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現場を訪ねて

新工場での生産が本格化した

「川崎サイドスラスター」
（スラスター第１工場／播磨工場）

新製品・新技術

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）補給機
「ＨＴＶ」専用のフェアリングを開発、
９月１１日の打ち上げで正常に分離放てき

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

南丹市美山町北（京都府）
紅葉の里山を背に、
密集した優美な
茅葺き屋根の家
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●表紙説明●

　青空の下で体を寄せ合う２両の新幹線車両
－東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）が、
東北新幹線の「八戸～新青森」開業に向けて開
発した「Ｅ５系」の量産先行車です。
　川崎重工は、営業運転で国内最高となる時速
３２０ｋｍ走行を計画している「Ｅ５系」の量産先行
車（１編成１０両）のうち、先頭車両１両を含む５両
を兵庫工場で製作してＪＲ東日本に納入しました。
写真は、その搬送のため、兵庫工場で艀に載せら
れた２両をとらえたものです。
　「Ｅ５系」量産先行車の試験走行は、東北新幹
線の営業終了後の夜間、仙台－北上間で重ねら
れており、極めて順調とのことです。
（詳しくは「最前線カメラルポ」をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

油圧システムの“心臓部”の
「油圧ポンプ」が、
油を送り出すしくみ

76

より速く、より快適に
東北新幹線「Ｅ５系」の魅力

最

前
線カメラル

ポ

　新しい新幹線電車が誕生した。
　東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）が、東
北新幹線の「八戸～新青森」開業（２０１０年１２月）
に向けて開発した「Ｅ５系」新幹線電車（以下
「Ｅ５系」）の量産先行車（１編成１０両）である。
　「Ｅ５系」の最大の特長はスピードだ。
　ＪＲ東日本によれば、営業運転では国内最高
速となる時速３２０ｋｍ走行を計画している。その

ため、高速列車がトンネルを抜ける際に発する
音（トンネル微気圧波）の低減、低騒音パンタグ
ラフの採用など環境対策に万全を期している。
また、カーブ通過時に車体に働く外側への遠心
力を軽減する空気バネ式の車体傾斜装置や、列
車の揺れを抑える電気式の車体動揺防止制御
装置の設置などでより快適な乗り心地を実現した。
　川崎重工が、先頭車両１両を含む５両を製作し

た「Ｅ５系」の量産先行車は現在、東北新幹線・仙
台－北上間で試験走行を重ねており、時速３２０ｋｍ
走行も行なっている。営業運転での高速化は段
階的に進められ、時速３２０ｋｍ運転は２０１２年度
末から始める見通しという。
　１日も早い営業運転の開始が待たれる、話題
満載の「Ｅ５系」新幹線車両。その魅力を探って
みた。

国内最高速の時速３２０　ｋｍでの営業運転を計画
川崎重工が量産先行車　１０両のうちの５両を製作

深夜の仙台駅で試験走行への出発を待つ「Ｅ５系」量産先行車。
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パンタグラフは低騒音型で、平板タイプの遮音板を設置。
時速３２０ｋｍ走行でも沿線騒音は低減した。
（写真提供／ＪＲ東日本）

上部の“常磐グリーン”と下部の“飛雲ホワ
イト”との間をピンクのラインが走る。

川崎重工・兵庫工場では「Ｅ５系」
量産先行車１編成１０両のうち、先
頭車両１両を含む５両を製作した。
「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ」では２種類
の先頭形状が設計されたが、
性能比較の結果、川崎重工の
タイプが採用された。
先頭部に前面窓を取り付ける。
台車を取り付ける。

左：上から見た「Ｅ５系」
のロングノーズの先
頭部。

右：その先頭車両が搬
送のため、川崎重工・
兵庫工場で艀に積
み込まれる。

ＪＲ東日本の開発に川崎重工も参画した新幹線高速試験電車「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ（Ｅ９５４形式）」。

