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A：

B：

私たちの日常生活を支える交通インフラは、

日々進化を遂げてきた。しかし、経済の発展に

伴い都市部への人口集中が進むと、深刻な交

通渋滞や環境悪化などの問題が発生するよう

になる。その解決のため、大都市では地下鉄な

どによる公共交通の整備が進んだ。その一方で、

建設や運営にかかる経済的負担が増加した

ため、より少ない費用で建設、運営が可能な

交通インフラのニーズが高まり、モノレールや

路面電車（Light Rail）など、従来の鉄道やバス

に代わる都市交通システムが登場してきた。

その中のひとつが、既存の道路上に設けられ

た高架軌道上をゴムタイヤで走行する「新交

通システム（Automated Guideway Transi t  

Sys tem）」だ。

新交通システムは、比較的規模の小さい輸送

から、1日あたり10万人を超える大量輸送まで、

幅広い輸送能力を持つ。しかも排気ガスを出さ

ず消費電力も少ないため環境性能が高く、ゴム

タイヤの採用により騒音や振動も少ない。また、

小回りの利く車両のため路線計画の自由度が

高く、市街地での延伸などの拡張性に優れている。

さらに完全無人運転が行えるため、経済的な事業

運営が行える。

三菱重工は、1973年に後の新交通システム

の原型となるMATシステムを発表。その後、車

両製作、電力供給設備など多くの新交通シス

テムの建設に関わってきた。1981年の神戸・

ポートライナーから2008年の東京は日暮里・

舎人ライナーに至るまで7路線を大都市圏で

建設。国内で1日60万人を超える人々に利用され、

今日の都市に欠かせない存在になっている。

都市に欠かせない交通インフラの発展を支える

従来車に比べ大幅な軽量化により、輸送力の増強と消費電力
の低減を実現したゆりかもめの新型車両。無塗装のアルミ
ボディーが美しい光沢を放つ。

路面電車と呼ばれるLight Railは進化を遂げ、写真（広島電鉄・
1000形）のように車両の床面が低床化された、高齢者や車いす
利用者でも快適に乗降できるタイプが登場している。

このマークのある写真は、三菱重工オフィシャルサイト内、
『三菱重工グラフ』のページで動画がご覧になれます。

C：

D：

モノレールは鉄道と比べて騒音や振動が少ない。写真の千葉
都市モノレールの新型車両は、2012年度グッドデザイン賞
を受賞した。

1973年に発表された三菱重工のMATシステム。少量輸送
から中量輸送までを担う、モノレールや鉄道、バスの特長を
備えた新しい乗り物として開発された。

特 集
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表 紙：

P. 2-3：

東京臨海新交通臨海線「ゆりかもめ」

2010年に受注したゆりかもめ更新車両
108両は、顧客の要望を取り入れて内装
を刷新した。快適性を追求したロング
シートの採用は輸送量も向上。

〔写真 表紙、P.2-3：広島県・三原製作所〕
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とねり

新たな
都市交通の主役
経済性に優れ、街の環境に貢献する

三菱重工の新交通システム
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優れた経済性・静粛性を活かし
住宅密集地で活躍

今、世界を舞台に走る

三菱重工の新交通システムは今、世界に進出している。

1998年の香港国際空港向けを皮切りに、当初は空港のハブ化や

巨大化に伴うターミナル間の移動手段として採用された。

しかし近年では、都市内の交通手段として日本の新交通システムが着目され、導入が進んでいる。

シンガポールでは10万人規模のニュータウン内の移動手段として、

2002年にセンカンニュータウン、2004年にはプンゴルニュータウンでデビューした。

三菱重工ではシンガポールのセンカンニュータウンに納入した車両を

「クリスタルムーバー」という海外向け新交通システムのブランドとして確立。

グッドデザイン賞を2度受賞したそのデザイン性や機能面での信頼性が評価され、

現在までに6カ国10路線に合計169両を納入してきた。

2011年に受注したマカオLR T（Light Rapid Transit）は、ヨーロッパ、米国との競合に打ち勝ち導入が決定。

2015年の営業運転開始を目指し、建設が進められている。

都市内交通向け車両は、都市内交通の新しい主役とするべく「アーバニズモ」と名づけられ、

今後アジア各国での導入が期待されている。

A：

B：

C：

D：

E：

三菱重工が開発した海外都市交通向け新交通システムの初号プロ
ジェクトであるセンカン・プンゴルLRT。車両のみならず、軌道、信号
制御、電力設備、車両基地まで大部分のシステムを手がけた。

