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世界の空へ、世界の都市で
〜 強・優・美 を追求 した交通インフラ〜

MRJ

交通システム

美しさ

国産 初 の ジ ェ ッ ト 旅 客 機 M RJ を 大 空 へ ！

世 界 の 街 に フ ィ ッ ト し た 交 通 イ ン フ ラ を提 供
私たちの日常の「足」として、もはや欠かせない存在である電車や飛行機などの交通・輸送インフラ。
暮らしの発展とともにニーズが多様化する中、三菱重工グループはそれに応える製品を生み出してきました。
そして今、人々や時代に新たな価値を提供しようとしているのが、国産初のジェット旅客機「MRJ」や
都市や郊外を走る「交通システム」
。そこには、三菱重工グループの技術力やリーダーシップ、
顧客や乗客、環境への配慮、ものづくりへの情熱が息づいています。
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英知を結集し、夢 をカタチに
MRJ が世界の空の旅を変える

強さ

優しさ

最先端技術とリーダーシップの結晶

快適な客室、環境にも配慮した機体

約100 万点にもおよぶ MRJ の部品は、一般的な自動車の約 30 倍。
世界中のパートナー企業をとりまとめるリーダーシップと、長年に
わたり培った先進の技術力が MRJ を結実させた。

スリムなシート設計により座席幅にゆとりがあり、荷物の収納力も
高く快適な客室。さらに最新の騒音基準、排ガス基準を十分に満たす
低燃費性能で、運航経済性にも優れている。

2014年10月18日、満を持してロールアウトを迎えた日本初の国産ジェット旅客機、
「MRJ（Mitsubishi Regional Jet）」。
時代が求める優れた環境性能や、運航経済性、客室快適性を備えた地域間輸送用ジェット旅客機に、多くの関心が寄せられています。

新たな時代の幕開けとなる
次世代ジェット旅客機の誕生
国産初のジェット旅客機 MRJ の誕生。
それは、航空業界だ

燃費を実現。
これにより、航空会社の収益力向上に寄与すると

けでなく、多くの人々が待ち望んだ瞬間でした。世界中で日本

ともに、航路の増加による利便性の向上、
また消費燃料の削

製品の優秀性が認められている中、旅客機だけは長らく国産

減による環境負荷の軽減にも寄与します。
さらに客室の快適

がなく、
その実現は多くの関係者の悲願でした。三菱航空機

性も徹底的に追求し、広い座席幅や通路幅など、小型機の常

が、
その夢を事業としてカタチにしたMRJ。YS-11 以来、長年

識を覆す乗り心地を実現しました。

にわたり航空機産業を支えてきた三菱重工グループの技術力

世界に誇れる メイド・イン・ジャパン MRJ には、参加企業

とリーダーシップの賜物です。
その英知の結晶は、長年の経験

をとりまとめる統合力と技術力という強さ、乗客や顧客に配慮

で培った先進の空力設計技術と、
次世代エンジンPurePower

した優しさ、
ものづくりに対する情熱と真摯な姿勢から生まれた

PW1200G※などの採用により、従来機と比べ約20％以上の低

機能美が随所にあふれています。

度が
この角 らす
減
抵抗を

※： PW1200G については P10 参照

YS-11以来、
半世紀ぶり！
国産旅客機の
雄姿

P!

PICK U

新型ウィングレット

美しさ

!

PICK UP

計算しつくされた機能的なフォルム

機体形状は端正な日本刀をイメージし、最新の空力設計により外径
が小さく効率的な胴体などで空気抵抗を低減。その追求されたカタ
チは、機能的にも優れた造形美を体現している。

の
日本刀 さ
し
美
な
よう

最長約 3,300 km の
フライトに対応
MRJ70
MRJ90

Edmonton

ノーズ部分

Ottawa
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Washington
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Houston

Miami

Mexico City

航空ネットワークが充実
空の旅がスムーズに
MRJ の飛行距離は最長約 3,300
km。東京から上海やグアムまで、
北米なら中心のデンバーから北米
のほぼ全域に飛行可能。地方空港
間をつなぐ直行便での普及が期待
される。

Webで
詳しく紹介

※：MRJは乗客数に応じた 2 種類を展開予定
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関連する動画が当社オフィシャルサイト内 「三菱重工グラフ」のページでご覧になれます。
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人と環境に優しい
都市交通の課題へのソリューション

