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現場を訪ねて
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●表紙説明●

　ルービックキューブに挑戦中の最新型のカワサキ産業用ロボッ
ト。傍らの画面に表示された「あと１４手で完成」の宣言どおり、
みごと残り１４手で完成－５月１７日にオープンした川崎重工
グループの企業ミュージアム「カワサキワールド」で人気のパフォー
マンスロボットです。
　「カワサキワールド」（神戸市・神戸海洋博物館内）は、川崎
重工グループの１世紀を超える歴史、常に新しい時代を開き社
会に貢献してきた技術や製品などを「みて・ふれて・体感しながら」
楽しく学べる体験型ミュージアムで、オープン以来多くの来館者
で賑わっています。（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

爆発の可能性がある環境でも
安心して使える
防爆塗装ロボット「Ｋシリーズ」の構造

63

ゆ の つおお　だ

　わが国の鉄道の歴史は、明治５年（１８７２年）、
新橋－横浜間（約２９ｋｍ）の開業に始まる。ち
なみに運行は１日９往復、所要時間は５３分だっ
たという。
　その３４年後の明治３９年（１９０６年）、鉄道車
両の本格的な国内生産を望む声が高まってい
た時期に、川崎重工は運河分工場（現兵庫工場）
を開設して鉄道車両事業に進出した。
　それから１００年。
　当社は、常に技術の先端を歩みながら鉄道
の発達と近代化の一翼を担い、優れた技術と
高い生産性により、電車や客車、貨車、機関車、
ディーゼル車、新交通システムなど多様な車両
のほか、関連システム・機器を送り出して社会
に貢献してきた。鉄道の歴史は一面ではスピー
ドアップの歴史ともいえるが、当社は最先端技
術を駆使し、エポックとなる車両の開発に寄与
してきた。また、早くから積極的に海外展開を
図り、製品の納入先は米国をはじめ英国、中国、
東・東南アジア、アフリカ、中南米諸国にまで
及んでいる。
　川崎重工が１００年の間に国内外の顧客に納入
した各種車両の総数は、８万７，０００両を超える。
　今秋の１００周年記念日を前に、車両事業の
中核でわが国有数の車両製造工場である兵庫
工場を訪ね、飽くなきスピードへの挑戦、次々
に実績を重ねる海外の事業展開などの話題を
さぐってみた。

明治３９年（１９０６年）に
鉄道車両の製造を開始
１００年目の鉄道技術の最先端、
海外展開の最前線など

上：操業開始から７年後の兵庫
工場。「９６００形蒸気機関
車」の量産が始まり、活況
を呈した。

下：操業１００年目の兵庫工場。
最新設備を整え、各種の
車両を次 と々効率的に製
造している。
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現在の兵庫工場。川崎重工の車両事業の中
核で、わが国有数の車両製造工場である。

兵庫分工場（現兵庫工場）の最初の
完成車両は、南海鉄道（株）（現南海
電鉄（株））向けの「木製電動客車」だっ
た（明治４０年）。
その「木製電動客車」の内部。「電気
機器や台車はすべて輸入品だった」と
記録にある。
ＥＦ５２形直流電気機関車（昭和３年製）。
国産初の国鉄幹線用大形電気機関
車である。
６７００形テンダ機関車（明治４４年製）。
川崎重工が製造した第一号で、初の
国産蒸気機関車である。
兵庫電気軌道向け電車の製造風景（明
治４３年）。

年産能力２，０００台を目指して台車一貫生
産ラインの整備が進んでいる。
カワサキ産業用ロボットがベースのグラインダー
ロボットが研磨中。
この西日本鉄道向け車両は製造工程でレー
ザー溶接を利用した。
中国の在来線高速化プロジェクト向け時速
２００ｋｍ車両の先頭部を製作中。
中国広東省・広州市地下鉄車両（リニアモー
タ駆動式）の構体製作。

