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Made with Japan
日本とともに



ボーイングは1953年に初めての拠点を東京に開設して以来、60年以上にわたって日本で事
業を展開しています。民間航空と防衛の両分野で関わりを持つ多数のお客様やサプライヤー

と、相互信頼に基づく密接なパートナーシップを構築してきました。ボーイングはこれまでに

日本とともに成し遂げた数多くの成果を誇りに思います。

ボーイングが製造するすべての民間航空機に日本製の製品が組み込まれています。三菱重 
工・川崎重工・富士重工、東レなど150社以上の貢献により、世界に広がるボーイングのサプ
ライチェーンの中でも日本は最大のパートナーとなっています。例えば787型機は、ローンチ
カスタマーのANAや初期からのお客様であるJALとの「Working Together」プロジェクト
によって、まさに「日本とともに造った飛行機 – Made with Japan」になりました。

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支

援や災害救援活動で活用しています。

日本からの部品・サービス調達額は年間50億ドル以上に上り、「Made with Japan」は製品
にとどまらず、高度な技能を要するこのセクターにおいてボーイングは、雇用創出や経済効

果の面でも日本に貢献しています。

ボーイングは教育や地域社会への貢献も大切に考えており、東北地方の支援をはじめ日

本の地域に根ざした社会貢献活動に取り組んでいます。近年では各大学の協力を得て、 
東京大学、東北大学、名古屋大学など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・研究プログラムにとどまらず、2015年からは教育支援の対象を小学生に広げて活動
を展開しています。このような活動を通じて、航空宇宙産業で将来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「ものづくり」技術の発展に貢献しています。

1916年に米ワシントン州シアトルで創業したボーイングは、2016年7月に100周年を迎え
ました。次の100年を見据えながら、これまで以上の成功に向けて日本の関係者の皆様と
緊密に協力してまいります。

本社 米イリノイ州シカゴ

従業員数 16万人

2015年売上高 961億1,400万ドル   

　民間航空機部門 660億4,800万ドル  

　防衛・宇宙・セキュリティ部門 303億8,800万ドル   

製品・サービスを提供する国 150カ国
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ボーイングは世界最高レベルの技術者やものづくりの専門家と積極的
に連携し、日本でも製造技術や環境などの分野で研究開発を進めてい
ます。2012年には三菱重工・川崎重工・富士重工、東京大学生産技術研
究所（IIS）と共同で製造プロセス向上を目指す研究を開始。翌年、製造
技術コンソーシアム（CMI）を設立し、10数社/団体が加盟しています。

ボーイングは世界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。日本進出50周年の2003年に企業市民としてのボランティア活動
を開始。5分野（教育・健康福祉・環境・文化芸術・市民活動）で活躍する
団体に助成金を提供しています。毎年7月の創立記念月には、世界中の
社員がボランティア活動に参加しています。

ボーイングの民間航空機サービス事業（CAS）は、経営効率化や機体
の技術的保守、管理、経費削減など、納入後のサービスを航空会社に提
供しています。防衛・宇宙・セキュリティ部門のグローバル・サービス&サ 
ポート事業部門は、テクニカル・サポートや部品補給、訓練支援、機体の 
アップグレード・改修などのサービスを実施しています。

ボーイングは教育分野でもさまざまな活動を展開しています。日本では
東京大学、東北大学、名古屋大学を教育機関パートナーに選んでいます。
上記3校と金沢工業大学、九州大学の学生を対象に毎年開催している
エクスターンシップ・プログラムやサマー・セミナーなどのほか、2015年
からは小学生向けの「STEMプログラム」をスタートしました。

ボーイング・キャピタル・コーポレーションは、ボーイングの100％子会
社として総合金融業務をグローバルで展開しており、ボーイングの顧客
に対して各種金融サービスを提供しています。2016年、航空機ファイナ
ンス業界では新造民間航空機のデリバリーに約1,270億ドルの資金が
供給されると予想しています。

ボーイングは世界中で積極的にバイオ燃料プロジェクトを実施してお
り、日本では次世代航空機燃料イニシアティブ（INAF）とともに、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた開発ロードマップを発表
しています。製造過程での環境負荷軽減にも取り組み、2017年までにゼ
ロカーボン成長を達成すると表明しています。
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日本の航空機産業界はボーイングとの関わりが深くなるごとに成長を
続けています。2015年度の生産額は2011年度比で72.7%増、従業員数
は13.3%増加しています*。ボーイングにとって日本は米国に次ぐ世界
第2の部品・サービス調達国で、2015年の調達額は53億ドルに上ります。 
同時期、日本メーカーによる機体・部品輸出額は約68億ドルでした。
* 一般社団法人 日本航空宇宙工業会『日本の航空機工業』（2016年6月）
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日本政府は1992年に政府専用機として747型機を導入、その後継機にも
777-300ERの導入を決定しました。防衛省は2015年、次期空中給油・輸送
機にKC-46ペガサスを選定。V-22オスプレイやCH-47チヌークは世界中
の被災地へ派遣され、人道支援・災害救助活動の功績が認められています。

政府専用機や輸送機などで日本を支援

雇用創出・経済効果

ボーイングと日本の防衛産業はライセンス生産を通して深い関係を構築
してきました。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 
（現ボーイング）製のF-86を生産し始めたのを皮切りに、F-4EJ、F-15J/
DJ、CH-47J/JA、AH-64Dなど、数多くのボーイング製防衛装備品を日
本企業が生産し、維持整備を続けています。

ライセンス生産による技術移転

防衛・宇宙・セキュリティ部門
BOEING DEFENSE, SPACE & SECURITY

日本からの年間調達額

日本の防衛産業との関係の歴史
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日本企業は1980年代以降、ボーイング製民間航空機の生産分担比率を
上げています。767型機で16%だった比率が777型機で21%に、787型機
では機体の35%を三菱重工・川崎重工・富士重工が開発・製造。東レが炭
素繊維複合材料を開発するなど、数十社がその製造に関わっています。最
新鋭の777Xでも日本企業が21%を製造する契約を交わしました。

ANAとJALが初めてボーイングの民間航空機を購入した1964年以来、日
本市場でのシェアは80%以上にまで成長し、今では7社に導入されていま
す。「ジャンボジェット」の愛称を持つ747型機は、ボーイングが日本専用の
派生機を造った前例のない機種です。その後も767/777/787と、主力新型
機を導入するたびに日本の航空会社の関与が強まっています。

日本におけるボーイング民間航空機

日本における歴代の主要機種
1950s 1960s 1970s

F-86セイバー V-107 バートル F4ファントム II 747 737

日本とともに成し遂げたこと
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民間航空機部門
BOEING COMMERCIAL AIRPLANES

技術力
ボーイングが日本に寄せる信頼は、傑出した企業を評価・選出する「サプ
ライヤー・オブ・ザ・イヤー」にも表れています。過去の受賞サプライヤーを
国別でみると、米国以外では日本の占める割合が2位以下を大きく引き離
しています。この事実は、ボーイングが日本企業の卓越した技術力と品質
管理レベルを高く評価していることの証しです。

787型機における日本企業の製造割合

80%
日本の民間航空機市場
におけるシェア

サプライヤー・オブ・ザ・イヤー受賞企業のうち 
日本企業が占める割合（米国を除く。2014年時点）

767型機 777型機 787型機
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