世界の街を豊かに快適に

グローバル市 場 へと先 導する交 通システム
世界の国々で起こっている交通問題。その解決のため、三菱重工はさまざまな都市交通インフラを提供してきました。
それをさらに拡充するため、2014年に国内初の総合交通システム検証施設「MIHARA試験センター」が誕生。
車両、軌道、信号などを含めた、交通システムの開発が加速しています。

都市化が進む世界の新興国では今、深刻な交通

市や空港で採用されています。2014年には高速化

問題に悩まされています。交通インフラの整備が急務

し、鉄道に匹敵する速度を実現しました。
さらには、最

となる中、需要が高まっているのが、環境にも優しい交

適なソリューションを明らかにするため、交通システム

通システムです。
そこで、
日本の優れた交通システムを

導入後の効果を多面的に評価するシミュレーション技

グローバル市 場 へ 送り出すべく、和田沖 工 場 内に

術の開発も進めています。
このように三菱重工が手がける交通システムには、

「MIHARA試験センター」
を開設。国際規格にも対応

強さ

し、
社内外問わず利用可能なこの施設は、
日本の交通

試験センターや自社開発車両などの技術力といった

産業を底上げするキーになると期待されています。
ま

強み、乗客や環境へ配慮した優しさ、先進の設計から

国際競争力向上のカギ

た、
三菱重工では無人運転でゴムタイヤ走行をする新

生まれた機能美が内在しています。

交通システムを手がけており、路線計画の自由度や低

より安全で、信頼性の高い交通
インフラを輸出するため、国内
に検証拠点を設けて開発スピー
ドをアップ。

優しさ

騒音、建設・運営費などコスト面で評価され、各国の都

みんなが乗りやすいデザイン

自社開発した新交通システム
※

米国やアジア、中東などに幅広く展
開。世界の新交通システム市場で
トップを争うポジションを確立し
ている。

すっきりとした車内空間、背中をホールドするシート、
揺れにくい台車など、乗り心地を意識した設計。車両の
軽量化による運行経済性、環境負荷にも配慮している。

乗り心地に
配慮した
スタイリッシュな
デザイン

Urbanismo-22
（高速タイプ）

Webで
詳しく紹介

Urbanismo-18
ゆりかもめ

機能性から生まれた近未来的なデザイン
次世代を予感させる近未来的なフォルム。空気抵抗の少な
い前面形状、輸送量の確保など計算された機能美を追求。

Urbanismo-22
（通常タイプ）
マカオLRT

MIHARA 試験センター
2014 年 10 月 2 日、広島県三原市に開設された施設（三原製作所・和田沖工場）。競
争の激しい国際交通市場で勝ち抜く基盤として、日本の交通産業の底上げにも活用。
河川

鉄輪試験線

美しさ

磁気浮上試験線

※：Crystal Moverには都市向けのUrbanismoと空港向けのCrystal Moverの2種類がある。

新交通システムや鉄道車両の試験線
を併せ持つ

駅

Crystal Mover
マイアミ国際空港

中央指令棟

日本発、三菱重工の技術が世界の交通インフラを変えてゆく
MRJ は国内外の航空会社と受注契約を結び、2017 年の初号機納入へ向けて準備を進めています。また、

新交通システム試験線

交通システムもMIHARA試験センターにおいて、新交通システムの設備増強など開発もさらに進む見込みです。

CCTV
（監視カメラ）

空と陸の交通・輸送インフラ分野において、夢をカタチに変えた技術が今後、世界を舞台に活躍していきます。

駅
三原市内

欧州規格にも適応した
日本唯一の周回鉄輪試験線
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国道185号線

呉方面

和田沖工場

勾配試験にも対応可能

関連する動画が当社オフィシャルサイト内 「三菱重工グラフ」のページでご覧になれます。
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人にも環境にも優しいテクノロジー