米国の空港内新交通システムは一社独占が続いていたが、三菱
重工製新交通システムの優れた稼働率や安全性、デザインの先進
性が評価され、ワシントンダレス国際空港やアトランタ国際空港、
マイアミ国際空港でクリスタルムーバーが採用された。

センカン・プンゴルLRTでの高い評価により、受注が決定したマカオ
LRT。多くのホテルの脇を通るため、低騒音・低振動という新交通
システムの特長が認められ採用された。日本の新交通システムの
最高速度を20km/h超える、80km/hでの高速走行が可能。

三菱重工は海外向けの新交通システムの多くで、車両だけでは
なく現地での建設、試運転、開業後のオペレーションやメンテナ
ンスまでを一括して契約している。現在でも米国やアジア各地で
数百人規模の人材がメンテナンスなどを行っている。

三菱重工では、海外から招かれたエンジニアが日本の設計者と
ともに組立・艤装作業を学んでいる。そうした活動を通して将来、
現地生産や保守・運行などの担い手となる人材を育成している。

ぎそう

A

B

C D

E
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D：

E：

フレーム構造の見直しや使用部材の適正化、
軽量孔の追加などで、軽量化を図った新交通
システムの台車。案内輪に衝撃緩衝機構を
採用することで、車両に伝わる振動を軽減。
揺れを防ぐだけでなく、案内輪自体の耐久性も
向上する。

車体と台車を組み合わせる作業。車両の要と
なるこれらの結合には、細心の注意が払われ、
微調整を行いながら進められる。

〔A～E：広島県・三原製作所〕

A：

B：

C：

新交通システムやモノレールなどの開発・製造
を行っている三原和田沖工場の車両組立・板金
工場。その全長は373メートルに達する。溶接・
機械加工・塗装・組み立てなどを行う各ブースが
設けられている。

新交通システムの車体となるアルミパネルは4本
同時に溶接し、作業時間の短縮や溶接による歪
みの発生も低減しつつ、軽量化を実現している。

車体を構成する熱伝導率の高いアルミパネルの
溶接は、豊富な経験と熟練の技術が求められる
難易度の高い作業。

乗り心地や環境性能など、時代と市場のニーズに応える
三菱重工は新交通システムの特長である優れた静粛性や快適性、経済性をさらに進化させるため、30年にわたる製造の知識と

経験を基に技術を発展させてきた。新交通システムの車両はゴムタイヤで走行するため、鉄道車両より大きな登坂力や

加減速度が得られる一方で、タイヤの許容荷重を超えない徹底した車体の軽量化が求められる。最新型車両では、

アルミ合金製車体の設計・製作を通して蓄積してきた知見を基に、さらに軽量化を進めなおかつ剛性も向上させた。

その結果、運行時の消費電力の低減、優れた静粛性など新交通システムの特長を一段と進化させた。 

また、台車は構造の見直しと部材の軽量化を行い、耐久性を維持しつつ軽量化を実現。

加えて、衝撃緩衝機構などにより上下左右方向の揺れが小さくなり、乗り心地を改善した。

内装はユニバーサルデザインの見地から徹底的に見直し、あらゆる世代の乗客が安全・快適に利用できる車両となっている。

また、無塗装車体やオイルフリーコンプレッサの採用など、環境デザインを随所に盛り込んだ車両を送り出している。

快
適
性
を

生
む
現
場

A

B C D E
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A：

B・C：

D：

E：

車両、軌道設備、電力設備、信号・通信設備など、
運行・保守に必要なシステム一式の総合試験
を行う試験線。海外への出荷前にはテスト走行
を重ねて事前調整を行うことで、現地での調整
を最小限にしている。

2009年に建設された司令室〔OCC（Operation 
Control Center）〕。中にはコントロールルーム
が設けられ、信号・通信設備の運用試験など
に活用される。