（写真提供／ＪＲ東日本）

　深夜の仙台駅。４灯のヘッドライトを
煌 と々照らしながら、真新しい新幹線
電車がホームに滑り込んできた。これ
から試験走行に向かう「Ｅ５系」量産
先行車だ。今年の６月中旬から始まっ
た「Ｅ５系」量産先行車の試験走行は、
現在、東北新幹線の営業終了後の
夜間、仙台―北上間で行なわれている。
　一見して分かるのは、先頭部（傾斜部、
鼻ともいう）の長さで、１５ｍある。ロング
ノーズタイプと呼ばれ、現在の東北新幹
線「はやて」（Ｅ２系）より約６ｍも長く、な
かなか愛敬のある顔である。この流線
形が、トンネルを抜ける際の騒音の低減
に大きな効果がある。
　「２００５年度からさまざまな試験を重
ねた新幹線高速試験電車『Ｆａｓｔｅｃｈ
３６０Ｓ（Ｅ９５４形式）』（別項参照）の成
果を基に、先頭形状の最適な形を追求
しました。この形状（車体断面）にした結
果、高速電車がトンネルを抜ける際の、
いわゆるトンネルドンといわれる音（トンネ
ル微気圧波）を、時速３２０ｋｍ走行でも
２７５ｋｍの現行「はやて」より小さく抑え
られました」（ＪＲ東日本 鉄道事業本部  
運輸車両部 車両技術センター課長 新
幹線車両グループリーダーの遠藤知幸
さん）
　この「Ｅ５系」量産先行車１０両のうち、
先頭車両１両を含む５両を川崎重工が
兵庫工場（神戸市兵庫区）で製作した。
　「長さ２６．５ｍの先頭車両の半分以上
が傾斜部。この部分の製作は手づくりな
ので、通常よりも手間をかけて丁寧に仕
上げました」（川崎重工  車両カンパニー  
生産本部  工作部  第二艤装課の長沼
宏明主事）

　車体はアルミニウム合金製で、カラー
デザインはご覧のように上半分が緑で下
半分が白。真ん中をピンクのラインが走っ
ている。といっても、ただの緑や白ではない。
　「緑は太陽に光り輝く“常磐グリーン”
といい、永遠に変わらない色という意味
合いがあり、当社のコーポレートカラーに
つながります。白は“飛雲ホワイト”で、先
進性とスピードを表現しており、現行『は
やて』（Ｅ２系）の上部色と同じホワイトを
継承。ピンクのラインも『はやて』と同じで
す」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）

　では、今行なわれている試験走行で
は何を調べ、何を確認しているのだろうか。
　「試験走行のテーマは“走る、曲がる、
止まる”です」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）
　“走る”では、最高時速３２０ｋｍの力
行性能はもとより、先に述べたトンネル微
気圧波の低減確認のほか、３２０ｋｍの
高速走行による分岐点（ポイント）への
影響、列車風の状況、線路および線路
の石（バラスト）への影響などさまざまだ。
また、高速化するにつれて振動が増す
架線にパンタグラフがきちんと追随して
接触し、集電できるかなどが厳正に調べ
られている。
　“曲がる”は文字通り、曲線部などに
おける快適性の確認だ。列車が高速で
カーブを通過すると、カーブの外側に向かっ
て遠心力が働き、安全性や乗り心地に
影響を及ぼす。「車体傾斜装置」は、カー
ブ通過時に空気バネによって車体を傾
斜させることで、カーブを乗客に意識さ
せることなく、しかも高速で走行できる傾
斜制御システムで、これが全車に装備さ
れている。

　また、高速化すると、軌道の歪みや車
体に作用する空気力によってさまざまな
振動が同時に発生する。中でも、左右
方向の振動は乗り心地に大きく影響する。
この軽減対策は、台車と車体の間に設
置したアクチュエータ（駆動器）が、揺れ
と反対方向の力を出す制振制御が用
いられている。現行「はやて」は空気式
のアクチュエータだが、「Ｅ５系」では、応
答性と出力を高めた電気式アクチュエー
タを採用した車体動揺防止制御装置（フ
ルアクティブサスペンション）が全車に設
置されている。

