発表しました。大学の研究室で得た成果を
企業の生産現場における効率性の向上にただちに応用するこ
とを目的に、新たな協力の形として製造技術コンソーシアム

（CMI）を2013年に設立しました。参加企業4社の共通分野

が航空宇宙であることから、CMIではまず同分野に関連する
研究に取り組んでいます。そしてIISを中心に製造業の幅広い
業界に拡大し、日本の製造業全体の競争力向上を目指します。

大学との連携
自社の長期的な事業ニーズに対応するための共同研究だけで
なく、ボーイング社は世界中の大学との連携を促進しています。
 日本国内ではこれまでに、東京大学、名古屋大学、東北大
学を教育機関パートナーとして選び、カリキュラムや研究プロ
ジェクトの強化を目的とした資金提供を行っています。
 ボーイング ジャパンはまた、上記3大学の航空宇宙工学専
攻の学生を対象に、毎年サマー・セミナーやエクスターンシップ
を実施しています。学生たちはボーイング ジャパンのオフィス
に集まり、航空産業について学んだり、航空宇宙技術を応用
して作るプロジェクトに取り組んでいます。 東京大学でのボーイング・サマー・セミナー

開催年 対象大学 プロジェクト名 概要
2010 東京大学 共同研究開発 産学共同研究開発
2010〜2011 東京大学 エクスターンシップ ボーイング社の専門家による航空産業や航空宇宙技術を応用した技術系講義
2012〜2013 東京大学、東北大学、 

名古屋大学
エクスターンシップ ボーイング社の専門家による航空産業や航空宇宙技術を応用した技術系講義

2011 名古屋大学 共同研究開発 産学共同研究開発
2012 東京大学、東北大学、 

名古屋大学
Higher Education 
Program

ポテンシャルのある航空宇宙系技術者育成を目的として奨励金を毎年寄贈

2012 東京大学 CMI産官学共同R&D ボーイング社、三菱重工、東京大学で推進する製造技術とプロセスの共同研究開発
2012 大阪工業大学 講義 イノベーションについて
2009〜2012 東京工業大学 講義 非営利団体法に基づく政策決定プロセスについて
2012 東北大学 講義 ボーイング社の戦略と将来
2013 東北大学 共同研究開発 産学共同研究開発
2013 早稲田大学 講義 最新航空輸送産業概論
2013 会津大学 技術協力 サイバーセキュリティ—人材育成講座に演習装置で連携

ボーイング ジャパンと大学との連携

Boeing Japan 19
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GLOBAL CORPORATE CITIZENShIP

日本での良き企業市民として

理念と支援分野
ボーイング社では、世界各国でビジネスを拡大するだけでな
く、各地で信頼されるパートナーになることを目指しています。
日本では、進出50周年にあたる2003年に企業市民としての
ボランティア活動を本格的に開始しました。以来、公募制など
でボーイング社が力を入れる5つの分野（教育・健康福祉・環
境・文化芸術・市民活動）で活躍する団体を支援しています。

日本での支援活動の足跡—支援団体一例—
教育分野
●  NPO法人 子供大学かわごえ：勉強から学問への一歩を踏
み出す支援

●  NPO 東京シューレ：フリースクール活動

健康福祉分野
●  （財）そらぷちキッズキャンプ：
難病と闘う子供たちに自然体
験プログラムを提供

●  東北レインボー・ハウス・プロ
ジェクト：東日本大震災で親を
失った子供たちを支援

環境分野
●  生物多様性JAPAN：子供や女性に向けて生物多様性を普
及、啓蒙するための活動

●  NPO サロベツ・エコ・ネットワーク：北海道サロベツおよびそ
の周辺の豊かで美しい自然を次世代に引き継ぐための活動

●  NPO法人 足尾に緑を育てる会：荒廃してしまった足尾銅
山に植樹

●  NPO法人 藤前干潟を守る会：愛知県藤前干潟の生物多
様性を守る活動

●  オイスカ：津波の被害を受けた仙台空港付近の松林の植林
活動

社員の参画
ボーイング社の活動は助成金にとどまりません。ボーイング社
の創立記念日にあたる7月16日に合わせ、世界中の社員が

『グローバル・マンス・オブ・サービス』という社内活動の一環
として、ボランティア活動に参加します。たとえば、社員が助
成金支援団体である東京シューレの子供たちと一緒に、環境
汚染で土地が荒廃してしまった足尾銅山での植樹活動を行っ
たり、パートナーである三菱重工の社員と、787 ドリームライナー
の生産拠点である名古屋に近い藤前干潟の清掃活動に参加
しました。