試験線には、ガラス製ホームドアを備えたプ
ラットフォームを設置。自動運転制御と連動
したホームドアの開閉検証に利用される。

全方位から車体に水を掛け、溶接部分などから
水漏れが発生していないかを調べる雨漏れ
試験。このような検証設備を持つメーカーは
数少なく、精巧な車両製造に貢献している。

〔A～E：広島県・三原製作所〕

明
日
を

拓
く
軌
道

システムインテグレーターとしての三菱重工
三菱重工は車両を製造する工場内に試験線を備え、車両完成後に性能の確認試験を実施。

それにより、現地に搬入してからの調整作業項目と期間を大幅に削減することができる。

さらに2014年には、3.2kmの鉄道周回線やメンテナンス施設・訓練線などを新設。

鉄道、新交通システム、HSST※の試験線を備え、国際規格に対応した「MIHARA試験センター」が完成する。

また三菱重工は、2007年の台湾新幹線プロジェクトや2009年のドバイメトロプロジェクトなどにおいて

交通システム全体のエンジニアリング、調達、建設、試運転調整、安全性の検証まで実施してきた。

エンジニアリングと車両の設計・製造のどちらにも精通し、融合できる世界でも数少ないシステムインテグレーターとして、

世界各地に安全で信頼性の高い交通システムを供給し続けている。

新興国の多くでは急速に都市化が進み慢性的な交通渋滞などに苦慮しているが、そのような地域では

低コストで建設でき、多くの人が利用できる新交通システムへの期待が高まっている。

三菱重工は今後、これまで培ってきたノウハウを基に各国の事情に合った都市交通システムを積極的に提案。

世界の都市交通に新たな軌道を描いていく。

B

A

E

C

D

※磁気浮上システム（High Speed Surface Transport）



設計を担当する高見や浦町も立ち会いの下、社内の試験装置で検証を行う。
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新しい可能性を切り開く
姿勢制御装置の技術

