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まえがき＝神戸製鋼グループは，素材系事業・機械系事
業・電力事業の 3 本柱で社会に貢献する幅広い事業を展
開している。これらを中心に成長戦略を一層深化させ，
盤石な事業体を確立させるためには，各事業が特徴を活
かしつつグループ全体としての総合力を発揮し，独自の
付加価値をさらに高めていくことが重要である。機械系
事業の売上高の半分を占める建設機械事業においては，
お客様に一層満足していただける商品作りが重要である。
そのために，コベルコ建機㈱が主に㈱神戸製鋼所技術開
発本部と連携してものづくり力を高め，独自技術をさら
に進化させてきた。
　建設機械の特集は，前回2012年 8 月に発行以来 6 年ぶ
りとなる。前回，先ず油圧ショベルにおいては，開発・
生産を最適化する司令塔機能であるグローバル・エンジ
ニアリング・センター（GEC）の設立，および主力の中・
大型油圧ショベルを生産する工場として世界最高水準の
生産性と競争力の実現を目指す五日市新工場への生産拠
点移行をベースに，省エネおよび低騒音化・低振動化へ
の取り組みを中心とした新製品・新技術の開発，および
厚／薄鋼板などの生産設計技術や全体の生産性を大幅に
向上させた生産技術などをご紹介した。
　いっぽう移動式クレーンにおいては，従来の先進国向
けに加えて需要増加が顕著な新興国向けとの二極化市場
に対応すべく，全世界で稼働できるグローバル機と新興
国市場ニーズに合わせた高い品質と信頼性を維持した低
価格機の 2 種類をそろえることを課題に，それぞれの新
製品・新技術などをご紹介した。
　 6 年が経過し，建機業界を取り巻く環境は大きく変化
した。それに伴い技術戦略もより深く，より幅広く，拡
大方向への修正を続けてきた。本誌では，前回からの各
種技術の進化をご紹介する。

1 ．取り巻く環境の変化と技術戦略方針

　油圧ショベルにおいては，約10年続いたFiat社（CNH 
Global Ｎ.V.社）との提携が2012年12月に解消となった。
これによってこれまでの中国を中心とする市場が欧米含
む全世界に広がり，さらなる機械要求の多様化に応える
ための開発・生産の効率化が求められるようになった。
　移動式クレーンにおいては，市場の需要が中小型から
大型へ移行するなか，ブランド力強化をテーマとした耐
久性向上，組立分解性向上，および搬送性向上に向けた
開発に取り組んできた。
　そして2016年 4 月，コベルコ建機㈱とコベルコクレー

ン㈱を統合して技術連携をより一層強め，互いに相乗効
果を生み出す体制に生まれ変わった。
　建設機械業界ではショベル，クレーン共に競合他社と
の競争が激しい。このため，常に技術を磨き進化させて
いくとともに新たな技術分野を開拓することによって他
社に負けない差別化商品を創出していく必要がある。
　このような背景のもと，神戸製鋼グループでは常に攻
めの技術戦略を策定していく次第である。

2 ．新技術のご紹介

2. 1　規制対応
　この 6 年間，全製品に共通した課題は，急速に進んだ
ディーゼルエンジンの排出ガス規制強化に対応すること
であった。その内容は，ディーゼルエンジンが排出する
窒素酸化物（NOx）と粒子状物質（PM）を2006年以前
の 2 次規制値に対して最終的にそれぞれ 1 /15以下まで
抑制するというものである。しかしながら，既にエンジ
ン単体での改善だけでは完全なブレークスルーの術はな
いことから，各種後処理装置を順次追加装着してエンジ
ンからの排出ガスを浄化することにした。これらアッセ
ンブリの開発は各エンジンメーカとの共同開発を通じて
作り上げていったが，それに伴う機械全体としてのマッ
チング（システム整合性，作業性，搭載性，ヒートバラ
ンス／騒音対策，など）は独自で実施してきた。今回ご
紹介する各製品・技術に関しては，全てこの規制対応の
影響を乗り越えて完成させたものである。
　なお，これまでの建機業界における新商品の上市時期
は，競合他社共にそれぞれの戦略および駆け引きなどに
よりさまざまであった。しかしながら排出ガス規制強化
以降は，その新商品の上市時期は各社共に各規制段階の
適用時期に合わせたものに変わってきた。つまり，各社
の規制対応した新商品が同時期にそろうという状況とな
り，競争はますます激化した。
2. 2　省エネ・低騒音技術
　前回の特集号においてもご紹介したハイブリッド機を含
む省エネ技術やiNDr（Integrated Noise & Dust Reduction 
Cooling System）などの低騒音技術は，当時競合他社に
対して大きなアドバンテージを持ち，圧倒的な差別化技
術として確立することができた。この強みにおいては，
これからも守りではなくさらに攻める戦略が必要である。
現状でのアドバンテージに甘んずることなく，これまで
の延長上ではない新たな手段で，他社の追従を許さない
だけでなく，さらに突き放す技術戦略を立てて実践して

（原稿受領　2018.02.14）

建設機械特集号の発刊にあたって
楢木一秀
取締役（非常勤）　コベルコ建機株式会社　代表取締役社長

Recent Trends in Construction Machinery
Kazuhide	NARAKI
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きた。
　本誌では，リチウム電池や内製電動機などを搭載して
本格版へと進化させたハイブリッド技術，効率化による
エネルギーロスの低減だけでなく，積極的にそのロスエ
ネルギーを活用していく新たな機能を追加させた省エネ
技術をご紹介する。さらに，上記排出ガス規制対応機能
を網羅した新構成でミニショベル（ 5 t以下）まで展開
を図った低騒音技術などをご紹介する。
2. 3　多様化
　市場要求の拡大に伴い，ショベル／クレーンの掘る／
吊（つ）るという基本機能の向上だけでなく，その他の
さまざまな作業にも適用できる応用技術，および多目的
用途に活用できる新製品なども開発してきた。本誌では，
土木用途の標準ショベルに対しては環境リサイクルと称
した分野への本格投入を可能にした各種応用技術機をご
紹介する。また，港湾荷役作業を目的として進化した専
用機，および市場要求に応じた超大型クレーン機などを
ご紹介する。
2. 4　情報活用
　情報の有効活用も発展させてきた。全世界に広がる市
場の稼働機から随時遠隔で送られてくる情報を基に新た
なビジネスモデルの構築を確立させた。これまでの商品
を売るビジネスだけでなく，市場の状況や機械の使われ
方の情報を収集して，その分析結果に応じた攻めのサー
ビス戦略を可能にしている。本誌では一例として，機械
稼働データを活用した予防保全技術をご紹介する．
2. 5　開発効率化，生産能力向上
　市場が拡大し，お客様の要求がますます多様化してい
くなかで，これまで以上に開発の効率化，生産性の向上

に対して高いレベルでの改革を続けている。限られた資
源の下，開発モデルを従来の倍以上増やすための施策と
して開発プロセスを大幅に改革した。また生産では，こ
れまで外部供給に頼っていた高付加価値部品の一部を内
製化することで万一の供給難にも対応できる体制を作り
上げた。本誌ではその開発および生産における改革内容
をご紹介する。
2. 6　次の開拓分野
　これからの作業現場では，作業の増加に反して人手不
足・熟練オペレータ不足による問題がますます顕著にな
ってくる。複雑な操作を必要とする技量や周囲を気遣う
配慮はもはや期待できなくなり，必然的に作業現場での
生産効率は悪化していく。
　このような状況を解消すべく，作業現場での安全性確
保や複雑な操作を支援していくアシスト機能などの取り
組みを強化している。本誌ではその一環として，周囲の
状況を察知して接触事故を低減させる機能や，クレーン
主補ウィンチの同時操作時の速度を同調させる機能をご
紹介する。今後は，省エネ・低騒音技術に加えて，将来
の自動化・自律化を含めたこの分野の技術を新たな強み
として構築していきたい。

むすび＝今回の特集では，建設機械における技術戦略お
よびその技術内容が前回との比較においていかに進化し，
発展したかを感じていただければ幸いである。そうした
進歩・発展させるなかにあっても神戸製鋼グループの挑
戦は常に続いており，既に製品および技術ロードマップ
を基にした将来に向けた挑戦を始めている。次回の特集
号ではさらに進化した技術がご紹介できると考えている。
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まえがき＝地球温暖化抑制のための温室効果ガス排出削
減要求の高まりから，油圧ショベルにおいても燃費の改
善が重要な課題となっている。この燃費改善の取り組み
の 1 つとして，上部旋回体を電動機で駆動することによ
って減速エネルギーを有効利用できるハイブリッドシス
テムの開発が行われてきた 1 ），2 ）。ハイブリッドシステム
の開発においては，電動機の特性を把握した上で制御シ
ステムの最適化が必要であるが，その開発効率の向上に
おいて，HILS （Hardware In the Loop Simulation） 評
価技術注 1 ）が有効な手段となる。しかしながら，油圧シ
ョベルにおいては，強い非線形性を示す「油圧システム」
とブームなどのリンク機構である「剛体システム」が連
成するシステムの非線形解析が必要となり，数値解析上
の安定性を確保することが課題となる。
　いっぽうHILSは，自動車分野ではエンジンや変速機，
ECU （Electronic Control Unit） などの開発 3 ），鉄道分
野では走行安定性の仮想試験 4 ）などで活用されており，
開発の大幅な効率化や性能・品質の向上に寄与している。
しかしながら，油圧ショベルのように，剛体システムと
油圧システムが連成する解析モデルを用いてリアルタイ
ム計算を行い，HILSシステムを構築した報告例はほと
んどないのが現状である。
　本稿では，剛体システムの運動を回転要素の運動から

直動要素の運動に変換するモデル化手法 5 ）による油圧
－機構連成非線形システムシミュレーション「SINDYS」
の数値安定性向上技術を示す。さらに，同技術を活用し
て，上部旋回体が電動機によって回転駆動されるハイブ
リッドシステムを対象に，実作業時に電動機に作用する
負荷をリアルタイムで計算し，電動機負荷試験装置上に
て再現させる電動機HILSシステム技術 6 ）を紹介する。

1 ．剛体システムと油圧システムの連成解析理論

1. 1　油圧ショベルの解析モデル
　図 1 に油圧ショベルのリンクモデルを示す。油圧ショ
ベルのアタッチメントはブーム，アーム，バケットから
構成されており，これらが上部旋回体に結合されてい

非線形連成システムシミュレーションの数値安定化技術
を用いた電動機HILSシステム
Electric Motor HILS System Using Numerical Stabilization Technique for 
Simulating Nonlinear Coupled System

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（論文）

This paper introduces a stabilization technique of nonlinear coupled analysis for hydraulic excavators, 
in which a rigid body system and a hydraulic system are coupled. Also introduced is a "Hardware-In-
the-Loop Simulation (HILS)" for electric motors, in which the above technique is exploited. The rigid 
body system consists of a rotating element and a linear motion element, and the stabilization technique 
converts the motion of the rotating element into linear motion, enabling the motion of both the systems 
to be described in an ordinary differential equation without introducing any restraint conditions for the 
rigid body. This enables a coupled analysis with one motion equation that shares the state quantities of 
both the systems, thus improving the stability of the numerical analysis. This technique has been used 
to simulate in real-time the actual load acting on the electric motor, which has been reproduced on a 
motor-load testing apparatus and has realized an electric motor HILS system.

森田　啓＊1

Kei	MORITA

＊ 1  ㈱神戸製鋼所　技術開発本部　機械研究所（現 生産システム研究所）

脚注 1 ） 開発ハード以外のシステム全体を模擬したリアルタイム
シミュレーションに開発ハードを接続して稼働させて，
性能・品質を評価する技術

図 1  油圧ショベルのリンクモデル
Fig. 1  Linkage model of hydraulic excavator
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る。ブーム，アーム，バケットの各リンクは各油圧シリ
ンダによって独立に駆動され，シリンダの伸縮により駆
動する。上部旋回体は旋回ベアリングおよび減速機を介
して電動機によって駆動され，アタッチメントを含めて
旋回運動する。以上の構成を後述する剛体システムの定
式化を用いてモデル化する。
　図 2 は，アタッチメントを駆動させる油圧システムで
ある。このシステムはエンジンで駆動される 2 つの油圧
ポンプが油圧供給源であり，オペレータによるレバー操
作に応じて制御弁を作動させる。これによって各分岐配
管への開口面積が変化し，ポンプから供給された作動油
の油圧シリンダへの流量を制御するシステムである。
1. 2　連成システムの運動方程式 5 ）

　剛体システムと油圧システムの連成解析は，各システ
ムにおけるMCK形運動方程式の重ね合わせからなる非
線形運動方程式（式（ 1 ））の解析になる。
　　Mq‥n+1＋ Cq・n+1＋ Kqn+1＝ fn+1－ fn ………………（ 1 ）
ここで，qn+1は剛体システムでは時刻 tn+1における変位お
よび回転角，油圧システムでは流量積（体積流量の積分）
などの状態量を表すベクトルである。M, C, Kはそれぞ
れ時刻 tn で線形化された質量，減衰，剛性マトリックス
であり，fn+1は時刻 tn+1における外力である。fn は非線形
要素力を各時間ステップで線形化することによる補正外
力である。図 3 に示すように，補正外力を導入すること
によって剛性要素はKqn+1＝ fn+1－ fn と表すことができ
る。ここで fn ＝ fn －Kqn である。質量および減衰要素に
ついても同様である。時間積分法はNewmarkβ法（β
= 1 / 4 ）を用いた。

1. 3　剛体システムの定式化 5 ）

　油圧ショベルの旋回体モデルとして図 4 に示すよう
な剛体リンクモデルを考える。このモデルは 4 つの剛体

（ボデー）からなる。ボデー 0 は並進運動を行わず，y
軸回りの回転運動（回転角ψ）のみ行う。ボデー 1 はボ
デー 0 にピンジョイントで拘束されており，ボデー 0 と
ボデー 1 間の直動要素によって並進駆動（シリンダ変位 
ξ1）され，z軸回りに回転運動（回転角θ1）を行う。ボ
デー 2 ，ボデー 3 も同様である。ボデー 1 ～ 3 は，ボデ
ー 0 のy軸回りの回転運動によって一体となって運動

（回転角ψ）する。このように，剛体システムでは剛体
重心位置（Pi（i＝1～3））の運動を回転運動と直動要素
による並進駆動で表現することができる。
　いっぽうで，1.4節で述べる油圧システムでは 1 次元
の状態量で運動を表現するため，油圧シリンダのような
直動要素に関してもその並進変位で運動を表現する。そ
のため，剛体システムと油圧システムの連成解析を行う
場合，剛体システムの回転運動が直動要素の運動で表現
されていると，拘束条件を導入することなく，両システ
ムの運動を常微分方程式で記述することができる。これ
により，各システムの連成解析を行う際に別々のソフト
ウェアでモデル化して時間ステップごとに状態量を交換
して計算する必要がない。そのため， 1 つのソフトウェ
アのみで連成解析が可能となり，数値解析上の安定性が
向上する。
　そこで，図 4 に示すような剛体システムの運動を回転
要素の運動から直動要素の運動に変換を行うため，各ボ
デー重心位置をz軸回りの回転角で記述し，さらにz軸
回りの回転角をシリンダ変位を用いて表すことにより，
直動要素の運動として表現する。
　まず，点Pi および旋回軸の運動方程式は剛体システム
であることから式（ 2 ）で与えられる。
　　Mew‥ ＝ fe ……………………………………………（ 2 ）
ここで，Me は点Pi の質量およびボデー 0 のy軸回りの
慣性モーメントからなる慣性行列，fe は外力ベクトルで
ある。w‥ は点Bから見た点Pi の加速度r‥i および旋回各加
速度ψ‥ からなる加速度行列w‥ ＝［r‥1

T  r‥2
T  r‥3

T  ψ‥ ］T, r‥i ＝［x‥i
  y‥i

  

z‥i］である。
　つぎに，ボデー 1 ～ 3 の点Bのz軸回りの角度をθi と
すると，加速度行列w‥ は座標変換マトリックスG11, G12

を用いて式（ 3 ）で与えられる。
図 3  線形化による補正外力（剛性項）

Fig. 3  Corrected external force by linearization

図 2  油圧ショベルの油圧システム
Fig. 2  Hydraulic system of hydraulic excavator

図 4  剛体リンクモデル
Fig. 4  Rigid body linkage model
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　　w‥ ＝G11q‥θ＋G12q・θ ………………………………（ 3 ）
ここで，q‥θ＝［θ‥ 1

  θ‥ 2
  θ‥ 3

  ψ‥ ］T, q・θ＝［θ・ 1
  θ・ 2

  θ・ 3
  ψ・ ］T である。

　また，角度θi の代わりに各シリンダ変位ξi を用いて
表すと式（ 4 ）の関係を得る。
　　q・θ＝G23q・ξ …………………………………………（ 4 ）
ここで，q・ξ＝［ξ・ 1

  ξ・ 2
  ξ・ 3

  ψ・ ］T である。さらに式（ 4 ）を
微分することで，q‥θとq‥ξの関係が得られる。
　　q‥θ＝G23q‥ξ＋G23q・ξ ………………………………（ 5 ）
　以上より，式（ 2 ）に式（ 3 ），（ 4 ），（ 5 ）を代入する
ことで式（ 6 ）を得る。
　　Mξq‥ξ＋Cξq・ξ＝Qξ …………………………………（ 6 ）
これにより各ボデーの運動を直動要素の運動で記述でき
る。
1. 4　油圧システムの解析理論 7 ）

　図 2 に示した油圧システムのモデル化を行う。一例と
して基本要素である配管要素について説明する。配管要
素では配管内の作動油の圧縮性や分岐を表現する必要が
あり， 3 ポート配管要素の場合，各ポートの流量積qi で
記述する要素運動方程式は式（ 7 ）のようになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 7 ）

この係数マトリックスが式（ 8 ）で示される要素質量マ
トリックスMe ，および要素剛性マトリックスKe となる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 8 ）

ここで,ρ, l, Aはそれぞれ作動油密度，配管長さ，断面
積であり,κ, V0 ,λはそれぞれ作動油の体積弾性率，配
管内体積，各ポートの流入･流出を示す座標変換係数で
ある。
　また，配管圧損については圧力差Δpと体積流量q・の
関係を式（ 9 ）で定義する。
　　Δp＝c1q・

1.75＋c2q・2 …………………………………（ 9 ）
ここで，右辺第 1 項は直管の圧力損失特性を示し，第 2
項は急拡大・縮小，ベント，エルボなどの圧力損失特性
を示す。c1は直管の長さ，管径などの諸元から決まる係
数であり，c2は急拡大・縮小，ベント，エルボなどの諸
元によって決まる係数である。式（ 9 ）に対して，補正
外力を導入し時刻 tn における線形化を行う。
　その他，方向制御用のチェック弁，圧力制御用のリリ
ーフ弁については，圧力差Δpと流量q・の関係が断片線
形特性をもつ減衰要素として定義する。これらについて
も同様に，時刻 tn において線形化し，補正外力を導入す
る。
　これにより，油圧システムの運動を運動方程式（式