東日本大震災
2011年3月11日に発生した大震災の甚大な被害に対し、
ボーイング社の世界中の社員から130万ドルもの義援金が集
まりました。これとは別にボーイング社も100万ドルを支援し、
NPO法人 障害者インターナショナル（DPI）とマーシーコー

（Mercy Corps）に送り、地域の被災障害者の雇用機会支援
や必要とされる障害者用インフラ整備に役立てられました。
 ボーイング社員は震災直後から継続的に東北復興のボラン
ティア活動にも参加。2012年のグローバル・マンス・オブ・サー
ビスでは、最も深刻な被害を受けた地域のひとつである気仙沼
で、また2013年には亘理町でボランティア活動をしました。
 ボーイング社にとって、事業を行っている地域社会への還元
はコアバリューのひとつであり、日々の活動に組み込まれてい
ます。こうした努力を継続し続けていくことで、ボーイング社は
日本のより良きパートナーになっていけるものと考えています。
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Boeing 737

Boeing 737型機

ボーイングの737型機は、その信頼性の高さから世界で最も成功を
収めている民間航空機です。特に次世代737型機は、初号機就航以
来、99.7%という業界最高の定時運航率を誇り、単通路機市場で
の737型機の地位を確固たるものにしてきました。
 ボーイング社では、その737型機のさらなる性能向上に向け、
2011年8月、最新派生型である737 MAXの開発を決定しました。
 737 MAXは、次世代737型機が誇る信頼性に加え、単通路機
市場で最高となる燃料効率性を実現します。

 737 MAXは、燃料の大幅な節約という航空会社の期待に応えま
す。CFMインターナショナル社製のLEAP-1Bエンジンを搭載し、
今日において最も燃費に優れた既存単通路機と比較すると燃料消費
量とCO2排出量が14%削減されます。また、新型のアドバンスト・テ
クノロジー・ウィングレットを採用して抵抗を軽減、長距離路線の運
航では特に高い性能を発揮します。
 より効率を高めた構造設計、低い所要推力、メンテナンスの軽減
などの特徴もコスト面での大きな優位性となります。737 MAX 8

は、単通路機の中で最も低い運航コスト＊を実現し、座席あたりの運
航コストはエアバス社のA320neoを8%下回ります。
 737 MAXの開発は順調に進捗しており、2013年7月には機体
仕様も決定し、2016年に初飛行、初号機のデリバリーは2017年を
予定しています。
 また、737型機は、機体背部に板状のレーダー・アンテナを装備
したAEW&C（Airborne Early Warning & Control：空中早期
警戒管制）機や、P-8哨戒機にも転用されています。

＊ 2クラス仕様の737 MAX 8で、米国内ルールで500海里を飛行、燃料費は米1ガロン
につき$3.50として算定

PRODUCTS

製品紹介
旅客型 2クラス 

座席数
航続距離 巡航速度＊1

機種 海里 km マッハ
737-600 110 3,235  5,990 0.79
737-700 126 3,445  6,380 0.78
737-700ER 126 5,775 10,695 0.78
737-800 162 3,085  5,710 0.79
737-900 180 3,235  5,990 0.79
MAX 7 126 3,800  7,038  0.79*2

MAX 8 162 3,620  6,704  0.79*2

MAX 9 180 3,595  6,657  0.79*2

貨物型 最大積載量 航続距離 巡航速度＊1

機種 トン 海里 km マッハ
737-700C 18.2 3,000 5,555 0.78

＊1. 3万5,000フィート上空
＊2. 予定
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Boeing 767

Boeing 767型機

767型機ファミリーは、航続距離など、性能が異なる2種類のサイズ
の機体を揃え、ETOPS認定も併せ持ち、多様性に富んだ航空機と
して高い評価を獲得しています。また、航空会社や乗客の皆さんの
多岐にわたるニーズへの対応が可能であり、運航航空会社には大き
な競争優位性を提供します。環境性能にも優れる767型機は、窒素
酸化物、炭化水素、排気煙、一酸化炭素など、あらゆるカテゴリーの
排出量も業界基準以下に抑えています。

