世紀を超えて培った広範な技術を
最大限に発揮する4つのドメイン。

交通・輸送

その事業内容を紹介。

編

現代社会において、
交通・輸送インフラは血管のように大切な存在。
地球上のあらゆるフィールドで、
社会を活発に動かしています。

防衛•宇宙

機械•設備システム

D PRI NC
ON
ES
M
A

船舶・海洋事業部

S

エネルギー•
環境

DI

交通・輸送

LNG運搬船「サヤリンゴSTaGE」
高い輸送効率と燃費性能を実現

一世紀を超える伝統と長年培ってきた技術力を
活かし、多様なニーズに応える商船や特殊船、海
洋構造物などを開発・建造しています。優れた性
能と高い経済性で、世界の海を舞台に幅広く活

（ゆり
テム
かも
シス
通
交

）
め

新

躍しています。

交通システム事業部
世界市場で豊富な実績を持つAPM
（全自動無人運
転車両）
システムやLRT
（次世代型路面電車システ

ーー それは「うごかす」力。

ム）
などの都市交通システム、海外新幹線プロジェク

陸・海・空を舞台に現代社会の

トなど、
グローバルに事業を展開。安全・快適で都市

交通・物流インフラを支え、

に最適な交通インフラを提供します。

街の発展を見つめています。

イング777
ボー

民間機事業部

交通•輸送

エネルギー・
環境

防衛 • 宇宙

機械・
設備システム

民間航空機、商船、交通システムな

火力、原子力、再生可能エネル

艦艇、防衛航空機、ミサイル、

工作機械、物流機器、空調･冷

ど、陸･海･空を舞台に先進的な交通･

ギーなどのエネルギー分野と、

特殊車両、ロケットなど陸･海･

凍機器、橋梁など、社会･産業

輸送システムを提供。技術に裏打ち

水処理、排煙処理といった環境

空･宇宙の統合防衛システムと、

を支える広範なサービスを提供。

された高い安全性とたしかな品質･

分野、そして化学プラントなど

宇宙関連サービスを提供。防衛･

ものづくり企業としての高い技

信頼性で、現代社会の交通・物流イン

の産業インフラでの最適なソ

宇宙の各事業で培った技術で高

術力と、広大なビジネス領域、

フラを支え、社会をうごかしています。

リューションを提供。社会を支

付加価値の製品を供給し、この

当社グループの総合力を活かし、

また、陸･海･空の各分野の技術開発

える大規模インフラ事業を融合

国の、この星の安心をみまもり

人と人、企業と企業、そして現

や生産システムなどを共有すること

することで、未来への新たな活

ます。

在と未来をつないでいきます。

で、安全性への要求や厳格な規制に

力を生み出します。また、多様

また、日本を代表する防衛･宇

対応。製品の総合的なビジネスモデ

な製品を持つ強みを活かし、顧

宙のシステムインテグレータと

ルを構築するなど、新しい事業分野

客や社会のニーズに一元的に対

して、各事業の技術やノウハウ

を切り拓いていきます。

応。各事業の設計･調達･建設機

を融合。陸･海･空の防衛事業の

能を組み合わせた新事業開発も

連携を可能にする体制を構築し、

進め、エネルギー･環境事業で

宇宙ビジネスでも国際競争力の

リーディング企業を目指します。

強化を図ります。

●火力発電システム事業
三菱日立パワーシステムズ株式会社
火力発電システム／
石炭火力向け環境プラント

●航空機事業部
防衛航空機

●船舶•海洋事業部
客船／一般商船／特殊船／海洋構造物／
潜水機種／修•改造船工事／
技術サービス•各種自動化システム／
エンジニアリング事業／海外造船事業
●交通システム事業部
交通システム／空気ブレーキ（空制装置）
●民間機事業部
ボーイング向民間機（除787）
／
ボンバルディア向民間機／
その他民間機
●787事業部
ボーイング向民間機
●MRJ事業
三菱航空機株式会社
自主開発機
●民航エンジン事業
三菱重工航空エンジン株式会社
民航エンジン
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●原子力事業部
加圧水型原子力発電プラント／
新型炉プラント／原子燃料サイクル
関連プラント•設備／原子燃料
●化学プラント•
社会インフラ事業部
化学プラント／
ウォーターソリューション
●再生エネルギー事業部
風力発電設備／ポンプ設備
●舶用機械•エンジン事業
三菱重工舶用機械エンジン株式会社
舶用機械／エンジン