　明治１１年（１８７８年）、川崎正蔵が東
京・築地に開設した川崎築地造船所は
順調に発展を続け、明治２９年、株式会
社川崎造船所と改組された。初代社長
には松方幸次郎が就任した。
　その１０年後の明治３９年（１９０６年）、
運河分工場の建設が始まった。
　この年の３月、帝国議会で鉄道国有
法が可決。全国１７の私設鉄道（延べ
４，５０６ｋｍ）が国有化され、大量の車両
の改造や新造需要の発生が予想され
ていた。それにもましてこの前後は、鉄
道車両の本格的な国内生産が望まれ
ていた時期でもあった。それまでの鉄道
車両は、イギリスなどからの輸入頼りであっ
た。また、明治２０年代の末頃から、車両
製造を目的とする会社が相次いで設立
されたが、明治３３年から始まった不況

期に、これらのうちの多くが解散を余儀
なくされていたのである。
　ところで、川崎造船所は会社設立以来、
神戸市東川崎町２丁目の官営兵庫造
船所跡地を拠点として事業基盤を確立
してきたが、隣接して官営鉄道の神戸
工場があった。新事業への進出チャン
スをうかがっていた松方幸次郎社長は
通勤途上、官営神戸工場で完成されて
いく蒸気機関車を見て強く心を動かさ
れていたという。

　神戸市東尻池村の兵庫運河沿岸で
建設工事が始まった運河分工場は、敷
地約８万８，３００ｍ2。当時としては広大な
敷地で、和田岬線（明治３９年に国営化）
と兵庫運河に隣接する地の利を得た絶
好の立地であった。

　運河分工場は、鋳鋼部と鉄道部で構
成され、鋳鋼品と鉄道車両製造という
新事業の拠点となった。
　運河分工場は翌年、兵庫分工場と
改称。同年５月に鋳鋼工場を完成させ、
続いて９月には帝国鉄道庁向け橋桁の
製造を開始した。
　明治４０年１１月、この工場初の鉄道
車両「木製電動客車」（３両）が完成し、
南海鉄道（株）（現南海電鉄（株））に
納入した。
　明治４２年、兵庫分工場の鉄道部で
は鉄骨造りの機関車工場を完成させ、
機関車製造の生産基盤を確立させた。
そして明治４４年、鉄道院から受注した
「６７００形蒸気機関車」全１２両が完成し、
納入した。これは、機関車国産化計画
における民間での最初の製造であった。
なお、この機関車には、川崎造船所本
社製缶工場で製作した最初の機関車
用ボイラが搭載された。

　１００年目の兵庫工場（大正２年（１９１３
年）に兵庫分工場から改称）は敷地面
積が約２２万３，０００ｍ2に拡大し、最新設
備を整えたわが国有数の車両製造工
場となっている。
　その一例。アルミ構体組立ラインでは、
部材加工、新幹線車両の側構や屋根構、
台枠などのブロック組立から構体完成ま
でがシステマティックに進められており、
アルミ新幹線車両の日産１両体制が確
立している。加えて兵庫工場では、可能
な限りムダを排除し、人・物・設備を合理
的に活用する生産システム、ＫＰＳ（カワ
サキ・プロダクション・システム）を導入し
て生産性向上を図っている。
　そして今進めているのが「最新設備
の導入などによるさらなる増産体制の整
備」（川崎重工車両カンパニー生産本
部生産技術部  会沢英樹部長）だ。

　たとえば、ステンレス車両が対象の大
型レーザー溶接装置。レーザー溶接は
溶接痕が残らない、自動化で作業が早
く溶接品質が均一化するなどの特長が
あり、凹凸の少ないステンレス車両の生
産体制を構築。すでに、西日本鉄道（株）
とＪＲ東日本向けにレーザー溶接による
車両の納入実績がある。

　台車枠の溶接部を研磨するグラインダー
ロボット（カワサキロボット  ＦＳ４５Ｎ×２台）
もユニークだ。溶接部の盛り上がり具合
をロボット自身が測定し、アーム先端にセッ
トしたグラインダー（円盤砥石）を巧みに
コントロールして曲線部も含めて研磨する。
１日に台車４台分（車両２両分）の研磨
が可能という。

