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図2.9 航空機の製造分割・区分（777）7）

Part.2 製造計画
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図6.1 主翼構造様式の変遷

び1990年代のF-2 戦闘機の主翼構造様式の変遷を示している．
図6.1
（a）の零式艦上戦闘機の場合，前後フランジの押出し型材と結合金具類が
機械加工，その他はほとんどが板金構造で，国産の超超ジュラルミン（7075）系を初
めて桁に採用した．
図6.1
（b）のT- 38の主翼は後縁部に部分的に板金加工があるが，他はほとんど鍛
造材と押出し型材の機械加工部品である．同機は1958年に初飛行後，約1,000機の
納入実績を持ち，最も成功した超音速練習機の1つで，日本の T- 2高等練習機も同
様の構造様式である．

6.1 機械部品の特徴
航空機は，機体構造に数多くの機械加工部品を採用している．通常，この種の部
品はコストが高くなり，できるだけ機械加工を避ける設計が一般的である．にもか
かわらず航空機に機械加工部品が採用されるのは，高性能化と空気力学的に決め
られた機体形状という限定されたスペースの中で，大荷重に対して十分な強度を持
ち，軽量化できること，さらに機体のライフサイクルコスト上から有利になるため
である．
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この加工システムでは，１in.（25.4mm)程度の板厚のCFRPの加工が可能で，
アルミニウム合金だけでなく，チタン合金やステンレス鋼など板厚1/2in.
（12.7mm）程度までの難削材の板材も加工できる．
7. A380の複合材適用14）
エアバスA380は，CFRP複合材および「GLARE 」（商品名）と呼ぶ先進複合材
料を含めて，構造重量比で約40％の複合材を使用している．とくに，民間航空
機では世界で初めて中央翼にCFRPを適用し，アルミニウム合金に比較して約
1.5tonの重量軽減を はかった．また，この他に垂直尾翼，方向舵，水平尾翼，上
方フロアビーム，後方圧力隔壁などに，部分的なGFRPの使用も含め多くの
CFRP複合材が使われ，これらのCFRPは樹脂含有量40％のプリプレグを使用し
ている．
A380にCFRPを適用した最重要部位は，胴体と主翼とに結合される中央翼であ
る．このCFRP中央翼は高さ2.5ｍ，容積49m３で，部品板厚は最大45mm，前方，
中央および後方の3つの桁，2つの上面パネルと2つの下面パネルで構成され，合
計7つのCFRP主要部品から成る．これらの桁やパネルは，コキュア成形法によ
る一体化構造複合材部品として成形加工される．
A380のCFRP中央翼パネルの成形は，あらかじめ切断装置を使用して炭素繊維
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写真7.10 ATLによるレイアップ

写真7.11 バギング

写真7.12 オートクレーブ硬化

写真7.13 CFRP中央翼パネル

（a）据置型構造組立治具による組立

（b）ホール to ホール組立法による組立

写真10.2 大型旅客機胴体パネルの治具レス構造組立 6）

最少で済み，比較的簡素な組立治具や
移動式の簡素で軽い固定治具で組立で
き，コストダウンを実現している（写
真10.2）．
一方，構造組立作業の自動化もさら
に研究が進み，従来の空圧や油圧によ
るリベット締結に代わって自動リベッ
タの技術がさらに進歩している，主翼
パネルや桁組立のリベット締結時間を
短縮させる電磁リベット締結などが研

写真10.3 電磁リベッタによる主翼桁自動組立装置

究，実用化されつつある．この方法は，
磁力による反発力を利用したかしめ法で，1回の衝撃で瞬時にかしめができると
いう利点を持つ（図10.6）．
その半面，電磁リベット締結は対向する2基のガンを使用するので，複曲面に
対して垂直で常に同軸度を保持する機構を持つ強固なC形フレームガントリータ
イプ（写真10.3）の構造とするか，各種センサによってそのつどアライメントを
検出する方法などが必要で，設備規模が大型化するという問題もある．
また，従来は自動化が困難だった胴体パネル結合作業に，サブ組立した胴体
パネルを結合する自動リベッタが開発されている．これは大型航空機の半殻胴
体を組み立てるための自動リベッタで，ワークヘッドがリングフレーム上を円
周方向に走行して，自動的に穴あけ，締結できる機能がある
写真10.4は，ボーイングC-17輸送機胴体パネル結合部用リベッタである．この
大型胴体組立セルは4つのステーション（STA）で構成され，高さ10m，幅20m，
長さ約90mある．
最初のSTAは真空カップによる胴体パネル位置決め用ローディング，第2は大型
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