（10））で記述することができる。
　　Meq‥n+1＋Cq・n+1＋Keqn+1＝fn+1－fn ………………（10）

2 ．油圧ショベルの掘削作業シミュレーション

　 1 章で述べたモデル化手法を用い，油圧ショベルの掘
削作業におけるアタッチメントの動的シミュレーション
を行った。本章では，このシミュレーション結果と実測

ρ ＋ ＝
0 0l1/A1

l2/A2 00
0 l3/A3

q‥1
q‥2 V0

κ

q‥30

λ1λ2λ1λ3λ12

λ22 λ2λ3λ1λ2
λ2λ3 λ32

q1
q2
q3

0
0
0λ1λ3

Me＝ρ , Ke ＝
0 0l1/A1

l2/A2 00
0 l3/A3

V0
κ

0

λ1λ2λ1λ3λ12

λ22 λ2λ3λ1λ2
λ2λ3 λ32λ1λ3

結果とを比較することによって本手法の妥当性を示す。
また，従来手法として剛体システムと油圧システムをそ
れぞれ独立した運動方程式として解き，時間刻みごとに
状態量を入れ替えるコーシミュレーションによって計算
した結果と比較することで，本手法の数値安定性を示
す。
2. 1　掘削作業時の動的シミュレーション結果
　油圧ショベルの掘削作業 1 サイクルの解析を行い，実
測結果と比較した。掘削作業は，大別すると掘削，ブー
ム上げ旋回，ダンプ，およびブーム下げ旋回の 4 つの作
業形態に分けられ，走行以外の全てのアクチュエータが
作動する作業である。解析では，レバー入力は実測した
各アクチュエータの操作レバーパターン（パイロット圧
力）を使用し，旋回速度は実測した速度を目標値として
使用した。また，地面からの掘削反力はバケット節点へ
の集中荷重として定義し，バケットの角度，軌跡に応じ
て方向と大きさを定義した関数によって与えた。図 5 に
シリンダストロークの実測結果と解析結果の比較を示
す。解析の計算時間刻みは 1 msと10 msである。実験
結果と解析結果を比較すると，それぞれ実験結果に対し
て± 4 ％以下の差異で一致しており，本解析手法が妥当
であるといえる。
2. 2　解析手法の数値安定性評価
　HILSへ適用する解析のリアルタイム性を確保するた
めには，時間刻み幅を長くしても数値安定性を確保する
ことが重要となる。本解析手法の数値安定性について，

図 6  掘削作業時の実験結果と解析結果の比較（Δt＝15 ms）
Fig. 6  Evaluation of numerical instability in digging operation

 (Δt＝15 ms)

図 5  掘削作業時の実験結果と解析結果の比較（Δt＝ 1 ms, 10 ms）
Fig. 5  Evaluation of numerical instability in digging operation 

(Δt＝ 1 ms, 10 m)
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計算の時間刻みを15 msとして解析を行った結果を図 6
に示す。時間刻みを15 msにすると実験結果との誤差が
大きく（35％程度）なることから，時間刻み10 msまで
は同等の精度を確保できることがわかる。
　いっぽう，従来手法として，剛体システムと油圧シス
テムをそれぞれ独立した運動方程式として解き，時間刻
みごとに状態量を入れ替えるコーシミュレーションによ
る計算結果を図 7 に示す。時間刻みを0.1 msにしても精
度が十分でないことがわかる。
　以上の結果から，剛体システムと油圧システムの連成
解析に対して，本安定化手法により数値安定性が向上し
HILSに適用することが可能となる。

3 ．電動機HILSシステム

　上部旋回体が電動機によって回転駆動されるハイブリ
ッドシステムを対象に，本安定化技術を活用して実作業
時に電動機に作用する負荷をリアルタイムで計算し，電
動機負荷試験装置上にて再現させる電動機HILSシステ
ムを紹介する。
　図 8 に電動機負荷試験装置の構成を示す。本装置は，
電動機，ダイナモ，レゾルバ，トルク計，制御PC，お
よび計算PCから構成されている。計算PCでは，前章
で述べた剛体システムおよび油圧システムの連成解析モ
デルにより油圧ショベルの掘削作業シミュレーションを
行って操作入力から旋回トルクを導出し，その旋回トル
クを電動機に対する負荷としてダイナモによって電動機

に作用させる。
　図 9 に示す各構成機器間の信号の流れに基づいて，電
動機HILSシステムの仕組みを説明する。まず，操作入
力による旋回速度の目標信号が計算PCから制御PCを
介して電動機のインバータに送られ，電動機は目標信号
に基づいて回転数が制御される。電動機の実際の回転数
がレゾルバによって検出され，その回転数を基に計算
PCにて電動機に作用する負荷トルクがリアルタイムで
計算され，制御PCに送られる。ダイナモは制御PCに
よって負荷トルクに基づいてトルク制御される。

4 . ハイブリッドシステムの動的シミュレーショ
ンと電動機HILS評価

　 2 章で示した解析モデルを電動機HILSシステムに適
用し，油圧ショベル掘削作業時の電動機HILS評価を行
う。本章ではまず，電動旋回機能をもつ油圧ショベルの
解析モデルを作成し，実作業結果との比較を行うことで
検証用解析モデルの妥当性の検証を行う。つぎに，電動
機負荷試験装置を用いたHILS試験を行い，検証用解析
モデルの解析結果と比較を行うことによって電動機
HILSシステムの妥当性の検証を行う。
4. 1　電動機の解析モデル 6 ）

　電動機は永久磁石式 3 相同期電動機を対象とし，d-q
座標（回転磁界に同期して回転する回転座標）で表され
た等価な直流回路のうち，q軸の等価回路をモデル化す
る。インバータ損失を考慮した電動機の等価回路を図
10に示す。電動機の状態量として，q軸の等価回路電流
q・q ，q軸の等価鉄損電流q・cq ，および電動機回転数θ・m の
3 自由度とすると，電気回路方程式 8 ）および運動方程
式は式（11）で与えられる。
　　Lqq‥q－Lqq‥cq＋Raq・q＋Pnθm（Ldq・ad＋Ψa）＝Vq－Vl

　　Lqq‥cq－Lqq‥q＋Rcq・cq－Pnθ
・

m（Ldq・od＋Ψa）＝0 ………（11）
　　Jmθ

‥
m＋Cmθ

・
m＝T

ここで，Ld, Ld はそれぞれ電動機のd軸，q軸インダクタ

図 7  従来法による解析結果と実験結果の比較
Fig. 7  Comparison between experimental and co-simulation technique 

results

図 8  電動機負荷試験装置
Fig. 8  Apparatus of load test for electric motor

図 9  電動機HILSシステムの概念図
Fig. 9  Schematics of HILS system for electric motor
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ンス，Ra は電動機巻線抵抗，Rc は電動機等価鉄損抵抗， 
Pn は極対数，Ψa は鎖交磁束，Vq はq軸の等価回路電圧，
Vl はインバータ等価損失電圧降下，Jm は電動機慣性モー
メント，Cm は電動機粘性抵抗，Tは電動機トルクである。
なお，d軸の等価回路電流q・d は電流位相制御が理想的に
行われていると考え，式（12）を用いた。
　　 q・d＝－q・qtanβ ………………………………………（12）
ここで，βは電流ベクトルの位相である。
　以上より，式（11）をq・＝［q・q q・cqθ

・
m］についてマトリ

ックス表記するとMq‥＋Cq・＋Kq＝fの型で記述でき，剛
体システムおよび油圧システムの運動方程式と重ね合わ
せることが可能となる。
4. 2　検証用モデルの妥当性評価
　検証用の解析モデルは，剛体システムと油圧システム
の運動方程式である式（ 1 ）と，電動機の電気回路方程
式と運動方程式である式（11）から構成される。この解
析モデルの妥当性を検証するため， 2 章と同様，油圧シ
ョベルの掘削作業 1 サイクルの解析を行い，実測結果と
比較した。解析では，レバー入力は実測した各アクチュ
エータの操作レバーパターン（パイロット圧力）を使用
し，旋回速度は実測した速度を目標値として使用した。
一例として，シリンダストロークの実測結果と解析結果
の比較を図11に示す。両者は誤差±2.5%以下で一致し
ており，検証用解析モデルが妥当であること確認した。
4. 3　油圧ショベルの掘削作業時の電動機HILS評価
　図 8 および図 9 に示した電動機負荷試験装置によって
油圧ショベルの掘削作業 1 サイクルのHILS試験を行
い，4.2節で示した検証用モデルの解析結果との比較を
行うことにより，電動機HILSシステムの妥当性を検証

する。
　検証用モデルによる解析および電動機負荷試験装置に
よるHILS試験によって得られた旋回角速度および正規
化したトルクを図12に示す。これらの図から電動機
HILSシステムにより掘削作業の挙動を再現でき，実用
上十分な制度を有することが確認された。
　つづいて，今回開発したHILSシステムが，実機によ
る掘削試験に対して有効であることを述べる。まず，開
発したシステムでは，油圧ショベルのアタッチメントの
重量や重心位置といったパラメータを剛体システムモデ
ルにおいて考慮している。また，油圧ポンプやバルブな
どの特性値は油圧システムモデルにおいて考慮してい
る。そのため，評価対象の変更に伴う各設計パラメータ
の変更を容易に行うことができる。さらに，実機による
試験では計測困難な動力の評価も可能である。例えば，
電動機やインバータにおいて発生する損失動力の評価
は，それぞれの入力動力と出力動力を計測する必要があ
る。しかしながら，実機では設置困難なトルク計や電力
計をHILSシステムでは設置できる。このため，損失の
詳細評価とともに，省エネシステムの設計が可能とな
る。

むすび＝本稿では，剛体システムの運動を回転要素の運
動から直動要素の運動に変換したモデル化手法を紹介し
た。また，この手法を用いることにより，剛体システム
と油圧システムの連成解析において，従来法と比較し高
い数値安定性が得られることを示した。
　さらに，両システムが電動機によって旋回駆動するハ
イブリッドシステムにおいて，旋回電動機に作用する負

図11  掘削作業時の実験結果と解析結果の比較
Fig.11 Comparison between experimental and analytical results in 

digging operation

図10  電動機等価回路
Fig.10  Equivalent circuit of q-axis in electric motor model

Inverter

Pnθ̇mLdqod

Pnθ̇mΨa

RaVl

Vq

q̇cq

q̇q

Rc

Lq

Motor

図12  電動機HILS試験結果と解析結果の比較
Fig.12 Comparison between responses of HILS system and those of 

simulation
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荷をリアルタイムで計算し，電動機負荷試験装置上に再
現できる電動機HILSシステムを紹介した。このシステ
ムでは，実際の設計開発に用いることができる解析モデ
ルを使用しており，ハイブリッドシステムの評価ツール
として十分有用であると考えられる。
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まえがき＝都市部や夜間での工事は増加傾向にあり，作
業現場周辺の環境への配慮や，オペレータの作業環境改
善の観点から，建設機械の騒音低減に対する要求はます
ます強まってきている。コベルコ建機㈱では騒音レベル
の低減を目的として，iNDr（Integrate Noise & Dust 
Reduction Cooling System）を開発した（図 1 ）1 ）。iNDr
では，エンジンルームの隙間を塞ぎ，冷却風の吸排気口
となる開口部を機体の上面に限定したオフセットダクト
構造とすることにより防音性能を向上させた。これによ
り，周囲作業者の聴覚確保による安全性向上，作業現場
周辺への騒音配慮を実現している。
　ところで，近年の排出ガス規制の強化により，エンジ
ン発熱量の増加に対応した冷却系の設計変更や，排出ガ

ス浄化装置の追加による機体レイアウトの変更が生じて
いる。
　iNDrでは機体レイアウトの変更のたびに，オフセッ
トダクトの開口部からの漏れ音低減と，ヒートバランス
成立のために必要な冷却風量を確保するという，両立が
困難な課題を満足するダクト形状を決定する必要があっ
た。これまでiNDrのダクト部の構造は，数値解析とベ
ンチ試験での検討を繰り返すことによって決定してお
り，開発期間の短縮が課題となっていた。
　そこで，進化的アルゴリズム（Evolutionary Algorithm，
以下EAという）2 ）を用いた，ダクトの通風抵抗と騒音
減衰性能の双方を考慮した最適設計手法を開発した。本
稿では，iNDrの吸気ダクトの設計に適用した例を紹介
する。

1 ．進化的アルゴリズムを用いたダクトの形状
最適化

1. 1　最適化手法
　吸気ダクトの設計では，通風抵抗と騒音減衰性能を考
慮することから，通風抵抗と騒音減衰性能を目的関数と
した 2 目的最適化問題となる。本稿では，多目的最適化
手法を用いることで，低抵抗かつ低騒音化が実現可能な
ダクト形状の探索を行う。多目的最適化手法としてEA
のなかでも最も一般的とされる，遺伝的アルゴリズム

（Genetic Algorithm，以下GAという）によるダクト形
状の最適化を行った。

進化的アルゴリズムによる減音効果と通気性を考慮した
消音ダクトの設計技術
Duct Shape Design Technology Based on Evolutionary Algorithm 
Considering Noise Attenuation Performance and Air Permeability

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（論文）

This paper relates to a technique for designing the engine room of a hydraulic excavator equipped with 
an Integrated Noise & Dust Reduction (iNDr) cooling system. In order to increase the noise attenuation 
performance, changes in cross-sectional area and bends have been introduced into the muffler duct of 
the iNDr structure. On the other hand, changes in cross-sectional area and bending will deteriorate the 
air permeability and decrease the cooling capacity. Thus, in a muffler duct, the air permeability of the 
cooling wind and noise attenuation performance are in a trade-off relationship. Against this backdrop, 
an optimum design technology has been developed using a multi-objective genetic algorithm (MOGA) 
to achieve both air permeability and noise attenuation performance in the intake duct of the iNDr 
structure of the engine room. This technology has enabled the design of an engine-room shape taking 
both the air permeability and noise attenuation performance into account.

田淵　聡＊1

Satoshi	TABUCHI

＊ 1  ㈱神戸製鋼所　技術開発本部　機械研究所

図 1  iNDr構造 1 ）

Fig. 1  Structure of iNDR
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1. 2　遺伝的アルゴリズム
　GAは生物の進化過程から着想を得た最適化手法であ
り，複雑な目的関数に対しても適用できるという特徴を
持つ。また，設計変数が多数となる場合にしばしば用い
られている。これは，局所最適解の探索手法では探索困
難とされる多峰的な目的関数に対しても，GAでは大域
的な探索が可能であるためである。
　図 2 に遺伝的アルゴリズムの求解手順を示す。GAは
Initialization（初期化）によって発生させた複数の個体
に対して，Selection（選択），Crossover（交叉（こうさ）），
Mutation（突然変異），Evaluation（評価）という工程
からなる。
　Initialization（初期化）では，設計パラメータの取り
うる値の範囲をあらかじめ設定したうえで，乱数を用い
て複数の設計パラメータの組み合わせからなる設計解の
候補を複数生成する。Evaluation（評価）では，生成さ
れ た 設 計 解 の 候 補 を， 性 能 を 数 値 化 し て 評 価 し，
Selection（選択）で評価値の高い優れた設計解を選び出
す。
　Crossover（交叉）では，複数生成された設計解から
2 つの設計解を選出し， 2 つの設計解のどちらにも類似
した設計パラメータの組み合わせを持つ設計解をあらた
に生成する。Mutation（突然変異）は，一定の確率で
設計解のパラメータの一部を乱数によって変更し，新た
な設計パラメータの組み合わせを生み出す操作である。
この操作によって解の多様性が担保されることとなり，
局所最適解に陥ることを防ぐことが可能とされている。
　Selection（選択），Crossover（交叉），Mutation（突
然変異），Evaluation（評価）を繰り返し，優れた設計
パラメータの組み合わせの特徴を新しい解を探索する際
に引き継がせていくことで，目標とする性能の評価値が
最も高くなる解を探索することができる。実設計におい
ては，解を短時間で得ることが重要である。GAは設計
解の生成と評価を繰り返し行うことから，性能の評価に
は計算負荷の高い評価方法は適さない。そこで，設計パ
ラメータを変数とする目的関数の近似式を，少数かつ簡
易な形状での数値解析結果から構築し，評価に用いるこ

ととした。これにより，目的関数の評価に数値解析を用
いる場合と比べ，大幅な時間短縮が可能となる。

2 ．吸気ダクトの設計への適用

2. 1　ダクトの形状
　図 3 （a）はiNDrシステムにおける吸気ダクトの概形
図である。iNDrシステムの吸気ダクトを簡略化したモ
デルを図 3 （b）に示す。図 3 （b）の簡略化したダク
トの形状最適化を考えることにする。iNDrの吸気ダク
トは，側面の円形開口に設置されたファンを駆動し，上
部に設けられた矩形開口から外気を取り込む構造であ
る。ここで，ダクトを 2 つの部位に分け（図 4（a）～

（c）），それぞれのダクトについて通風抵抗および騒音減
衰性能の評価を行った。図 4 （b）の部分をダクトA， 
図 4 （c）の部分をダクトBと呼ぶ。ダクトの外形は油
圧ショベルの機体寸法によって制約を受けるため固定値
とした。また，図 4 に示すように，設計変数は吸気ダク
トの開口面積および開口の位置を規定する10箇所の寸法
とした。
2. 2　通風抵抗の数式モデル化
　膨張型サイレンサの圧力損失の予測式は吉原 3 ）によ
って提案されており，ダクトAのようなS型サイレンサ
の圧力損失の予測式は式（ 1 ）で表される。また，ダク
トBのような形状の場合は，偏心角の有無によってQ型
とP型に分けられ，式（ 2 ），（ 3 ）で表される。

図 2  遺伝的アルゴリズムの求解手順
Fig. 2  Procedure for solving by genetic algorithm

図 4  吸気ダクトの設計変数
Fig. 4  Design variables for intake duct

(a) : whole model  (b) : duct A  (c) : duct B

図 3  吸気ダクトの概形図
（a）iNDrシステム（b）簡略化モデル
Fig. 3  Schematic image of intake duct
(a) : iNDr system  (b) : simplified model
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　　　　　　　　　　　　……………………………（ 1 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 2 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……（ 3 ）

