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つねに時代に呼応する船を、世界の海へ。

三菱重工のものづくり、その原点に輝きつづける。

　黒船来航から4年後の1857年、三菱重工の造船史は幕

を開けた。以来、造船はつねに三菱重工の基幹事業にして

技術とものづくりの原点である。現在までに建造した船舶

は、累計5,400隻を超える。150年余りにわたり、時代ととも

に移りゆくニーズに応え続けてきた三菱重工の歴代の船

舶には、各時代の世相や社会状況が色濃く反映されている。

　開国から戦前にかけての時代、船は日本と世界を結

ぶ架け橋として重要な役目を担っていた。太平洋横断航

路が開設された時代の豪華客船「天洋丸」（1908年 建造

・以降省略）や移民船など、近代化に邁進した当時は外国へ

就航する船舶の需要が拡大する。その後、世界情勢の不安

と緊張が高まるにつれ、軍艦の建造が中心となる。当時、

世界最大の偉容を誇った戦艦「武蔵」（1942年）を筆頭に、

建艦技術を駆使した数々の軍艦を建造した。戦後は、さま

ざまな新造船で日本の経済復興の要となる外貨獲得に貢

献。高度経済成長期に入ると、わが国初のコンテナ専用船

「箱根丸」（1968年）や超大型タンカーなど、世界の最先端

となる船舶の建造を担い、経済大国へと躍進する日本の

成長を支えた。

「人・ものを運ぶ役割」の先をゆく、

高付加価値船を創造。

　時代の趨勢にしなやかに呼応する船造りの姿勢は、現

在も変わることがない。省燃費と環境対策を両立した自動

車運搬船「OPAL ACE」（2011年）、画期的なハイブリッド

CRP推進システムを搭載した高速フェリー「すずらん」・

「すいせん」（2012年）、さやえんどう型タンクカバーと省

燃費タービンプラントを搭載した大型LNG輸送船（2014

年 建造予定）などの船はいずれも、環境対応と経済性向上

というグローバル経済の潮流に応えるもの。この流れは船

体はもとよりエンジンや高性能タービン、舶用機械までを

一貫して手掛ける世界唯一の企業、三菱重工の総合力を

活かせる好機だ。

　今後、三菱重工の造船は、これら燃費や環境性能の向

上はもとより、ニッチ市場をターゲットとした高付加価値

船へと軸足をシフトする。海底に眠る資源を見つけ出す

海洋資源調査船「白嶺」や、無人探査機「ゆめいるか」の

開発はその代表例といえる。

　三菱重工の造船事業は今、社会に新たな価値をもたら

す製品づくりへと、大きく舵を切ろうとしている。

ディーゼル機関に直結したプロペラと電気式ポッド推進器を組み合わせた、ハイブ
リッド型のCRPポッド推進高速フェリー「すずらん」と「すいせん」（全長224.82m、総トン
数16,810t）。高い省エネ効果と優れた操船性を発揮するCRPポッド推進装置（写真下）
は2004年、世界で初めてこの姉妹船である「はまなす」と「あかしあ」に採用された。
〔長崎県・長崎造船所〕

日本周辺海域で、レアメタルなどの資源調査を
担う海洋資源調査船「白嶺」（2012年）。大型掘削
装置や、さまざまな最新の調査機器を搭載する。
〔山口県・下関造船所〕

自律型無人探査機「ゆめいるか」（2012年）は最大使用
深度3,000m、16時間の潜航能力を持ち、音波を使って
高解像度な海底画像を得ることができる。同時に、海中
の深度・水温・塩分・pHを計測することが可能な自律型無
人探査機「じんべい」（写真左下）も建造。
〔兵庫県・神戸造船所〕

新開発の連続タンクカバー（さやえんどう型）を採用
した大型LNG輸送船。高効率なウルトラスチーム
タービンプラント（UST）を搭載し、日本のエネルギー
保障の要である天然ガスを大量に、安全かつ経済的
に輸送する。
〔長崎県・長崎造船所にて建造予定〕