●誘導•推進事業部
ミサイルシステム／
航空機用エンジン／応用製品
●宇宙事業部
宇宙機器
●特殊車両事業部
特殊車両／艦艇用エンジン
●艦艇事業部
艦艇
●特殊機械部
水中•艦載機器

界有数の航空機メーカーに、民間航空機の主要構
造である胴体や貨物扉などを供給。信頼性の高い
技術で、世界中の人々に快適な空の旅を届けてい
ます。

イング787
ボー

●油圧•機械事業部
油圧機器／試験装置

787事業部
ボーイング社の最 新 鋭 旅 客 機 7 8 7 型 機の主 翼
ボックスを設計・製造しています。旅客機として初と
なる本格的な複合材主翼を実現させた設計・製造
技術に磨きをかけ、
「 世界の主翼センター」
として
の地位を確立しています。

●自動車部品事業部
ターボチャージャ／車両用空調機

●工作機械事業部
大形工作機械／歯車工作機械•円筒
研削盤／専用工作機械／超精密
加工機／常温ウェーハ接合装置／
精密切削工具／エンジンバルブ／
パワートランスミッション／
精密位置検出器

米国ワシントン・ダレス国際空港の
新交通システムO&M契約を延長

ボーイング社、ボンバルディア社、エアバス社など世

●エンジン事業部
エンジン（ディーゼル／ガスエンジン）

●冷熱事業部
業務用空調機／住宅用空調機／
ヒートポンプ給湯機／ヒートポンプ
モジュールチラー／大型冷凍機／
輸送用冷凍機／応用冷機

三菱重工は、次世代LNG（液化天然ガス）運搬船
「サヤリンゴSTaGE」
を開発。2016年からの運用が
見込まれる新パナマ運河に対応した船型とリンゴ形
状のタンクを採用し、効率的にLNG搭載量を増大さ
せた。
さらにハイブリッド推進システムを搭載して燃費
効率も改善。輸送効率と環境性能の高いLNG運搬
船として、積極的な受注活動を展開する。

MRJ事業 三菱航空機株式会社

MR J

三菱重工のグループ会社であるCrystal Mover Services,
Inc.
（CMS ）
は、2009年12月に米国のワシントン・ダ
レス国際空港に納入した新交通システム
（APM）
の運
行・保守（O&M）
の更新契約を締結した。三菱重工グ
ループでは、米国の複数の空港で、
システム供給から
O&Mまで一括した業務を提供。今後も一体的な運営
で、受注拡大に力を注いでいく。

航空エンジン「PW1100G-JM」が
米国連邦航空局から型式承認を取得

次世代リージョナルジェット機MRJの量産に向け
て、開発を推進しています。高い運航経済性と環
境適合性、
また快 適な客 室 空 間を提 供すること
で、エアラインの競争力と収益力の向上に大きく
貢献します。

ボファン
ター

民航エンジン事業
三菱重工航空エンジン株式会社

●事業開発推進部
先端機器

民間航空機に搭載されるターボファンエンジンの

●グループ会社
機械装置／環境装置／メカトロ
システム／印刷•紙工機械／鉄構／
農業用機械•施設／車両用空調機／
物流機器

の低騒音・低排ガス技術を結集した環境適合型

国際共同開発や部品供給などを行い、世界の航
空機産業と快適な空の旅を支えています。最先端
©Rolls-Royce plc 2009

エンジンで、地球環境の保護にも貢献します。

本誌の内容は、Web でもご覧になれます。
http://www.mhi.co.jp/discover/graph/

三菱重工グラフ

検索

Pratt & Whit ney 社Webサイトより抜粋

日・米・独の国際共同で開発している航空エンジン
「PW1100G - JM」が、米国連邦航空局（FAA）
から
型式承認を交付された。民間航空エンジンとしてその
設計を正式に認められたことになる。三菱重工航空
エンジン
（株）
は日本航空機エンジン協会の一員とし
てエンジン開発に参画しており、今後も航空エンジン
の燃費向上に力を注ぎ、
日本の航空エンジン産業の
発展に貢献していく。
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