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現場を訪ねて

稲わらから
バイオエタノールをつくる
稲わらからバイオエタノール製造に成功し、
自動車走行試験で安定走行などを確認実証
（秋田県潟上市）

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

利根川水系の「冬」を追う

白い谷を蛇行する
冬の流れ。
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●表紙説明●

　矩形と円形、それに直線と曲線が入り混じって構成さ
れた近未来をイメージさせる構造体（？）－実はこれ、
川崎重工の米国現地法人ＫＭＭリンカーン工場（ネブラ
スカ州リンカーン市）とＫＲＣヨンカース工場（ニューヨーク
州ヨンカース市）が連携して製作中の新型通勤電車
「ＰＡ－５」の前面、ライト部分をアップで撮影したものです。
　「ＰＡ－５」はＫＲＣが、米国ニューヨーク・ニュージャージー
港湾局ハドソン横断公社（ＰＡＴＨ）から３５０両を受注。
ＫＭＭリンカーン工場が車両構体製作と組み立てを、
ＫＲＣヨンカース工場が機器取付・艤装などの最終組立と
走行・機能試験を担当して製作・納入を進めており、順次、
営業運転に投入されています。（詳しくは「イラストぎじゅ
つ入門」をご覧ください）

イラストぎじゅつ入門－◯

ニューヨークとニュージャージーを結ぶ
最新の通勤電車
「ＰＡ－５」の構造

81

好調、
米国での車両事業

かた   がみ

最

前
線カメラル

ポ

　川崎重工の米国での鉄道車両事業が好調だ。
　最近の案件を見ても、ニューヨーク市交通局
向け地下鉄電車「Ｒ１６０」（６６０両、納入済み）、ニュー
ヨーク・ニュージャージー港湾局ハドソン横断公
社向け通勤電車「ＰＡ－５」（３５０両、製造・納入中）、
ニューヨーク州交通局メトロノース鉄道向け
交直流通勤電車「Ｍ－８」（３００両、製造中）、ワ
シントン首都圏交通局向け地下鉄電車「７０００系」
（４２８両、受注済み）－など大型案件が目白押
しだ。ワシントン首都圏交通局の場合、最大３２０
両のオプションがすべて行使されると、生産総
数７４８両という超大型案件となる。
　こうした実績を反映して、２００５～２０１０年の

米国旅客鉄道車両市場のシェアでは川崎重工
が約３４％（ＫＲＣ調べ）で世界の有力メーカー
を抜いて断然のトップに立っている。
　川崎重工の強みは、営業と生産の拠点を米
国内に有していることだ。ニューヨーク市に隣
接するヨンカース市に営業・最終組立拠点が、
また、ネブラスカ州リンカーン市に米国で唯一
最大、最新の地下鉄・通勤車両一貫生産工場が
ある。これに１００余年の歴史と経験を有するわ
が国有数の車両製造工場である車両カンパニー
兵庫工場（神戸市）が加わり、３社が密接に連携
しながら米国での車両事業を展開している。

米国現地法人 ＫＲＣ、ＫＭＭと車両カンパニー兵庫工場の強力なスクラムで、
米国旅客鉄道 車両市場のシェアトップに君臨

ＫＭＭ本社・リンカーン車両工場
（ネブラスカ州）

ＫＲＣ本社・ヨンカース工場
（ニューヨーク州）
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ニューヨーク・ニュー
ジャージー港湾局・
ハドソン横断公社
向け通勤電車「ＰＡ
－５」が３３ｓｔ駅に着
いた。受注した３５０両
の完納の日も近い。