　“止まる”はブレーキである。「非常時、
とりわけ地震時にはできるだけ早く止まら
なければなりません」（ＪＲ東日本・遠藤
知幸さん）
　「Ｅ５系」は、ブレーキの適正な制御や、
レールと車輪の粘着を向上させる新材
料の採用などで従来のブレーキ性能の
向上を図った。そのため、時速３２０ｋｍ
走行でも、現行「はやて」と同じ停止距
離（約４，０００ｍ）で停止できるようになっ
ている。

　ＪＲ東日本が、世界最高時速３６０ｋｍ
での営業運転を技術上の目標として
開発し、川崎重工も参画した新幹線
高速試験電車。
　時速３６０ｋｍもの高速で走り、安定
した営業運転を実現するには、単にモー
タを強力にしてスピードを増せばよ
いというものではない。環境対策や
乗り心地など多くの課題が挙げられる。
こうした課題を克服するために製作
された試験電車で、さまざまな最新
技術が導入された。
　例えば、トンネル微気圧波対策として、

下の写真の先頭形状は川崎重工が開
発した先頭形状最適化手法によってデ
ザインした。そのほか、ネコ耳といわ
れた空気抵抗増加装置（最高時速３２０
ｋｍ運転の「Ｅ５系」では、その必要が
ないとして装備されていない）、空気
バネ式の車体傾斜装置と左右の揺れ
を軽減する電磁式の車体動揺防止制
御装置（ともに川崎重工が開発）、車体
下部の吸音構造など多種多様である。
　この高速試験電車で重ねられた試験
の成果がベースになって、最高時速３２０
ｋｍの「Ｅ５系」が誕生した。

１５ｍのロングノーズで
“トンネルドン”を低減

試験走行のテーマは
“走る・曲がる・止まる”

“常磐グリーン”と“飛雲ホワイト”と
ピンクのライン

■新幹線高速試験電車「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ（Ｅ９５４形式）」
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「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ」の試験成果を生かし、安全性・安
定性、軽量化をテーマに開発された台車。

屋根上は設置機器をカバーで覆っているため、非常にすっ
きりしている。

ＪＲ東日本と川崎重工が共同開発した全周
ほろ。連結部の空力音の低減に役立つ。

上：建設工事が進む「新青森」駅。デザインイメージは“縄文”と“未来”の融合。
下：「八戸」駅。「八戸～新青森」間の延伸距離は約８２ｋｍ（営業キロ）。

普通車の車内。リズム感と広さを強調した座席で、シッ
クでモダンな客室空間が広がっている。
グリーン車の車内。“自然の山並みと雲の連なり”を連
想させるデザインになっている。
旅客機のビジネスクラスに並ぶというスーパーグリーン
車（仮称）のイメージイラスト。
川崎重工が提案して採用された可動式マクラ。
現行「はやて」（Ｅ２系）を踏襲した運転席。
電動車椅子対応の大型洋式トイレ。
情報案内装置は大型のフルカラーＬＥＤになった。
（　～　の写真提供／ＪＲ東日本）

台車フルカバーですっき
りした車体下部。台車
部の機械騒音を遮音し、
車体側面の平滑化で
空力音も低減した。

深夜の試験走行を終えて早朝、ＪＲ東日本・新幹線総合車両センター（宮城県利府町）に戻る「Ｅ５系」量産先行車（仙台市内にて）。

ファステック

がいし

　さらに、「Ｅ５系」の特長を車外から探っ
てみよう。
　車両の床下に設置される補助電源
装置や蓄電池、主変圧器などの機器は
可能な限り吸音材付きとすることで騒音
の低減化を図っている。また、床下を台
車フルカバーで完全に覆って台車部の
機械騒音を遮断。さらに、カバーで車体
側部を平滑にすることで空力音も低減
させている。
　その台車は、「安全性・安定性、軽量
化をテーマに開発された」（川崎重工  
車両カンパニー  技術本部  台車設計
部  第一台車設計課  磯村一雄主事）
もので、「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ」での試験成
果が十分に活かされている。
　車両連結部の全周ほろも、「新しい試
みです。連結部からの空力音の低減が
目的で、ＪＲ東日本と川崎重工の共同開
発」（川崎重工 車両カンパニー 技術本
部  設計部  車体設計部  木村晋也主
事）。車体が平滑化すればするほど、空
力音が低くなるからだ。
　パンタグラフと碍子はともに低騒音タイ
プを採用し、平板タイプのパンタグラフ遮
音板を取り付けた。そのため、３２０ｋｍ
走行でも沿線騒音は低減している。
　「Ｅ５系」は、屋根の上がすっきりして
いる。というのも騒音低減のため、設置
機器をカバーで覆っているからだ。パン
タグラフで集電する特高圧（２万５，０００Ｖ）
引き通し線も、車内天井配置となっている。