宇宙科学技術はまさに日進月歩の発展

を遂げている。気象衛星、GPS衛星などの人

工衛星や宇宙の謎を探求する惑星探査機

も多数活躍。

なかでも数々の世界初を成し遂げ、感動

的な帰還を果たした小惑星探査機「はやぶ

さ」の活躍は記憶に新しい。

三菱重工が手がけているのは、それら最

新鋭宇宙機の姿勢制御装置（化学推進系※1）

だ。宇宙機は姿勢を制御することで、太陽電

池パネルを太陽に向け動力源である電力

を確保し、地球との高速通信アンテナが送

受信可能になるよう向きの調整を行う。ま

た小惑星への離着陸に使用するなど、宇宙

機の活動に絶対不可欠な存在だ。

キャリア23年の高見は開発・設計者とし

て、これまで5基の衛星や惑星探査機、ロ

ケットの姿勢制御などに携わってきた。

「JAXA（宇宙航空研究開発機構）ではロケッ

トや人工衛星、探査機などを開発していま

す。それらはつねに世界初への挑戦であり、

私たちはその挑戦の一部を担っています」。

高見とともに入社3年目の浦町も、開発・

設計担当として、図面作成から製造後の試

験検証、顧客との折衝まで行う。

「この仕事は、ただの設計では終わらな

い。関われる範囲が広いのが面白いところ

です。つくったものが形となり、その成果を

確認するところまでやりきる。作業は山のよ

うにありますが、やりがいを感じます」と高

見はいう。

入社以来、責任範囲の広い業務に誇りを

感じていた高見は、2000年、後に有名とな

ばと、急ぎ地上試験用エンジンで試験を行

い、可能な限り小さい制御力となる噴射時

間を確認しました」。その後、宇宙空間を航

行するはやぶさでも噴射を確認し、小惑星

イトカワへのタッチダウンに成功。そのとき

の喜びは今でも忘れないと、高見は語った。
※2：供給のためのバルブと燃料を蓄える超高圧タンク

化学推進系の信頼性を高め
宇宙の解明に貢献していく

2014年度に打上げを予定しているはや

ぶさ2に、高見は開発・設計プロジェクトの

管理者として携わっている。そして、高見の

下で、今回開発・設計を担当するのが浦町

だ。浦町はもともと有人飛行に憧れをもち、

大学で航空宇宙工学を学んだ。研究室の学

生としてイカロス※3プロジェクトに関わり、

入社後はすぐに、はやぶさ2の設計担当と

なった。しかし、そんな浦町も、実際の現場

に戸惑ったという。「宇宙機システムの基本

的な技術や知識は学生時代に学びました

が、化学推進系としての実際の作業となる

と、材料適合性や公差など細かな部分を考

慮して設計を進めていかなければなりませ

ん。現場での仕事の緻密さを実感しました

ね」。

サンプル採取への挑戦が大きな使命

だったはやぶさに対し、浦町が担当するは

やぶさ2では、確実なサンプル採取が至上

命題。高い性能を確実に発揮する品質管理

が要求される。浦町はいう。「過去に先人た

ちが打ち上げてきた衛星や探査機には、う

まく任務を遂行できたもの、できなかった

ものも、たくさんあります。うまくいかなかっ

たものの原因を見極め、対策を講じること

で信頼性を高め、新しいものをつくってい

きたいですね」。

姿勢制御の役割は、衛星や惑星探査機が

打ち上げられた後も、その任務を全うする

まで続く。2014年度に打上げ予定のはやぶ

さ2も、その帰還は2020年度。2人の肩の荷

が下りるまで先は長い。

「はやぶさでは、タッチダウンによる影響

で化学推進系が損傷し故障したため、その

機能を全うできませんでした。今度こそは

確実に成功できるものをというプレッ

シャーを感じています。化学推進系が不完

全では、探査活動は成り立ちませんからね」

と高見は次のチャレンジへの意気込みを語

る。浦町は、「惑星探査プロジェクトには新し

い試みが多く、やってみたいことがたくさん

あります。化学推進系の信頼性を高めるこ

とも、そのひとつです。また宇宙に興味をも

つきっかけとなった有人飛行の分野では、

人体に害の少ない燃料を採用した化学推

進系など、開発の可能性を追求していきた

い」と夢を膨らませる。

地球から3億km先にある小惑星イトカワ

は、通信するのに片道約30分かかる。しかし、

はやぶさを宇宙空間の中で見失ったときで

さえ、プロジェクトチームはあきらめること

なく呼びかけ続け、奇跡的な成果をもたら

した。その想いははやぶさ2にも後継される。

そこではきっと、高見や浦町があくなき探

究心で手がけた機器たちが、目覚ましい活

躍を見せるだろう。
※3：2010年5月21日に打ち上げられた、小型ソーラー電力セ

イル実証機。

世界で初めて小惑星からサンプルを採取した小惑星探査機「はやぶさ」や、
太陽のメカニズム解明に貢献する太陽観測衛星「ひので」。

三菱重工はこれらの姿勢制御を行う化学エンジンを手がけている。
国家プロジェクトとしての大きな期待を背負いながら、化学エンジンの開発・設計を担うのが高見や浦町だ。
ロケットが運ぶ惑星探査機や衛星が宇宙で活躍するには、彼らのような設計者たちの手腕が欠かせない。