ここに，
 　 ΔP：ダクトの圧力損失
　　mA（＝SC/SA） ：ダクトAの膨張比
　　mB（＝SC/SB） ：ダクトBの膨張比
　　SA（＝h2w2） ：ダクトAの流入側の開口部の面積
　　SB（＝h1w1） ：ダクトBの流入側の開口部の面積
　　SC（＝hw） ：ダクト内部の断面積
　　nA（＝l2/dA） ：ダクトAの空洞長比
　　nB（＝l1/dB） ：ダクトBの空洞長比
　　dA ：ダクトAの流入側開口の水力等価直径
　　dB ：ダクトBの流入側開口の水力等価直径
　　θ：偏心角
　　ρ：空気の密度
　　v ：流入側平均流速
　吉原の式は，入口側内径を固定したときの実験結果を
もとに構築された推定式である。入口側の形状を設計パ
ラメータとするためには，入口側の形状の影響を加味し
た予測式をあらたに構築する必要がある。
　本稿では，通風抵抗の数式モデル化であるため，数値
流体解析（Computational Fluid Dynamics，以下CFD
という）を用いて複数のダクトの圧力損失値を計算した
のち，ダクト各部位の寸法と圧力損失の関係性を表す実
験式を構築することとした。
　今回，形状最適化を行うダクトは10箇所の寸法を設計
パラメータとする。解析を行うケース数を抑えるため，
設計パラメータの組み合わせがケースごとに大きく異な
るようL18直交表を用いて設計パラメータを決定した。
L18直交表に基づいて18ケースの解析条件を設定し，
各々のケースで18とおりの数値解析を行い，得られた数
値解析の結果から実験式を構築した。表 1 にCFDを実
施したダクトAの設計パラメータを，表 2 にCFDを実
施したダクトBの設計パラメータを示す。図 5 に解析に
使用した計算格子の一例を示す。
　図 6 にダクトAの要因効果図を，図 7 にダクトBの
要因効果図を示す。図 6 から，ダクトAでは流出側の
開口幅w1と開口高さh1の増加に伴い，圧力損失値が低下
することがわかる。とくに，圧力損失は流出側の開口幅
w1の変化に対する感度が高いことがわかる。図 7 から
は，流出側開口の直径dが大きくなるにしたがって圧力
損失が低下することがわかる。吉原の式には流出側開口
の寸法に関するパラメータが含まれていないため，流出
側開口の形状変更による圧力損失の変化を評価すること
ができない。
　そこで，修正式では流入側の平均流速だけでなく，流
出側の平均流速も考慮することとした。式（ 1 ）～式（ 3 ）
に流入側の平均流速を代入して得られる圧力損失値と式

（ 1 ）～式（ 3 ）に流出側の平均流速を代入して得られ

ΔP＝1.808mA  nA   
ρv2
2

1
8

1
12

ΔP＝0.324mB  nB   （θ＝0のとき）
ρv2
2

1
8

3
4

ΔP＝2.021mB  nB   （θ≠0のとき）（tanθ）ρv2
2

1
8

1
8

1
12

表 1  L18直交表に基づくダクトAの解析条件
Table 1  L18 orthogonal arrays for duct A

表 2  L18直交表に基づくダクトBの解析条件
Table 2  L18 orthogonal arrays for duct B

図 5  吸気ダクトのCFD解析モデル
Fig. 5  Analytical models of intake ducts by CFD method

 (a) : duct A, (b) : duct B
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る圧力損失値との重みづけ和からなる式に修正した。ま
た，ダクトAの流路は90度の曲がりを有しており，曲
がり部の流路の長さが圧力損失値に影響を及ぼすと考え
られる。そこで，流入側開口と流出側開口の面積比に加
えて，流入側開口の中心と流出側開口の中心とを結ぶ経
路長を重み係数として採用した。ダクトBについては，
流入側開口と流出側開口の面積比が圧力損失値に寄与す
ると推測し，重み係数として採用した。式（ 4 ）～式（ 9 ）
は得られた圧力損失の予測式である。ダクトAの圧力
損失の予測式は式（ 4 ）とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 4 ）

ここに， 

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 5 ）

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 6 ）

また，ダクトBの圧力損失の予測式を式（ 7 ）とした。

　　　　　　　　　　　　　　………………………（ 7 ）

ここに，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 8 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（ 9 ）

　表 1 および表 2 に示した形状でのCFDによって求め
られた圧力損失値（Calculation）と，吉原の式で見積も
られる圧力損失値（Yoshihara's equation），式（ 4 ），
式（ 7 ）から算出される圧力損失値（Modified equation）
を図 8 および図 9 に示す。吉原の式は，ダクトの形状
によってはCFD結果との乖離（かいり）がみられる。
これは，吉原の式が入口側内径を固定したときの実験結

ΔPA＝ΔPout＋ΔPin
Sin

Sout

（h1/2）/h
（l2－lc2－la2）/l2

ΔPin＝1.808mA  nA   
ρv2in
2

1
8

1
12

ΔPout＝1.808mA  nA   
ρv2out

2
1
8

1
12

ΔPB＝ΔPin＋ΔPout －20
0.2Sin

Sout（ ）
0.324mB  nB

ΔPin＝

ρv2in
2

1
8

1
12

2.021mB  nB（tanθ）
ρv2in
2

1
8

1
8

1
12

（θ＝0のとき）

（θ≠0のとき）

0.324mB  nB

ΔPout＝

ρv2out

2
1
8

1
12

2.021mB  nB（tanθ）
ρv2out

2
1
8

1
8

1
12

（θ＝0のとき）

（θ≠0のとき）

果をもとに構築された推定式であり，適用範囲外となる
ダクト形状では圧力損失値を正確に推定できないためと
考えられる。修正式（ 4 ），修正式（ 7 ）はCFD結果の
傾向を再現することのできる式となっていることがわか
る。
2. 3　減音性能の数式モデル化
　ダクトAの騒音減衰性能の評価には，ダクトAを吸
音チャンバとみなした公知の数式モデルを用いる。ダク
トの寸法よりも波長が短い周波数の範囲については，室
内音場の理論より式（10）が用いられる 4 ）。また，管お
よび空洞の寸法が音の波長に比べて小さく，平面波の取
り扱い範囲であれば，挿入管空洞の減衰量は式（11）に
よって表される 5 ）。ダクトBを挿入管空洞とみなして式

（11）により騒音減衰性能を評価する。

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（11）

ここに，
　　α：室内平均吸音率
　　Sout：出口断面積
　　Sc：空洞断面積

RA＝10log10
1

（ ）cosθ
2πd'

1－α
αSw

Sout ＋

RB＝10log10 （ ）1
4

Sc/Sin

Sc/Sout

1
Sc/Sout

1＋

（ ）Sc/Sout

Sc/Sin
＋ ＋ sin2kl1（ ） ＋10log10

cos2kl1

Sc

Sin

2

図 6  ダクトAの要因効果図
Fig. 6  The factor effect of the duct A

図 8  ダクトAにおける圧力損失の比較
Fig. 8  Comparison of the estimated pressure loss in duct A

図 7  ダクトBの要因効果図
Fig. 7  The factor effect of the duct B

図 9  予測式および解析結果の圧力損失の比較
Fig. 9  Comparison of the estimated pressure loss in duct B
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　　Sin：入口断面積
　　SW：ダクト内表面積
　　k：波数
　　d'：入口－出口間の距離
　　θ： 出口開口面と入口－出口中心を結ぶ方向とがな

す角度 
　　ll：空洞部長さ
波数kが周波数 fx によって変化するため，式（10），式（11）
で示されるダクトの騒音減衰性能は周波数依存性を持
つ。したがって，ダクトから外部に漏れだす騒音におけ
るOA値の低減を目的とする場合，騒音源の周波数特性
に合わせて減衰量に周波数特性を付与する必要がある。
そこで，消音ダクトの騒音減衰性能の評価は，各周波数
バンド fx における音源の音響パワレベル Lsource（ fx）から消
音ダクトの減衰量 RA（ fx）および RB（ fx）を減算して騒音レ
ベル L（ fx）を求め，全周波数バンドの騒音レベルを合成
して求めたOA（Over All）値 LOA によって行うこととし
た。OA値 LOA と騒音レベル L（ fx）の算出式を式（12），

（13）に示す。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（12）

　　L（ fx）＝Lsource（ fx）－｛RA（ fx）＋RB（ fx）｝ ………………（13）
　本稿では，油圧ショベルのエンジンおよび油圧ポンプ
から放射される騒音を測定し，音源として用いた。
2. 4　遺伝的アルゴリズムによる設計パラメータの最適化
　本稿においては，設計の制約範囲内でランダムに寸法
を決定したダクトについて，上記の通風抵抗の数式モデ
ルと，減音性能の数式モデルとを用いて性能の評価を行
う。通風抵抗が小さく，減音性能が高いと判断された設
計変数の組み合わせを優れた組み合わせであるとして残
し，性能が低いと判断された設計変数の組み合わせを消
去していく。上記の手順の繰り返しによって，通風抵抗
が小さく，減音性能が高い組み合わせ以外は淘汰（とう
た）され，最終的に最適な設計変数の組み合わせが得ら
れる。
　本問題の定式化を行うと，式（14）となる。
　　Minimize　F1＝ΔPA＋ΔPB

　　Minimize　F2＝L …………………………………（14）
　　subject to　G1＞0, G2＞0, …, G6＞0
ダクトの外形は機体の大きさによって最大値が定まって
おり，ダクト内部の形状をあらわす設計パラメータに対
して制約条件が生じる。
　制約条件G1～G6は式（15）となる。

 

　　　　　　　　　　　　……………………………（15）

LOA＝10 log10（ 10Σ ）L（ fx）
10

G1＝lc1－ h1
1
2

G2＝h－ h1
1
2lc1＋（ ）

G3＝lc2－ h2
1
2

G4＝l2－ h2
1
2la2＋lc2＋（ ）

G5＝h－ d12la1＋（ ）

　GAへの適用の際，式（14）中の制約条件G1～G6はペ
ナルティ関数法を用いて制約なし最適化問題とした。
　図10は初期化によって発生させた初期集団の通風抵
抗および騒音レベルの分布であり，図11はGAによって
得られた設計解の集合の一例である。設計解の初期集団
と最終世代の分布の比較から，GAを用いた最適化によ
って，通風抵抗および騒音レベルが大きい設計解が淘汰
され，通風抵抗および騒音レベルの良好な設計解が得ら
れていることがわかる。図11に示すパレート最適解

（Pareto optimal solutions）とは，通風抵抗と騒音レベ
ルの一方を改善するために，もう一方を悪化させなけれ
ばならない解のことである。通風抵抗と騒音レベルの
個々の重要度を考慮したうえで，このパレート最適解か
ら設計解を選択する。

3 ．実機への適用

　GAを用いた最適化によって得られた通風抵抗，およ
び騒音レベルを低減する吸気ダクト形状のパレート最適
解を参考に，吸気ダクトのレイアウト変更を検討した結
果を示す。GAを用いた最適化では，吸気開口部の開口
面積を拡大すること，防塵（ぼうじん）フィルタの設置
位置を従来のレイアウトと比べてダクト下部に設けるこ
とがパレート最適解の一つの特徴として得られている。

G6＝la1－ d12

図10  初期集団の性能分布図
Fig.10  Distribution of the initial population

図11  最終集団の性能分布図
Fig.11  Distribution of the final population
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これを新規ダクトの形状に採用した。吸気ダクト内に搭
載する機器配置の都合上，再現が困難な設計パラメータ
については，可能な限りパレート解と近い値をとるよう
に設計を行った。新規ダクト形状における吸気開口部の
音響パワレベルを図12に示す。また，従来の形状から
新規形状に変更した際の圧力損失の変化率を図13に示

す。図12より，吸気開口部の音響パワレベルは吸気ダク
トの形状変更によって，O.A.値が94.8 dBから93.2 dBま
で低減していることがわかる。図13より，圧力損失は
1800 rpmにおいて 3 %程度悪化するが，おおむね従来
の形状と同等の性能を実現できていることがわかる。
　このように，本稿の最適化手法によって，冷却性能を
満足しながら低騒音化を実現するダクトの設計を迅速に
実施することが可能となった。

むすび＝低圧損と高減音性能の両立を支援するダクトの
設計手法として，GAを用いた形状最適化手法を紹介し
た。本稿では最適化の対象とするダクトの通風抵抗，騒
音減衰性能を数式モデルで表現した。ほかにも，ニュー
ラルネットワークやKriging応答曲面法などによる応答
曲面モデルで代替することもでき，様々な設計課題への
対応が可能である。今後も本手法の適用により，社会の
ニーズに適合する機械製品の開発に寄与していきたい。
　
参　考　文　献
1 ） 中島一ほか．R&D神戸製鋼技報．2012，Vol.62，No.1, p.27-

31．
2 ） 久保幹雄ほか．メタヒューリスティクスの数理．初版，共立

出版株式会社，2009，P.61-62.
3 ） 吉原 照美．エバラ時報．1985, No.130, p.2-7．
4 ） 宇津野秀夫ほか．R&D神戸製鋼技報．1999, Vol.49, No.1，

p.56-59．
5 ） 勝田高司ほか，日本建築学会報告集, 1959, 62, p.79-85.

図12  吸気開口部における音響パワレベル
Fig.12  The PWL at intake opening

図13  圧力損失の変化
Fig.13  The change of pressure loss
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まえがき＝コベルコ建機㈱ではディーゼルエンジンに動
力アシスト用の発電電動機を搭載し，従来の油圧旋回方
式を電動旋回駆動化したハイブリッドショベルを商品化
しており，これまで 8 t機と20 t機を上市した。しかし
これらの製品は，発電機や旋回電動機，インバータなど
各パワーエレクトロニクス（以下，パワエレという）機
器に汎用機器を利用していたため，各機器の容積が大き
く高価であった。また，ショベル本体側もパワエレ機器
搭載スペース確保のために標準油圧ショベルと異なる専
用設計箇所が増え，コスト面にも課題があった。
　そこで新型20 tハイブリッドショベルでは，各パワエ
レ機器を独自の専用設計で小型化した。例えば，発電電
動機は扁平（へんぺい）高トルク化してエンジンと油圧
ポンプの間へのビルトインを実現した。また，旋回電動
機も旋回油圧モータ搭載場所に設置できるように小型高
出力化を図った。
　本開発にあたっては出力性能，効率，およびヒートバ
ランスの成立性が短時間で検証できる解析技術を確立
し，小型高出力電動機を短期間で開発した。本稿ではこ
の解析技術について概説する。

1 ．高トルク密度電動機設計における課題

　電動機を小型高出力化するためには放熱／冷却が課題
となる。すなわち，電動機内部では銅損や鉄損，機械損
失（以下，メカロスという）によって発熱する。電動機
を小型化すると，放熱するための伝熱面積も減少して内
部温度が上昇し，コイルが焼損する危険がある。また，
温度上昇によってコイルの抵抗値が増加して銅損が増加
し，さらなる温度上昇を招く。加えて，内部温度上昇に

よって磁石の熱減磁が起き，出力の低下につながる 1 ）。
また，鉄心に用いる電磁鋼板は応力がかかると鉄損が増
加する性質がある 2 ）。このため，打ち抜きなどの加工時
の残留応力 3 ）だけでなく，内部温度の上昇に起因する
熱応力の変化によっても鉄損が増加する可能性がある。
　さらに，鉄損の増加は電動機の出力トルクも低下させ
る 1 ）, 4 ）。このため，インバータによって目標出力トルク
を維持する電流制御を行うと入力電流が増加し，上述の
銅損と鉄損，および温度上昇がさらに加速され，目標と
する出力性能を達成できなくなる。
　このように，高トルク化された電動機の設計において
は電磁気設計と伝熱設計を連成問題として捉え，最適化
を図っていく必要がある。それを行うための一つの手段
に 3 次元FEMを用いた磁場解析および伝熱解析があ
る。しかしながら，これら二つの解析を連成させて最適
解を導くのは計算負荷も高く，また設計変更時の検討も
必ずしも容易ではない。
　以上の問題から㈱神戸製鋼所（以下，当社という）は，
従来の電動機の電圧方程式とパーミアンス法の磁気回路
計算による電磁場解析方法 4 ）に対して，銅損の温度依
存特性と鉄損応力依存特性を考慮した発熱量計算処理を
組み込んだ。併せて，電動機内部の軸方向と半径方向の
2 次元の伝熱状態と温度分布を可視化しながら電動機の
電磁気回路設計ができる簡易解析手法（図 1 ）を構築し
た。新型ハイブリッドショベルの要件を満足する小型高
出力電動機はこの簡易解析手法を活用することによって
実現させた。次章ではこの簡易解析手法の各損失計算方
法および伝熱解析モデルについて説明する。

ハイブリッドショベル用電動機の損失解析
Loss Analysis of Electric Motors in Hybrid Excavator

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（論文）

Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. has launched a new 20-tonne hybrid excavator, equipped 
with two types of newly developed electric motors; namely, a permanent magnet type, flat, high-torque 
generator motor and a compact high-output swing motor. In an electric motor, iron loss and copper loss 
occur, and these losses increase as the internal temperature rises. Therefore, the challenge in making 
compact electric motors with a high torque and high output is to release the heat generated inside 
the motors to the outside and to prevent their internal temperature from rising. A technique has been 
established for the coupled analysis of an electrical/magnetic circuit model and a heat transfer circuit 
model in an electric motor that enables an optimal design of the heat transfer path inside the motor, 
as well as making it possible to efficiently find an appropriate electromagnetic circuit for it. This has 
resulted in the development of electric motors with high torque density.
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2 ．電動機内部の発熱量の計算

2. 1　ステータ鉄芯およびロータ鉄芯の鉄損計算
　電動機のステータ鉄芯，ロータ鉄芯，および磁石にお
ける主要な発熱原因である鉄損の計算方法は，ヒステリ
シス損Wh および渦電流損We それぞれに対して，周波数
と磁束密度の影響を考慮できるスタインメッツの実験式

（式（ 1 ））を採用した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 1 ）

ここで，Wp：鉄損，Wh：ヒステリシス損，We：渦電流損，
Kh：ヒステリシス損係数，Ke：渦電流損係数，t：鉄板
の厚さ，ρ：磁性体の低効率，Bm：現状発生している磁
束の最大磁束密度である。
　これに電磁鋼板メーカが公開している高周波鉄損曲線
データを利用してヒステリシス損および渦電流損の各比
例係数Kh ，およびKe／ρを求め，周波数と磁束密度の関
係に整理した式を基本式とした。
　いっぽう鉄芯は，応力によってヒステリシス損と渦損
が増加するため，これを考慮する必要がある。このため
式（ 2 ）に示すように，応力変化に応じて各損失を増加
させるための補正係数Kfh とKfe を式（ 1 ）に組み込むと
同時に，応力試験によって鉄損変化の特性を評価し