　こうした最新装置の導入とともに、鉄
道車両の駆動部分である台車の一貫
生産ラインの整備も進んでいる。１０棟あ
る車体をつくる構体工場のうちの２棟が、
２００５年春から台車工場へ切り替えら
れつつある。
　台車新工場のラインは、溶接組立、焼

鈍・塗装、機械加工の各工程が作業順
に一直線に並んでおり、工程間の製品
の受け渡しがスムーズで、未完成品が
工程間に滞留しにくい。作業員の移動
距離はおよそ３分の１に縮まる。台車新
工場では、台車が完成するまでの期間
を今の２か月から１か月に半減させられ
るという。これにより、兵庫工場の台車生
産能力は、２００７年度末には５０％増の
年産約２，０００台体制となる。

　川崎重工が、仏・アルストム社と６６０両
（ベース契約）を共同受注したニューヨー
ク市交通局向けの地下鉄電車は、台車
はすべて当社が担当する（後述）。オプショ
ン契約１，０４０両分を加えると、３，４００台
の台車を製造することになる。台車新工
場はこうした海外などからの活発な受注
に対応するものである。
　今、兵庫工場では、台湾・台北市向け
地下鉄車両（ステンレス鋼製）が１日１両
のピッチで完成し、中国・広州市向け地
下鉄車両（アルミニウム合金製のリニア
メトロ車両）の構体製作が進み、また、中
国の在来線高速化プロジェクト向け中
国国産化車両用構体の製作も進行中
－工場は活気に満ちている。

１００年前、運河分工場から始まった
官営神戸工場で造られる
蒸気機関車が刺激に

最初に完成させた鉄道車両は
「木製電動客車」

そして１００年、兵庫工場は、今
最新装置などの導入で進む
増産体制の整備

台車は年産能力２，０００台を
目指して整備
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リンカーン車両工場ではボストン向け２階建て
客車の製造も行なわれている。

ＫＲＣヨンカース工場の外観。

ヨンカース工場で改修を待つ電車。

リンカーン車両工場では現在、兵庫工場、ヨンカース工場と連携して、ニューヨーク市交通局向け次世代地下鉄電車「Ｒ１６０」の製造が進んでいる。

ＫＭＭリンカーン工場
内の車両工場（米国
ネブラスカ州）。車両
の一貫製造ができる
工場で、１日１両の生
産が可能だ。

　運河分工場から出発して１００年
－現在、川崎重工はわが国の車両
製造のトップメーカーで、世界でも４、５番
手の地位にあり、製造する車両は世界
に向けて送り出されている。
　川崎重工の車両事業の海外展開は、
戦前を除けば１９５６年、アルゼンチン向
けの電動車（４０両）に始まる。その後、
アルゼンチンやブラジル、チリなど南米向
けの案件が続いた。
　１９８０年代に入ると、米国からの受注
が始まり、急増していく。
　米国では、１９７９年にフィラデルフィア（サ
ウスイースト・ペンシルヴァニア運輸公団）
の路面電車（１４１両）の受注を皮切りに、
１９８０年にフィラデルフィアの地下鉄電
車（１２５両）、１９８２年にニューヨーク（市
交通局）のＲ６２地下鉄電車（３２５両）、

１９８７年にニューヨークのＲ６８Ａ地下鉄
電車（２００両）などと続いた。また、１９８９
年のボストン（マサチューセッツ港湾運
輸公社）向け２階建て客車（７５両）など
２階建て客車の納入実績も少なくない。
　これまで、海外向け車両の受注累計
は他社との共同受注を含めて約５，２００
両で、このうちニューヨーク市交通局向
け地下鉄電車は累計で約１，６００両あ
り、米国からの受注累計は約２，６５０両と
なっている。