特 集

 造船、その新たな海図
̶ 伝統を胸に、次の大洋へ  ̶

〔写真 表紙、P.4～8：兵庫県・神戸造船所〕

（イメージ）（協力 JAMSTEC）
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海上クレーンを使い、およそ2万馬力の巨大なディーゼルエンジンを構内のエンジン
工場から直接、機関室に積み込む様子。これにより、いっそう効率的な建造が可能となる。

作業期間を短縮し効率的に建造するため、船台へ運ばれる前に、できるだ
け大きく組み上げられたブロック。およそ2,100tにもなるブロックが巨大な
クレーンで一気に船台へ運ばれている。

自動車運搬船の船尾部となる巨大ブロック。このブロックには、高精度な据え
付けが必要なプロペラ軸や機関室が含まれている。このほかにも400個近い
大小さまざまなブロックが船台に運ばれ、組み上げられていく。

船体の側面を成すブロックがジブクレーンで吊り上げられ、しだい
に完成しつつある船体にはめ込まれる。さまざまな形のブロック
がパズルのピースのように組み合わさり、ひとつの船となっていく。

三菱重工の商船建造は、1年以上におよぶ設計期間

から始まる。船殻工事では、この間に作成した

膨大な図面をもとに鋼板を切り出す。

それらを溶接して“ブロック”を造り、さらにそのブロックが

組み合わさり、船体の骨格や外形となっていく。

同時に、船内に配管や機器を取り付ける艤装工事を

行いながら、エンジンや船内設備の調整・仕上げを施すと、

船は海上試運転を経て完成に至る。

全長200mクラスの自動車運搬船では、

1,000人以上の各分野の担当者が建造に関わり、

受注から約2年で引き渡される。

機関室、貨物スペース、居住施設までを完備する船は

まさに、海を進む巨大建造物。

それだけに緻密な設計や豊富な知見に基づく生産計画、

10万点を超える部品を手際よく処理する作業者間の

密なる連携が欠かせない。

緻密に組まれた巨躯

入念な設計と、豊かな知恵、
人々の連携が造り上げる。

大きなクレーンでブロックを順に船台へ
運び、それらを溶接して船体を組み上げて
いく。わずか60日ほどで船のかたちになる。
無機質な鉄の造作が並ぶ様子は造船所の
象徴的な光景のひとつだが、船体が組み上
げられたとき、その迫力には目を奪われる。
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巨大な鉄の塊である船体をかたちにする時、

最後はやはり人の腕が頼りになる。

たとえば流麗な船体形状は、最新の流体力学に基づき

設計している。だが、実際に再現するには、

熱を加えて鉄を曲げる“ぎょう鉄”の匠の技が不可欠だ。

また、重さ数十トンのプロペラを支えるシャフトは

わずか数十ミクロンの精度で据付ける。

ここでも、計算では現れない気温による船体の収縮や、

進水後のたわみによる影響を判断する経験技が重要となる。

その巨躯には、高度な人の技が凝縮しているのだ。

長い歳月が培った、
真似のできない職人技が唸る。

長崎造船所でつくられた直径約6.6m、重量約26tの巨大なプロペラ
がシャフトに装着される。輝くほど美しく仕上げられたプロペラは、
その取り扱いには慎重を期す。エンジン（写真左）が生み出す動力を
プロペラに伝達する直径約60cmのシャフトは長さ20m以上あるが、
そのシャフトを軸受け（写真右）に据付ける際は、誤差がわずか
1/100mm以内という精度が求められる。

B：A： C：船体の外板をバーナーでの加熱・水冷却
により膨張・収縮させ、図面通りの形状に
する、ぎょう鉄（焼き曲げ）作業。細部まで
設計どおりの美しい曲げを実践するには、
通常10年以上の経験を要する。

切り出した鋼板をブロックに仕上げたり、船台
でブロック同士を組み上げるうえで溶接作業
は欠かせない。全長約200mの自動車運搬船の
場合、溶接の総延長は約440kmにもおよぶ。
自動溶接による効率化が大幅に進んでいるが、
機械では困難な部分を熟練溶接工の腕が補う。