川崎重工がニューヨー
ク市交通局に総計６６０
両を納入した最新型の
「Ｒ１６０」地下鉄電車が、
ニューヨークの街並みを
背景にクイーンズボロー
駅に入ってきた。

米国の営業拠点であるＫＲＣの本社事務所とヨンカース工場。

米国で唯一最大、最新の地下鉄・通勤車両一貫生産工場のＫＭＭリンカーン車両工場。１００余年の歴史を誇り、わが国有数の車両製造工場である兵庫工場。

ＫＲＣの岩崎宏治ＣＥＯ

川崎重工が１９９７年に行なった耐衝突試験。新しく開発した耐衝突構造（左）は、試験後（右）も
研究による解析（中）とほとんど同じで、耐衝突性能の高さが実証された。

　このＮＹＣＴ向け地下鉄電車「Ｒ１６０」
は仏アルストム社との共同受注だったが、
川崎重工は設計などプロジェクトのエン
ジニアリングリーダー役を務めるとともに、
川崎重工製作分と仏アルストム社製
作分の全車両（１，６６２両）の台車（総計
３，３２４台）を製作した。
　「Ｒ１６０」は、設計や量産先行車、端部
台枠、台車枠など一部部品の製作を
兵庫工場、構体製作と艤装の一部を
Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｍｏｔｏｒｓ  Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ  
Ｃｏｒｐ．，Ｕ．Ｓ．Ａ．（ＫＭＭ）のリンカーン車
両工場（ネブラスカ州リンカーン市）、最
終組立と走行・機能試験などをＫＲＣヨ
ンカース工場が担当した。
　「このように、川崎重工の米国におけ
る車両ビジネスは通常、まず、ＫＲＣが受
注活動や契約履行業務などのプロジェ
クトマネージメントを行ない、主要機器の
調達も担当します。そして、川崎重工車
両カンパニー・兵庫工場が最先端の技
術を駆使して設計、エンジニアリング、量
産先行車の製造、各種試験などを実施。
リンカーン車両工場が資材調達をし、構
体組立、艤装、最終組立などを行ないま
す。車両納入業務・製品保証はＫＲＣヨ
ンカース工場の担当で、また、客先が“北

東回廊”の場合は、床下機器・台車など
を取り付ける最終組立や機能試験もヨ
ンカース工場で行ないます」（岩崎宏治
ＣＥＯ）
　つまりは３社がスクラムを組み、水も漏
らさぬ事業展開をしているというわけだ。
　もちろん、契約によってはこの限りでは
ない。現在、ＫＭＭリンカーン車両工場
で製造が進んでいるニューヨーク州交
通局メトロノース鉄道向け交直流通勤

電車「Ｍ－８」（３００両）
は、車両の構体製作
から機器取付、艤装、
最終組立、走行・機
能試験までのすべて
をリンカーン車両工
場が行なうことになっ
ている。

　川崎重工の米国における車両事業
の営業拠点が、Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｒａｉｌ  Ｃａｒ，
Ｉｎｃ．（ＫＲＣ）である。１９８９年の設立で、
ニューヨーク市の隣り、ヨンカース市のイ
ンダストリアルパークに本社事務所と工
場（ＫＲＣヨンカース工場、１９８６年操業
開始）があり、全米で積極的な営業活
動を展開している。社員は約４２０名。
　「ニューヨーク市交通局（ＮＹＣＴ：
ＭＴＡ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ Ｔｒａｎｓｉｔ）か
ら受注した地下鉄電車『Ｒ１６０』（６６０両）
を２０１０年５月に完納しました。この完納

によってどうなった
と思いますか」と、
ＫＲＣのオフィスで
岩崎宏治ＣＥＯは
語り始めた。
　「全米では今、
合計約２万両の
地下鉄電車や通
勤電車、路面電
車が運行されており、そのうちの７０％強
がニューヨークを核とする、いわゆる“北
東回廊”に集中しています。その中心で
あるニューヨーク市交通局の地下鉄電
車のシェアで、川崎重工が３割強で首
位に立ったのです」