　１９８５年、川崎重工は米国に現地法人
Ｋａｗａｓａｋｉ Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｓｔｏｃｋ（ＵＳＡ）， Ｉｎｃ．
を設立し、１９８９年にＫａｗａｓａｋｉ Ｒａｉｌ Ｃａｒ， 
Ｉｎｃ．（ＫＲＣ）に事業を継承した。ＫＲＣ
のヨンカース工場は、ニューヨーク市に隣
接したヨンカース市のインダストリアルパー

ク（工業団地の一種）にあり、ニューヨー
ク市交通局向け地下鉄電車などの最
終艤装や整備・調整、引き渡し、改修工
事などに地の利を活かして取り組んで
いる。
　２００２年にはＫａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ 
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ  Ｃｏｒｐ．，  Ｕ．Ｓ．Ａ．（ＫＭＭ）
リンカーン工場（ネブラスカ州）内の車両
工場が本格的に稼働を開始した。
　リンカーン車両工場は、工場建屋の
幅が約８０ｍ、長さが約５００ｍもあり、長
大な生産ラインが配置されている。構体
製作から車両完成までの一貫生産で、
１日１両の生産が可能。米国最大クラス
で最新の車両工場である。

　現在、川崎重工は米国で、２００２年に
ニューヨーク市交通局から受注した次
世代のＲ１６０地下鉄電車の製作を進め
ている。この案件は仏・アルストム社との
共同受注で、オプションを含めると総計
１，７００両となるが、川崎重工はベース契
約６６０両のうち２６０両、オプションが発
効された場合はその４割の製作を担当
する。また、台車（オプションを含めて総
計３，４００台）は川崎重工がすべてを製
作する。
　Ｒ１６０は、設計や試作車、また端部台枠、
台車枠などの一部部品の製作を兵庫
工場、構体製作と艤装の一部をリンカー
ン車両工場、最終艤装と試験などをヨン
カース工場が担当といった具合に、３工
場が密接に連携して生産を進めている。
今回受注したＲ１６０の納入が完了（オ
プションの最終納期は２０１０年の予定）
すると、ニューヨーク市交通局向け地下
鉄電車では、川崎重工が最も多くの両
数を納入することになる。

　「当社はＲ１６０のエンジニアリングリー
ダーでもあり、こうしたことは、これまでの
ニューヨーク市交通局向けの豊富な納
入実績と技術力、信頼性が高く評価さ
れた結果といえます」（川崎重工車両
カンパニー営業本部海外営業部  原田
琢磨参事）
　米国では近年、環境への影響が少な
い交通手段として鉄道が再評価されて
おり、大規模な新線プロジェクト、既存車
両の代替や輸送力増強に関するプロジェ
クトが増えてきている。また、都市部の地
下鉄路線の増強、更新や、都市近郊か
らの通勤路線の快適化などに伴う地下
鉄電車、２階建て客車の発注が増加し
ている。
　３つの工場が力を合わせて対応する
案件が、今後も増えそうである。

　米国の場合、受注した車両はすべて
完成車で納入するが、そうでないケース
もある。

　台湾・台北市政府捷運工程局（台北
ＤＯＲＴＳ）から受注した地下鉄電車
（３２１両、最終納期は２００９年度）は、
「１５９両を兵庫工場で製作して完成車
として納入し、残りは工業合作プログラ
ムに従い、現地の協力会社で現地生産
します」（原田参事）
　また、中国広東省の広州市地下鉄道
総公司（広州地下鉄）から受注した、リ
ニアモータ駆動式地下鉄車両（３００両、
最終納期は２０１０年）の場合は、設計製
作は川崎重工と中国山東省青島市の
南車四方機車車輌股　有限公司（四方）
の合作で行なわれる。川崎重工が構体
設計を行なったうえで、当社からの技術
供与および製作支援により、四方が艤
装設計および製作、試験・検査を行なう。
最初の１２編成４８両は当社が構体を供
給し、四方が艤装を行なうが、以降は構
体製作から四方が行なう予定。
　さらに、川崎重工は四方と共同で、中国・
鉄道部から在来線高速化プロジェクト
向け鉄道車両４８０両（最終納期は２００７
年度）を受注している。これは、ＪＲ東日
本のＥ２系－１０００番代新幹線電車を
ベースとした、時速２００ｋｍ対応の車両
であり、中国向けに設計変更などを行なっ
たうえで、完成車両（３編成２４両）とノッ
クダウン車両を製作・供給する。その後、
四方が当社からの技術供与により国産
車の製作・納入を行なう。
　これらは、川崎重工の長い経験と進
取の精神で培われた技術力、信頼性が
評価されての受注であるが、こうしたケー
スに見られるように、川崎重工の車両事
業の海外展開は、各国の市場特性に
合わせてビジネススタイルを多様化させ
ながら、これから一層加速化していくこと
が予測される。