四方を海に囲まれた島国・日本では、古来から船は諸外国

との文化交流や貿易において唯一の手段であった。開国後

は外国との航路が開拓され、客船などの建造も盛んになる。

また世界大戦勃発は艦艇の建造数を増加させた。

近代海運の幕開け

戦後期には、復興対策の一環として新造船が盛んに。高度経済

成長期に入ると貿易量が急増し、コンテナやエネルギー資源の

大量輸送に応える、大型輸送船の需要が高まった。また、海上輸

送される用途に合わせた専用船化も進む。

戦後～高度経済成長期

海上輸送に関する環境規制がいっそう厳格になり、より高いエネルギー効率が求められる時代へ。豊かさやくつろぎに

満ちた海上移動をかなえる客船・フェリーにも、快適性に加え高い環境性能が要求される。また、資源やエネルギーを

「運ぶ」ために活かされてきた造船技術が、新たな資源やエネルギーを探し、生み出す用途にも活用されていく。

持続可能社会の実現に向けて

ゆとりや
楽しさを求めて

 新しい資源・
エネルギーを求めて

技術供与

2012年、船舶・海洋事業の新展開に伴い神戸造船所は107年にわたる商船建造を終え、潜水艦と潜水機種などの

海洋製品に特化する。これまでに築き上げた造船技術や豊富な知見は、これらの製品の開発・製造に連綿と受け継がれ、

商船の建造を引き続き担ってゆく長崎や下関の造船所にも継承される。また、溶接技術やメガブロック工法は、

すでに発電プラントの建設事業で活かされるなど、技術継承の範囲は造船にとどまらない。

人類と地球の未来のため、グローバル規模で多様な展開へ踏み出す造船事業は今、新たな航海の時を迎える。

技術は受け継がれ、世界で息づく。造船事業の新たなるディスティネーション。

今
、次
な
る
航
海
の
時

傾斜船台から海に向かって滑り降り進水
した自動車運搬船。地元の人びとにも愛
される進水式は、建造に関わった者に
とって愛児が誕生するような瞬間だ。こ
の後の艤装工事を経て船が完成すると、
大洋での長い航海がはじまる。
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武蔵（戦艦）
【1942年】
建艦技術の粋を集めて建
造した、当時、世界最大の
戦艦。