　とはいえ、役割分担による現地生産と
いうだけで川崎重工のシェアがここまで
伸びたわけではない。評価されたのは、
信頼性や安全性の高さである。信頼性
とは、ひとつには故障が少ないということだ。
ニューヨーク市の地下鉄は２４時間運行
なので、故障が少ないことは車両の有効
活用・メンテナンスコスト低減など大きな
メリットとなる。
　米国では車両の信頼性の要求項目
がいくつかあるが、そのひとつに車両故
障発生までの最低走行距離（ＭＤＢＦ）
がある。
　「１９８５年に完納したＮＹＣＴ向け地
下鉄電車『Ｒ６２』（３２５両）は、それまで
の車両と比べて故障率が大幅に低下し、
契約要求のＭＤＢＦの約１０倍の距離を
故障なしで走り、ＮＹＣＴの関係者を驚
愕させました。それ以降、ＮＹＣＴからの
受注が着実に増えました。
　２０１０年５月に完納した『Ｒ１６０』地下
鉄電車は、アルストム社との共同受注で
したが、設計とすべての台車製造は川
崎重工が行ないました。それだけ川崎

重工の技術への信頼度が高かったか
らです」（岩崎宏治ＣＥＯ）
　ちなみに、「Ｒ１６０」のＭＤＢＦ要求は
１０万マイル（約１６万１，０００ｋｍ）だが、川
崎重工製電車は約１６０万マイル（２００９
年１２月実績）を記録するなど、圧倒的な
信頼性の高さでＮＹＣＴからの評価をさ
らに高めている。

　安全性への要求もきわめて高い。
　日本では、信号や運行管理を含めた
システム全体で安全を確保しようと考え
るが、米国では車両同士の正面衝突が

起こることを前提として設計しなければ
ならず、米国連邦鉄道局（ＦＲＡ）規定
などにより高い衝突耐久性が求められる。
　この要求に対して川崎重工は１９９７年、
ＮＹＣＴから受注した地下鉄電車「Ｒ１４２Ａ」
（６００両）の開発の際、大規模な構造体
の衝突試験を行ない、車体前面に衝突
エネルギーを吸収する太くて頑丈な柱を
設けるなどして耐衝突性能のきわめて
高い車両を開発した。以後、ＮＹＣＴ向
けなどの地下鉄電車などは、この開発
研究に基づいて開発・設計されており、
安全性は折り紙付きである。
　また、契約ごとに床材や内装材の耐
火試験を行なうことが求められる。

ＫＲＣ、ＫＭＭ、兵庫工場が
適切に役割分担

絶大な３社のスクラム効果

求められる高い信頼性、安全性
規定距離の約１０倍を
故障なしで運行した実績

車両同士の正面衝突を前提にした
耐衝突性能

ニューヨーク市地下鉄車両の
シェアもトップに
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構体ラインの終点まで
進んできた「Ｍ－８」。
この生産ラインが、増
え続ける受注に対応す
るために増設された新
しいラインである。

電気配線は膨大な量にのぼる。特別な
訓練を受けた作業者たちがてきぱきと作
業を進めていく。

両側の側板と屋根が設置されて車体（構体）の形
になった。このように大型鉄道車両の大量生産を構
体製作から行なえる車両工場は全米広しといえども
現在、ＫＭＭリンカーン車両工場だけである。

通勤電車としては幅、長さとも最大級のサイズ
の「Ｍ－８」は台車もきわめて大きい。その組み
立ても進んでいる。

構体内では送風用ダクトや戸袋、座席などさまざまなものが取り
付けられて少しずつ電車らしい形を整えていく。各工程ごとに厳
しい検査がある。

耐衝突性能を高めた車体前面に設置される太くて
頑丈な２本の柱。衝突エネルギーを吸収するこの
柱などが安全性をぐんと高めた。

ＫＭＭリンカーン車両工場の「Ｍ－８」生産ラ
インの起点。端部台枠までは兵庫工場で製作
され、ＫＭＭに運ばれてくる。

ＫＭＭの末松浩副社長

リンカーン車両工場
では全長約６００ｍの
走行試験線と機能
走行試験設備も完
成した。

　そのリンカーン工場は、「伸びる受注
に対応するため、ラインを１本増やしました」
というほど生産に追われている。
　新しいラインでは、ニューヨーク州交通
局メトロノース鉄道（ＭＮＲ）向け交直流
通勤電車「Ｍ－８」（３００両）の製作が
進んでいる。「Ｍ－８」は、座席配列が
３列＋２列で、幅、長さとも通勤車両とし
ては最大級で、ニューヨーク州とコネチカッ
ト州を営業走行する新形式の車両だ。
いくつかの路線を走行するため、各路
線の電源に応じた集電ができる３電源

