


A Promise for
the Future

未 へ来
特　集

の 束約
“ R o c k e t  B u s i n e s s ”  

平素は、弊誌をご愛読いただきまして、

誠にありがとうございます。

東日本大震災により深刻な被害を受けられた被災者の皆さまに対して、

謹んで心よりお見舞い申し上げます。

私たち三菱重工グループは、

「ものづくり」を担う企業としてたしかな未来を実現するために、

社会インフラの整備や技術者の派遣など、

早期復興に向けて出来るかぎりの支援を行ってまいります。

必ず立ち直る、逞しい日本。

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱重工業株式会社
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凛とした静けさがみなぎり、
成功を確信する瞬間が訪れる。
2011年1月22日、H-ⅡBロケット2号機が打ち上げられ、

無事にミッションを完了した。

これにより、日本のロケットは14回連続打ち上げ成功を収めた。

その頃、次の打ち上げへの準備が日本各地で進められていた。

2011年2月14日、記録的な寒波に包まれる中、

LE-7Aエンジン※の燃焼試験は行われた。

秋田県・田代試験場

※ H-ⅡAおよびH-ⅡBロケットの第1段エンジン
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誇
り
に
火
が
点
る

写真左：LE-7Aエンジン点火の瞬間。噴射口を形作る450本の配管隅々まで、－253℃の燃料が行き

渡る。噴射される炎は3,000℃、わずか0.5mmの管壁を隔てて極低温と超高温が共存する。

写真上：燃焼試験前に、入念にエンジンの調整・確認をする技術者。三菱重工 田代試験場は豪雪

地帯にあり、極寒の環境のもと作業が進行する。

写真下：燃焼試験を終えたLE-7Aエンジンは、三菱重工 名古屋誘導推進システム製作所（名誘）

にて、専任担当者による最終チェックを行う。その後、ロケット本体への取り付け作業を

する三菱重工 名古屋航空宇宙システム製作所（名航）へ移送される。

大気を裂く衝撃は、次のミッションへのカウントダウン。
エンジン燃焼試験は、品質確認の最終工程。点火の瞬間を全員が見つめる。

氷点下の大気を3,000℃の炎が揺るがす50秒間、これまでの全ての作業が試される。

エンジンは磨き抜かれた技を披露し、安定した性能であることを誇らしげに叫ぶ。

張り詰めた緊張から解放された時、試験場には晴れやかな笑顔が溢れる。

秋田県・田代試験場 愛知県・名誘

秋田県・田代試験場
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繊細かつ大胆な技巧で、ロケットに魂が吹き込まれる。
ロケットは、大きなクリーンルームの中で、傷つけることのないよう丁寧に組み上げていく。

ほぼ特注の100万点に及ぶ部品は、最高水準の精度と技術でつくられている。

微細な作業をミスひとつなく、淡々とこなしていく匠たちのものづくりの技が、ロケットビジネスを支えている。

愛知県・名航

愛知県・名航

愛知県・名誘

2段目の燃料タンク部分を調整する
技術者。ロケットの直径はH-ⅡAが
4m、H-ⅡBは5.2m。巨大な治具を
使って少しずつ回転させながら精密
な組立作業が進行する。ボルト1本、
1本の閉め具合にまで規定値が定め
られ、すべての艤装作業が手作業
で慎重に進められる。

宇宙ステーション補給機（HTV）
の推進モジュールの下で、作業
をする技術者。HTVには、NASA
スぺースシャトルなどの有人機
設計思想（2フェールセーフ）が
採用されている。

1段目の液体水素タンクと液体酸素タンク
を結合させる作業。1段目は全長37m。巨大
なものであっても、わずかな傷も許されない。
熟練した技術者でも、極度に緊張が高まる
瞬間である。精

緻
の
聖
地
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夢
を
打
ち
上
げ
る

ロケットとは、
最高水準の技術で組み上げた
堅牢な寄木細工
　日本のロケットは確立した技術に基

づく設計、頑固たる技による製造、全工

程での品質確認という最高水準の技術

の粋で組み上げられた堅牢な寄木細工

である。これらの作業は、秋田で、愛知

で、そして世界に誇る美しい射場である

種子島で行われ、一切の失敗を許さない

打ち上げへと続く。そのため、成功の確信

を持って臨む工程でも、極度の緊張が現

場を覆う。2,000秒という貴重な耐用時

間の一部を使って検証するLE-7Aエン

ジンの燃焼試験は、その代表例といえる

だろう。全てが完璧であると確信できた

とき、打ち上げが可能となる。

　そして、H-ⅡAロケット打ち上げの最終

判断をするのは、製造から打ち上げ輸送

サービスまでを一貫して担当する三菱

重工である※。そこには、ロケットビジネス

を支える誇りが息づいている。

ISSの生命線、
宇宙ステーション補給機（HTV）
“Thank you for the beautiful golden 

shiny vehicle.”