 767型貨物機は、767-300ER型機をベースとしており、アビオ
ニクス、航空力学、素材、推進装置など、767-300ER型機の成功
を支えた全機能が搭載されています。また、高い燃料効率性、運用
柔軟性、低騒音は、騒音基準や排出基準の厳しい空港への運航が
可能で、スピードが重視される航空貨物に対応します。
 また、767型機は、KC-767やKC-46などの空中給油・輸送機
や、AWACS（早期警戒管制機）にも転用されています。

旅客型 3クラス 
座席数

航続距離 巡航速度＊

機種 海里 km マッハ
767-200ER 181 6,385 12,195 0.80
767-300ER 218 5,990 11,070 0.80
767-400ER 245 5,625 10,415 0.80

貨物型 最大積載量 航続距離 巡航速度＊

機種 トン 海里 km マッハ
767-300F 52.7 3,225 6,025 0.80

＊3万5,000フィート上空
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Boeing 777

Boeing 777型機

777型機は、世界市場で大きな成功を収めている航空機です。運航
会社にこれまでにない高い価値を提供して航空会社の発展に貢献
しており、世界の航空会社の上位10社中、9社が777型機を運航
しています。
 777型機は、長距離大量輸送のニーズに柔軟な対応が可能で、
300〜400席クラスの中で最大のペイロードと航続距離性能を有
しています。

 航空会社にとっての最大関心事である定刻運航に関しても、今や
777型機は業界基準となっており、フライトの欠航、離陸後の引き
返しや着陸空港の変更などの件数が、競合機の半分であることも
777型機の信頼性の高さを表しています。
 また、777型機は、乗客の皆さんからも、毎年高い評価を得てい
ます。高い収益を上げ、低いコストで運航が可能な777型機に対す
る需要は、競合全機を合わせてもそれを上回ります。環境性能にも

優れており、排ガス量などの環境基準には十分余裕を持って適合し
ています。
 ボーイング社は、顧客の意見や市場のニーズを反映し、最新鋭
の双通路型航空機777Xを2013年11月にローンチ、世界の双発
ジェット機の中で、最も大きく、最も燃料効率に優れた飛行機となり
ます。燃料消費量は既存の777型機より20%、運航コストは15%
低減する見込みで、2010年代後半の就航を予定しています。

旅客型 3クラス 
座席数

航続距離 巡航速度＊1

機種 海里 km マッハ
777-200 312 5,120  9,480 0.84
777-200LR 314 9,290 17,205 0.84
777-200ER 314 7,510 13,900 0.84
777-300 388 5,845 10,820 0.84
777-300ER 386 7,825 14,490 0.84
777-8X 350  9,300*2  17,220*2 —
777-9X 400  8,200*2  15,185*2 —

貨物型 最大積載量 航続距離 巡航速度＊1

機種 トン 海里 km マッハ
777F 102 4,900 9,070 0.84

＊1. 3万5,000フィート上空
＊2. 予定
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Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787型機

世界中の航空会社からの絶大な要望に応えて誕生した最新型機、そ
れが787ドリームライナーです。
 787-8型機の座席数は210〜250席で、航続距離は14,200〜
15,200km（7,650〜8,200海里）です。ストレッチ型の787-9
型機は座席数250〜290席で14,800〜15,750km（8,000〜
8,500海里）の航続距離性能を有します。2013年6月には新たに
787-10型機がローンチし、787型機ファミリーの機種と能力を増
やしました。787-10型機は座席数300〜330席で、世界の双通

路機ルートの90%以上に相当する12,964km（7,000海里）の
航続距離で飛行する予定です。
 787型機は大型機並みの航続距離を可能とする一方で低燃費を
実現し、環境性能も大きく向上しました。消費燃料は、同サイズの既
存機と比較すると20〜25%少なく、巡航速度はワイドボディー機
の最高速度と同等のマッハ0.85です。貨物の搭載スペースも拡大
し、同サイズの既存貨物機より20〜45%も優れています。

 また、客室内は湿度を高めるなど、快適性を高めた機内仕様にし
ており、乗客の皆さんはこれまでにはない新しい空の旅を体験いただ
けます。
 これまでの常識を覆すこの最新型機は、複合材の大量使用、電気
システムの拡張、新型エンジン、最先端の航空力学など、多くの最新
テクノロジーを採用することで実現しました。

旅客型 座席数 航続距離 巡航速度＊

機種 海里 km マッハ
787-8 210-250 7,650-8,200 14,200-15,200 0.85
787-9 250-290 8,000-8,500 14,800-15,750 0.85
787-10 300-330 7,000 12,964 0.85