●パナマ運河と電気機関車●
　パナマ運河（パナマ共和国・パナマ運河庁
が管理）は、太平洋と大西洋を結ぶ全長約６２
ｋｍの閘門（水門階段）式人工運河で、３か所
に閘門が築かれ、海抜差が約２６ｍある運河
地帯での船舶の航行を可能にしている。閘門（太
平洋側２か所、大西洋側１か所）では、専用の
電気機関車が通過船舶の牽引・曳航を行ない、
船舶の円滑な航行を補助している。
　川崎重工は１９８１年から１９８６年にかけて、
この電気機関車１５両を製作した。ステンレス
鋼製車体で、５０％（約２７度）の急勾配を走行
するため歯車式走行装置を備えている。さらに、
１９９９年から２００６年にかけて、さまざまな改善

を織り込んだ電気機関車の完成車８４両、ノッ
クダウン車１６両の合計１００両を納入した。
　こんな所にも川崎重工の車両技術が活きて
いる。

●開業待たれる、台湾高速鉄道●
　台湾高速鉄道（台灣南北高速鐵路）は、台
北－高雄間（約３４５ｋｍ）を最高時速３００ｋｍで
走行し、最速１時間３０分で結ぶ。日本の新幹
線システムが海外で採用された初めてのケー
スで、川崎重工など日本の７社連合によって設
立された台湾新幹線（株）が車両や信号シス
テム、軌道などを受注・製作した。車両は、ＪＲ

東海とＪＲ西日本が共同開発した「７００系新幹
線車両」をベースにした「７００Ｔ型車両」で、車
両数は３６０両（３０編成）。車両は川崎重工が
主契約会社として受注し、（株）日立製作所・日
本車輌製造（株）とともに完納している。
　現在、高速走行試験が行なわれており、１日
も早い開業が待たれている。

加速化する、海外展開

海外向け車両の受注累計は
約５，２００両

米国のヨンカースと
リンカーンに現地工場

兵庫工場と米国のふたつの工場が
密接に連携

広がる海外展開－
国によって異なる納入形態
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車体動揺防止装置のアクチュエータ。 空気抵抗増加装置。

車体傾斜の有無による超過遠心力

乗り心地劣化の要因と
アクティブ制携制御システムの概念

　鉄道の歴史は、そのままスピードアップ
の歴史といっても過言ではない。もちろん、
安全や乗り心地、環境への配慮などが
前提であることはいうまでもない。
　たとえば、１９６４年開業の東海道新幹
線「ひかり」の最高速度は時速２１０ｋｍ。
いきなり世界最速列車となり、欧米先進
国にショックを与えた。しかし、仏のＴＧＶ
など時速３００ｋｍを目指した車両が欧州
に登場すると、１９８５年、上越新幹線「や
まびこ」が時速２４０ｋｍ運転を開始し、
翌年、「ひかり」の最高速度が時速２２０
ｋｍになる、といった具合にスピードアップ
への挑戦が加速。１９９０年に上越新幹
線「あさひ」が路線の一部で時速２７５
ｋｍ運転を始め、１９９７年には５００系「の
ぞみ」が、山陽新幹線内で国内初の時
速３００ｋｍ運転を実現－。
　では、鉄道の国内最高時速は？
　１９９６年７月、ＪＲ東海の高速試験車
両「３００Ｘ」が米原－京都間で記録した
４４３ｋｍである。初代新幹線の実に２倍
以上のスピードだった。