（図 2 ），応力変化に応じた損失増減比率でKfh とKfe を変
化させて鉄損を計算することにした。

　　　　　　　　　　　　　　　　…………………（ 2 ）

ここに，Kfh：ヒステリシス損補正係数，Kfe：渦電流損
補正係数である。

WF＝Wh＋We＋Kh f（Bm）1.6＋Ke
（tfBm）2
ρ

WF＝KhKfh fBm
1.6＋Ke Kfe

（tfBm）2
ρ

　ステータのヨーク，ティース，およびロータコアの三
つの部位に分けて上記鉄損演算式（ 2 ）を適用すること
によって鉄損を計算する。また鉄芯に対しては，熱膨張
によって応力が変化することも考慮すべく，まず温度変
化に対する応力変化と分布特性を熱応力解析によってあ
らかじめ把握しておいた（図 3 ）。つぎに，温度変化に
応じてヨーク，ティース，およびロータの三部位に分け
て応力値を補正する計算を行った。
2. 2　コイルの銅損の計算
　電動機コイルに採用する銅は0.39%/℃の比率で電気抵
抗が増加するため，銅損は式（ 3 ）で計算することがで
きる。
　　WC ＝R20｛1＋0.0039（T－20）｝I 2 …………………（ 3 ）
ここで，WC：銅損（W），R20：20℃での抵抗値（Ω）， 
T：コイル温度（℃），I：電流（A）である。
2. 3　軸受損・風損などの機械損
　軸受損失および発熱量は軸受メーカ公開の計算式 6 ）

を基に計算する。風損は，ロータ表面積に応じた粘性係
数を設定し，周速との積で計算する。

3 ．電動機の伝熱計算モデル

3. 1　伝熱計算用基本モデル
　本稿では電磁気解析で算出した電動機内部の各種損失
および分布と，その損失を発熱源とした電動機内部の伝
熱状態および温度分布を解析すべく，Microsoft社の

図 1  電動機の電磁気回路と伝熱の連成解析手順
Fig. 1  Process of coupled simulation of electromagnetic circuit and 

heat transfer

図 2  応力と鉄損の関係
Fig. 2  Relationship between stress and iron loss

図 3  熱応力分布
Fig. 3  Thermal stress distribution



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018） 17

Excelで解析環境を構築した。Excelは，各セル内に演
算式を記述して隣接するセルの影響を計算する処理を作
成するのに適している。さらに，電動機設計のように頻
繁に形状変更を行う場合，セルのコピー＆ペーストで容
易に形状と伝熱回路変更に対応できる利便性がある。そ
こで，Excelのセルを伝熱回路の基本要素とした伝熱計
算の基本モデルを作成した（図 4 ）。同図において，一
つの長方形が伝熱回路を分割した各々の基本要素であ
る。この長方形にExcelのセルを用いることによって隣
接する基本要素（セル）間の伝熱特性を表現している。
事前検証として，図 5 に示すような電動機を想定した熱
伝導計算を行った。計算条件は，コイル相当部（a，b部）
にそれぞれ200Wの発熱量を設定し，円筒形の外周表面

（c，d，e部，アルミ材）を20℃固定とした。この計算
結果をFEM解析結果と比較したところ， 3 ℃程度の差
異であることを確認した。
3. 2　コイル部分の伝熱モデル
　電動機ステータスロット内のコイル部位は図 6 に示
すように，銅線，絶縁被覆，銅線間空隙部の充填材，絶
縁紙，空気，および鉄芯など複数の材質から構成される。
本解析では，この複合部材構造を一つの部材として図 4
の伝熱モデルで計算できるように工夫した。この複合部
材構造の電動機軸方向の等価熱抵抗は，各部材の熱抵抗
の並列回路の合成抵抗とみなすことができ，式（ 4 ）か
ら電動機軸方向の等価熱伝導率λH を導出することがで
きる。また，電動機径方向の等価熱抵抗は各部材の熱抵
抗の直列回路の合成抵抗とみなすことができ，式（ 5 ）
から電動機径方向の等価熱伝導率λL を導出することが
できる。

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………（ 4 ）

　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………（ 5 ）
　　　　　　　　　　　　　　　　
ここで，
　　RH：コイル部複合構造の軸方向の等価熱抵抗
　　RH_r：コイル部複合構造各材質の軸方向の熱抵抗
　　RL：コイル部複合構造の径方向の等価熱抵抗
　　RL_r：コイル部複合構造各材質の径方向の熱抵抗
　　λH：コイル部複合構造の軸方向の等価熱伝導率
　　λL：コイル部複合構造の径方向の等価熱伝導率
　　λi：コイル部複合構造各材質の伝導率
　　A0：コイル部複合構造の断面積
　　Ai：コイル部複合構造各材質の断面積
　　　i＝ 1 ：銅線部，= 2 ：絶縁被覆部
　　　 = 3 ：銅線部，= 4 ：空隙部
　電動機のコイル部が軸方向と径方向とで異なる等価熱
伝導率λH およびλL を有する一つの部材として扱うこと
によって伝熱計算の簡略化を図った。なお，各材質その
ものに軸方向と径方向とで異なる熱伝導率を有する場合
は，それぞれの熱伝導率を用いた等価熱伝導率を算出す

＝ ＋1RH_1
＋1RH_2

＋1RH_3

1
RH_4

1
RH

RH＝ ，RH_i＝ （i＝1, 2, 3, 4）H
λHA0

H
λi Ai

RL≒ , RL_i≒ （i＝1, 2, 3, 4）

RL＝RL_1＋RL_2＋RL_3＋RL_4

A0
λLHW 2

Ai

λi HW 2

る必要がある。
3. 3　軸受部分の伝熱モデル
　軸受は，停止状態では高温側の転動体外表面から内部
へ熱が伝わり，さらに低温側の表面へ伝わることによっ
て内輪と外輪との間の伝熱が行われる。軸受が回転して
いる状態では，転動体外表面の各部が内輪と外輪に交互
に接触して熱伝導が行われる。このため，図 4 の伝熱モ
デルをベースに，転動体外表面に蓄積された熱量を，転
動体内部を伝導せず内輪と外輪間で熱伝導させるモデル
を作成した（図 7 ）。転動体を表面 4 点，中心 1 点の要
素で模擬し，表面四つの要素は内輪側と外輪側両方に熱

図 5  提案モデルとFEMとの温度解析結果の比較
Fig. 5  Comparison of temperatures between proposed model and 

FEM analysis

図 6  コイル部の構造
Fig. 6  Coil structure

図 4  伝熱モデルの基本要素
Fig. 4  Element model for heat transfer simulation
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抵抗を持たせ，転動体の回転に応じて内輪と外輪それぞ
れに接触している方の熱抵抗を小さな熱抵抗値とし，接
触していない方の熱抵抗を大きな値に切り替えることに
よって転動体表面での熱伝導を計算できるようにした。

4 ．電磁気と伝熱の連成シミュレーション

　電動機では入力電力の一部が銅損や鉄損として消費さ
れる。とくに鉄損は，出力トルクに変換されるべき電流
の一部を消費するため，鉄損の増加は出力トルクの低下
を起こす。したがって，目標トルクを出力するために入
力電流を増やす必要がある。これを考慮した実質必要な
入力電流を求めるために図 1 に示したように，電動機内
部の電磁気回路における磁束および電流の計算と,前述
の鉄損計算や銅損計算，軸受け損失計算を行い，各損失
の影響を考慮した出力トルクを計算する。そして出力ト
ルクが目標トルクに対して低下した分，入力電流制御演

算で入力電流を増加させて，出力トルクが目標トルクに
静定し，電動機各部の温度も静定するまで、これらの繰
り返し計算を行う。この計算結果より，電動機内各部で
発生する鉄損，銅損，および機械損によって発生する熱
が，電動機構造部材や内部空間の空気層を伝熱経路とし
て電動機ハウジングの冷却部にまでどのように伝達する
かが予測可能となる。その結果，電動機の目標出力性能
と目標温度を満足させるための電磁気回路と伝熱回路の
最適な設計を行うことができる。この連成シミュレーシ
ョン環境を用いてハイブリッドショベル用小型高出力電
動機を設計した。さらに，シミュレーション上で目標性
能が達成可能であることを確認した後，電動機を試作し
て出力性能や効率，ヒートバランスの成立性を検証し
た。
　図 8 は，設計した旋回電動機の定格出力時の内部温度
分布を今回構築した連成シミュレーションによって計算
した結果である。比較のためにFE解析も行って妥当性
を確認した。
　全出力領域の効率分布計算結果に関しては次章で述べ
る。

5 ．設計電動機の性能評価

　本稿では紙面の都合上，試作した旋回電動機の評価結
果についてのみ報告する。前述のシミュレーションで性
能確認した設計電動機を試作し（図 9 ）， 図 8 の解析結
果と比較検証するためのヒートバランス試験，および全
出力領域での効率分布測定試験をモータベンチ装置によ
って実施した。
　定格出力条件でのヒートバランス試験の結果（図10），
電動機内部の温度分布はスロット内コイル温度が解析よ
り10～13℃高温になったものの，おおむね解析に近い傾

図 7  玉軸受けの伝熱モデル
Fig. 7  Heat transfer model of ball bearing

図10  試作電動機のヒートバランス評価結果
Fig.10 Experimental results of heat balance of prototyped electric 

motor

図 9  試作した旋回電動機
Fig. 9  Prototyped motor of slewing motion

図 8  提案モデルとFEMとの設計電動機伝熱解析結果の比較
Fig. 8  Comparison of heat transfer between proposed simulation 

and FEM analysis
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向が得られた。また，全出力領域の効率分布の解析結果
および実験結果（図11）では両者はよく一致しており，
最高効率が予測できることが確認できた。

むすび=本稿では，小型高出力／高トルク電動機の設計
で問題となる発熱と抜熱／伝熱問題に着目し，電動機内
部の発熱を必要最小限の伝熱面積／放熱面積で外部に抜
熱させる構造設計を見出すために構築した電磁気と伝熱
の連成解析技術を紹介した。この技術を活用することに
よって，ハイブリッドショベル用の小型高出力旋回電動
機，および扁平な高トルク発電電動機を開発することに
成功した。
　今後も，電動機のさらなる高性能化やこれらの開発の
リードタイム短縮を進めていく必要があり，解析予測技
術のさらなる高度化開発に取り組んでいきたい。
　
参　考　文　献
1 ） 海老原大樹. モータ技術実用ハンドブック第 1 版. 2001, p.419,　

692.
2 ） J. Magn. Sec. Jpn. 2006, Vol.30, p.196-200.
3 ） 戸田広朗ほか. JFE技報. 2015, No.36, p.24-31.
4 ） 武田洋次ほか. 埋込磁石同期モータの設計と制御第 1 版. オー

ム社, 2001, p.17, p.74-84.
5 ） 成田一行. JMAG Newsletter. 2014年 1 月号, p.37-41.
6 ） 転がり軸受総合カタログ（Cat. No. 2202/J）. NTN㈱, p.A-71.

図11  試作電動機の効率分布の解析結果と実験結果の比較
Fig.11 Comparison of efficiency distribution of prototyped motor 

between simulation and experimental results
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まえがき＝近年，センサから得られたデータをオペレー
タの補助に利用する動きが盛んである。例えば，ショベ
ル後方に監視用カメラを取り付け，モニタで後方の映像
を表示しつつ，周辺の物体や人物接近時に作業者へ警告
するシステム 1 ）が開発されている。また，カメラセン
サで取得した三次元点群データを利用し，施工現場の現
状把握を短時間で行うようなシステム 2 ）も開発されて
いる。
　これらの用途に適用されるセンサシステムは，専門の
センサメーカが独自ノウハウで作り上げていることが多
い。センサシステムを他社に依存した場合，検出部と処
理部が統合されてブラックボックス化してしまい（図
1 ），センサ変更や処理部の機能追加を行いたい場合に
柔軟な対応が難しくなる。この結果，開発期間や開発コ
ストの増大につながる。
　上記の課題を解決するため，センサには汎用品を利用
しつつ，処理部のロジックを自社で開発した。本稿では，
ショベルに距離センサを取り付けて，屋外でショベルに
接近する物体の検知を行った。この際に発生する雨や
雪，虫などによる外乱を除去する手法を開発したので報

告する。

1 ．ショベルに用いるセンサ

　日本建設機械化協会規格 3 ）では，危険検知システム
としてレーザセンサや超音波センサ，超音波トランスポ
ンダ，死角補助装置として閉回路テレビなどを取り上げ
て，試験方法と性能要求基準を定めている。
　これらのセンサをショベルに取り付けて周囲の測定を
行い，作業の状況把握，操作の補助，接近物体の検知・
警告などを行うには，物体までの距離を測定できること
が必要となる。このため，利用するセンサには距離セン
サを用いる。
　距離計測に用いられる主なセンサは，レーザセンサと
超音波センサである。レーザセンサは光波の高速性によ
り精度や応答速度に優れるが，出射口の水ぬれや汚れに
より，光の屈折が生じる場合に誤動作する恐れがある。
超音波センサは音波の特性上，雨やほこりなどでも屈折
が起こりづらいため耐環境性に優れるが，音波の伝播速
度及び周波数の低さから分解能が悪く，測距時にcm単
位の誤差が発生する。ショベルオペレータの周囲状況把
握を補助する用途には，広い対象範囲で高い測定精度が
求められるため，本稿では対象物までの距離が 2 次元的
に測定可能なレーザ方式の深度画像センサを用いた。

2 ．センサへの外乱の影響

　屋外で深度画像センサを用いる場合，雨や雪，虫など
により測定対象物までの距離が正しく測定できない恐れ
がある。そこで，本稿では雨が深度画像センサの測定結
果に及ぼす影響を調査した。雨が降っている環境で，深

深度画像センサの外乱除去フィルタ
Disturbance Rejection Filter for Depth Sensor

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

In recent years, data obtained from sensors attached to excavators are being actively used in assisting 
the operators. The processing unit logic of such a sensor system has been developed to ensure 
flexibility in the design of the sensor system. As a part of this development, an effort has been made to 
solve the problem of detecting disturbances, such as rain, snow, and insects, when the depth sensor is 
used for outdoor measurements. An object placed in front of a depth sensor in a raining environment 
was moved back and forth, and the object's appearance was continuously measured. In the measured 
data, points with possible disturbances were chosen. The speed, direction, and acceleration between 
frames were calculated as feature quantities, which led to the development of a disturbance rejection 
filter that eliminates the points above a set threshold. This filter has been confirmed to detect the 
position of objects while rejecting the influence of rain in real applications.
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図 1  センサシステムの構成
Fig. 1  Components of sensor system
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度画像センサの前方に検出ターゲットとして物体（約
75 cm四方）を配置し，物体を前後に 2 往復手動操作で
動かした（図 2 ）。物体の動きは数十フレーム毎秒で連
続的に測定できる深度画像センサで捉えた。また，得ら
れた二次元的な距離データから，センサ－物体間の最接
近点の距離を検出した。
　物体の位置検出結果を図 3 に示す。縦軸は最接近点の
距離，横軸は測定経過時間を示している。図中には測定
した最接近点距離と，過去 3 フレームそれぞれの最接近
点距離の中央値を示す。
　本来であれば，検出結果のグラフは図 4 のように，前
後 2 往復を示すなだらかな山が 2 つあるような形状とな
ると予測される。しかし，図 3 の検出結果では雨粒にレ
ーザが反射した影響でセンサが反応して，検出位置が短
時間で大きく変化していることが分かる。また，過去 3
フレームの中央値を採用する処理を行った場合でも，検
出位置が短時間で大きく変化することは変わらず，雨の
影響を除去できていないことが分かる。雪や虫などの飛

来物でも同様の影響が発生すると予想されるため，これ
らの外乱を除去するフィルタについて検討を行った。

3 ．外乱除去フィルタの開発

　雨や雪，虫などによる外乱を除去するフィルタとし
て，フレームごとに検出対象も含む外乱候補となる点を
複数抽出し，それらの前フレームからの移動距離に基づ
いて速度，方向，加速度を特徴量として算出し，検出対
象がとりえる数値を上回った点を外乱と判定する手法を
検討した。
　本手法の基本フローチャートを図 5 に示す。最初に深
度画像センサから距離画像を取得し，得られた距離画像
に対して初期フィルタ（ノイズ除去のための平滑化フィ
ルタなど）を施す。その後，距離画像内でセンサに最接
近している点を探索して外乱候補の一つとする。外乱候
補を複数抽出するため，先ほど探索した点から所定の半
径rの円範囲を距離画像内の探索範囲から除去する。こ
の後，再度最接近点を探索する。これらの操作を所定の
回数繰り返して外乱候補点を抽出する。また，測定した
全てのフレームに対して実施する。
　つぎに，外乱候補点の時間的関連付けを行う。外乱候
補点の関連づけの例を図 6 に示す。ある時間nにおける
一つの外乱候補点p1（n）に対して，直前フレームの外乱
候補点からの距離を総当りで計算する。ここで，移動距
離が最短となる点を直前フレームでの同一点として時間
的に関連付ける。図 6 では，直前フレームn-1の外乱候
補点はp1（n-1），p2（n-1），p3（n-1）の 3 点で，その移動
距離はa1，a2，a3と表される。また，a1>a2>a3の関係
があるとする。この時，移動距離が最短となるのはa3

図 4  物体の位置変化
Fig. 4  Image of object position change

図 3  物体の位置検出
Fig. 3  Detection of object position

図 2  実験機器の配置
Fig. 2  Equipment layout for experiment

図 5  外乱除去フィルタのフローチャート
Fig. 5  Flowchart of disturbance rejection filter
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のため，外乱候補点p1（n）の直前フレームでの同一点は 
p3（n-1）と時間的に関連付ける。
　上記のように外乱候補点の時間的関連付けを行った後
は，速度，角度，加速度を特徴量として計算して外乱で
あるかを判定する。図 7 のように外乱候補点が位置して
おり，各フレームの候補点がq（n），q（n-1），q（n-2）と
時間的に関連付けられている場合，速度ベクトルvは式

（ 1 ），式（ 2 ）で計算できる。
　　v（n）＝（q（n）-q（n-1））/Δt …………………………（ 1 ）
　　v（n-1）＝（q（n-1）-q（n-2））/Δt ……………………（ 2 ）
　ここで，Δtはフレーム間の時間である。
　続いて，フレーム間の速度ベクトルの角度θを式（ 3 ）
で計算する。
　　θ（n）＝∠（v（n）, v（n-1）） …………………………（ 3 ）
　さらに，加速度ベクトルaを式（ 4 ）で計算する。
　　a（n）＝（v（n）-v（n-1））/Δt …………………………（ 4 ）
　（ 1 ）～（ 4 ）式までをそれぞれ計算した結果が，どれ
か一つでも設定した閾値を上回った場合には外乱と判定
する。なお，速度ベクトルや加速度ベクトルは絶対値で
判定を行う。
　以上に述べた外乱除去フィルタにより外乱と判定され
た点は，距離画像上の距離計測から除外して誤検出を防
止する。

4 ．外乱除去フィルタの効果検証

　 2 章で行った試験結果から最接近点を抽出する際に，

3 章で述べた外乱除去フィルタを適用し，外乱を除去し
た結果を図 8 に示す。ここでは，外乱候補の探索範囲除
外半径はr＝150 mm，外乱候補の抽出回数は10回，外
乱と判定する閾値は速度が 5 m/s，加速度が 3 m/s2，角
度が90°と設定した。フレーム間の時間は50 msである。
なお，各閾値の設定については，速度は標準サイズ（直
径 2 mm）の雨滴の落下速度約6.5 m/sを 4 ），加速度は虫