＊3万5,000フィート上空
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Boeing 747

Boeing 747型機

「空の女王」と呼ばれていた747型機。「新たな空の女王」として誕生
したのがインターコンチネンタル747-8型機です。その旅客型である
従来の747型機と比べて座席数と貨物搭載量が多く、航続距離や
速度も上回り、燃料効率性や騒音などの環境性能も優れています。
747-8型機は、最新の構造素材、最新の翼とエンジンの組み合わ
せ、改良型フライトデッキ、ドリームライナーと同様の客室内仕様な
ど、数多くの特徴を有しており、乗客の皆さんは快適なフライトが楽
しめ、航空会社はその経済性と環境性能を得ることができます。

 747-8インターコンチネンタルが新たに採用した客室内は快適で
居心地の良い空間となっています。階段は広いスペースにカーブを描
いて設置されており、大型手荷物収納棚は、収納スペースや座席頭
上スペースをさらに拡大しています。また、静かでビジネス客が特に
利用する2階デッキ、広々としたメインデッキ、プライベート機と思わ
せるような前方ファーストクラス席など、これまでの747型機の特徴
を活かした機内設計を施しています。

 747-8型機は、高揚力新システムを用いた新型主翼を採用してお
り、GE製の最新GEnx-2Bエンジンと組み合わせることで効率性を
より向上させ、従来の747型機よりも燃料消費量や温室効果ガスの
排出量が少なく、より静寂な運航を可能としました。
 747-8型機は、貨物機としても最適なモデルで、従来の貨物機と
比べて効率性、経済性、環境性能など、すべての面で優れています。

旅客型 3クラス 
座席数

航続距離 巡航速度＊

機種 海里 km マッハ
747-400 416 7,260 13,450 0.85
747-400ER 416 7,670 14,205 0.85
747-8インター
コンチネンタル 467 7,760 14,380 0.86

貨物型 最大積載量 航続距離 巡航速度＊

機種 トン 海里 km マッハ
747-400F 112.6 4,445 8,230 0.85
747-400ERF 112.7 4,970 9,200 0.85
747-8F   133 4,325 8,010 0.85

＊3万5,000フィート上空
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F-15 Eagle

F-15イーグル

F-15イーグルは高速・高機動、および長射程 空対空ミサイルの運用
能力と、高性能レーダーを持つ双発の大型制空戦闘機です。マッハ2
を超える高速性・加速力と高い旋回能力、長い航続距離、多くの兵
装を搭載できます。最先端の統合アビオニクスとデータリンクにより、
他機種等と情報を共有化して、優れた情報認識を行うネットワーク
セントリックなオペレーションが可能な機体です。
 F-15の優れた機動性と加速力は、大きな主翼による低い翼面荷
重と、機体重量より高い双発エンジンが支えることで、高い旋回能力

と速度が失われにくい、強力な格闘戦闘能力をも有しています。ヘッ
ドアップディスプレー、高性能レーダー、慣性航法装置、搭載のデー
タリンクを使用することにより、早期警戒管制機（AWACS）と連携
して高度な迎撃能力を発揮します。また、敵味方識別装置、レーダー
警戒受信機、電子戦警戒装置、電子妨害装置等が自動統合化された
電子戦システムを装備しています。兵装に関してはAIM-120発展型
中距離 空対空ミサイル、AIM-9L/M短距離 空対空ミサイル、20
ミリ ガトリング機関砲および日本製のミサイルなど、多くの種類を搭

載できます。F-15C（自衛隊F-15J）は単座型、F-15D（自衛隊
F-15DJ）は複座型です。余裕を持たせた設計により、近代化改修が
図られ、米空軍をはじめ、日本を含む世界の空軍で第一線任務に運
用されています。また、派生型F-15Eストライクイーグルは米空軍だ
けでなく同盟軍にも採用され、現在も生産を続けています。

乗員 1名または2名
全幅 13m
全長 19.44m
全高 5.6m
最高速度 マッハ約2.5

航続距離 フェリー：3,450km 増槽：4,630km以上
CFT：5,750km以上

エンジン P&W製F100 -PW-100, 200、
アフターバーナーつきターボファンエンジン：2基

推力 23,450ポンドx2
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KC-46A

KC-46A空中給油・輸送機

作戦初日から対応する優れた能力と効率性が向上したKC-46タン
カーは、米国空軍および同盟国軍向けの次世代の空中給油機です。
比類ない多目的性能を持つKC-46は、より多くの燃料・貨物・要員・
傷病者などを輸送できます。その特徴は、最新鋭のフライ・バイ・ワイ
ヤー方式のブームです。任務効率を向上するために大きく広がった給
油可能領域と迅速な給油量を備えた統合されたホース・アンド・ド
ローグ方式で、主翼にある空中給油ポッドと給油口（レセプタクル）