交通システム

持続可能な社会には、利便性はもちろん、環境にも優しい交通インフラが不可欠です。
MRJや交通システムには、人と環境に配慮したさまざまな工夫がこめられています。

三菱重工の交通ソリューション
身の回りで活躍する交通システム。
三菱重工では交通量や経済性など
をシミュレーションし、最適なシ
ステムの組み合わせを提案。

MRJ（Mitsubishi Regional Jet）
空力設計により
効率的な飛行が可能に

飛行機が飛ぶ仕組み
鉄道

揚力

巨大な飛行機が、なぜ大空を飛ぶことが

空気

できるのでしょうか。その秘密は、
「揚力」で

LRT

レール上を鉄輪で走る大規
模交通。台湾新幹線やドバ
イメトロなどの軌道・信号
など一式を手がけ、世界的
評価を獲得。

す。揚力とは、気圧の差によって機体を持ち
上げる力のこと。飛行機がエンジンの力で前

LRT（次世代型路面電車シ
ステム）は、環境にも市民
にも優しい路面電車。広島
電鉄など、都市構造に適し
たLRTを提供している。

に進むとき、正面から当たった空気は、翼の
上下に分かれます。このとき、上側と下側で
空気の流れの速さに違いが生じて、気圧の
差が生まれます。この圧力差が翼を下から上

揚力

に持ち上げる力となるのです。
MRJは、先進の空力設計を駆使し、翼や

空気の流れが速い（圧力が低い）

機体全体をデザインしました。空気抵抗を極

新交通システム

翼

力抑え、空気の流れを巧みに操る美しい翼
を備えていることで、効率的な飛行を可能に

軌道をゴムタイヤで走行す
る新交通システム。都市内
交通のほか、空港内の旅客移
動にも多く導入されている。

ETC

しています。

空気の流れが遅い（圧力が高い）

強力パワーなのに低騒音

従来機との騒音の比較

今や多くの人が利用してい
る、ETC（電子料金収受シス
テム）とERP（電子道路課
金システム）の開発に取り
組んでいる。

MRJのもうひとつの 特 徴が、次 世 代エンジン
」の採 用。通 常、エン
「Geared TurbofanTM（GTF）

空港周辺の
騒音を低減

従来機

(km)
4
3

(km)

2
1
0

3

4

1

内部に組み込まれたギアにより、低速回転・低騒音

新交通システムや鉄道、ETCなど、さまざまな交通インフラ

で高出力を生み出すことができる画期的なエンジンで

を手がける三菱重工。その中で今後、活用が期待されるのが

す。騒音の基準のひとつとされる70dBA※1で比較し

「TOD※3シミュレータ」です。これは交通システム導入後の効

0

1

2

3

4

5

6

7

ブレーキ解除※2
からの距離

た場合、従来機ならブレーキを解除 してから約9km

果を交通量の変化や経済性などの面から評価するもので、

まで影響していた騒音も、MRJでは約6kmまでに低

三菱重工はその結果に基づき課題を抱える都市への最適な

減しました。低騒音となったことで、今後ますます厳しく

ソリューションを提案・提供します。そのソリューションのひとつ

なるであろう、世界の空港周辺の環境基準にも対応

として2014年に登場したのが、
「高速新交通システム」
。最

が可能になります。都市部に近い空港から飛び立て

高速度が時速120kmになったことで、都市部の短距離の駅

るようになり、空港への移動時間の短縮など私たちの

間を結ぶために開発された従来の新交通システムと比べ、郊

暮らしにも大きくかかわってくるでしょう。

外まで効率よく乗客を運べるようになりました。郊外と都市部が

※2

MRJ90

センターライン 1
2
からの距離

高出力に伴い騒音も大きくなります。しかし、GTFは

快適に便利に街をつなぐ
最適な交通インフラを創造

ジンは高速で回転することで出力を高めますが、当然、

8

9

10

※1：人間の聴感に近い値に補正した音の単位。
※2：飛行機が離陸に向けて加速を始めた状態。

スムーズにつながることで、より幅広い地域の人々にとって便
利に、そして優しい街づくりに貢献していきます。

交通システムの輸送量と速度
片道 1 時間
当たりの
輸送量
（PPHPD）

鉄道システム
高速新交通システムは、

50,000
40,000

鉄道システムに匹敵す
るスピード

新交通システム
（海外）

高速新交通
システム

30,000
20,000

新交通システム
（国内）

10,000
0
10

20

30

40

表定速度
（km/h）

※3：Transit Oriented Development

08

2015 No.178

2015 No.178

09

Leading
Player
〜先覚者に聞く〜

国産初の旅客機エンジンを
MRJの翼のもと、大空へ！

Q
A

プロジェクトリーダーに必要な心構えとは？
世の中に問題のないプロジェクトなど存在しません。まず
は自分自身が解決するという気持ちで粘り強く取り組むこ
と、さらにあらゆる関係者の力を結集して問題を解決し、
より優れた製品を生み出す必要があります。とりわけコスト