（ハエ）の加速度の測定最低値の約4.8 m/s2を5 ）参考に，
これらよりも低い値として設定した。角度に関しては適
切なデータがなかったため，仮決めした数値である。
　物体の位置検出結果は，物体を前後に 2 往復動かした
動作がはっきりと分かるグラフとなっており，外乱の影
響を除去し，検出対象の位置検出ができていることがわ
かる。

むすび＝センサをショベルに取り付けて屋外環境で周囲
情報取得に利用する場合に，外乱となる雨，雪などの影
響を除去するためのフィルタを開発した。フィルタは，
測定フレーム間の外乱候補点の速度，加速度，角度から
外乱を判定して除去する構成となっており，降雨時でも
物体位置が検出できることを確認した。今後，センサに
よる周囲の距離情報取得に本手法を利用することで，シ
ョベルの新機能開発を進めていく。
　
参　考　文　献
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図 6  外乱候補点の関連付け
Fig. 6  Association of disturbance candidate points

図 7  外乱候補点の位置
Fig. 7  Position of disturbance candidate points

図 8  フィルタリングした物体位置検出
Fig. 8  Detection of object position through disturbance rejection 

filter
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まえがき＝従来，日欧米が主体だったショベル事業は
2008年を境に新興国の需要が増えグローバル化し始めた

（図 1 ）。コベルコ建機㈱（以下，当社という）の生産も
2009年から海外の生産台数が日本の生産台数を上回った

（図 2 ）。この時期から，今後の日本の生産は 1 万台前後
で推移すると想定し，グローバル化したエリアへ新工場
を建設し地産地消の生産を進めてきた。
　さらに，商品開発とものづくりをグローバルに行う体
制の構築が必要と考え，2012年にグローバルエンジニア
リングセンター（以下，GECという）を設立した。
GECは，全世界の拠点に横串を通し，全体最適化を行
う組織である。商品開発，ものづくり，およびサプライ
チェーンの司令塔として，開発初期段階から工場量産立
ち上げまでの全開発プロセスを受け持つ役割を担う

（図 3 ）。
　また，2012年12月にはCNH Global N.V.とのグローバ
ルアライアンスを解消した。このため，欧米などのエリ
アへ独自で事業展開するにあたり，各エリア仕様のショ

ベルを早期に品ぞろえすることが必要となった。
　こうした状況のなか当社は，2013年～2015年の中期計
画で次の目標を掲げた。
　（ 1 ）開発モデル数の倍増
　（ 2 ）最大市場への新モデルの先行導入
　（ 3 ）高付加価値メニューの内作化推進
　限られたマンパワーでこれらのハードルの高い目標を
実現するためには，開発の量と質をバランス良く向上さ
せることが必要と考え，準備として開発プロセス変革の

開発プロセス変革：リードタイム半減に向けた取り組み
Revolution of Development Process: Approach for Halving Lead Time

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. established a new organization to meet the globalization of 
the market. The role of this organization is to take care of all development processes, from the primary 
step of development to the beginning of mass production at all of its factories. Much higher quality and 
a greater output were required to achieve this role with limited manpower, so the company has made 
studious efforts to transform the development process and has made progress in this innovation by 
adopting three methods, i.e., "front loading", "concurrent engineering" and a "testing process," with the 
aim of reducing the amount of reworking that occurred in the conventional process. These efforts have 
resulted in a development lead time that is 40% to 50% shorter than that of the conventional processes. 
This paper introduces examples of specific activities such as the application of 3D CAD, the prior 
inspection system for the production process and the development of a bench test facility. 
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図 1  重機ショベル総需の変化
Fig. 1  Transition of global aggregate demand of excavator

図 3  グローバルエンジニアリングセンター
Fig. 3  Global engineering center

図 2  コベルコ建機の拠点別生産台数の変化
Fig. 2  Transition of the production at each production base of 

Kobelco Construction Machinery Co., Ltd
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さまざまな取り組みを開始した。本稿では，開発プロセ
スの新しい取り組み事例を紹介する。

1 . 開発プロセス変革の概要

　従来の開発プロセスでは，基本計画，詳細設計，試作
組立，試験，生産準備，先行量産，量産の各工程におい
て，手戻りによる設計変更が繰り返し発生し，開発リー
ドタイム（以下，LTという）短縮の大きな壁となって
いた。この手戻りの撲滅を狙い，フロントローディング，
コンカレントエンジニアリング，および試験プロセス変
革の三つの切り口で開発プロセス変革の取り組みを進め
た（図 4 ）。
1. 1　フロントローディング
1. 1. 1　 3 次元CAD活用
　当社は2000年から 3 次元CADの導入を開始し，2011
年には全ての機種／仕様で 3 次元設計を実現した。3 次
元CADの機能を生かし，部品同士の干渉確認のほか，
油圧ホースや溶接ビードなど図面では分かり難い部分の
確認精度が大幅に向上した。また，重量や重心位置の算
出など従来膨大な時間を要した計算作業が瞬時に正確に
でき，設計スピードも格段に向上した。さらに，複雑な
形状や曲面形状を駆使した高度な設計作業が可能とな
り，商品力の高いショベルの開発も可能となった。
　また，CADで作成した 3 次元モデルを中心とした業
務の仕組みを構築することにより，モデルの持つ情報を
後工程でも永続的に活用できる環境も整えた（図 5 ）。
すなわち， 3 次元モデルをメンテナンスすることによっ
て図面や部品構成情報が自動生成され，後工程のスピー
ドが格段に速くなった。また，この仕組みによって流用
設計も容易になり，設計工数短縮にもつながった。
1. 1. 2 デザインレビュー
　デザインレビューでは，視覚的に分かりやすい 3 次元

形状を大きなスクリーンやモニタ画面に映しながら議論
できる環境を整えた（図 6 ）。全員がリアルな形状を見
て議論できるためデザインレビューの質が上がり，設計
品質の向上や課題解決のスピードアップにつながった。
現在もこのようなエリアが多数確保され，質の高いデザ
インレビューが日々実施されている。
1. 1. 3　解析技術
　 3 次元モデルを活用した独自の解析技術も数多く確立
した。3 次元データをそのまま解析データとして活用で
きるため，机上検証作業が手軽に短時間で繰り返しでき
設計品質が向上した。なかでも，運転席保護構造を対象
とした強度解析手法の確立（図 7 ）は大きな成果が出た
取り組みの一つである。従来は試作品を製作して実際に
破壊試験を繰り返していたが，汎用の解析ソフトをベー
スに拘束条件や材料物性を合わせ込むことによって破壊
状態をほぼ再現できる解析技術を確立した。これによ
り，運転席の開発における実試験回数が 1 / 3 に削減，
開発費用や開発LTは半減した。
　ほかにも，さまざまな部品を対象とした独自の解析技
術を確立し，開発初期の設計仕上がり度を高めることに
よって試作機組立や試験での手戻りを大幅に削減した

（図 8 ）。
1. 2　コンカレントエンジニアリング
　従来は，量産出図後に生産準備を開始していたため，
設備改造などに必要な期間を生産準備LTとして確保し
ていた。また，初めてラインを流す先行量産時にライン
生産に関わる問題が発見されるなどの大きな手戻りも発
生していた（図 9 ）。そこで今回，開発の基本計画段階
から生産準備に取り掛かるコンカレントエンジニアリン

図 5  3 次元CADの有効活用
Fig. 5  Effective utilization of 3 D CAD

図 4  開発プロセス変革前の状況
Fig. 4  Status before revolution of development process

図 7  3 Dモデルによる解析技術
Fig. 7  Analysis technology by 3 D models

図 6  デザインレビューの進化
Fig. 6  Advance in design review
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グに取り組んだ。
1. 2. 1　ものづくり要件
　まず，各ライン設備の制約（許容重量や許容寸法な
ど），作業者が使用する基本工具，および現行機種での
潜在的な課題を「ものづくり要件」として開発着手時に
整理し，設計者へ正式にインプットした。同様に，調達
部の調達戦略（サプライヤ競合環境構築など）を考慮し
た「調達要件」，および品質保証部から潜在不具合など
の現場情報を整理した「品証要件」をインプットした。
設計者は，この要件を最初から考慮して基本計画や詳細
設計を行う取り組みを実施した。
1. 2. 2　仮想試作検証
　つぎに， 3 次元データをそのまま用いて，生産部門の
担当者が仮想空間内で製品を組み立てる「仮想組立検証」
を導入した（図10）。組み立ての様子が現物と同様に見
え，生産面の課題がしっかり抽出できる。さらに設計者
は，この検証結果も踏まえて詳細設計を進める。
　この「仮想組立検証」と上述の「ものづくり要件」を
開発プロセスの必須ゲートに設定し，試作組立や先行量
産時に判明する手戻りの削減につなげた。
　また，「仮想組立検証」は実際に組立現場で働いてい
た作業者がCADを操作しながら進めることから，これ
まで暗黙知だった組立ノウハウが検証確認項目という形
で形式知化できる。さらに，その検証確認項目を「もの
づくり要件」に加えることにより，今後は，設計者自身
が形式知化できた組立ノウハウを考慮して設計できるよ
うになる。また生産部門の担当者は，さらに生産性を高
めるための詳細検証に注力することができると考えてい
る。

1. 2. 3　作業手順書
　三つ目の取り組みとして，従来，量産出図後に作成し
ていた「作業手順書」を「仮想組立検証」時点である程
度作成し，それを試作組立で検証することによって手順
書の精度を高めるプロセスも導入した。その結果，量産
出図とほぼ同時に精度の高い手順書を発行でき，生産準
備の工数やLT短縮につながった。
　これらコンカレントエンジニアリングの取り組みによ
り，重機ショベルの最新開発機では先行量産時の手戻り
件数が前モデル比で 1 / 3 減少し，大きな成果を出した。
1. 3　試験プロセス変革
　試験プロセスは，試作機を用いてショベルの各種性能
や耐久評価を行うプロセスであり，開発プロセスのなか
でも多くの時間を要する。従来は 2 ～ 3 台の試作機で多
くの試験を実施していたため，手戻りが発生すると後の
試験に大きな影響が出ていた（図11）。今回は，試作機
の完成度向上と要素評価への移行により，試験プロセス
の工数削減やLT短縮に取り組んだ。
1. 3. 1　試作機の完成度向上
　ショベルは大きな音と振動を発するため実機を用いた
試験場所が限られる。従来，問題発生時には設計者が遠
く離れた試験場へ出向いて対応していたため，大変非効
率であるうえに後工程の試験に大きな影響を与えてい
た。そこで，試作組立場の併設施設として，基本性能を
評 価 で き る 試 験 場「EVaSCA（Engineering Validity 
Self-Check Area）」をGEC設立時に建設した。試作機
の組立後すぐに基本性能を評価し，早期に完成度を高め
ることができる。また，「EVaSCA」評価が合格するま
で本格試験に移行しないゲートも設けた。この結果，本
格試験工程の乱れがなくなりスムーズに試験が進むよう
になった。
1. 3. 2　要素評価への移行
　㈱神戸製鋼所技術開発本部の協力のもと，従来は試作

図 9  開発と生産準備のコンカレント化
Fig. 9  Concurrent engineering of development and preparation of 

production

図 8  解析技術の向上
Fig. 8  Improvement of analysis technology

図11  従来の試験プロセス
Fig.11  Conventional examination processes

図10  仮想組立検証の導入
Fig.10  Introduction of verification system for virtual assembling
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機に依存していた性能評価をベンチ設備で評価する手法
を開発してきた。以下にいくつか事例を紹介する。
　①操作性HILS（Hardware In the Loop Simulation）

　従来，試作機で造り込んでいたショベルの操作性
をシミュレーションで作り込む技術である。各コン
ポーネントをベンチ設備上で組も合わせ，システム
全体としてのマッチング評価を可能にした（図12
左）。試作機で生じるばらつきがベンチ化によって
排除でき，高い再現性で定量的な評価が可能とな
る。試作機を造る前に制御システムを開発し，基本
ロジック評価まで完了できるため，試作機では細か
いチューニングのみとなった。

　②ハイブリッドHILS 1 ）

　当社独自のハイブリッドシステムの開発にも
HILS技術を活用した（図12右）。これにより，ハイ
ブリッド固有部品の評価技術を獲得するとともに，
実働負荷条件での検証を効率的に進めることができ
た。この技術は将来，アクチュエータの電動化にも
活用できると考える。

　③動力HILS
　実機負荷を想定したエンジンの評価技術である。
エンジンのさまざまな挙動の評価が試作機を使用せ
ずに可能となった。また，燃費性能の事前検証も可
能となり，当社ショベルの特長でもある高燃費性能
を支える燃費技術の向上にも貢献した。

　このように，「EVaSCA」評価のプロセスや要素評価
技術の導入により，完成度の高い試作機によって本格試
験を行うことができるようになった。さらに，要素評価
も並行して進められるため，重機ショベルの最新開発機
では試験期間が半減した。
1. 4　プロセスゲート管理
　プロセスゲート管理の仕組みも構築した。開発プロセ
スの各工程において厳格なゲートを設け，各ゲートの審
査項目や主管部署を明確にしたプロジェクト管理表を作
成した。このプロジェクト管理表を運用することによっ
て中途半端な状態で次工程に進むことがなくなり，後工
程での大きな手戻りを防ぐことができるようになると考
える。

2 ．開発プロセス変革の効果

　このように，さまざまな工程でのプロセス変革を行
い，従来の開発LTよりも短く，かつ，限られた開発要

員で大きなアウトプットを出すことが可能となるプロセ
スを構築できた。
　以下に具体的な効果の事例を紹介する。
　①開発LT短縮
　　　従来プロセス比で 4 ～ 5 割の短縮を実現できた。
　　・重機ショベル最新モデル：－50％
　　・ミニショベル最新モデル：－39％
　②製品仕様数の増加

　お客様が真に望む商品をタイムリーに供給可能と
なった。

　　・年間平均仕様数（2013～2015年）：2010～2012年
比で約1.7倍

　③戦略的な先行要素開発
　次世代の商品開発や要素技術獲得が継続的に実施
できるようになってきた。

　　・ハイブリッドショベル 2 ）　　：2016年上市済
　　・内製走行モータ搭載ショベル：2016年上市済
　④部門間ネットワーク強化

　今回の活動を通じ，部門間や工場間の垣根を越え
たネットワークが強化された。

3 ．今後の取り組み

　開発プロセス変革のさらなる進化として，今後はより
開発工数削減に着目し，解析技術や要素評価技術などの
精度の向上，設計ナビ，および設計コネクトという新た
な仕組みを構築すると同時に，さらなる 3 次元ツールの
活用を進めていく。
　また，生産プロセスの変革では，今回取り組んだ仮想
組立検証の深化として新規の生産ライン計画に 3 次元検
証を導入していく。組立性評価はもちろん，工程間のつ
ながりや人の動線，さらには安全にも着目した検討を目
指す。事前に精度の高い確認を行い，いわゆる「改善」
が織り込まれた形で生産性の高いラインを立ち上げるこ
とができると考える。

むすび＝近年，IoTやビッグデータ，AIが製造業に大
きな変化をもたらし，ものやサービスが大きく変化する
と言われており，当社が今回取り組んだプロセス変革
は，設計開発における高付加価値化や期間短縮の取り組
みになっている。
　引き続き，開発プロセスの変革はさらなる進化を目指
し，さらに，もの

4 4

の生産性向上を目指した生産プロセス
の変革にも取り組んでいきたいと考えている。さらに，
IT機能を搭載したショベルやIoTを活用した新しいビ
ジネスモデルの構築にチャレンジしていく所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 佐伯誠司. 建設機械施工. 2017, Vol.69, No.1, p.35-38.
2 ） 佐伯誠司ほか. 建設施工と建設機械シンポジウム 論文集・梗

概集. 2016, p.167-168.

図12  HILS（Hardware In the Loop Simulation）
Fig.12  HILS（Hardware In the Loop Simulation）
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まえがき＝建設機械などのオフロードディーゼルエンジ
ンの排出ガス規制は，1996年の米国連邦環境保護局

（EPA），欧州連合（EU），1997年の日本の第一次基準
排出ガス対策型建設機械指定制度により，日欧米で実施
された。その後，日本では，特定特殊自動車排出ガスの
規制に関する法律が2006年（ 3 次規制）より施行され，
2011年（3.5次規制），2014年（ 4 次規制）と規制が強化
されてきた。いっぽう，北米ではTier3，Tier4-interim，
Tier4-final，欧州ではStage3A，Stage3B，Stage4と日
本とほぼ同様の規制値で同時期に強化されてきた。この
規制強化に合わせて，コベルコ建機では油圧ショベル，
クローラクレーンともに新機種の開発を行ってきた。本
稿では，近年，建設機械に用いられてきたディーゼルエ

ンジンの排出ガス低減技術と，油圧ショベル，クローラ
クレーンの機械側での対応技術について紹介する。

1 . 各国のオフロードディーゼルエンジンの排出
ガス規制値

　 2 次規制以降の日欧米における排出ガス規制値の代表
である窒素酸化物（以下，NOxという）と粒子状物質（以
下，PMという）の規制値の推移を図 1 に示す。日欧米
で多少の差異はあるが，ほぼ同じように規制を強化して
きた。一例として，20 tクラスのショベルの出力帯であ
る75-130 kWでの規制値の推移を図 2 に示す。4 次規制
ではNOx，PMともそれぞれ規制値が 2 次規制時の
1 /15以下となっており，大幅に強化されていることが

排出ガス規制に伴うショベル，クレーンの開発
Development of Hydraulic Excavators and Cranes Meeting New Exhaust 
Emission Regulations

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（解説）

The exhaust emission regulations on off-road diesel engines of construction machinery began in North 
America and Europe in 1996, and in Japan in 1997. The Japanese regulations were strengthened 
in 2006, 2011 and 2014. The reductions of nitrogen oxide (NOx) and particulate matter (PM), the 
representative substances subject to the exhaust emission regulations, are in a trade-off relationship. 
The 2006 regulations were met by the improvement of engine and controls, such as electronic 
governors, common rails and exhaust gas recirculation (EGR); however, in 2011 and thereafter, the 
regulations have required exhaust emission post-treatment devices, such as diesel particulate filter (DPF) 
and urea selective catalytic reduction (SCR) system. This paper introduces the recent technologies for 
reducing exhaust emissions from diesel engines used for construction machinery, and the mechanics of 
hydraulic excavators and crawler cranes responding to the modified engines.