天洋丸（豪華客船）
【1908年建造（以下省略）】
造船史に残る1万総トンを
超えた日本初の大型客船。

浅間丸（豪華貨客船）
【1929年】
サンフランシスコ航路に就
航。「太平洋の女王」と称さ
れた。

箱根丸（コンテナ船）
【1968年】
日本初のコンテナ船であり、
大量輸送時代の幕開け。

OPAL ACE（自動車運搬船）
【2011年】
燃料消費量の低減対策を
施し、燃料油の流出リスクも
低減。

DIAMOND PRINCESS
（客船）【2004年】
環境対応の発電推進システ
ムを搭載した、新世代客船。

いしかり（フェリー）【2011年】
多種多様な公共スペースを完
備し、客船なみの豪華さを実現。

次世代フェリー※
MALSの搭載やガス燃料の使
用で、先進の環境性能を追求。

豪華大型客船※
洗練されたデザイン、省エネを追
求しつつ、安全性と快適性を向上。

CYGNUS PASSAGE
（MOSS型LNG船）【2009年】
信頼性に優れ、日本～サハ
リン間など氷海の存在する
寒冷地での運航が可能。

MOL MAESTRO （コンテナ船）
【2009年】
低燃費かつ優れた積載能力
に加え、環境に配慮した機器
を装備。

国内外企業との協業 
商船建造分野で概念設計や、
建造技術などを支援。

さやえんどう（LNG船）※
【2014年建造予定】
連続タンクカバーと船体構
造を一体化した、高性能船。

あしがら（護衛艦）
【2008年】
世界最高レベルの防空能力
を誇る、最新鋭イージス艦。

はくりゅう（潜水艦）
【2011年】
通常動力潜水船として、世界
最高水準の長時間潜行能力
と静粛性を確保。

しんかい6500
（有人潜水調査船）
【1989年】

有人潜水調査船で世界最深
クラスとなる水深6,500m
までの潜航が可能。

MALS※
（三菱空気潤滑システム）
【2010年開発】
空気の泡で海水と船体との摩
擦を低減し、省燃費に貢献。

DAVID PACKARD
（タンカー）【1977年】
長崎造船所で建造された
超大型タンカー。

ちきゅう
（地球深部探査船）
【2005年】

史上初、大深度にてマントル
や地震発生帯を掘削。

白嶺（海洋資源調査船）
【2012年】

日本周辺海域において、レア
メタルなどの資源調査を遂行。

資源探査船※
海底や海底地層の構造を広
範囲・高精度に3次元で解析。

洋上風車※
風力発電と海洋構造物を一体で提供。海洋空間に新たな
価値を創出。

ぶらじる丸（移民船）
【1954年】
戦後初の本格的客船として
建造された、最後の南米移
民船。

外交や貿易において重要な役割を担う「船」は、時代を映す鏡でもある。

求められる船の姿かたちは、時代の変遷に伴い多様に変化する。三菱重工は

高度な造船技術を背景に、つねに時代の要求を満たす船を創出してきた。

歴代の名船、世界の海で活躍する現代の船、そして次世代の船の姿には、

時代の声や願いが宿っている。

時代の要求に応える
三菱重工の船
̶その系譜と未来̶

洋上風車設置船※

※はイメージ



112012 No.16810 2012 No.168

石炭をCO2や大気汚染物質の排出が少ないガス

に換え、発電や化成品の製造につなげる「石炭ガ

ス化技術」。三菱重工は、石炭ガス化複合発電

（IGCC※1）の実証機※2で「2,000時間連続運転」を

達成。世界で唯一、空気吹き・酸素吹き双方※3の

ガス化技術開発に成功。技術者たちの25年にわ

たる挑戦の日々が、歳月を重ね大きな実を結んだ。

そして2012年5月、米国でIGCCと肥料製造プラント

などを組み合わせた「HECAプロジェクト※4」の基本

設計（FEED）を受注し、念願のIGCC商用化に向け

新たな一歩を踏み出す。未来のエネルギーを開発し、

世に広めたい。使命を胸に、邁進する技術者たちの

情熱に迫る。

ガス化の可能性に魅せられ、
開発の道へ。

　2008年、三菱重工はIGCC実証機の2,000

時間連続運転を達成、商用化に向けて高

い信頼性を実証した。この試験で設計責任

者を務めた柴田は入社前から、石炭ガス化

技術に特別な思いがあった。「情報工学の

専攻でしたが、在学中にもっと生活の根幹

にあるエネルギー技術に携わりたいと考え

るようになりました。そこで関連の論文を

調べるうちに、三菱重工の先輩が書かれた

論文に辿り着き、自分もIGCC開発に貢献

したいと。面接でもどうしても携わりたいと

アピールしたほどです」。

　同じくこの技術に熱い思いをもって入社

したのが岩橋だ。彼は今、実用化に向けた

「HECAプロジェクト」のFEEDでエンジニア

リングマネージャーとして、顧客からプラン

ト設計の要求をくみ取り、社内外の関係者

とすり合せ、技術を取りまとめている。技術

開発で新たな市場を創出するのが夢だっ

た岩橋は、学会で三菱重工の石炭ガス化技

術を目の当たりにし、「日本初のこの最先端