夢の国産初のジェット旅客機MRJに搭載され、

管理と納期厳守は勝負どころ。そのため日頃から定期的

その優れた燃費性能や低騒音性などを生み出す新型エンジンPW1200G。
民間用として国内初となるエンジン全体の組立・試験と燃焼器などの部品製造を担う

に会議を開き、そこで自分に課せられた約束を率先して

三菱重工航空エンジン※1 では、量産に備えた準備が着々と進められている。

守り、信頼関係を構築しています。

そこで陣頭指揮に当たる亀田浩史に、プロジェクトリーダーとしての想いを聞いた。

徐々に信頼をかち得て、PW1200Gで初めてエンジンの
最終組立と試験まで担当できるようになったのです。それ
は、日本の民間航空機エンジン産業界にとって初めての

航空機エンジンPW1200Gとは？

こと。航空局の製造認定や P&W 社とのプログラム調整、

©三菱航空機

©Pratt & Whitney

プラット & ホイットニー社（以下、P&W 社）開発
の画期的なエンジン。正面に見えるファンと後ろに
続く圧縮機の間にギアを配置し、最適な回転数で運
用することで高い燃費効率と低騒音を実現。三菱重
工航空エンジン製造の燃焼器は、窒素酸化物などの
排出削減に貢献するなど環境性能に優れている。

Q
A

PW1200Gはどのように社会へ貢献するのか？

Q
A

PW1200G の量産が進めば、部品製造・組立に関わる

システムのつくりこみなど、当初は道筋が見えないことや

関連企業や物流サービスが盛んになるでしょう。また、低

責任の大きさに悩むこともありました。しかし、これほど大

燃費・部品点数の削減による経済性や、低騒音・排出

きなプロジェクトに関わり、エンジンの最終形態という成果

物抑制による環境負荷低減に貢献できると思います。プ

を自分の目で確かめる日が来たら、進んだ道に間違いは

ロジェクト完遂後、当社工場は航空機エンジンの一大製

なかったと確信するでしょう。同時に日本の航空史の一端

造拠点となるでしょうから、子どもたちに「日本で航空機エ

を担えることに、喜びとやりがいも感じています。

ンジンを作るんだ！」と夢を与えることもできます。

エンジニアとしてPW1200Gへの想いは？
子どもの頃から航空機エンジンのパワフルさが好きで、熱

Q
A

MRJ初飛行に向けての感慨は？
MRJ の初試験飛行の際には、機体が戻ってきて、滑走

工学を学び三菱重工へ入社しました。PW1200Gはファン

路に接地するまで肩の荷を下ろすことはないでしょう。今

と圧縮機の間にギアを組み込んだ新型エンジンです。航

までのプロジェクトの長い道のりを振り返り、喜びと安堵感

空機エンジンにギアを利用するのは技術的に難しく、正直

でおそらく泣くと思いますね（笑）。もちろん、MRJ が定期

P&W社をはじめ、三菱航空機、パートナー企業、

実現できるとは予想していませんでした。P&W 社が 20 数

就航した暁には、一乗客としてエンジンを見守りたいです。

関連社内部署など多方面への窓口を務めてい

年の歳月と莫大な開発費用を投じて信頼性を確立したこ

ます。スケジュールやコストなどのプロジェクト管

とに、畏敬の念と驚きを感じます。

世界を驚かせたエンジン
Q
A

「俺が手がけたエンジンだ！」

現在、担当している業務は？

「俺が手がけたエンジンだ！」という感動はなにものにも代
え難いですね。

理を担当し、問題や要望があれば P＆W 社と
の調 整をはじめパートナー企 業 へも出向きま

感動を仕事のエネルギーに

す。日本の民間航空機業界は、長く部品製造
のみに留まってきました。三菱重工も20 年以上
PW4000の部品製造に携わってきたのですが、

Q
A

このプロジェクトで心に残った出来事は？
2012 年、P&W 社の工 場で初めてPW1200G の実 物に
対 面したときは 感 動 的 でした。P&W 社 はボーイング