は複数の箇所からの同時給油や、タンカー同士の給油などを可能に
するため、航続距離を伸ばし、任務の柔軟性を高めます。空中給油
操作ステーションは、高解像度の24インチ3Dディスプレイと、それ
ぞれ独立してコントロールできる操作装置を2つ備えています。
 KC-46は787ドリームライナーに採用されたパイロット・ディスプ
レイを採用し、脅威に対して即座に対応できる統合警戒・警報システ
ムを備えた最先端のフライトデッキが装備されています。これにより、

パイロットが危急な判断をリアルタイムに行うために必要な情報に搭
乗員が即座にアクセスすることが可能です。
 KC-46プログラムの高度な統合ロジスティックシステムにより、中期
契約支援で初期作戦能力を獲得でき、高度なPBL（Performance 
Based Logistics）から運用者独自のサポート方法まで、幅広くオプ
ションをつけることができます。

乗員 4〜15名
全幅 156.1フィート
全長 165.6フィート
全高 52.10フィート
最高速度 360KCAS/80M
エンジン P&W製F100 -PW-4062：2基
推力 62,000ポンド
最大離陸重量 415,000ポンド
搭載燃料量 212,299ポンド
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737 AEW&C

737空中早期警戒管制機（AEW&C）

737-700型機のプラットフォーム
信頼性の高い民間機のひとつである737-700型機をプラットフォーム
とした737 AEW&C空中早期警戒管制機は次のような性能を有
しています。
●  21世紀のアビオニクス、ナビゲーション装置、コックピット
●  運用高度：41,000フィート
●  航続半径：3,500NM以上
●  滞空時間：10.5時間、空中給油をした場合は20時間

AEW&Cシステムに含まれる要素
●  マルチロール電子走査アレイ（MESA）レーダーシステム搭載
●  操作ビーム、Lバンド、電子走査アレイにより距離、追尾、精度に
おける性能を最大化

●  レーダーは空中と洋上目標を同時に追尾可能
●  トップハット型レーダーにより機体全周360度走査しつつ、低い空
気抵抗の形状により長時間滞空が可能

737空中早期警戒管制機は、将来に向けた空中早期警戒システムの標準型で、737-700型機からの派生機です。リアルタイムに状況認識が
できるミッションシステムには最先端レーダーや情報・監視・偵察用センサーが統合されているため、空中および洋上での有人監視や戦闘空間
管理をすることが可能です。
 ボーイング社製の監視および戦闘ミッションシステム、ノースロップ グラマン社製のMESAレーダー、民間機のもつスピードと巡航距離、高
高度飛行という長所を併せ持つため、性能・信頼性・効率性に優れています。オーストラリア・韓国・トルコなど世界で14機が運用されています。

乗員 フライトクルー：2名 乗員：6〜10名
最大離陸重量 171,000ポンド
最高速度 マッハ0.78
航続距離 3,500海里

レーダー能力 ノースロップグラマン製MESAレーダー
360度、空中および洋上目標捕捉
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Ah-64E Apache Attack helicopter

AH-64Eアパッチ戦闘ヘリコプター

AH-64Eアパッチは世界最強の戦闘攻撃ヘリコプターの最新鋭機で
す。EモデルはDモデルのもつ性能に加え、最新技術を取り入れ同機
の能力を向上させています。
 AH-64Eの初号機は2011年10月に米陸軍へ納入されました。
米陸軍はAH-64E型機を25〜30年運用する計画で、その米陸軍
用生産ラインは数十年維持されます。

 AH-64Eアパッチには、新しい動力装置、エンジン、アビオニクス、
オープンシステム アーキテクチャー、ネットワークセントリック能力な
どが強化されています。また、生存性が向上しているうえ、洋上任務
を遂行する能力もEモデルの特徴です。

乗員 2名
全幅 17.15フィート（5.227m）
全長 58.17フィート （17.73m）
全高 15.24フィート（4.64m）
重量 15,075ポンド（6,838kg）
エンジン GE 701D
巡航速度 標準飛行時：時速279km
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Ch-47F