方式となっており、配線などは複雑をきわ
めている。
　「『Ｍ－８』は量産先行車を除いて、
構体製作から最終組立、納入前試験ま
ですべてをリンカーン工場で行なう初め
ての電車です」（末松浩副社長）
　そのため、工場敷地内に全長約６００ｍ
の走行試験線が敷設され、機能走行試
験設備も完成した。ここで空調や通信
設備、照明などの機能が確認され、走
行試験が行なわれる。
　もう１本のラインでは、ニューヨーク・
ニュージャージー港湾局ハドソン横断公
社（ＰＡＴＨ）から受注した新型通勤電
車「ＰＡ－５」（３５０両）の製作中だった
（「ＰＡ－５」については「イラストぎじゅつ
入門」で詳しく説明しています）。

　こうした好調な受注を受けて、生産現
場も活況を呈している。
　「マーケットニーズに素早く対応する
ために、ユーザーに近いところで生産する」
という川崎重工の思想のもとに建設され、
２００２年に本格的に稼働を開始した
ＫＭＭリンカーン車両工場も活気に満ち
ていた。
　ちなみに、リンカーン市は米国のほぼ
中心に位置しており、“北東回廊”を中
心とした東海岸の需要はもとより、将来
のビジネス拡大が見込まれる西海岸の
需要にも対応できる。
　リンカーン車両工場は、とにかく建屋
の長い工場だ。約５００ｍもあり、生産ライ
ンがきわめてシンプルに配置されている。
車両工場特有のレールがなく、全面がフ
ラットである。これは、半製品などを含め
車両移動はすべてエアパレット（空気浮
上台車）などで行なうからだ。工場床面
がフラットなので部品の搬送などが容易で、
ラインサイドのレイアウトが自由にできるなど、
生産技術の粋を集めた車両工場である。
従業員数約６００名。標準生産能力は月
産２５両。
　「構体製作から車両の完成に至るま

での一貫製造を行
なえる、米国で唯
一最大の車両工
場にして、ネブラス
カ州最大の製造
工場です。また、リ
ンカーン市には米
国でもレベルの高
いネブラスカ大学
があり、技術職も事務職も優秀な人材を
雇用できる環境で、卒業生がここでもた
くさん働いています」（ＫＭＭの末松浩
副社長）

　「川崎重工の電車が米国に受け入
れられているのは、これまで述べてきたよ
うに、何よりも米国が電車に求める耐衝
突性能などの安全性、信頼性に高度な
技術力で十分に応えているからです。ま
た、落書きを落としやすい表面処理や材
料の使用、ガラスの強度およびガラス表
面への特殊フィルムの貼り付けなど、バ
ンダリズム（公共施設の破壊行為）対策
にも高いレベルで対応しています。
　落書きがトレードマークだったニュー

ヨークの地下鉄も、最近は以前とは比較
にならないくらいきれいになりました」
（岩崎宏治ＣＥＯ）
　１００余年に及ぶ川崎重工の車両製
造の歴史と経験が培った高度な総合
技術が、米国での事業展開の大きな力
になっている。
　「ユーザーのさまざまな厳しい要求を
クリアしてきた高い技術力こそ、最大の
営業資源です」（岩崎宏治ＣＥＯ）
　なお、公共事業として公的資金が使
われる車両製造では、連邦資金が充当
された場合は、機器・装備など調達コス
トの６０％以上が米国品で、最終組立が