はやぶさ2にて化学推進系の開発を行う宇宙機器のメンバー

探究心で宇宙開発へ挑む
姿勢制御を支える技術者たち

国産技術が衛星・惑星探査機の一翼を担う

るはやぶさを担当することになる。
※1：触媒で化学分解した燃料ガスなどを噴出し、その反力で

姿勢制御する小型エンジン。

地の利を活かして
開発された国産初

2010年、感動的な帰還劇を演じ、世界中

から歓声を浴びた小惑星探査機「はやぶ

さ」。このプロジェクトでも三菱重工は、姿勢

制御を担う化学推進系と、主推進機関であ

るイオンエンジンの燃料供給系※2を担い

開発・製造を行った。

「化学推進系では、国産初の小推力２液

スラスターを実現しました。ゼロからのもの

づくりは難しいものですが、ここ(長崎造船

所)では近接する長崎研究所の協力を得ら

れ、さまざまな局面で助けられました」と高

見は当時を振り返る。

はやぶさ完成後には、3カ月間にわたり

打上げ前の作業にも携わった。「打上げ前、

内之浦宇宙空間観測所（当時）で燃料の充

塡や、気密・機能確認などの射場作業を行

いました。作業の間は、緊張のために手が

パンパンに腫れていました。打上げ翌日、そ

れが嘘のように引いたのを見て、それまで

感じていたプレッシャーの大きさを改めて

実感しました」。

しかし、姿勢制御装置を担当する高見の

仕事は打上げ後も続く。宇宙機は宇宙へ送

り出してしまうと、トラブルが発生しても部

品を修理できない。そんなときに解決法を

探るのも、開発担当者の役割なのだ。「夏の

休暇中、JAXAのプロジェクトマネージャー

から突然電話がありました。微小姿勢制御

用の装置が故障したため、その代用として、

化学推進系を使いたいという話だったので

す。化学推進系は、微小な姿勢制御は想定

していませんでしたが、なんとか代用になれ

防衛・宇宙ドメイン 特殊機械部

防衛・宇宙ドメイン
特殊機械部

高見 剛史

防衛・宇宙ドメイン
特殊機械部

浦町 光

世界で初めて小惑星からサンプルを採取したはやぶさ

 ©JAXA



ガスタービンの
需要高まる米国において、
現地サバンナ工場での
一貫生産を開始。

47万㎡の敷地の中にガスター
ビンの燃焼器やローターの製
造ライン、また組立工場やメン
テナンス工場もあり、ガスター
ビンの一貫生産ができる。

米国市場での事業拡大を
目指す基幹拠点が本格始動

2013年8月、三菱重工が米国・ジョージア

州サバンナ工場内において建設を進めてい

たガスタービンのローター加工ラインが稼

働を始めた。

 サバンナ工場は、米国におけるガスタービ

ンの一貫生産体制の確立を目指して建設さ

れた工場。約47万㎡を誇る敷地内には、す

でにガスタービンの燃焼器を製造するライ

ンやガスタービンの本体を組み立てるライ

ン、メンテナンスを手がける部門がある。今

回新たにガスタービンの中核部品である

ローター※1の加工ラインが加わることで、ガ

スタービン本体の製造や組み立てはもちろ

ん、ローターや燃焼器などの部品まで一貫し

て製造できるようになった。これにより為替

変動のリスクを回避しつつ、北米市場により

多くのガスタービンを供給することが可能と

なる。

 サバンナ工場には、2012年米国大手エネ

ルギー企業・ドミニオン社へのガスタービン

納入などの実績がある。当時は日本で製作

されたローターなどの部品を同工場で組み

立てて納入していた。しかし、今回のロー

ター加工ラインの完成により、2013年に受

注したポートランド・ジェネラル・エレクトリッ

ク（PGE）社のGTCC発電設備向けガスタービ

ン（2016年運転開始）は、ローターを含めサ

バンナ工場で生産される。

石炭火力発電から
GTCC発電へ

現在米国では、それまで電力供給を支えて

きた石炭焚き火力発電所が、老朽化により廃

止されつつある。また、EPA（Environmental 

Protection Agency：米環境保護庁）による厳し

い規制も、その動きに拍車をかけている。その

ため、これに代わる新たな電力供給源として

注目されているのが、ガスタービン・コンバイ

ンドサイクル（GTCC）発電だ。

これはガスタービンでの発電に加え、そこで

生じた高温の排ガスを利用して蒸気タービン

でも発電を行う高効率な複合発電システム。

熱効率が高く、環境負荷の低減に貢献する発

電方式だ。

石炭焚き火力に代わる発電方式にはさま

ざまなものがあるが、特にGTCCに注目が集

まっているのには訳がある。ひとつは米国内

に大量にあるシェールガス※2の存在だ。こ

れまでシェールガスは、存在こそ確認されて

いたものの採掘が困難なため、有効活用され

てこなかった。しかし、水圧破砕法※3などの採

掘技術が向上し、採掘量が飛躍的に増加。天

然ガスの価格が下がり、石炭に取って代わる

新たなエネルギー資源になった。

もうひとつは、米国で進む再生可能エネル

ギーの導入が挙げられる。自然エネルギーを

利用する風力発電や太陽光発電は、天候など

自然環境の影響を受けるため不安定にならざ

るを得ない。それらを補完する存在として、安定