　こうしたスピードアップは、なぜ可能になっ
たのだろうか。「ひとつには、車両構体の
軽量化があげられるでしょう」（川崎重

工車両カンパニー技術本部プロジェクト
設計部第一プロジェクト設計課  永田
一行課長）
　ＪＲ東海・東海道新幹線の１００系車
両（１９８５年に運行開始）の構体（鋼製）
は重量約１０．３ｔ。これに対して１９９２年
運行開始の同３００系「のぞみ」（アルミ
ニウム合金製）は同６．５ｔで約４ｔも軽い。
１００系車両の最高時速は２２０ｋｍだが、
３００系車両は同２７０ｋｍ。車両が軽くな
れば、速度向上が図れるとともに、沿線
騒音や振動が軽減されるのだという。
　では、スピードアップの要求に対し、川
崎重工の技術陣はどのような技術開発
で対応しているのだろうか。最先端の事
例をいくつかあげてみよう。もちろん、鉄道
技術の研究開発は車両メーカーが単独
で行なえるものではなく、実際に運行する
鉄道会社との連携による共同開発など
のケースが多いことをお断りしておきたい。

　列車が高速でトンネルに突入すると、
トンネル内の空気が圧縮され、反対側の
出口付近で「ドーン」という衝撃音が発
生する。トンネル微気圧波と呼ばれるも
ので、その際に引き起こす振動や騒音
が環境問題のひとつになっている。トン
ネル微気圧波は、スピードが速くなれば
なるほど強くなることが知られている。
　対策は地上側と車両側にある。地上

側では、先頭車がトンネルに突入する際
に巻き込む空気を少なくするための緩
衝工（トンネルの入口を手前に延ばした
形の筒）の改良などがある。
　車両側では、先頭部分を長くし、断面
積を小さく、しかも断面積変化を極力な
だらかにすることだが、これだけでは客
席スペースが減ってしまう。そのため、客
室定員を維持しつつ先頭部の断面積
分布を最適化しなければならない。
　この問題解決のために川崎重工が
開発した、ＣＦＤ（計算流体力学）と最適
化シミュレーション（遺伝的アルゴリズム
ＧＡ）を組み合わせ、数千パターンにも及
ぶ断面積分布の中から最適なものを、
数値シミュレーションにより自動的に導き
出せる手法は、他にない独自のものである。
この最適化手法を用いれば、高速化した
車両でも客室定員を減らすことなく、微
気圧波を抑えた先頭形状を実現できる。

　一般的に鉄道車両のカーブ通過速
度は、直線通過速度より低く制限されて
いる。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
性や乗り心地に問題が生じるからだ。
　この課題に対して、川崎重工が開発・
実用化したのが空気バネストローク式車
体傾斜制御システムである。曲線半径
と速度に応じて台車と車体の間に設け

た空気バネに空気を送り込み、車体を
内側に傾けるのでカーブを不快感なしに、
しかも高速で走行できる。

　鉄道車両は高速化すると、軌道の歪
みや車体周囲に作用する空気力により
上下、前後および左右に振動が同時に
発生する。中でも、左右方向の振動は
乗り心地に与える影響が大きい。この揺
れに対しては、台車と車体の間にアクチュ
エータ（駆動器）を設置し、揺れと反対
方向の力を出す制振制御が使われて
いる。これまで、空気圧式や油圧式など
が実用化されているが、川崎重工が新
たに開発したのが「電磁式」である。
　アクチュエータの電磁石コイルに流す
電流を調整し、永久磁石が付いた可動

子を左右にすばやく動かして車体の左
右の揺れを打ち消す仕組みだ。揺れは、
車体に設置した加速度センサが感知し、
どの方向にどのくらいの力をかければよ
いかをコンピュータが計算して瞬時に装
置に指示を出す。この電磁式アクチュエー
タの反応速度は０．１秒以下で、非常に
短い周期の揺れも軽減できる。