技術を早く広め、世界中のエネルギー・環

境問題解決に貢献したい」と強く思い、心が

震えるのを感じたという。そして今、二人は

最前線で商用化に向け取り組んでいる。

地道な積み重ねが、道を拓く。

　三菱重工の石炭ガス化技術開発は1983

年に始動するが、決して平坦な道のりでは

なかった。柴田が入社した1997年は電力

自由化の議論が巻き起こり、開発への投資

には逆風が吹いていた。「実証機のプロ

ジェクトが一時暗礁に乗り上げ、社内中ピ

リピリしていました。今、信用をなくしたら

開発が続けられない。失敗できない状況

下で、先輩方の開発にかける強い思いを

肌で感じました。職場はもとより、宴席でも

『資源に乏しい国だからこそ、日本人の手

でIGCCをやり遂げなければ』とよく語り合

いました」。そんな中、三菱重工は開発を

止めず自社内にガス化炉を建設。「そんな

時こそ自分を信じ、何でも実行に移す先輩

の姿に、ものづくりへの情熱を学びまし

た」。柴田はこの時の経験が、開発者として

の自分を育てたという。

　実証機プロジェクトの継続が依然、不透

明な中でも、実証機を想定した社内検証

を続け、地道に成果を出し続けた。その甲

斐あり、このプロジェクトは晴れて始動。し

かし、その後の実証試験は柴田にとってま

さにプレッシャーとの闘いだった。「試運

転段階から現場につめて石炭と汗にまみ

れ、身体中を真っ黒にしながら点検し、想

定される課題を分析していました。夢の中

でもするほどでしたね。それだけ入念に

準備をしても試験のたびに課題が見つか

る。設計・研究所・試運転・建設担当が一

丸となってその課題を解決し、次につなげ

ていきました」。そして見事、2,000時間連

続運転という大記録を樹立。その時は、苦

労を共にした仲間たちと涙を流して喜び

を分かち合ったという。それは柴田をはじ

めとした「挑戦者たち」が25年におよぶ努

力と苦労を重ねて、切り開いた商用化へ

の道であった。

　いよいよ、商用化が現実的になってきた

今、岩橋はその第一歩となる「HECAプロ

ジェクト」を担う。「このプロジェクトで、世間

の注目が集まり普及への期待が高まるはず

です。だからこそ、必ず成功させるという使

命感を持って取り組んでいます」。強い意気

込みで臨む岩橋が日々重要視していること

は、闊達なコミュニケーションだ。「IGCCは

いくつものシステムで構成され、関わる分

野も多岐にわたります。そのため関係者が

同じベクトルで業務を遂行するには意思統

一が欠かせません。そこでお客様やパート

ナー、社内関係者と綿密に話し合い、プラン

ト完成へ互いのベクトルを合わせるべく

face to faceのコミュニケーションを大切に

しています。そのため、課題が発生しても、

営業・設計・製造・建設・研究所等が一体と

なり、迅速に対応できます」。技術は日々進

歩し、他社が追随してくる中、成功を目指し

気持ちを奮い立たせている。

ガス化技術がもたらす
無限の未来。

　彼らの努力が実り、商用化を目前にした

今、岩橋はさらに普及が進んだ未来をこう

描く。「今、再生可能エネルギーが注目され

ていますが、安定的な電力供給には火力発

電は必須です。石炭は埋蔵量が豊富で価格

も安定していますが、ほかの燃料に比べ

CO2排出量が多い。この課題を解決するの

が、従来型の火力発電よりも高効率で発電

し、CO2排出量を抑えながら石炭をクリーン

に利用する『石炭ガス化技術』なのです。さ

らに発電しながら、肥料や燃料など化成品

も製造できる。そんな、未来の生活を支える

大切な技術として、世界で注目される事業

を最前線で担当できることは、エンジニア

冥利につきます」。さらに柴田はこう加える。

「ガス化技術は食糧問題にも貢献できるは

ず。家畜糞から出たエネルギーをガス化し

て肥料を作る、その際CO2も回収して農作

物の光合成促進に利用する。そんな循環型

社会の一躍を担いたいです。今は机上の段

階ですが、将来はさまざまな技術をセット

で提供し、日本や世界各国が困っているこ

とをまとめて解決したい」と、夢はつきない。

　地道な努力を積み重ね、かつて不可能と

言われた技術を開発したエンジニアたち。

彼らはまた自らの手で、石炭ガス化技術

の可能性をさらに広げ、明日へとバトンを

つないでいく。

挑み続けて、つかみ取れ
技術者たちの魂のリレー
挑み続けて、つかみ取れ
技術者たちの魂のリレー

原動機事業本部 ボイラ統括技術部／エンジニアリング本部 電力プロジェクト総括部

― 新エネルギー「石炭ガス化技術」にかけた開発・普及への日々 ―

写真左：エンジニアリング本部 電力プロジェクト総括部 電力計画部 IGCCプロセスグループ 主任  岩橋 崇
写真右：原動機事業本部 ボイラ統括技術部 ボイラ計画設計課 IGCCチーム 主席チーム統括  柴田 泰成