　これは、国際宇宙ステーション（ISS）

に滞在する宇宙飛行士からHTVに向け

られた賛辞だ。HTVはISSに食料、衣類、

実験機器、およびISS機材を届ける無人

補給機である。ISSに長期滞在する宇宙

飛行士にとって、HTVで運ばれる物資は

まさに生命線といえる。年内には、米国の

スペースシャトルが退役する予定であり、

HTVが船外用物資を輸送する唯一の

手段となることから、ISSの活動に欠くこと

のできない重要な役割を担う。

　三菱重工では、HTVの全体システムの

取りまとめや製造を行ってきたが、日本

国内で初めての補給機開発であったた

め、苦悩と挑戦の連続であった。とりわけ、

船外用物資の出し入れを可能とした機体

側面の大きな開口部は、設計者の斬新

で大胆なアイデアによって実現した。

　そして、三菱重工は、HTVをさらに進化

させ、ISSとの往復を可能とする有人宇宙

船に挑戦する。

夢と、たしかな未来
　ロケット打ち上げが安全に、確実に遂

行される裏側には、多くの技術者の静か

な挑戦と情熱があった。製造期間3年を

要するロケットは、打ち上げからわずか

30分でミッションを完了し、役目を終え

る。しかし、ロケットが運ぶHTVや衛星

は人々の記憶に深く長く刻まれることに

なるだろう。

　私たち人類は、無限の可能性を秘めた

宇宙へ夢の探求を続けてきた。ロケット

で運ばれた月や惑星の探査機、天文観

測衛星の活躍に胸を躍らせた人も多い

鹿児島県・種子島

だろう。また、通信・放送・気象分野や

環境保護のためにつくられた人工衛星

は、さまざまな領域で私たちに恩恵をもた

らし、豊かな生活を与えてくれる。宇宙は

夢だけでなく、たしかな未来をも約束し

てくれるのだ。

　これからも、安全に、確実に宇宙へ輸送

することで世界中の人々の暮らしを支え

たい。これが、三菱重工の描くロケット

ビジネスの姿なのである。※エンジンから機体全体の製造、打ち上げ輸送サー

ビスまでを一貫して担当できる企業は世界で唯一
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技能スクールの様子