岡　秀和＊1

Hidekazu	OKA

＊ 1  コベルコ建機㈱　グローバルエンジニアリングセンター　開発本部　要素開発部（現 ショベル開発部）

図 1  日欧米の排出ガス規制
Fig. 1  Exhaust emission regulations of Japan, USA and Europe
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分かる。
　 2 次規制以降の油圧ショベルと主な排出ガス低減技術
を表 1 に示す。2 次， 3 次規制ではエンジンの改良で対
応できていたが，3.5次以降は後処理装置を用いて，排
出ガス低減を行っている。排出ガス規制の代表値である
NOxとPMの低減はトレードオフの関係にある。NOxは
燃焼室内で空気中の窒素（N2）と酸素（O2）が化合物
となるもので，燃焼温度が高いほど排出量が大きくな
る。いっぽう，PMの主成分であるススは，燃焼温度が
高くなるとスス自身が燃えて発生が低減される。当初
は，エンジン本体側の機器や制御によって，トレードオ
フの関係のバランスをとりながら規制物質の低減を図っ
てきた。しかし，規制の強化に従いエンジン本体側の改
良だけではクリアすることができなくなり，排出後のガ
スを直接処理するための後処理装置が追加されることに
なった。次章にて 3 次排出ガス規制以降の主な排出ガス
低減技術を説明する。

2 ．排出ガス低減技術

2. 1　コモンレール（Common rail）
　ディーゼルの超高圧燃料に対応した電子制御燃料噴射
装置であり，各インジェクタ共通に高圧燃料を蓄えるパ
イプ状のコモンレールを設けている。これにより，高圧
ポンプで 1 サイクルの間に複数回噴射が可能となり，メ

イン噴射の前に極微量の燃料を噴射することで主燃料の
着火遅れが低減できる。また，温度・圧力上昇の大きな
予混合燃焼が抑制されNOx排出量を低減することがで
きる。図 3 にコモンレールの概略を示す。さらに，後述
するDPF再生のためのポスト噴射に利用することがで
きる。
2. 2　EGR （Exhaust Gas Recirculation）
　EGRは，排出ガスの一部を吸気側に戻し，燃焼を緩
慢にすることにより燃焼温度を下げてNOx排出量を低
減させる技術である。通常，建設機械に使用するエンジ
ンはEGRの経路にエンジンの冷却水により，EGRでの
還流ガスを冷却するEGRクーラを設け，高温の還流ガ
スを新気と合流させるクールドEGRが行われる（図 4 ）。
クールドEGRは還流ガスの冷却により密度を高めてよ
り大量のEGRを行い，かつEGR合流後の吸入ガス温度
を低減してより大きなNOx低減効果を得ている。
2. 3　DPF （Diesel Particulate Filter）
　DPFは，エンジンとマフラーの間に装着されて排出
ガス中のPMを捕集するためのフィルタである。DPF
は，多孔質のセラミックスでできたハニカムの端面を交
互に塞いだ形状になっている（図 5 ）。PMはこの細か
い孔を通ることができず，排出ガスは必ず多孔質のセラ
ミックスの壁を通るため， 80～95%のPMを除去するこ
とができる。DPFにはPMが堆積するため，DPFの温
度を上昇させて堆積したPMを燃やして取り除く必要が
ある（DPF再生）。再生を行うためには，メインの燃料
噴射の後に少量の燃料を噴射（ポスト噴射）し，DPF
の前に設置している酸化触媒（DOC）にて排気温度を

図 2  排出ガス（NOx，PM）規制値の変遷（75～＜130 kW）
Fig. 2  Change of exhaust emission regulations (75～＜130 kW)

表 1  油圧ショベルと排出ガス低減技術
Table 1  Hydraulic excavator and exhaust emission reduction 

technology

図 4  クールドEGRシステム 2 ）

Fig. 4  Cooled EGR system

図 3  コモンレールシステム 1 ）

Fig. 3  Common rail system
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上昇させ，DPF内に溜まったPMを燃やして取り除く。
ただし，低負荷・低温状態では触媒が活性化されないた
め，機械側で負荷を掛け，排気温度を上げる必要がある。
とくに，通常使用では負荷が低いクレーンの場合は，油
圧回路内（油圧ポンプとコントロールバルブの間）に負
荷掛けバルブを設置する。これにより，エンジンからの
DPF再生の要求をもとに，油圧にてエンジンに対して
負荷を掛けて，排気温度を上げて再生を行う。バルブに
よる負荷掛けによって作業を止めずに再生を行うことが
できる。
2. 4　尿素SCR（Selective Catalytic Reduction）システム
　尿素SCRシステムは，後処理装置内で高温の排出ガ
ス中に尿素水を噴射してアンモニアを生成し，アンモニ
アと排出ガス中のNOxを無害な窒素と水に分解するシ
ステムである。SCRの外観と尿素水によるSCR還元の
概要を図 6 ，建設機械の尿素水システム全体概要を図
7 に示す。尿素水を貯蔵するタンク，圧送するポンプ，
配管，温度・濃度・量を検出する尿素水センサユニット
が必要になる。尿素水は－11℃で凍結し温度が高くなる
と劣化するため，尿素水タンクは高温排気の影響を受け
ず，かつ外気で低温になり過ぎない位置に配置する必要
がある。また，寒冷地においては，凍結した尿素水を解
凍するためのエンジン冷却水による解凍システムが必要
となる。解凍システムと尿素水センサユニットを図 8 に
示す。給水部，センサ部の周囲にカバーを取り付けるこ
とで，確実に解凍を早める工夫を行っている。
　最新の北米と欧州の法規には，お客様に排出ガス浄化
が適正でないことを知らしめる要件（インデュースメン
ト）がある。その要件として，尿素水が少なくなったと
き，尿素水の不正使用時，SCR関係の機器故障時など
には，エンジンの出力を段階的に下げる必要がある。機
械側もインデュースメント時にはエンスト防止のため
に，エンジン出力低下に見合ったポンプの減馬力制御を
行う必要がある。

3 ．今後の排出ガス規制動向

3. 1　新興国対応，信頼性向上
　中国では，すでに 3 次規制が実施されており，2020年
頃からは 4 次規制（ただし，規制値は欧州のStage3B相
当）が開始される見込みである。また，インドでは日本

の 4 次規制相当，インドネシアでも日本の 2 次規制相当
の導入が検討されている。このように，日欧米と比較し
て燃料品質や使用環境が劣悪な新興国においても，排出
ガス規制が段階的に実施されていく。燃料を高圧噴射す
るコモンレールは，性状不良の燃料を使用するとインジ
ェクタの目詰まりの原因となる。このため，機械側にて
燃料フィルタを追加し，フィルトレーションを高精度化
している。同様に，吸気系もエアークリーナ前にプレク
リーナを取り付けて，粉塵（ふんじん）に対する信頼性
向上を図っている（図 9 ）。
3. 2　欧州Stage 5 と実機排出ガス計測
　欧州では2019年からStage5が施行される。これまで
のPM，NOxに加えて，排出微粒子の粒子数（Particle 
Number：PN）が規制される（表 2 ）。また，実際の使

図 5  ディーゼル微粒子捕集フィルタ
Fig. 5  Diesel particulate filter (DPF)

図 8  尿素水センサ
Fig. 8  Urea sensor

図 6  SCR還元の概要
Fig. 6  SCR Reduction Mechanism

図 7  SCRシステム
Fig. 7  SCR system
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用環境や経年変化を踏まえたIn Service Monitoring （以
下，ISMという）も実施される。これに対応するために，
車 載 式 排 出 ガ ス 測 定 シ ス テ ム（Portable Emissions 
Measurement System：PEMS）を機械に搭載して，排出
ガスを計測する必要がある。現状では，ISMによる計測
値に規制はなく，NOxなどの排出ガス成分の報告のみが
求められている。

　日米では 5 次規制に関して明確な動きはないが，今
後，同様の規制導入が予測される。日本では，油圧ショ
ベルでの掘削，積み込み，ならし，走行，待機の動作ご
との排出ガス計測が，土木研究所により行われている

（図10）。これによると，NOxなどの排出ガスはエンジ
ン単体での規制値を下回っており，負荷が大きい掘削と
積み込みでNOxの発生量が大きいことが確認されてい
る 3 ）。今後，計測方法の標準化を目的とした活動がさら
に行われる見込みである。将来的には，エンジン単体で
はなく，エンジンを機械に搭載した状態における排出ガ
スの規制が行われる可能性がある。

むすび＝日欧米で強化されてきた排出ガス規制に対応す
る技術を紹介した。大気汚染の深刻化に伴い，今後は電
子化して後処理を追加したエンジンを必要とするエリア
が拡大していく。排出ガス低減には，機械側の対応だけ
でなく適正な燃料，メンテナンスも必要である。そのた
めにも，各国政府，メーカ，サービス，お客様がより一層
環境改善に対する認識を高める必要があると考える。
　
参　考　文　献
1 ） 鈴木孝幸, ディーゼルエンジンの徹底研究,初版, （株）グラン

プリ出版, 2012, p.212.
2 ） 鈴木孝幸, ディーゼルエンジンの徹底研究,初版, （株）グラン

プリ出版, 2012, p.65.
3 ） 藤野健一ほか. 建設機械における温室効果ガス及び排出ガス

の影響強化に関する研究.国立研究開発法人土木研究所 先端
技術チーム.平成27年度プロジェクト研究

 http://www.pwri .go . jp/jpn/results/report/report -
project/2015/pdf/ju-3.pdf, （参照 2017.11.22）.

4 ） 建設機械が各種の動作で排出する温室効果ガスおよび窒素酸
化物の測定.国立研究開発法人土木研究所WEBマガジン
jun.2016.Vol.44 （図10）

 https://www.pwri.go.jp/jpn/about/pr/webmag/wm044/
kenkyu.html, （参照 2017.11.22）.

5 ） 鈴木孝幸, ディーゼルエンジンの徹底研究,初版, （株）グラン
プリ出版, 2012, p.55-89.

図 9   新興国対応の燃料フィルタ，エアークリーナ
Fig. 9  Countermeasure of fuel filter and air cleaner for the emerging 

countries

表 2  StageV排出ガス規制値
Table 2  StageV exhaust emission regulations

図10  実機PEMS計測 4 ）

Fig.10  PEMS measurement on the machine
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まえがき＝コベルコ建機㈱（以下，当社という）の主力
商品である土木用途の標準油圧ショベルは，低燃費性や
静粛性で他社と差別化し，国内で20%前後の高いシェア
を獲得している。いっぽう油圧ショベルは，アタッチメ
ントや足回り，キャブなどを用途に合わせて標準仕様を
ベースに専用設計することにより，土木以外の各種産業
に応用されている。当社はこの応用商品（「環境リサイ
クル建機」と呼んでいる）も標準ショベルと並ぶ重要な
事業の柱として1970年代から取り組んできた。
　最近では主に建物解体，金属リサイクル，産廃処理，
および林業の四つの分野（図 1 ）で差別化した専用機を
継続的に開発し，国内市場で高いシェアを確保してい

る。本稿ではこれら 4 分野を対象とした環境リサイクル
建機商品の特徴について紹介する。

1 ．建物解体分野

　現在，建物解体機のスタンダードとなっている超ロン
グ解体機は，当社の前身である油谷重工㈱が今から約30
年前に世界で初めて開発，商品化したものである（図
2 ）。以来，当社はこの分野のパイオニアとして現場の
ニーズに応えた新しい商品を継続して開発，市場展開し
てきた。
　現在では図 3 に示すように小さいものは 3 トンの木
造家屋解体機（SK30UR-5）から最大では350トンの超大
型解体機（SK3500D）まで幅広くラインアップしており，
国内市場で約40%前後の高いシェアを確保している。今
後も高度成長期に建設された高層建築物やインフラ，発

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

＊ 1  コベルコ建機㈱　グローバルエンジニアリングセンター　開発本部　ショベル開発部

油圧ショベルを応用した商品開発への取り組み
Approach for Developing Products Applying Hydraulic Excavators

（技術資料）

Hydraulic excavators have been widely used in various industries, other than civil engineering, in 
which their attachments, undercarriage, cabs, etc., are designed exclusively for the applications on the 
basis of the standard specifications. Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. continues to develop such 
exclusive machines as important pillars of our business along with standard excavators and maintains 
a high share in the domestic market. Different functions are required in different fields. Specifically, 
in the field of building demolition, attachments are required to be transported in compliance with the 
regulations, and their assembly and disassembly must be done quickly and safely. In the field of metal 
recycling, an abundant variety of attachments and cabs is required to suit the site of operations. In the 
field of industrial waste, measures against dust are necessary; and in the field of forestry, the machines 
must be able to perform on sloping land and protective structures are required for safety in the forest. 
This paper summarizes the main features as well as the differences in the machines we produce for 
use in environmental recycling in these four fields.

山崎隆典＊1

Takanori	YAMASAKI

図 1  油圧ショベルの応用分野
Fig. 1  Application field of hydraulic excavator

図 2  世界初の超ロング解体機：YS1200（1977）
Fig. 2  World's first demolition machine with ultra long attachment: 

YS1200 (1977)
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電所や工場設備などの更新が続くため，安定した需要が
継続すると思われる。
1. 1　NEXTシリーズ
　建物解体機は，解体作業が終わると分解して次の現場
に搬送し，再び組み立てる作業が必ず発生する。このた
め，解体作業性のみならず，分解・組み立て性と搬送性
が非常に重要な要素になっている。また，最近の社会的
なコンプライアンス意識や安全意識の高まりから，過積
載による違法搬送や分解・組み立て時の高所での不安全
な作業が非常に問題視されるようになってきた。
　このような背景を基に開発したのがNEXTシリーズ
である。新しい建物解体機のコンセプトに基づき，従来
の超ロングアタッチメントを根本的に見直すことによっ
て搬送性と分解組立性を大きく改善した。図 4 に
SK400DLCの従来型およびNEXTシリーズの外観を示
す。
1. 1. 1　アタッチメントの搬送性改善
　40 tクラスの従来型では取り外したアタッチメントの
搬送高さは3.3 mと高く，搬送高さを法令の制限内に抑
えるために低床トレーラが必要であった。また，接地面
に対してアームが跳ね上がるうえに配管やシリンダが飛
び出すため安定して搭載できず，搬送には専用のラック
が必要であった。
　NEXTではインターブームを短くし，ブームに対し
てアームの背中が平行かつフラットな形状となるよう設
計した。これによってトラックへの積載性と搬送高さを
大幅に低減した（図 5 ）。また，インターブームに対し
ては，従来 1 本であったジブシリンダを左右 2 本に分
け，アームシリンダを挟んでクロスに配置する独自の構
成とすることによって長さを2.3 mから1.4 mまで短縮で
きた。これによりアタッチメントの高さは 2 m以下に
収まり，一般的な10トントラックでも搬送制限を気にす
ることなく運べるようになった。
　また，アタッチメントは倒れ防止の簡単なスタンドの
みで自立できるため，大がかりなラックは不要となっ
た。
1. 1. 2　アタッチメントの分解組立性改善
　従来型ではアタッチメントは上下 2 箇所のピンで接続

される構造となっていた。またその位置が高いため脚立
などに登って大きなハンマによる打撃作業が必要であっ
たうえに，配管をつなぐなどの不安全な作業が行われて
いた。
　NEXTではブームの接続構造を根本的に見直し，図
6 に示す新方式のフックジョイント方式を採用した。こ
の方式は，上側のピンはブームに取り付けた状態で，フ
ック形状のメインブームをこのピンに引っ掛ける（図中
の①の動き）構造となっている。この構造によって，ブ
ームを上げるだけで上側のピンが支点となって自動的に

図 4  SK400DLC従来型とNEXTの外観
Fig. 4  Appearance of conventional and NEXT type SK400DLC

図 5  NEXTアタッチメントの搬送性
Fig. 5  Transportability of NEXT attachment

図 6  NEXTのブーム接続システム
Fig. 6  Boom joint system for NEXT

図 3  建物解体機のラインアップ
Fig. 3  Lineup for building demolition machine
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下側の穴も合わせられる（図中の②の動き）。下側のピ
ンは左右に二分割にしたため，はめ込む長さが短くなっ
たうえに質量も 1 / 3 以下になり，扱いやすくなった。
また，ピンはピンガイドで保持されているため落下の心
配もなく，ピン穴合わせも確認しやすくなっている。こ
れらの工夫により，従来型に比べてはるかに簡単かつ安
全にピンを脱着できるようになった。
　上記の改善の結果，NEXTでは脱着作業はすべて地
上から安全に行えるようになったうえに，作業者が重い
ピンを持つ必要がなくなり，ハンマや高所作業車，クレ
ーンも不要になった。ほかにも，油圧配管レイアウトの
見直しの効果もあり，従来 2 時間以上かかっていた分解
あるいは組み立て作業は，それぞれわずか30分で可能に
なった。

2 ．金属リサイクル分野

2. 1　自動車解体
　当社は自動車解体分野でも世界に先駆けて機械化に取
り組んできた。お客様のアイデアを基に専用に設計した
クランプアームと「ニブラー注 1 ）」を取り付けた自動車
解体機（図 7 ）を世界で初めて商品化した。その後30年
以上にわたってノウハウを積み重ねており，国内では常
に60%以上の高いシェアを維持している。
　自動車解体機を使った解体作業は，クランプアームで
車体を押さえつけ，自動車の各部をニブラーで切断，引
きちぎって分解し，同時に素材ごとの選別作業を行う。
最近では，車の隅々に張り巡らされた価値の高いワイヤ
ハーネス（銅線）をより多く回収するための専用形状の
ニブラーも開発し，お客様の細かなニーズに対応してい
る。
　実際の解体作業はオペレータが自動車を目視しながら
運転席近くで行うため，フロントガラスへの解体片の飛
散やニブラー自体の干渉のリスクがある。そこで安全性
を高める配慮として，前者に対しては鋼鉄製格子と高強
度ポリカーボネートの保護ガードを取り付け，飛散して
くる種々の解体片からオペレータを保護している。また
後者に対しては，まずアタッチメントの各部に角度セン
サを取り付けてニブラーの先端位置を把握する。つぎ
に，先端が運転席に接近すると作動速度を自動的に落と
し，干渉する前に停止させる機能を開発した（図 8 ）。
これによって，経験の浅いオペレータでも誤操作によっ
てキャブに干渉させる心配がなくなり，安全に作業がで
きる。
2. 2　スクラップハンドリング
　鉄／非鉄の各種スクラップの処理，流通過程でこれら
を効率的にハンドリングする用途にも油圧ショベルが応
用されている。この用途では，スクラップの圧縮・切断
機への投入，トラックや船への積み込み／積み降ろしな
ど，お客様の作業環境によって多様なニーズがある。こ
れらのニーズに幅広く対応するため，当社ではアタッチ

メントやキャブなどの仕様に豊富なバリエーションを取
りそろえている。図 9 にスクラップハンドリング機の各
種バリエーションを示す。
　鉄スクラップの用途では，マグネットを使った選別と
ハンドリング作業への対応が課題であり，高性能のマグ
ネット装置が要求される。こうしたなか，マグネットシ
ステムは従来，油圧駆動方式の建機専用発電システムを
開発し搭載してきたが，最新モデルではハイブリッドシ
ョベルのエンジン直結型発電電動機とインバータ制御盤
を活用した高効率な新システム「ｅマグ」を開発した（図
10）。「ｅマグ注 2 ）」システムの特徴を以下に示す。
2. 2. 1　生産性
　エンジン直結型発電電動機の採用，および新たに専用