CH-47Fチヌーク

CH-47Fは多用途・多目的なタンデムローター式ヘリコプターで、米
陸軍や諸外国で多数運用されています。完全一体型のデジタル・コック
ピット・システムなどが搭載され、高性能な貨物ハンドリングが可能
で多様な輸送任務に貢献しています。
 災害救援、人道的支援および国際貢献など軍事面以外にも活躍す
るヘリコプターです。

乗員 2名＋33〜55名
全幅 12.42フィート（3.78m）

全長 胴体部：52.0フィート（15.9m） 
ローター含む全長：99フィート（30.18m）

最高速度 170ノット（時速315km）
燃料 1,034ガロン（3,914L）
運用可能最高高度 20,000フィート
最大搭載量 24,000ポンド（10,886kg）
航続距離 200海里（370.4km）

エンジン ハネウエル製55-GA-717A：2基
各4,733shp（3,529kw）
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V-22 Osprey

V-22オスプレイ

 24名の兵隊、または貨物を搭載し、ヘリコプターの2倍の速度で
航行することが可能です。V-22は、世界中のあらゆる地域において
迅速な展開が可能な唯一の垂直離着陸機です。
 従来機と比較して、スピード2倍、搭載量3倍、航続距離3〜5倍
の能力を持ちます。

V-22オスプレイは、ヘリコプターの持つ垂直離着陸性能と、固定翼機
の速度、航続距離性能を有する、ベル社とボーイング社で共同開発し
た多目的チルトローター機です。エンジン・ナセルとローターを垂直
にすることで、ヘリコプターと同様の離着陸と飛行を可能とし、エン
ジン・ナセルを回転させることでターボプロップ機として高速かつ高度
の飛行にも対応、他の機材では不可能な任務の遂行を可能とします。

乗員 MV-22：2名 CV-22：3名＋24人

全幅 ローター回転時：84.6フィート（25.78m）
格納時：18.4フィート（5.61m）

全長 胴体部：57.3フィート（17.48m）
格納時：63フィート（19.2m）

全高 17.9フィート（5.46m）
ナセル垂直時：22.1フィート（6.73m）

最大離陸重量 垂直離陸時：52,600ポンド（23,859kg）
最高巡航速度 275ノット（時速443km）
航続距離 600海里（722km）
エンジン Tロールスロイス製AE1107C：2基
推力 6,150shp（4,586kw）
ローター直径 38.1フィート（11.6m）
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ScanEagle® Evolved—Integrator™

無人機システムScanEagle発展型インテグレーター

インテグレーターは多目的任務をこなす、滞空時間の長い無人機で、
情報収集、偵察、監視用のペイロードを顧客のニーズに沿って搭載
することができます。ペイロードを重視した設計のため、外部システ
ムとのインテグレーションがしやすく、スキャンイーグル無人機システ
ムと同様のモジュール構造と小型システムにより、コンフィギュレー

ションを変更することの可能なペイロードベイで長い滞空時間を維
持します。任務の前にプログラムすることで、自律的飛行を行います。
インテグレーターの地上コントロールシステムにより、統合、拡張性、
複数機のコントロール、遠隔・移動操作、米軍・NATO軍基準のイン
ターフェースシステムになっています。

全幅 16フィート（4.8m）
全長 8.2フィート（2.5m）

速度 最高速度：90ノット以上（46.3m/秒以上）
巡航速度：55ノット（28.3m/秒）

滞空時間 24時間
最大離陸重量 135ポンド（61.2kg）
機体重量 80ポンド（34.0kg）
発射 空圧式ウェッジカタパルト
着艦 スカイフック捕捉システム
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ファントムアイは、長時間の情報収集と偵察監視活動を可能にする、
水素燃料を使用した高高度遠距離型無人偵察機です。
 ファントムアイのデモ機は軽量のプロペラ機で、翼は大きなアスペ
クト比を持ち、その最新の推進システムはファントムアイが採用する
空力学と相まって、最長4日間に及ぶ広域監視活動を可能とします。
ボーイング社はまた、上空で10日間の飛行が可能な、2,000ポン
ド以上の機器を搭載できる、より大型の高高度遠距離型の開発も進
めています。高高度遠距離型は、600ポンドの搭載物と500ポンド
のコミュニケーションコアを搭載して、10日間の任務を遂行できるよ
うに設計されており、通常は、監視、追跡任務用の複数のセンサー
機器などが搭載されます。また、機器が適切に備え付けられたファン
トムアイは800海里まで情報伝達が可能となります。

Phantom Eye 

ファントム・ワークスの将来の研究開発実験機
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