　高速鉄道は地震などの災害時、安全
のため“すばやく止まる”ことが求められ
る。そのための装置が空気抵抗増加装
置である。緊急停車の際、電気ブレーキ・
機械ブレーキのほか、通常は車体に格
納しているアルミ製の板を車外に押し出

し、空気抵抗を増やして停止距離を短く
する。この装置を使うと停止距離が約
５００ｍ短くなる。この装置は、実験中の
超電導磁気浮上式鉄道（リニア車両）
にも装備されているが、実用化されれば
鉄道車両では世界初とのことである。
　車両が走行中に発生し、路盤面や防
音壁内側から反射してくる騒音を吸収し、
沿線騒音の低減を図るのが車体下部
吸音構造だ。川崎重工が開発した騒
音を吸収するパネルを車体下部のほぼ
全面に取り付ける。
　このほか、高速車両用台車、さらなる
軽量化構造、車内騒音低減など、スピー
ドアップの先端ではさまざまな研究開発
が着実に進められている。
　より速く、より安全で、より快適な走行を
目指して－。

　ＪＲ東海とＪＲ西日本が共同開発した
東海道・山陽新幹線の新型車両「Ｎ７００
系」の開発コンセプトは、“東海道・山陽
新幹線直通用車両として最新・最速・
最良の車両”で、最高速度は時速２７０
ｋｍ（山陽区間は時速３００ｋｍ）である。
　時速３００ｋｍ運転に対応した最適な

先頭形状（エアロ・ダブルウイング形）で、
定員や居住性を確保しつつ、トンネル突
入に伴う微気圧波の発生を抑制するこ
とが可能だ。また、車両間に全周ホロを
採用、床下機器の低騒音などにより車内・
車外騒音の低減を図っている。空気バ
ネ式の車体傾斜システムの採用により、
乗り心地を保ちながらカーブを減速せず
に走行できる。車体や台車の軽量化、
車体配線の削減などにより車両重量低

減を図っている。２００７年夏に営業運転
開始の予定。 　ＪＲ東日本が、世界最速の時速３６０ｋｍ

での営業運転を技術上の目標として
開発を進めている新幹線試験車両に、
新幹線専用の「ＦＡＳＴＥＣＨ  ３６０Ｓ」と、
秋田新幹線など在来線直通タイプの
「ＦＡＳＴＥＣＨ ３６０Ｚ」がある。レールと車
輪間の粘着現象のように、時速３５０ｋｍ
超の領域ではまだ十分に解明されてい
ない現象を解明するための試験装置と

しての機能も盛り込まれている。
　トンネル微気圧波対策として、川崎重
工が開発した先頭形状最適化手法によっ
て先頭形状をデザイン。また、空気抵抗
増加装置や空気バネ式車体傾斜装置、
左右の揺れを軽減する電磁式車体動
揺防止装置、車体下部吸音構造などさ
まざまな新技術を装備。両タイプの試験
車両とも時速４００ｋｍレベルまでの速度
向上試験を含め、さまざまなパターンの
走行試験を実施している。

スピードアップ・快適走行、その先端へ

進化する新幹線、その先端は

鉄道の国内最高速度は
時速４４３ｋｍ

トンネル微気圧波を抑える
川崎重工独自の技法

ひとつは車両の軽量化が
もたらした高速化

Ｎ７００系

ＦＡＳＴＥＣＨ  ３６０
（ファステック  ３６０）

乗り心地を向上させる
「車体動揺防止装置」

「空気抵抗増加装置」と
「車体下部吸音構造」

カーブを高速で通過できる
「車体傾斜装置」
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新幹線のスピードは、 開業時の「ひかり」の最高時速２１０ｋｍが 「やまびこ」（２００系）の同２４０ｋｍ、
「やまびこ」（Ｅ２系）が同２７５ｋｍ、「のぞみ」の同３００ｋｍへと変遷してきた。