脚注 1 ） ニブラーはコベルコ建機㈱の登録商標（第5757266号）で
ある。

脚注 2 ）eマグ（ ）はコベルコ建機㈱の登録商標
 （第5934495号）である。

図 8  先端アタッチメントのキャブ干渉防止機能
Fig. 8  Prevention function of interference between cab and work 

tool

図 7  自動車解体機
Fig. 7  Car dismantle machine
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開発したインバータ制御盤により，励磁電圧を290 Vか
ら350 Vへ高電圧化し，マグネット出力を従来比約20%
高めた。これにより，マグネットが一度に吸着できるス
クラップ量は，マグネット径φ1,350 mmで990 kgから
1,070 kgに 8 %増加した。また，逆励磁電圧も220 Vか
ら500 Vに高電圧化した。これによって釈放時の荷離れ
性が大幅に改善し，作業サイクルタイムの改善に貢献し
ている。これらの改善の結果，本システムの採用によっ
てトータルでの時間あたりの生産性（作業量）は従来シ
ステムに比べて 7 ～10%向上している。
2. 2. 2　省エネ性
　従来システムでは，エンジンがマグネットに供給する
動力の半分以上を油圧損失として失っていた。これに対
して本システムでは，エンジン出力を直接電気エネルギ
ーに変換することによってエネルギーロスを従来の57%
から14％まで大幅に改善した。また上記構成によってエ
ンジンの負荷も低くなり，省エネ性能が格段に向上し
た。
2. 2. 3　快適性
　これまで騒音発生源となっていた発電電動機駆動用油
圧ポンプや油圧モータを不要にした。これによって耳障
りな油圧音がなくなって静粛性が高まり，オペレータの

快適性が向上した。
2. 2. 4　信頼性
　本システムに搭載する発電電動機は，従来の油圧モー
タ駆動からエンジン直結方式を採用した。従来あった軸
受などの機械系摩耗部品がなくなることでメンテナンス
フリーを実現し，機械の稼働を止めない高い信頼性を確
保した。

3 ．産廃処理分野

　国内における産業廃棄物処理は，最終処分場の不足や
焼却時のダイオキシン問題との関係から分別・リサイク
ルが主体である。このため，産業廃棄物工場においては
廃棄物の前選別やホッパへの投入に油圧ショベルが活躍
している。しかしながら，廃棄物から大量の粉塵が発生
することから，ラジエータの目詰まりによってエンジン
がオーバヒートすることが最大の問題となっていた。
　当社の後方小旋回ショベルは，図11に示す独自の防
塵・防音構造「iNDr®（Integrated Noise & Dust Reduction 
Cooling System）」を搭載し，このような粉塵の多い現
場で大きな効果を上げている。「iNDr」はエンジンルー
ムを密閉式のダクト状に構成し，エンジンルーム手前の
大型フィルタで粉塵をキャッチする。このフィルタはワ

図10  新型マグネットシステム
Fig.10  New type magnet system

図11  独自の防塵・防音構造「iNDr」
Fig.11  Unique noise and dust reduction system

図 9  スクラップハンドリング機のバリエーション
Fig. 9  Variations of scrap handling machines
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ンタッチで脱着できるためメンテナンスが容易にでき，
オーバヒートによるマシンダウンを防止できる。また静
粛性も非常に高く，SK135SR-3で93dB（A）とクラスト
ップの超低騒音で作業環境改善に貢献していている。

4 ．林業分野

　日本は国土の約70％を森林が占め，豊富な森林資源を
有している。ここ数年は低迷していた国産材の需要は海
外輸出の増加やバイオマス発電促進などの影響で大幅に
拡大している 1 ）。さらに，政府の補助金政策 ２ ）にも助
けられ，林業の機械化が急速に進んでいる。
　林業用途の油圧ショベルは，アーム先端に専業メーカ
が供給する種々の林業用作業装置を取り付けて立木の伐
倒，造材やハンドリング作業を効率的に行う。従来人力
で行っていた作業に比べ，作業効率は格段に向上すると
ともに労働災害の低減にも大きく貢献している 3 ） 。
　当社は2012年に林業分野へ本格参入し，林業専用仕様
機を開発・販売している。林業仕様機は山林での作業に
対応するため，性能面では急傾斜地での走行・旋回力向
上や作業装置への油圧供給量を増加させた。いっぽう，
安 全 面 で は 転 倒 時 保 護 構 造（Roll-Over Protective 
Structure Cab）や木材の衝突からオペレータを守る保

護ガード，火災防止のための枯葉進入防止ガードなどを
採用し，作業性と安全性を高めている。その一例として
SK165SR-3F林業仕様機を図12に示す。

むすび＝これまでに紹介した環境リサイクル建機は，国
内市場での実績を足掛かりに徐々に海外市場への展開も
図っている。分野によって状況は異なるが，細かなお客
様ニーズを取り入れて完成度を高めたこれらの建機は，
海外市場でも高く評価されており，今後の拡販が期待さ
れる。
　当社の環境リサイクル建機ビジネスは，今後ともお客
様のニーズに応えた建機を開発し，各種産業分野の省力
化や機械化において社会に貢献して行く所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 林野庁. 平成27年度 森林・林業白書. 第IV章 木材産業と木材

利用. 第 1 節 木材需給の動向. http://www.rinya.maff.go.jp/j/
kikaku/hakusyo/27hakusyo/zenbun.html,（参照2018-03-04）.

2 ） 林野庁.次世代林業基盤づくり交付金.平成28年 6 月21日. http://
www.rinya.maff.go.jp/j/keiei/kouzoukaizen/koufukin.html,

（参照2018-03-04）.
3 ） 林野庁. 林業を支える高性能林業機械. 優良事例の紹介. http://

www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/kikai/,（参照2018-03-04）.

図12  SK165SR-3F 林業仕様機
Fig.12  SK165SR-3F Forestry
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まえがき＝コベルコ建機㈱（以下，当社という）は，
2016年 5 月に国産最大のラチスブームクローラクレー
ン（Lattice Boom Crawler Crane，以下LBCCという）

「SL16000J」（最大つり上げ能力1,000 t）（図 1 ）と
SL16000J のスーパーヘビーリフト（Super Heavy Lift，
以下SHLという）仕様で最大つり上げ能力1,250 tの

「SL16000J-H」（図 2 ）を上市発表した。
　SL16000Jは汎用（はんよう）LBCCと同じ本体シル
エットのスタンダード（以下，STDという）仕様である。
本体に搭載するカウンタウェイトとのバランスでつり上
げ能力が決まり，アタッチメントがブームだけで構成さ

れるクレーン仕様，およびブームの先端にジブが取り付
けられるラッフィングジブ仕様がある（図 3 ）。
　SL16000J-HはSL16000JのSHL仕様である。ブームの
圧縮力を減ずる目的のラチス式のHLマストと，本体の
安定度を高めるために本体の後方にSHLウェイトを追
加したモデルである。アタッチメントはクレーン仕様，
ラッフィングジブ仕様，およびクレーン仕様において先
端を細く軽くして長さを伸ばしたロングブーム仕様の三
つの仕様がある（図 4 ）。今回はこれら二つのモデルの
開発について紹介するとともに，新たに構築した解析技
術について紹介する。

超大型LBCC SL16000J & SL16000J-Hの開発
Development of Super Large LBCC SL16000J & SL16000J-H

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

This paper introduces the features of the super-large lattice boom crawler crane (LBCC), SL16000J & 
SL16000J-H, launched in May 2016, and efforts that have been overcome to develop long attachments 
achieving lifting capacity.
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図 2  SL16000J-H
Fig. 2  SL16000J-H

図 1  SL16000J
Fig. 1  SL16000J
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1 ．大型LBCC

　当社では，最大つり上げ能力300 tを境として，300 t
未満のLBCCを汎用LBCC，300 t以上のLBCCを大型
LBCCと分類している。当社における大型LBCC開発の
歴史を図 5 に示す。
　神戸製鋼所時代（'80～'90年代）に，現在の主流であ
る油圧で動力を伝達するタイプのLBCCを7000シリーズ
として開発した。1984年に450 tつりの7450を上市し，
1989年 に300 tつ り の7300，1991年 に750 tつ り の7800，

1993年に7800のSHL仕様であるSL13000を発売した。神
戸製鋼所から分社化してコベルコ建機となってからは

（2000年前後）大型LBCCの開発をいったん中止した。
　しかしながら，排出ガスや騒音などの環境対策，およ
び輸送条件を最新の国内外規格に適合させたグローバル
次世代大型機としてSLシリーズを新たに開発した。
2007年に7450の後継機としてSL6000を，また2009年に
は7300の後継機としてSL4500を市場に投入した。SL16000J
は7800の後継機であり，SL16000J-HはSL13000の後継機
でSLシリーズ中最大の大型LBCCである。

図 3  スタンダード仕様
Fig. 3  Standard type

図 4  SL16000J-H （SHL仕様）
Fig. 4  SL16000J-H (SHL type)



38 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018）

2 ．SL16000J／SL16000J-Hの開発 1 ）

　SL16000J／SL16000J-H（以下，本機という）の開発
の狙いを以下に記す。
　（ 1 ）国産最大能力のクレーン
　（ 2 ）7800，SL13000の後継機（ 1 台でSTDからSHL

仕様をカバーするクレーン）
　（ 3 ）国内の輸送条件に合致したクレーン
　（ 4 ）組み立てやすいクレーン
　（ 5 ）運転しやすいクレーン
　（ 6 ）環境条件（低騒音，排出ガス規制）を満たした

クレーン
　上記（ 1 ），（ 2 ）のつり上げ能力の達成に関しては 3
章で詳細に述べることとし，本章では（ 3 ）～（ 6 ）の
実施内容を説明する。
2. 1　国内の輸送条件に合致したクレーン
　LBCCの本体は輸送可能な重量になるまで，また長い
アタッチメントは輸送可能な長さになるまで分解して輸
送し，工事現場で組み立てる。分解後の輸送ユニットは，
輸送するトレーラトラックの台数を減らすため，また組
み立ての手間を省くため， 1 ユニットの大きさをできる
だけ大きくしてユニット数を少なくしたい。これまで
は，輸送条件の緩和申請（通行許可申請の受理）が容易
だったこともあり，大きなユニットとする方がお客様に
メリットが大きかった。しかし最近は，道路インフラの
老朽化などから緩和申請が厳しくなってきているため，
ユニットの最大重量を抑える必要が生じてきた。図 6 は
上部本体の輸送ユニットを1991年に発売した7800と本機
とを比較したものである。7800のユニット数は少ない
が，最大ユニットの前部旋回フレームは輸送幅3.5 m，
重量58.1 tもある。いっぽうで本機は，ユニット数は多
いものの最大ユニットのセンタフレームでも輸送幅
3.19 m，質量36 tに抑えている。
2. 2　組み立てやすいクレーン
　重量物をつり上げる本機の各部は大きな作用力を受け
る。このため，輸送ユニットを結合するピンは太く長く
なり，人力では持てない重量となる。そのためピンを支
持するホルダを設け，人が持たなくても良いようにし
た。ピンの抜き挿しも人力ではなく油圧シリンダを使う
ため，ピンの支持ホルダとは別に油圧シリンダ用のホル
ダを取り付けた（図 7 ）。
　これらの結合部は組立後のクレーン性能には何ら寄与
しないうえに，組立作業自体，お客様の本業とは無関係
な作業である。このため，組立・分解が容易で素早く行
えることは，LBCCの評価に大きく影響する。そこで，

競合他社各社も様々な工夫を施している。本機も各ユニ
ットの結合部が合わせやすいよう，複雑な構造のものに
は水平につり上げるための専用つり具（図 8 ）を用意す
るなどの工夫を施した。
2. 3　運転しやすいクレーン
　LBCCはクレーンオペレータが運転室内のレバーによ
り操作する。当社のLBCCは，レバー操作の応答性の良
さ，メンテナンスの容易さから油圧操作バルブを用いて
いる。しかし本機は，分解するユニット数が多いことに
加えて，組み立てた後の本体が大きいため，油圧の直接
操作ではレスポンスが反対に悪くなる。そのため，レバ
ー操作をポテンショメータで電圧に変化させる電気レバ
ーを採用した。電気レバーは油圧と比較し調整が容易で
あることが特徴で，本機ではクレーンオペレータの好み
に合わせた最適な操作速度をタッチパネルで設定できる
ようにした（図 9 ）。この機能はクレーンオペレータか

図 6  上部本体の輸送分割単位の比較
Fig. 6  Comparison of transport parts of upper frame

図 9  操作レバーフィーリング調整
Fig. 9  Adjustment of lever operation sence

図 7  ピンホルダとシリンダ
Fig. 7  Pin holder and cylinder

図 8  専用つり具
Fig. 8  Original exclusive hoisting 

accessory

図 5  大型クローラクレーン開発の歴史
Fig. 5  History of large-sized crawler crane development
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ら高い評価を頂いている。
　操作性以外にもクレーンを運転する際のストレスを軽
減するために，本体の大きさもできるだけコンパクトに
構成した。本機は7800よりつり上げ能力を高めている
が，本体の全幅（左右のクローラの端々の距離）は，
7800の12.8 mから12.5 mに縮小し，本体後部の後端半径
は7800の最大13.8 mから12 mへと短くした（図10）。そ
のため，7800の代替機として使用することに何ら問題は
生じない。
2. 4　マシンダウンを減らす工夫
　安心して使用いただくために，機械を止めない工夫を
種々取り入れた。大型LBCCは一般に，現場への搬入・
搬出が大がかりになるうえに，市場での稼働台数が少な
いため，万一機械が故障して止まってしまう（マシンダ
ウン）ようなことが起こると，代替機の確保が難しく現
場への影響が非常に大きくなる。したがって，万一シス
テムが故障しても必要最低限の機能を保持することが重
要となる。
　本機の最大の特徴が，エンジン，ポンプ，油圧操作バ
ルブなどを含めた動力・制御システムを本体の左右に 1
基ずつ計 2 基配置していることである（図11）。この仕
組みにより，片方のシステムが何らかのトラブルで停止

したとしても，もう片方のシステムだけで機械を動かす
ことができる。
　2.3節で説明した電気操作レバーのポテンショメータ
も 1 本のレバーに同じものを 2 個搭載し，お互いの出力
を比較することで異常を判別できる。また， 1 個が断線
しても他の 1 個で操作を継続できるようにした（図12）。
2. 5　環境条件（低騒音，排出ガス規制）を満たしたク

レーン
　本機のエンジンは，一般的に3.5次規制と呼ばれるオ
フロード法2011年基準に適合した低公害型エンジンで，
稼働による環境への負担を低減している。また，エンジ
ンを 2 基搭載しているが，クレーン作業時に機械から発
する周囲騒音を107 dB以下に抑えて，国土交通省の低
騒音型建設機械の指定を受けている。同時にラジエータ
の排気ルートを工夫して，エンジンによるキャブ内騒音
の低減も図った（図13）。このことでクレーン運転者は
周囲の音を聞き取りやすくなり，より安全な操作が行え
る。

3 ．コベルコ機最大のつり上げ能力の実現に向けて

　本章では，最も重要なつり上げ能力確保のために行っ
た工夫を述べる。
　つり上げ能力の決定要因には，本体やロープ，アタッ
チメント（ブーム，ジブ）の強度やたわみ量がある。強
度に関しては従来どおりの考え方で検証できたが，
SL16000J-Hの開発において大きな課題となったのは，
アタッチメントの横たわみであった。アタッチメントの
横たわみは，旋回開始・停止時の慣性力や風荷重はもち
ろんのこと，組立誤差や地面のわずかな傾きでも影響を
受け，アタッチメント先端では大きな横たわみ量とな
る。アタッチメントの横たわみ量の増大は，旋回操作性
の低下だけでなくつり荷が側方に移動して玉掛け作業者
や周辺器物に接触する危険性を高める。さらに，横たわ
みが限界を超えるとアタッチメントの座屈，倒壊を引き

図10  7800とSL16000Jとの大きさ比較
Fig.10  Comparison of size between 7800 and SL16000J

図13  ラジエータの吸排気の工夫
Fig.13  Intake/exhaust devices for radiator

図12  ポテンショメーター
Fig.12  Pair of poteintiometers

図11  二基一対の動力・制御システム
Fig.11 Power and control system consisting of one pair of twin 

engines
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起こす危険性もある。
　このような事象を発生させないために当社では，全て
の機種と仕様に対して横たわみ量に許容値を設け，その
許容値を守るようつり能力に制限を設けている。しか
し，SL16000J-Hの能力，サイズに対しては従来の考え
方では横たわみ量が許容値を満足しない恐れがあった。
そのため，アタッチメントから本体構造物までを含む全
体をモデル化し（図14），つり荷重と横荷重が負荷され
た場合の大変形有限要素法解析を実施して検証した。
　アタッチメント全体に旋回時の慣性力や風荷重を想定
した横方向の分布荷重を負荷して，横たわみ量とつり荷
重の関係を確認した。その結果，従来機に比べると自立
時のフット傾斜によるつり能力への影響，および横荷重
による横たわみ量が大きく，概算レベルのつり上げ能力
と詳細有限要素モデルでのつり上げ能力の乖離（かいり）
も大きいことが分かった。さらに，各構造物のアタッチ
メント先端の横たわみへの寄与を分析し，本体とアタッ
チメントの各剛性確保に向けた構造案を検証した。
3. 1　本体側補剛構造の検討
　本体のアタッチメント取り付け部（ブームフット）が
横方向に0.1度傾くだけで，最長ブーム長さ95 mの先端
の移動量は約170 mmとなる。ブームとジブを合わせた
アタッチメント先端の横たわみを低減するためには，ア
タッチメントを支えているブームフットの支持剛性が重
要である。また，アタッチメント高さが高くなると横風
の影響も大きくなるため，解析および試験では一層の注
意が必要である。
　いっぽう，SL16000J－Hは国内での輸送性に配慮し
て，本体フレームの幅を3.2 m以下に，センタフレーム
の重量を36 tに抑えている。したがって，ブームフット
の支持剛性を確保するためは，幅を広く取って荷重伝達
部に厚い鋼材を用いるという方法が採れず，より効率よ
く補剛することが必要となる。そこで，SL16000J-Hの
3 Dモデルを用いて図 3 、図 4 に示した様々な仕様に対
して本体剛性の検証を行った。
　図 6 に示したようにSL16000J-Hは，上部本体をセン

タフレーム，前部旋回フレーム，および後部旋回フレー
ムの三つのパーツに分解可能な構造を採用している。ア
タッチメントからの荷重はセンタフレーム前側のブーム
フットブラケットからクレーン本体に伝達される。セン
タフレームに伝えられた荷重は，連結ピンを介して前部
旋回フレームにも伝達され，センタフレームと前部旋回
フレームの両方で支える。ところが，初期構造案では，
センタフレームから前部旋回フレームへ荷重が効果的に
伝達されず，アタッチメントの荷重はブームフットだけ
が受け持ち，センタフレームに大きな変形が生じていた