米国内で行なわれることという、バイ・アメ
リカ（米国物品使用義務）ルールがある。
また、州資金の場合、多くの州で契約の
一定割合を同州内で調達する（ローカル・
コンテンツ）ことが必須となっている。
　「調達品には冷暖房、放送システムな
ど日本企業の機器システムもあります。し
かし、それらも日本企業の米国現地法
人で製造したもので、バイ・アメリカに適
合しており、ローカル・コンテンツも遵守し
ています」（岩崎宏治ＣＥＯ）

増え続ける受注に対応して
ラインを１本増設

ＫＭＭリンカーン車両工場
米国で唯一にして最大の
地下鉄・通勤車両一貫生産工場

“高い技術力”が最大の営業資源
さまざまな厳しい要求を
技術力でクリア

4 Kawasaki News 161　2011/1 5



ＫＲＣヨンカース
工場では「ＰＡ
－５」の走行（左
端、右は待機
中）機能試験
も行なっている。
この試験で諸
機能を確認し
てからユーザー
に納入する。

ＫＲＣヨンカース工場で
は通勤電車「ＰＡ－５」
の最終艤装や台車取
り付けなどの作業が進
んでいた。「ＰＡ－５」は
ここで電車として完成
する。

ＫＲＣのモーリス・アン
ドリアーニ営業部長

川崎重工が米国など
世界の高速鉄道計
画向けに自主開発し
ている新型高速鉄道
車両「ｅｆＳＥＴ®」。
最先端技術を駆使し
た車両で、営業運転
速度時速３５０ｋｍが
可能である。

ＫＭＭのジェナ・マイ
ヤースーパーバイザー

航空機のファーストクラスを意識
した最新座席。背もたれを倒し
ても座席間隔が狭くならない。

　こうして多忙をきわめるリンカーン工場
だが、その運営理念は、
　「ＫＰＳ（Ｋａｗａｓａｋｉ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ  
Ｓｙｓｔｅｍ＝ジャスト・イン・タイムを基本に、
徹底してムダを排した川崎重工創案の
生産管理システム）を貫く、独自性のあ
る量産型工場」（末松浩副社長）だ。
　そのＫＰＳのお目付役として生産効率
のより一層の向上に尽力しているのが、
ジェナ・マイヤー スーパーバイザーである。

生産工程をにらみながら、協力業者から
の納品遅れはないか、あるいは構内物
流が円滑かどうかなどに厳しい目を光ら
せている。
　「的確な判断と指示を求められる仕
事にやり甲斐を感じています。忙しいの
はまったく苦になりません」とにっこり。
　「今後はより高度でよりキメ細かに、生
産工程に一層フィットした供給管理シス
テムを構築し、ジャスト・イン・タイムを徹底
させていきたいと思います」（ジェナ・マイ
ヤー スーパーバイザー）
　末松浩副社長は、リンカーン工場の

将来像をこう描く。
　「量産先行車も
米国内で製作し
てほしいという要
求に応えたいです
ね。つまり、すべて
をここでつくるとい
うことです。米国
が要求する耐衝
突性能の高い車
体をつくれるのは、米国内ではここだけ
ですから。つくるだけではなく、設計もこ
こで行なえたらと思っています」

　ＫＲＣが受注した車両は通常、リン
カーン工場で構体製作や内装などが行
なわれて車体となり、直線距離でおよそ
２，０００ｋｍ離れたＫＲＣヨンカース工場に
トレーラなどで運ばれてくる。ここで最終
艤装などが行なわれ、走行・機能試験な

どを経て受注先に
納入される。つまり、
ＫＲＣは米国にお
ける車両ビジネス
のスタートとゴール
の役割を担ってい
るわけだ。
　訪れた時は、ラ
インに「ＰＡ－５」が
載り、台車取り付け

などの作業で工場は活気に満ちていた。
　「工場はプロジェクトに応じてラインを
新しく構築するなどしてレイアウトを変更
します。そして私たちは、ユーザーのどん
な要求にも柔軟に、しかも意欲的、挑戦