　では、車内のインテリアデザインを見て
みよう。
　「キーワードは“ゆとり・やさしさ・あなた
の”で、暖色系の落ち着いた空間を創
出しています」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）
　まず、普通車（１～８号車）。明るいグレー
の壁に、電球色による直接照明。座席
は２＋３列配置で、座席と座席の間隔が
１，０４０ｍｍと広くなった。そして、従来と
異なるのは、新幹線の普通車では初めて、
座席に可動式マクラが設置されている
ことだ。この可動式マクラ付き座席を提
案したのが川崎重工である。
　「“より快適”をテーマに提案し、採用
されました」（川崎重工  車両カンパニー  

営業本部  機器・工事営業部  徳満修一
担当部長）
　川崎重工グループで座席の設計・製
造を担当している川重車両コンポ（株）
（川崎重工・兵庫工場内）はこれまで、
ＪＲ東日本東北新幹線「はやて」（Ｅ２系
１０００番代）、山形新幹線「つばさ」（Ｅ３
系２０００番代）の座席を納入しており、
引き続いて「Ｅ５系」の座席を手がける
ことになったのである。
　グリーン車（９号車）は、人の目にやさ
しい木目調の壁に、電球色の間接照明。
座席は２＋２列配置で、座席間隔は
１，１６０ｍｍ。座席は“自然の山並みと雲
の連なり”を連想させるデザインで、シッ
クで優美な空間である。可動式マクラ・
読書灯・足置きが６５度持ち上がる電動
レッグレスト・コンセントを装備している。

　「Ｅ５系」では、車内設備としてこのほか、
大型フルカラーＬＥＤ情報案内装置を設
置。また、車内のバリアフリーを進め、“ゆ

とりとやさしさ”を感じられる車両となって
いる。
　車椅子対応の座席は５・９号車に設
置し、５・９号車の洋式トイレと５号車に設
置した洗面所と多目的室は改良型のハ
ンドル型車椅子でも利用できる。
　女性専用のトイレ、洗面所もある。
　「量産先行車の製作に携わった立場
から見ても、『Ｅ５系』はすばらしい新幹
線車両だと思います」（川崎重工  車両
カンパニー  技術本部  設計部  構体構
造設計課  三木貴士主事）

●

　「『Ｅ５系』量産先行車の試験走行は
問題なく順調」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）
に進んでいる。
　東北新幹線「八戸～新青森」開業は
２０１０年１２月の予定だが、「Ｅ５系」の投入
は２０１１年春。当初は最高時速３００ｋｍ
で運転し、２０１２年度末には最高時速
３２０ｋｍ運転を始める計画という。
　３２０ｋｍ運転になると、東京－新青森
間が３時間５分程度で結ばれることになる。

　なお、「Ｅ５系」では、１０号車は「スーパー
グリーン車」（仮称）になる（先行量産車
では準備中）。ＪＲ東日本の仕様案では、
座席は１＋２列配置で、座席間隔は
１，３００ｍｍ。電動リクライニング機構で、
電動レッグレスト、読書灯、フットライトなど
が装備されるという。
　「旅客機のビジネスクラスのイメージで、
最高の安らぎとの癒しの空間。より静か
に、よりゆったりと過ごしていただけます」
（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）

フルカバーの台車、
連結部の全周ほろなど新しい試み

１０号車は
「スーパーグリーン車」（仮称）に

全座席に川崎重工提案の
可動式マクラを設置

やがて東京－新青森間が
３時間５分程度で結ばれる
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