　「ものづくりの現場で働くこと」。それは、

ハノイ工科大学で学び、MHIVAに就職し

たBangにとって長年の夢であった。その

Bangは、MHIVAを「第2の家といえる大切

な職場」と、親しみと敬愛を込めて呼んで

いる。彼に日々の業務について聞いた。

　Bangは出社すると、まず前日からの業

務進捗状況を確認し、上司から指導され

た内容を製造現場に分かりやすく指示

する。その後、技能スクールへ。ここでは、

日本から派遣された技能研修プログラム

の教官、林とともにベトナム人の新入社

員研修を行っている。林は、三菱重工

名古屋航空宇宙システム製作所で長年、

若手の指導にあたってきたスペシャリス

ト。Bangも2年半前に日本で彼の指導を

受けた一人だ。今は林の技術者としての

考え方や知識を、文化や言葉の違いを考

慮し、新入社員へ的確に伝えるサポート

をしている。「仕事には真剣に取り組む

こと」「つねに品質を第一に考えること」

といった、三菱重工におけるものづくり

の基本姿勢を新入社員が理解し、必要な

技術を習得することを林とBangは目指し

ている。「ベトナムの人に自らの技を伝え、

これからのものづくりに活かしてもらい

たい」と日々の指導に力を入れる林は、

「ベトナムには手先が器用な職人が多い

んです。勤勉で仕事熱心な彼らとともに

高品質のフラップを作り続けていきたい。

このことが、今後さまざまな航空機部品

をつくるチャンスにつながるはずです」

と想いを語る。

　高い技術と品質、それを支える心構え。

これらが結集すれば、MHIVAで多くの

航空機部品の生産が可能になるだろう。

ゆっくりとした時間が流れている文化都

市ハノイで、Bangと林の夢はふくらむ。

　MHIVAで働き始めた頃のBangは、慣

れない仕事に不安になることが多く、「上

司の指示が分からず失敗したこともあっ

た」と振り返る。その後、さまざまな経験

から「簡単にできることは何もない」と、

着実に業務を積み重ねることの大切さに

気づき、自分の仕事に自信が持てるよう

になった。Bangは「三菱重工では技術や

専門知識だけでなく、チームで働く心構

えを学びました。また、完成した航空機と

その部位を見て、飛行安全の重要性を実

感しました。このことは今の自分の仕事

に対する考えと深く結びついています」と

語った。一方、指導教官としてベトナムを

訪れるのは3回目となる林。訪問当初は

日本との文化の違いに驚くこともあった

が、今では「私は半分ベトナム人」と言う

ほどベトナムを愛してやまない。文化の

違いを超えようと親身になって指導する

林を、Bangも心から尊敬し、親しみを込

めて“ボォ（ベトナム語でお父さん）”と呼

ぶ。仲間と一緒に、航空機の安全を第一

に考えたものづくりを目指しているBang

は入社3年目。自らの技術向上や後進の

指導に、汗を流す日々を過ごしている。

　“ボォ”からの教えを心に刻みながら、

真剣に業務に取り組むBangに、同僚が

つけたニックネームは「Bang隊長」。彼自

身、このニックネームをとても気に入って

いる様子で「ものづくりには厳しさが不

可欠、すべてに細心の注意を払うことが

とても重要なんです」と言う。このことは、

三菱重工が目指すものづくりのDNAが、

アジアの新興国ベトナムでも継承されて

いる証だといえるだろう。

　Bangの夢はMHIVAのマネージャー、

そして大きな責務を持つ統括責任者に

なること。その夢に向け、さらなる努力

を続けている。

煌めく新興国ベトナムの
未来創造工場では、

ものづくりのＤＮＡが
継承されている

MHI Aerospace Vietnam Co.,Ltd.

「メイド イン ベトナム」に
込めた誇りと夢

三菱重工では、製造拠点の海外展開を推進している。
今回の熱人は、当社のアジアにおける最初の航空機製造拠点である
「MHI Aerospace Vietnam Co., Ltd.（MHIVA）」の2人。

日本で製造技術を習得したベトナム人従業員、Ngo Van Bang（28歳）と
日本から来た教官、林 秋光（62歳）を紹介しよう。

Ngo Van Bang
（ゴー ヴァン バン）

林 秋光
（はやし あきみつ）

仲間、そして“ボォ”。
確信へと導く絆

ボーイング737のインボードフラップ※を製造

※航空機の揚力を増大させるための装置

フラップの前で新入社員とともに
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世界の海運を支える、
ニッポンクオリティ

MHI
IN
THE
WORLD
現地オスロの記者が
世界へ発信
From Oslo DIRECT

2011年3月に長崎造船所にて竣工した「Mark-V」

インフラ整備に欠かせない
High & Heavy Cargo

　経済成長を続ける新興国では、各種の

インフラ整備が急速に進められている。

なかでも、発電所や工場の建設、空港・

港湾・鉄道網などの整備は、新興国に

とってはさらなる経済発展に向けた重

要な投資である。これら整備のために、

建設機械やプラント設備、鉄道車両など

High & Heavy（H&H）Cargoと呼ばれる

大型で特殊な貨物が輸入される。H&H 

Cargoは荷姿も輸送量も多種多様であり、

High & Heavy Cargo輸送を支える
世界最大級の“RORO船”。
新興国のインフラ整備実現に向け、
その活躍が期待される。

それらの輸入はチャーター船や特殊船に

頼ることがほとんどであるため、効率の

よい輸送手段が模索されていた。

貨物船の中で独自の存在感を
示すRORO船

　国を越えての輸送、国際物流の9割以上

は海運により支えられている。今も昔も、

海運が最も輸送効率（エネルギー効率）

のよい大量輸送手段であることに変わり

はない。一方、海運を支える貨物船は、時

代のニーズに応じてさまざまに形を変え

てきた。現在の主役は、飛躍的に大型化が

進むコンテナ船である。それは、世界経済

の成長とグローバル化に伴って、国際物

流を効率的に実施できる手段として発展

してきた。しかし、貨物の全てが規定サイ

ズのコンテナにより効率的に運搬できる

わけではない。この問題を解消する手段

のひとつとして“RORO船（Roll-on/Roll-off 

Vessel）※”がある。そして、コンテナによる

輸送の困難な貨物がH&H Cargoであり、

急速に増加している。特に、これらは高価

で希少な貨物も多いことから、積荷への

わずかなダメージも許されず、高い輸送

品質が要求される。高水準の輸送効率と

輸送品質の両立。これを目指したのが、

2011年3月に三菱重工で竣工した、Wilh. 