25年にわたる挑戦の軌跡を三菱重工ウェブサイトで公開中 「挑戦者たちのストーリー ―石炭ガス化技術篇―『未来を救う新エネルギーを創り出せ』」

Integrated coal Gasification Combined Cycleの略称。石炭をガス化し、ガスタービンで1度目
の発電を行い、さらにその排熱を使って蒸気タービンで2度目の発電を行う、高効率な複合
発電システム。
福島県いわき市勿来にある、クリーンコールパワー研究所（CCP）に納入した設備。三菱重工は
石炭ガス化炉をはじめとしたIGCC主要機器の製造だけでなく、フルターンキー契約のもと、プロ
ジェクト全体を取りまとめた。完成後もさまざまな検証作業を担当。

石炭をガス化する際に注入するガス化剤として、空気・酸素のいずれでも使用できる技術を有する。
石炭をガス化して発電するIGCC、石炭ガスから肥料を製造する肥料製造プラント、石炭ガスから
回収したCO2を活用するEOR（Enhanced Oil Recovery）を組み合わせた、複合発電プラントを
提供するプロジェクト。回収率90％以上のCO2回収・貯留（CCS）機能を備えた商業規模のIGCC
発電所の建設では世界初となる見込み。

記録達成の喜びにわく実証機プロジェクトの当社メンバーたち

なこそ

な こそ
250MWのIGCC実証機。2,000時間連続運転の記録を打ち立て、商用レベルの
性能であることを実証（福島県いわき市勿来発電所）

※3
※4

※1

※2

米国カリフォルニア州ベーカーズフィールドにて計画中の「HECAプロジェクト」（イメージ）
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高機能エアコンを地域戦略商品化高機能エアコンを地域戦略商品化