的に稼働するGTCCに期待が寄せられている。

GTCCは米国において大きく発展する可能

性を秘めている。そうなればGTCCの中核を担

うガスタービンの市場も拡大するだろう。

それをにらみ建設されたサバンナ工場では、

日本国内のガスタービン主力製造拠点と同じ

生産ラインを採用した。すでに改善を重ねて

きたラインを採用することで効率的に製造す

ることができる。さらに万一、不具合が生じた

場合にも日本からのサポート体制があること

で迅速に対応でき、その生産能力は年間12基

に達する。

これによりサバンナ工場では、ガスタービン

や蒸気タービンの製造、メンテナンスなどの

サービスまで幅広く対応できる体制を確立し

た。今後はアメリカのガスタービン市場を拡大

するための基幹拠点として、重要な役割を

担っていく。

世界シェア30％超を実現する
日米二極の生産体制

三菱重工では、ガスタービンの世界シェア

30％超を目指し、2010年からグローバルな

生産体制を推し進めてきた。その一環として

建設してきたサバンナ工場でのローター加

工ラインの完成により、ガスタービンの現地

生産が実現し、日米二極の生産拠点体制が

確立される。これにより、三菱重工としてのガ

スタービンの生産能力は、日本の拠点と合

わせて年間約50基に達する見込みだ。

現在、三菱重工は17万kW以上の大型ガ

スタービンの市場において、世界3位のシェ

アを誇る。その割合は2010年に16％、翌

2011年には20％と拡大傾向にある。今回の

日米での拠点確立による生産能力の拡大が、

この流れをより推し進め、世界シェア30％超

を実現する大きな要因になるだろう。

三菱重工は今後、これらの取り組みを土

台として、拡大するアメリカ市場はもちろん、

海底油田の開発でGTCC市場の発展が見込

まれるブラジルなどの中南米地域、堅調な

経済成長を続けているアジア地域など、全

世界で受注活動に邁進していく。

※2シェールと呼ばれる硬い頁岩（けつがん）の地層の隙間に閉 

  じ込められている天然ガス。

※3石油やガスが存在する地層に化学物質を含む大量の水を

  高圧で流し込み 岩石を破砕して割れ目を作る。その割れ目  

  に支持材を充塡することで通り道をつくり、採掘する方法。
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※1複数のリング状のパーツからなる回転部品。ローター加工ラインではここにタービン翼を植えて組立ラインへ送り出す。

GTCC事業の未来を担う
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世界シェア30％超を目指して世界シェア30％超を目指して

2013年8月より稼働を始めたガスタービンのローター加工ライ

ンは、全面的に稼働すると、大型ガスタービンや蒸気タービンの

一貫した製造が行えるようになります。

このローター加工ラインを含む工場の製造設備には、最新鋭

の高効率、高精度な工作機器を導入しましたが、これらは米国市

場において高い評価を獲得する大きな要因となりました。さらに

視察に訪れた顧客に、サバンナ工場が最先端の工場であること

を理解してもらう決め手にもなります。

実際、ガスタービンを納入したドミニオン社からは初号機とい

うことで当初は不安もあったが、製造作業に対する取り組みや品

質は、日本の拠点と変わらない素晴らしいものだったとの評価を

いただきました。それは全従業員が、顧客の期待に応えるべく尽

力した結果です。同時に工場で働くスタッフに大きな自信と達成

感を与え、当社にとっても大きなマイルストーンになりました。

いよいよ全面稼働を開始するサバンナ工場。その目標は、優れ

た製造設備を備えた最先端の工場であり続けることです。私は工

場長としてサバンナ工場を、アメリカのみならず世界でも最高の

製造拠点とすることが重要な使命だと考えています。

最先端の工場であり続けることが目標

Mitsubishi Power Systems 
Americas, Inc.

サバンナ工場 工場長
 Sam Suttle

ガスタービン
タービン翼のあるロー
ターなど、いくつもの機
器を組み合わせて構成
される。

ローター
リング状のパーツが積み重なって
構成される回転部品。タービン翼
が取り付けられる。

日本の拠点と同様のラインを備え、効率のよい組立
ステーションにてガスタービン本体を組み立てる。

ドミニオン社に納入するため、サバンナ工場から
出荷されたガスタービンの初号機。

ジョージア州サバンナ

GTCC事業の未来を担う
基幹工場完成



24
温度をキープ、おいしさもキープ
商品や気温に合わせて、配送トラック内の温度を管理。
鮮度と品質をキープしたまま輸送します。

陸上輸送用冷凍ユニットMHI
たとえば、コンビニで売られているおにぎりやデザート。
これらを同時に店舗へ配送するために、
三菱重工グループの先進技術が活躍していることをご存じですか？
荷台に取り付けられた「陸上輸送用冷凍ユニット」が
温度を最適に保ちながら、流通を陰で支えています。