Pick Up Pioneer ▶▶▶
Profile

三菱重工航空エンジン株式会社
技術部
プロジェクトグループ
主席技師

亀田浩史（かめだ ひろし）
1996年三菱重工に入社後、航空機エンジ
ンPW4000プロジェクトや航空機エンジ
ン転用型ガスタービンパッケージの業務に
従事。2009年以降、MRJに搭載される
PW1200Gのプログラムマネージャーを
務める。
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747※2 にPW1200Gを載せて模擬飛行試験に臨んでいた
のですが、一連の作業を社外のエンジニアに見せるのは
稀なこと。P&W 社に対して、長いスパンの仕事を切磋琢
磨しながらやり遂げていく仲間のように感じていましたが、
このとき改めて当社を重要なパートナーと考えてくれている
ことを実感しました。また、他機種向け姉妹機エンジンで
あるPW1500Gの飛行試験を行ったパイロットから「すごく
燃費がいいぞ。隣の機体にいるとエンジンが回っているこ
ともわからないぐらい静かだ」と聞き、そのようなエンジンの
製造に携われることに誇りで胸がいっぱいになりました。
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

※ 1：三菱重工航空エンジン
民間航空機分野のエンジンを手がける三菱重工グループの事業会社。PW1200Gで
は、プラット＆ホイットニー社の製造拠点として航空当局の認定を受け、MRJを開発・
製造する三菱航空機株式会社に最終製品を納入する。
※ 2：ボーイング747
ジャンボジェットの愛称で親しまれているボーイング社（米国）の大型旅客機。
40年以上生産が続く航空機のベストセラー製品。

検索
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国内外・電車の床下

分刻みのダイヤを支える名ストッパー
空気ブレーキ（空制装置）

13

空気ブレーキの
「止める技術」が
鉄道の
発展を促進

プラットホームで電車を待っていると、時刻どおりに入ってき
て、決まった位 置で停 車 する。この見なれた光 景に一 役

世界の空

14

軽くて強い新素材の主翼ボックスが
大空を舞う

広い窓や LEDライトなど、開放感、快適性に優れた最新鋭
機として知られるボーイング787 型機。この開発プロジェクトに

買っているのが、空気の力で車両を止めるブレーキだ。三

おいて、航空機の要ともいえる主翼ボックスの設計・開発を

菱 重 工は 1924 年から空 気ブレーキの製 造を開 始。以 来、

三菱重工が担当した。使用した素材は、炭素繊維と樹脂の

多くの電車で採用され、国内シェアは 50％におよぶ。とくに

複合材である炭素繊維強化プラスチック（CFRP）。アルミ合

「うずまき型コンプレッサ」と呼ばれる空 気 圧 縮 機を使った

金やチタン合金よりも軽く、強度、剛性、耐蝕性に優れている

システムは、低騒音、低振動の特長を誇り、国内外の新幹

のが特長だ。CFRPの複合材は加工が難しく、特に主翼ボッ

線や特急電車でも使用されている。ブレーキの性能が高く、

クスは全長約 30m、翼幅では約 60mと格段にサイズが大きい

安 全・確 実に、短い制 動 距 離で早く止まるからこそ、より

ため、製造は困難を極める。しかし三菱重工は数々の技術的

速く走ることができる。分単位でダイヤが刻まれる都市部の
インフラや、世界トップクラスの速度と安全性を誇る新幹線
網を支える「陰の立役者」として今日も活躍している。

軽くて堅牢な
複合材主翼ボックスで
燃費も
大幅に向上

な課題をクリアして開発に成功。その結果、機体は形状効果

© JR西日本

と相まって、大幅な軽量化と燃費向上を達成、最高レベルの

車両の定時運行を支える空気ブレー
キ。高い安全性と信頼性を誇り、最新
鋭の車両にも搭載されている。

環境パフォーマンスを実現した。2012 年には100 号機目の主
翼ボックスを出荷し、
「世界の主翼センター」の地位を確立し

© ボーイング

全日本空輸（ANA）は 2014年 8月、派生型モデル（787-9型機）
の世界初となる定期便を羽田−福岡線に就航させた。

ている。今日も世界の空を行き交う旅客機の翼として、複合材
主翼ボックスが強く、しなやかに大空を羽ばたいている。

〜 M H I の あ る 暮らし〜

交通・輸送編

活躍の舞台を、陸へ、海へ、空へ、そして宇宙へと広げている三菱重工。その技術・製品は、
意外にも私たちのそばでも常に息づいている。そんな MHI の活躍を日本や世界の日常からピックアップ。