的に対応しています。今後は、プロジェク
トによっては部品などの内作の幅を広げ
たいし、また、塗装工場を整備して塗装
作業の効率化を図りたいと思います」
（モーリス・アンドリアーニ営業部長）

　ところで米国では、米国再建・再投資
法やオバマ大統領の全米高速鉄道計
画に基づき、都市間鉄道のインフラ整備
に関わるプロジェクトの大幅な増加が見
込まれている。
　「東部でも西部でも多くの高速鉄道

計画が注目されており、それらの事業に
はぜひ参加したいですね。政治的な状
況などで多少の紆余曲折はあるかもし
れませんが、地球環境問題などを考え
たら大きな流れは変わらないと思います」
（モーリス・アンドリアーニ営業部長）
　川崎重工は、米国進出から３０余年
の間に、高品質の製品を契約納期通り
に納入できる有力車両メーカーとしての

地位を確立。また、米国特有の適用規
定などを研究してノウハウを蓄積した。
バイ・アメリカやローカル・コンテンツを満
たし、米国内の雇用確保という要求にも
応えている。
　これらを背景に、川崎重工は米国の
高速鉄道向けに、営業運転速度時速
３５０ｋｍが可能な新型高速鉄道車両
「ｅｆＳＥＴ®」を自主開発中だ。周辺環境
への負荷低減、高エネルギー効率と省
エネ、快適な乗り心地を徹底追求した
最先端の車両である。
　営業運転速度時速２００ｋｍ程度の
中高速域向けには営業実績のある車
両を提案しており、すでに鉄道会社や
米国連邦鉄道局（ＦＲＡ）などの各種走
行試験で良好な結果を得ている。さらに
１９９９年からは、メリーランド州運輸省近
郊線のワシントンＤ．Ｃ．－ボルチモア間で、
最高時速約２００ｋｍの高速営業運転を
実施中だ。この実績を元に、新型客車
「Ｋ－Ｓｔａｒ  Ｅｘｐｒｅｓｓ」の開発を進める
など、可能性の拡がるビジネシチャンス
に対して的確な提案活動を続けている。
　「今後の米国市場に大いに期待して
います」（ＫＲＣの岩崎宏治ＣＥＯ）

　「ｅｆＳＥＴ®」は川崎重工が、世界市
場に照準を合わせ自主開発中の新型
高速鉄道車両である。営業運転最高
速度は時速３５０ｋｍと海外で要求され
るスピードを想定している。
　日本の新幹線が踏切のない専用線
を走行するのに対し、海外の高速車
両は在来線も走行する。そのため、
海外の高速車両では、日本の規格を
はるかに上回る基準の衝突強度が求
められる。「ｅｆＳＥＴ®」の車体は、省エ
ネルギーにつながる軽量化を図りつ
つも、日本の１．５倍以上の圧縮力に耐
えられるようになっている。また、高
速化に向け、モータを強化するなど
台車の設計し直しを行なった。
　川崎重工は台湾高速鉄道案件にお
いて、欧州規格ベースの技術仕様の
下で700T型電車を設計・製造をし
た経験を積んでいる。

　「ｅｆＳＥＴ®」は2008年から開発が
開始され、すでに基本設計開発を終
えている。アメリカ、ベトナム、インド
など、世界各地で計画される高速旅
客線の建設で要求される規格に対し
て整合性を持たせた車両として提供
できる。

イ ー エ フ セ ッ ト

ＫＰＳを核に、
将来は設計も行なえる工場に

ＫＲＣヨンカース工場

拡がる米国車両ビジネスの可能性
高速や中高速域鉄道向けに
さまざまな提案

「ＰＡ－５」への
台車取り付け作業などで活気

省エネルギーで環境にやさしい

海外対応仕様の新型高速鉄道車両「ｅｆＳＥＴ®」
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