コンビニに食料品などを届ける配送トラック。そこに三菱重工グループの
陸上輸送用冷凍ユニットが使われています。荷台に取り付けられた陸上
輸送用冷凍ユニットによって「冷やした部屋」にスイーツなどを、「温めた
部屋」におにぎりやお弁当などを積んで同時に配送。工場から温度を保っ
て各店舗へと、鮮度や品質を落とさず運ぶことに役立っています。
三菱重工グループの冷凍ユニットは、多彩なタイプを揃え、国内シェア
No.1※。海外の物流でも活躍しています。

最新型冷凍ユニットは、荷台内を仕切った2部屋を-30℃～30℃で自在に
管理できます。たとえば、おにぎりやお弁当に最適な温度は20℃ですが、
一般の配送トラックでは冬にご飯が硬くなるという課題がありました。
しかしこの冷凍ユニットを使えば、気温に関係なく荷台内を20℃に保てる
ため、1年を通しておいしい状態で届けることができます。夏の沖縄でも冬
の北海道でも、雨や雪にさらされても。安定した温度管理で商品を運ぶ冷
凍ユニットは、物流の頼もしいパートナーなのです。

1台で2温度同時運転！
お弁当は「暖かい部屋」に

夏の沖縄でも、冬の北海道でも
頼りになる温度管理

●季節や気温にかかわらずいつも安定した2室の温度管理●2温度同時運転でお届け ●特許申請中のヒートポンプ式で冷却・加温能力がパワーアップ

また三菱重工の空調機開発で培った省エネ技術を利用した、業界初の
ヒートポンプ式を採用。「冷やしたい部屋」から取り込んだ空気の熱を「温
めたい部屋」に移して、エネルギーをムダなく、有効活用します。
さらに世界初の3Ｄスクロールコンプレッサの働きによって、温める力を
２倍以上に高めつつ冷凍機の燃費も75％以上向上しました。（従来比）
CO2排出量も大幅に減り、地球環境にもやさしいエコなシステムです。

食料品や植物、医薬品やIT用電子部品などの品質を保つため
に、冷蔵・冷凍の状態で流通させる仕組みを「コールドチェー
ン」といいます。三菱重工グループは、1967年から陸上輸送用
冷凍ユニットを製造し、サブエンジン駆動式やトレーラー用、
今回紹介した加温ができるタイプやヒートポンプ式などへと
進化をさせて、「コールドチェーン」での活躍の場を拡げてき
ました。
高性能で省エネ、環境にもやさしい製品群は、ヨーロッパやア
ジアでも高い評価を得ています。オランダではチューリップを
生花店へ、中国ではワクチンを医療施設へ、香港では機内食
を飛行機へ。世界の「コールドチェーン」を支えています。

空気の熱も利用する
業界初のヒートポンプ式

鮮度や品質を保ち続けて運ぶ
「コールドチェーン」

COLUMN

冷却 加温
5℃ 20℃

冷 温
5℃ 20℃

温 温
5℃ 20℃

冷 冷
5℃ 20℃

冷却 加温
熱熱春（気温15℃）

秋（気温15℃）

夏（気温35℃）

冬（気温0℃）

※2013年7月末現在、国内シェア約30％。

25℃
熱帯雨林
3丁目

15℃
高原2丁目

15℃ 5℃

-10℃ 南極1丁目

ペンギンさーん
お届け物でーす

ペンギンさんに
プレゼント
届けて！！

待って
ました！

すごい！！
バナナが
凍ってない！！

牛乳も新鮮で
おいしいね！

あっ！ トラックさん
まって！

お礼に
氷を
届けて
くれる？

外だと
凍っちゃうから
ここで食べるね

え～、次の配達が
あるのに...

冷却や加温を担う
冷凍機本体

小さく軽く、高効率な3D
スクロールコンプレッサ
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