瀬戸内海など

世界の海

増大する天然ガス需要に応える
省エネタイプの LNG 船！

15

石炭や石油とならび、毎日の便利な暮らしに欠かせないガス
エネルギー。日本では今、火力発電の燃料として需要が高まっ

4基のLNGタンクを
連続カバーで覆った
エコシップ
「さやえんどう」

16

最大級の積載能力かつ低燃費！
設備充実の新型フェリーが就航

多くの乗客や車両を運ぶ便利な海上交通手段・フェリー。
2015 年、九州−大阪間の瀬戸内海航路に12 年ぶりに新たな

ている。そのような中、三菱重工は効率的に天然ガスを運搬

フェリーが就航する。阪九フェリー運航の「いずみ」だ。瀬戸

できるLNG

船「さやえんどう」を開発。これまでに8 隻 を

内海就航船として最大級のこの船は、乗客 643 名、トラック

受注している。球形のLNGタンク（豆）をカバー（さや）で覆っ

191 台 ※4、乗用車 177 台 ※4 の積載能力を誇る。また、船型を

た構造が、船を軽量化し運航時の空気抵抗を抑制。高効率

改良し、MALS ※5 や廃熱利用などを採用したことで燃費は従

な推進機関と相まって燃費も従来船より20％以上低減した。

来船よりも2〜3 割削減される。船首からはパノラマビューが

近年、米国を中心としたシェールガス開発により大量の天然ガ

堪能でき、展望露天風呂など船内設備も充実している。この

スの生産が予定される中、2014 年には新パナマ運河に対応

「いずみ」をはじめ、三菱重工ではこれまで多くのフェリーを

し性能を向上させた次世代 LNG 船「サヤリンゴ STaGE」 も

手がけ、日本各地の航路を支えてきた。環境性能など時代の

※1

※2

※3

ニーズに応えながら、快適な 船旅 を提供し続けている。

開発完了。今後、世界の海でますます活躍するだろう。
※1：液化天然ガス ※2：2015年1月6日現在
※3：上部が膨らんだリンゴ形状のタンクを搭載した運搬船。Domain News（P15）
でも紹介。
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「わのこころ」を
コンセプトとした
内装で快適な
船旅を実現

燃費低減による CO 2 排出量の抑制に加え、バラスト水処理装置の
搭載による海洋生態系への影響軽減など、環境対応力も高めた。

※4：トラックの長さを12 mで換算した場合。 ※5：三菱空気潤滑システム。船底から吹き
出した空気が細かい気泡となって船底を覆い、航行時の船体の抵抗を減らす。

省エネ対策として MALSや、プロペラ後流を整流して船に推力を
生じさせるリアクションラダーなどを採用。

2015 No.178
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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

14
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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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三菱重工航空エンジン株式会社
製造部 組立・整備課

MRJ搭載のエンジンPW1200G ※ の量産に備え
て、製造現場の準備を整え、生産管理システム構築
に励む日々。民間航空機用の新製エンジンとして
は国内初となる最終組立を実現するため、設計者
と現場作業者をつなぎ、より広い視野で業務を俯
瞰し課題解決に当たる。世界で6番目の製造拠点

印刷／株式会社美松堂

※PW1200G ：P10参照

事務所から工場へ移動する
ときに愛用のバッグ。
自ら手
がけた生産管理システムの
タブレットなど、
必要なもの
はすべてこの中に。

Partner
Tool
バッグ＆
タブレットPC

藤啓介
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本誌に対するご 意 見・ご感 想などがございましたら
当社Webサイトまでお寄せください。
Webサイト ht tp: //w w w.mhi.co.jp/inquir y/index .html

三菱重工グラフ

検索

〒108-8215 東京都港区港南2-16-5 ☎03-6716-3111（大代表）

描き続ける大空への夢

三菱重工でしかできない仕事が

その夢を現実にする

当社オフィシャルサイト内
「三菱重工グラフ」のページでは動画もご覧になれます。
http://www.mhi.co.jp/discover/graph/

グループ戦略推進室 広報部© 部長

となる誇りを胸に。

発行・編集／三菱重工業株式会社

制作／株式会社ダイヤ・ピーアール

井手野 一路