エコ意識の高い豪州でシェア拡大を目指すエコ意識の高い豪州でシェア拡大を目指す
From Australia 
DIRECT

Actrol
National Sales and Marketing Manager 

先進の環境技術が
求められる豪州市場

　世界有数の自然環境を有し、固有種も

多い豪州。その恵まれた環境を守るため、

国土の10%以上を国立公園や自然保護区

として管理し、空港では生態系に配慮して

厳重な検疫が行われている。また、エコツ

アーなど自然を資源にした観光業の従事

者も多く、日頃から国民の環境意識が非常

に高い。国としても2050年までに温室効

果ガス排出量を2000年レベルの60％に

削減する目標を立て、一般家庭にも協力

を求めている。各家庭で節電志向が高ま

る中、エアコンも省エネ性能の優劣に目が

向けられている。

　そのような背景により、三菱重工は空調

機器事業において豪州を全世界戦略上の

重要国の一つと捉え、MHIAA※1（Mitsubishi 

Heavy Industries Air - conditioners Australia）

主導のもと商品企画・販売を進め、売上を

年々伸張している。

　豪州では今、エアコンをはじめとする電

気製品に「MEPS（Minimum Energy Perfor-

mance Standards）」と呼ばれる厳しい最低

エネルギー消費効率基準が導入され、年々

消費効率の高いエアコンへの需要は増大

している。特にその基準を満たすインバー

タエアコンが市場の主役となり、技術力に

優れた日系空調メーカーの製品が人気を

集めている。とりわけ三菱重工は、ジェット

エンジンの気流解析技術から得た独自設

計により、風量性能を高め好評を得ている。

　さらに、これらの製品は日本で設計した

後、生産・供給をタイの「MACO（Mitsubishi 

Heavy Industries - Mahajak Air Conditioners）」

で実施。これにより、日本市場向けの高性

能な省エネエアコンをベースに価格競争

力をつけ、豪州や欧州、アジア各市場など

世界各国に水平展開するグローバルモデ

ルの供給体制を整備している。

地域戦略商品で
多岐にわたるニーズに応える

　さらに三菱重工は、インバータエアコン

をグローバルモデルとして水平展開する

一方、マーケットインの手法で地域戦略

商品も開発・投入している。

　豪州は欧州や日本の住宅と比べ、一部

屋あたりの面積が広い。そのため冷房･

暖房能力が高く大型の壁掛型エアコンが

好まれる。また、豪州の建築様式に合わ

せ、天井裏に室内機を据付けるダクト式

エアコンも需要が伸びている。

　これら「豪州向け」商品の開発は、MHIAA

と日本の商品計画担当者・設計技術者らが

現地の家屋を調査し、販売店や据付業者

から生の声を取材しながら製品コンセプト

を検討。あらゆる視点から地域のニーズを

くみ取り製品開発へとつなげるという。

　また、都市部の高層マンション、アパート

向けに、3～4台の室内機を1台の室外機で

制御する家庭用マルチエアコンも展開。こ

れは建築物の外観維持を重視し室外機の

設置箇所が制限される欧州市場からの発

案商品であった。だが、マンション建設の加

速を背景に豪州でも人気を集めている。こ

のように地域のニーズをくみ取って製品化

し、それを国を越えて販売することで世界

市場に、新技術やアイデアを提案するシー

ズ提供型商品の拡販体制を構築している。

国内最大手のアクトロール社と
協力し販売網を拡大

　こうした事業活動の中、MHIAAは2003

年から空調･冷凍･冷蔵機器の卸売サプ

ライヤーで豪州国内最大手である「アクト

ロール社」とパートナーシップを締結、取

引を続けている。同社は、エアコンはもちろ

ん機器据付に欠かせない配管材料、冷媒、

アクセサリまで全てをそろえ、国内に巨大

な販売ネットワークを有す。取り扱う製品

レンジや顧客層も幅広く、家庭用・商業用

ともに各地域のニーズを満たした質の高い

ソリューション提供を追求している。

　エアコン機器販売が主体となるMHIAA

にとって、このような事業形態をとるアク

トロール社は互いに利益を享受できる理

想的なパートナーだ。三菱重工のエアコ

ンは技術や機能でユーザーから高い評

価を得ている。その信頼性の高さに、「小

売販売店や据付業者が必要とするものは

全てそろう」アクトロール社の“One-stop-

shopping”という利便性が加われば他社

に勝る大きな強みになる。さらに販売面で

は近年、アクトロール社向けに専用モデル

の投入も開始。単なるサプライチェーン

の関係に留まらず、今後も拡販協議を続

けていく。

　エアコンの環境性能は今後も購買時

の重要ポイントであり、世界トップレベル

を誇る日本の省エネエアコンへの期待

は益々高まっていくだろう。こうした中で、

三菱重工はエアコンにおいて幅広い製品

レンジ・環境対応製品を提供し、MHIAAを

通じて現地パートナー・アクトロール社の

販売網を味方に、さらなる事業の拡大を

成し遂げていくだろう。

信頼性と省エネ技術を備えた
人気ブランド

　創業以来、60年を経て私たちアクトロールは、冷
凍･冷蔵機器やエアコンを取り扱う国内最大手の
卸売販売業者へと成長しました。その間、三菱重工
とは10年以上も前から密接なパートナー関係を
築き、共にマーケットシェアを拡大しています。取
引開始当時から三菱重工の省エネ技術は先進的
であり、高品質なエアコンを安定供給できる点に
も注目していました。そして今では三菱重工こそ、
エアコンのトップブランドだと思っています。
　現在、アクトロールでのエアコン事業は家庭用・
商業用ともに堅調な成長を続けています。需要拡
大とともに私たちは販売戦略上、製品レンジの拡
充・強化をポイントに掲げています。極めて多様
な気候に起因する、オーストラリアの幅広いニーズ
に適合する製品展開。それを可能にする三菱重工
は、私たちにとって強力なパートナーです。特に今、
商業用のエアコン市場において急成長するダクト
式エアコンで、シェア拡大を図るべくレディーメード
製品の販売戦略を共に進めています。
　また、エネルギー消費基準の厳格化も、両社に
とって追い風となりました。私たちは、現在の基準
に準拠するだけでなく、将来予測される規制強化
に対しても一丸となって対策を立てています。今
後も、省エネ志向が高まるマーケットでさらなる
シェアを獲得できると考えています。
　私たちの取り扱うエアコン製品は、三菱重工製
が大部分を占めており、もちろんトップブランドと
してお客様にも推奨しています。しかし私たちが
言うまでもなく、三菱重工のエアコンはお客様か
らの評価が非常に高いのです。「目を見張るほど
高性能な省エネエアコンを予算内で購入できる」
という歓びの声が特に多く、リピーターも増加して
います。三菱重工は、その技術力と信頼性の高さ
で、今日では人気のエアコンブランドとしての地
位を築きました。そしてこれからも先進の省エネ
性能を提供し続け、市場における成長率をさらに
高めていくことができると我々は確信しています。