Wilhelmsen（WW）社向け世界最大級の

RORO船「Mark-V」なのだ。

「Mark-V」は、最新技術を全て
投入した世界最大級のRORO船

　「Mark-V」はいかにして誕生したのか。

長年にわたり、自動車輸送やH&H Cargo

輸送をリードしてきたWW社が、高水準

の輸送効率と輸送品質の両立を実現す

るため、パートナーとして選んだのが三

菱重工だった。それは、これまでの長い信

頼関係と高い技術力への期待からであっ

た。パートナー選定からおおよそ1年間、

両社で共同勉強会などを通し意見交換

を重ねた。そして、新しい船の姿として、

抵抗の少ない船体形状や貨物スペース

および斜路の効率的配置を徹底的に追

求した最新鋭のデザインを作り上げたの

だ。さらには、高い輸送効率・品質にとど

まらず、バラスト水処理装置の搭載や排

熱利用の発電設備など、環境に配慮した

最新技術を最大限に導入した。こうして、

両社の一大プロジェクトは2006年から

スタートし、第一号船がこの3月に無事

完工、WW社に引き渡された。世界最高

水準の性能を誇るRORO船「Mark-V」は

まさにH&H Cargo輸送の新しい幕開け

を飾ろうとしている。

環境立国ノルウェーを
代表する企業として

　「Mark-V」建造にあたっては、地球環境

保護に寄与する技術を徹底的に取り入れ

たWW社だが、彼らは以前よりこれらの

技術開発に積極的に取り組んでいる。

その事例のひとつが、彼らが業界で先駆

けて提案したエコシップ「E/S ORCELLE」

だ。本船は、風力や太陽熱といった自然

エネルギーのみを利用し、ゼロエミッ

ションを実現するなどの厳しい環境性能

達成を目標とし、2025年の実船建造を目

指している。三菱重工が有する高度な省

エネ・環境技術はその実現に大きく貢献

できる。WW社と三菱重工の長きにわた

るパートナーシップは、海運市場におけ

る環境課題を解消し、海運業の未来を着

実に切り拓いていくことになるだろう。

※RORO船は、先進各国で港湾のクレーンが未整備
であった1970年代に登場、簡便に荷役ができる貨物
船として脚光を浴びた。現在、一般貨物の主役はコン
テナ船に引き継がれたが、自動車やトレーラーなど
の自走できる貨物を効率的に運搬する手段として今
なお活躍している。

　三菱重工は我が社にとって、高い競争力と先

進的なソリューションを積極的に提供してくれ

る重要なパートナーです。最新かつ最高水準の

技術が織り込まれたRORO船「Mark-V」を、両社

で議論し、知恵を出し合って完成させることが

できたのは、その証だと言えます。三菱重工が、

私たちの期待を上回る製品を作り出してくれる

存在であることは、これからも変わらないでしょ

う。海運業界に身を置く私たちにとって大切な

ことは、造船業界で最良のパートナーを探し出す

こと。そのパートナーこそ、信頼と希望を託せる

三菱重工であり、私たちはこれほど強固なパート

ナーシップをほかでは築いていません。

　三菱重工が非常に大切なパートナーである

理由に、高い技術力と、それらを応用させた課題

解決の可能性をいかなる時も示してくれる、と

いうことが挙げられます。私たちは、決して低コ

ストであることだけを条件に発注することはあり

ません。価格、技術、材料の品質、また、船体・貨

物倉の設計など、全てを総合的に判断して発注

先を決定しているのです。

　私たちは、日本企業とのビジネスだけでなく、

日本の人々との交流にも価値を見出しています。

私自身、1990年代に6カ月間ほど、日本の造船所

で働く機会があり、多くの日本人との交流を通し

て、日本文化への造詣を深めることができました。

　我が社は、三菱重工との相互交流を深め、尊重

しあう関係をこれからも構築していきます。それ

は、両社の関係をビジネスの枠を超えた強固な

ものへと高めていくことになるでしょう。　

　私たちにとって、未来に続く真のパートナー、

それが三菱重工なのです。

ウィル ウィルヘルムセン ホールディング エーエスエー CEO
Thomas Wilhelmsen

トーマス ウィルヘルムセン

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
150年の歴史がある世界有数の海事産業グループ
（本社：ノルウェー オスロ）
三菱重工は1968年以降、自動車運搬船、RORO船など
WW社向けに計23隻納入している。（2011年3月末時点）

真のパートナー、それが三菱重工。