ダクト式エアコンは1カ所からの空調になる壁掛
け式に比べ、分散して空調できるため近年需要が
伸びている（豪州向けダクト機 FDUAシリーズ）。

MHIAAはシドニーに本社を置き、メルボルン
など各地の拠点を通し、ビルや住居向けに
エアコン製品を供給している。

地球温暖化対策として、世界で電気製品の規制が広がっている。それに伴い、今エアコン

市場で注目を集めるのが、モータの回転速度を制御して効率的に電力消費を抑える

“インバータ”だ。その普及率は日本では100%に近いが、欧州ではおよそ半数、米国に

おいては数パーセント程度とまだまだ低い。そんな中、世界でもめずらしくインバータ

エアコンが販売台数の90％以上を占める国が、豪州だ。

※1：シドニーに本社をもつ現地拠点。1999年に三菱

重工の現地法人であるMHIAU（Mitsubishi Heavy 

Industries Australia）にて自社販売を開始、2008年

に空調部門を同社から分離し設立された。豪州で

のニーズの取り込み、世界各国での経験に基づく

シーズを提供し、現地に根づいた販売促進・顧客

開拓などを展開している。

アクトロール 
ナショナルセールス・マーケティング 
マネージャー

Andrew Leach
アンドリュー リーチ
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［ドーリー］
ロケット運搬台車
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ドーリーは運搬中にロケットが倒れないように、つねに路面の凹凸を監視しています。センサで

凹凸を察知すると、瞬時に油圧をコントロール。車体の前後左右バランスを修正して、ロケット

をつねに±0.2度以内で垂直にキープします。また発射点へ、前後左右の誤差数十ミリ以内で

ロケットを据付ける高い精度も求められます。これを実現するのが、ドーリーの「全自動精密

誘導システム」です。2台のドーリーは息の合ったコンビネーションで、ロケットを揺らすこと

なく狙いどおりにピタリと発射点へ届けます。その巧みさは、たとえカーブがあっても難なく

通過するほどです。出発地と目的地を入力するだけで、この緻密な仕事をすべて自動制御※で

やり遂げるドーリーは、まさに運搬のスペシャリストなのです。 ※緊急時は手動操作が可能。

ドーリーの緻密な走りを支えるのが56個ものタイヤ。モータやステアリングが装備

され、それぞれが独立して動き、速度や進行方向を細かくコントロールします。だから

ぐるっと回転したり、横や斜めに進んだりできるのです。電子制御されたモータ駆動

だからできる、これら繊細な技の数々。しかもドーリーは発電機を載せていて、自分

で電気をつくりながら走っているのです。さらに、その電気は、絶えず電気を必要と

する衛星にも、供給しています。

緻 密 に 運 ん で 、自 動 で 届 け る

ロケットの発射点がある種子島宇宙センター。宇宙へ旅立つ準備を終えた

ロケットは、その整備組立棟から移動発射台に載せられたまま約500m離れ

た発射点へと移動します。H- Aロケットは長さが約50ｍで、20階建ての高

層マンションに匹敵する高さがありながら、直径約4ｍという細長いロケット。

移動発射台まで含めた高さは約60ｍ、重さは約1,100tにもなります。それを

立てたまま揺れないように、安定した姿勢で発射台ごと持ち上げて、確実に

発射点へ届けること。それが、ロケット専用運搬台車「ドーリー」の役目です。

発射台の左右両端を2台のドーリーで支えながら、時速2kmでやさしく運ん

でいきます。2台のドーリーが巨大なロケットをつねに水平に保てるよう、自ら

をコントロールして走行する。それは最先端の制御技術が成せる技なのです。

電 気 を つ くり な が ら 、電 気 で 走 る

整備
組立棟 発射点
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そのやさしく細やかな働きで、ドーリーは世界トップ水準の成功率を誇るロケット打上げ事業を、足元から支えています。

500m

宇 宙 に 向 け て 、い ざ 打 上 げ 地 点 へ
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