（図15）。この理由は，センタフレームと前部旋回フレ
ームとの連結ピンの位置が，主として鉛直方向荷重に対
する剛性が必要となるのに対して，ブームフット後方に
やや離れていたことであった。
　そこで，解析によって変形および主応力方向を確認し
ながらセンタフレームと前部旋回フレームの前側連結位
置をブームフットに極力近づけるとともにブームフット
の上方に移動させ，両フレーム間の荷重伝達の改善を行
った。その結果，センタフレーム単体でのたわみを抑え，
アタッチメント支持剛性を初期構造案に対して約20％高
めた。さらに，左右ブームフットブラケットの間に図
16に示す補剛材を追加することにより，左右ブラケッ
ト先端が上下逆方向に変形することによるブームの側方
への倒れを抑制した。また，つり荷重によりブームフッ
トの下方向へたわみを防ぐため，ブームフット直下の底
板の板厚を増加させた（図17）。さらに，センタフレー
ム自身のブームフットから後方連結ピンまでの断面増加

（図18の赤線部）という構造案を採用した。いずれも左

図15  初期構造のブームフット近傍の変形図
Fig.15 Deformation in the vicinity of boom foot at initial frame 

structure

図16  連結位置の最適化とフット間連結部材配置
Fig.16 Optimization of connecting pin position and arrangement of 

boom foots connecting parts
図14  解析モデル（SL16000J-H LF仕様）

Fig.14  Analysis model (SL16000J-H LF)
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右それぞれのブームフットがつり荷重に対して上下方向
に変形するのを抑制することに効果的であり，ブームフ
ット支持剛性の向上に寄与した。
　これらの構造案の採用により，トータルで約30％の剛
性向上を実現し，次節のブーム自体の剛性を確保する構
造案と合わせて当社の横たわみ基準を満たす目処を付け
た。
3. 2　ブーム剛性の改善
　長尺のアタッチメントを装着すると，地盤の傾斜や組
立精度のわずかなばらつきの影響を受けてアタッチメン
ト先端が自重により横方向にたわみを生じる。さらに，
従来機に比べてつり荷重も大きいため，横方向のわずか
な初期たわみであっても結果として大きな横方向モーメ
ントを受けてしまう。その影響を考慮して，本体だけで
なくアタッチメントの剛性にも余裕を持たせる必要があ
る。アタッチメントの剛性を高めるには，パイプ材の直
径や肉厚の増加によって実現できるが，それでは自重が
大きくなってつり上げ能力を下げることになる。
　そこで，つり上げ能力と剛性改善のバランスを解析に
よって検討した結果，クレーン仕様ではブーム付け根付
近で生じる横方向の曲げ変形が支配的となった。これに
対してラッフィングジブ仕様では，ブームやジブの横方
向の曲げ変形よりも，ブームのねじり変形の影響が大き
いことが分かった（図19）。ブームのねじり変形により
ジブフット（ジブの付け根）を中心にジブが横方向に回
転し，結果としてジブ先端が大きく横方向に移動するの
である。すなわち，3.1節で述べた本体剛性の向上は，
クレーン仕様では効果が発揮されるが，ラッフィングジ
ブ仕様ではブームのねじれ変形の影響が大きく本体剛性
向上の効果が発揮されない。
　ラッフィングジブ仕様の横たわみ抑制に対しては，ブ
ームフットの支持剛性の向上からブームのねじり剛性の

向上に焦点を変えて検証を行った。ブームのねじり剛性
を向上する手段としては，ブームの長手方向に通る 4 本
のパイプをジグザグにつなぐラチス部材（図 1 ）のパイ
プ径や肉厚を増す方法と，ブーム断面の寸法（枠寸）を
大きくする方法（図20）が効果的である。しかしなが
らいずれの方法もブームの重量増加を伴う変更となるた
め，注意深く変更しないと自重によるたわみが増加して
思うようなつり能力の改善が図られない可能性がある。
　そこで，ブーム付け根近くの重量増加はつり上げ能力
への影響が少ないことを考慮して，本体と直接連結され
る下部ブームおよび下部ブームに接続する中間ブーム 3
段を補強する（図21）方針を選択した。またその達成

図18  センタフレーム断面増加部の比較
Fig.18  Comparison of cross section of center frame

図17  底板追加補強部
Fig.17  Additional reinforcement plates for lower plate

図19  横荷重によるラッフィング仕様アタッチメントの変形図
Fig.19  Deformation of luffing type attachment by lateral load

図21  下部ブーム補強構造
Fig.21  Reinforced structure of lower boom base

図20  中間ブーム幅の比較
Fig.20  Comparison of insert boom width
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方法として，当初はお客様の輸送性を考慮した輸送幅
3.2 mを維持する（枠寸を変更することなくパイプの外
径や肉厚を増す）案を検討したが，重量増加が大きく，
狙いどおりのねじれ剛性を確保することは困難であっ
た。
　そこで今回は，種々の仕様でのつり能力改善につなが
る枠寸変更を採用した。具体的には，下部ブームに続く
3 段の中間ブームを用いてブームの外形寸法をSHL用
の3,175×3,080 mmから3,475×3,080 mmに幅を拡大した

（図20）。これによってブームのねじり剛性が十分に確保
でき，ラッフィングジブ仕様の場合のブームのねじれ変
形量を抑えることができた。その結果，ジブ先端の移動
量を初期構造案に対して30%低減でき，つり上げ能力達
成に寄与した。
　ブームの違いによるラッフィングジブ仕様のつり上げ
能力の比較を図22に示す。図に示すように，作業半径
によらず全域でつり上げ能力の改善が見られることが分
かる。また，本構造案はもちろんクレーン仕様の横たわ
みの抑制にも効果を発揮する。
　下部ブームも同様に枠寸のサイズアップができれば剛
性を向上できる。しかし今回は，仕様展開の中でウィン
チを下部ブームに搭載するなどの理由から，SHL仕様
とSTD仕様を統一する必要があった。そのため，枠寸

を統一する代わりに，側面のメインパイプに挟まれた空
間にブームフットから箱部材を伸ばし，横方向の曲げ剛
性およびねじり剛性を高めて横曲げ，ねじりの両モーメ
ントに対処した。
　ジブの回転変形の抑制としては，上記のブーム全体の
ねじれ変形抑制案のほかに，上部ブームのジブ支持部周
りの局所剛性の向上も行った。ジブ支持部を構成するブ
ラケットが局所的に変形してジブが横方向に回転するの
を防ぐため，ジブフットの支持ブラケットの構造の最適
化も図った。ブーム先端部になるため，重量増加による
つり上げ能力低下の割合が大きい。このため，解析検討
した中から最も効率の良い補剛策として，図23に示す
ようにブラケット外側に補強板を追加し，内側には補剛
リブを設けてブームとジブの連結部での変形を抑制し
た。

むすび＝個別のお客様の要望に応えるべく，アタッチメ
ント横たわみの検討成果を活用して205 m仕様を2017年
8 月に開発した（図24）。本機は，SHLロングブームに
STDラッフィングジブを取り付けるコンビネーション
によって，当社における最長アタッチメント長さを更新
した。
　これからも，市場とお客様の要求に対して一層の留
意，取り組みを行い，建設業界の一助となりながら多く
の方々に愛される大型LBCCを提供していく所存であ
る。
　
参　考　文　献
1 ） 村田朝彦. クレーン. 2015, 第53巻, 4 号, p.42-49.

図24  205 m仕様のLBCC
Fig.24  LBCC of 205 m specification

図23  上部ブーム補強部材
Fig.23  Stiffener for boom top

図22  ブーム幅の違いによるつり上げ能力と作業半径の関係
（95 mブーム＋70 mジブ）

Fig.22 Relationship between lifting capacity and working radius 
with different boom width (sample: 95 m boom + 70 m jib)
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まえがき＝近年，地球温暖化の原因となるCO 2 をはじ
めとする温室効果ガス，および大気汚染・健康被害をも
たらすNOx（窒素酸化物）などの削減は，エコロジーや
持続可能社会を合言葉とした国際社会全体の課題となっ
ている。
　建設機械の中で最も稼働台数の多い油圧ショベルにお
いても，省エネと環境負荷の軽減は大きな課題となって
おり，近年ではパワーエレクトロニクス技術を活用した
ハイブリッド油圧ショベルが商品化されている。
　本稿では，さらなる燃料消費削減と環境負荷低減を目
的にハイブリッド車（以下，HVという）や電気自動車（以
下，EVという）などで活用が進むリチウムイオンバッ
テリを搭載したハイブリッド油圧ショベルSK200H-10の
概要 1 ）について紹介する。加えて本稿では，SK200H-10
と同じ発電電動機を採用し，これまで油圧ポンプを介し
て行っていた発電システムを一新したマグネット付きス
クラップハンドリング機（以下，マグネット仕様機とい
う）SK210DLC-10についても紹介する。

1 ．油圧ショベルにおける燃料消費量削減の取り組み

　油圧ショベルは，掘削などの高負荷作業とならし
4 4 4

など
の低負荷作業とを短時間で繰り返すため，大きな負荷変
動を受ける。油圧ショベルのエネルギーフローを図 1 に
示す。図 1 には，燃焼エネルギーを100%とした場合の
油圧ショベル各部のエネルギー損失を併せて示した。油
圧ショベルでは最大負荷に対応できる動力をエンジンか
ら供給しているが，各部のエネルギー損失は，エンジン
で約55%，油圧ポンプで約15%，油圧システムで約

20%，機械システムで約 1 %となっており，最終的な有
効出力は燃焼エネルギーの 9 %程度しか利用されていな
い。
　以上の状況を踏まえて，油圧ショベルではこれらのエ
ネルギー損失を削減するために様々な改善が行われてい
る。損失が最も大きいエンジンの燃料燃焼では，コモン
レールシステムなどの燃料噴射高圧化によって燃焼効率
を改善してきた。さらに，排気側ノズルの開度によって
吸入空気量の調整が可能になるよう可変ノズルVGター
ボ（図 2 ）を採用するなど，燃焼効率の改善を行っている。

20t級ハイブリッドショベルSK200H-10の開発
Development of 20-tonne Class Hybrid Excavator, SK200H-10

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

Evolution is continuing in power electronics technology, particularly in the automobile industry, to 
reduce fuel consumption and the environmental burden. This technology was adapted for a hybrid 
hydraulic excavator, SK200H-10 equipped with a lithium-ion battery, as introduced in this paper. 
A continuous engine assist has been realized for the hydraulic excavator by effectively using the 
regenerative energy generated during slewing deceleration, due to the large inertia of its slewing 
body, and by adopting a lithium ion battery with high output and large capacity. As a result, the 
fuel consumption of the excavator has been reduced significantly. The scrap handling machine (with 
magnet), SK210DLC-10, which adopts the same generator motor as SK200H-10 and applies a hydraulic 
excavator with a totally renewed power generation system, which used to be based on a hydraulic 
pump, enjoys a remarkably increased magnetic attraction and considerably reduced fuel consumption, 
thanks to the reduced energy loss during power conversion. 
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図 2  可変ノズルVGターボ
Fig. 2  Variable nozzle VG turbo

図 1  油圧ショベルのエネルギーフロー
Fig. 1  Energy flow of hydroulic excavator
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　エンジンの次に損失の大きい油圧システムにおいて
は，油圧機器および油圧配管における圧損低減や，油圧
ショベルのアタッチメント自重を利用した油圧回生回路

（図 3 ）などによってシステムの効率改善を行っている。
　これらの効率改善は従来の油圧ショベルでも採用され
ている技術である。次章以降ではSK200H-10（図 4 ）に
採用したハイブリッド技術について紹介する。

2 ．ハイブリッドシステムの概要

　図 5 にSK200H-10のハイブリッドシステム構成を示
す。本システムでは，エンジン動力およびエンジンに直
結された発電電動機動力の両方で油圧ポンプを駆動す
る。さらに，機体旋回用のアクチュエータを電動化して
油圧回路と切り離すとともに，旋回減速時の回生エネル
ギーを電気エネルギーに変換することを可能としてい
る。
　コベルコ建機㈱（以下，当社という）では2003年に

SK80H，2009年にはSK200H-9といったハイブリッド油
圧ショベルを発売してきた。SK200H-10では，発電電動
機でエンジンを持続的にアシストすると同時に，大きな
慣性質量をもつショベル旋回体を加減速させるため，高
出力で大容量のリチウムイオンバッテリを初めて採用し
た。また，ハイブリッド化によって環境性能を大幅に向
上させることができた。

3 ．ハイブリッド機器の概要

　SK200H-10に搭載している主要機器（図 6 ）は，車両
寸法やレイアウトを標準の油圧ショベルと共通化を図る
こと，および省エネ性能の追及，作業能力の最大化を図
ることを目的とした。そこですべてを一から開発スター
トし，発電電動機，旋回電動機，およびリチウムイオン
バッテリユニットについては内製化を行った。
　とくに小型高出力化を達成するために，すべての機器
は水冷システムを採用した。さらにリチウムイオンバッ
テリに関しては，厳しい作業環境や自然環境に対応する
ために暖気システム，および電動自動車の規格に準拠し
た保護システムを採用した。以下にその概要を示す。
3. 1　発電電動機
　標準の油圧ショベルと車体幅を共通にするため，エン
ジンと油圧ポンプの間に配列可能な軸方向寸法（全長）
約140 mmの扁平（へんぺい）タイプの水冷式発電電動
機を新規に開発した。また，三相交流同期形永久磁石式
を採用し，燃費削減に効果的なエンジンアシストを可能
にした。さらに，大容量リチウムイオンバッテリへの充
電および旋回電動機の加速に必要な高い発電能力を有し

図 4  SK200H-10の外観
Fig. 4  Overview of SK200H-10

図 3  油圧回生回路
Fig. 3  Hydroulic regenerative circuit

図 6  主要ハイブリッド機器の外観図
Fig. 6  Overview of main hybrid device

図 5  ハイブリッドシステム構成
Fig. 5  Constitution of hybrid system



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018） 45

ている。
3. 2　旋回電動機
　従来の油圧モータに比肩する搭載性を確保し，標準油
圧ショベルと同等の機体旋回性能を実現するために，水
冷式の旋回電動機を新規に開発した。三相交流同期形永
久磁石式を採用し，旋回減速機へ直結するために縦型高
速モータとした。これにより，旋回減速時に生じるエネ
ルギーを効率よく回生し，また滑らかで力強い旋回加速
特性を実現させた。
3. 3　インバータユニット
　機体搭載性を確保するため，旋回電動機インバータと
発電電動機インバータの一体構成を図り，水冷方式の小
型インバータユニットを新規に開発した。油圧機器やエ
ンジンを制御するコントローラと連動して，発電電動機
と旋回電動機の制御およびリチウムイオンバッテリの充
放電制御からなるハイブリッドシステム全体の制御を行
って，大幅な燃料消費量の削減を実現させた。
3. 4　リチウムイオンバッテリユニット
　リチウムイオンバッテリは作動温度範囲に制限がある
ため，冷却機能と暖機機能を兼ね備えた保護ケースに内
装している。国際連合危険物輸送勧告への対応はもちろ
ん，リチウムイオンバッテリの直接および間接的な感電
防止策として，漏電検出によって自動で電力を遮断する
機能のほか，手動で電力を遮断するスイッチを有してお
り，HV／EVレベルの信頼性を確保している。

4 ．SK200H-10の特徴

4. 1　省エネ効果と作業量
　SK200H-10では高出力・大容量のリチウムイオンバッ
テリを採用している。これによって発電電動機のエンジ
ンアシストや旋回減速時の回生エネルギーの有効利用を
図ることができ，大幅な燃費低減と作業量アップを達成
している。図 7 に掘削・積み込み作業時における燃費

（ 1 時間あたりの燃料消費量）の計測結果を示す。
SK200H-10では，従来の油圧ショベルに対して燃料消費
量が17%低下しており，またSK200H-9に対しても燃料
消費量が12%低い結果が得られている。図 8 に従来ハイ
ブリッド機との作業量（ 1 時間あたりに運搬した土砂の
量）比較結果を示す。図 8 では作業モードごとの差異を
示しており，すべてのモードにおいて 7 ～10%作業量が
増加している。作業量の増加は以下に述べる作業性能の
向上が寄与している。なお，本計測は当社の社内基準に
基づいて計測した結果であり，作業モードは重作業モー
ド（H-mode），通常作業モード（S-mode），および省エ
ネモード（Eco-mode）としている。
4. 2　作業性能の向上
　当社ハイブリッドシステムでは，大きな慣性質量の旋
回体を旋回駆動するアクチュエータを完全電動化し，油
圧回路と切り離すことによってアタッチメントや走行と
の複合操作時における油圧干渉をなくしている。さら
に，SK200H-10では大容量リチウムイオンバッテリの採
用と旋回電動機の組み合わせによって，旋回の加速エネ
ルギーを大幅にアップさせ，従来に比較してスムーズで

力強い複合操作性能を実現させている。
　SK200H-10の作業性能向上は，国内の土木造成作業の
みならず，回転チルトバケット（図 9 ）を多用する欧州
エリアや，大型バケットによる作業量を重視する北米エ
リアなど，多様な作業種別およびエリア特性に対応して
いる。このため，市場稼働機においてはお客様より非常
に高い評価が得られている。

5 ．SK210DLC-10への展開

5. 1　新型マグネット仕様機
　油圧ショベルを応用したマグネット付きスクラップハ
ンドリング機（マグネット仕様機）にもSK200H-10と同
じ発電電動機を採用し，これまで油圧ポンプを介して行
っていた発電システムを一新した。図10に新型マグネ
ット仕様機のシステム構成図，図11にその外観を示す。
5. 2　吸着量のアップと省エネ効果
　電力変換時のエネルギーロスを低減したことにより，
マグネット吸着量を大幅にアップさせ，さらに燃料消費
量も大幅に低減させた。図12に示したように，電力変

図 7  同一作業量での燃費比較
Fig. 7  Comparison of fuel consumption under same workload

図 8  従来ハイブリッド機との作業量比較
Fig. 8  Comparison of work amount between current and newly 

developed hybrid machine

図 9  チルトバケットを搭載したSK200H-10の外観
Fig. 9  Overview of SK200H-10 installed tilt backet
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6 . ITデータの活用

　近年，油圧ショベルをはじめとする建設機械では通信
機器の搭載とITデータの活用が進んでいる。SK200H-10
およびSK210DLC-10においても，油圧システムやエン
ジンの稼働状態に加え，ハイブリッドシステムやマグネ
ット発電制御システムについても，電動機出力やシステ
ム電圧，主要機器温度など，電動機やインバータ，リチ
ウムイオンバッテリの稼働状態をきめ細かく監視する機
能を搭載している。さらに，こうした機械側の監視デー
タをクラウドサーバにて統計処理し，異常の予兆を検知
することによって予防保全とメンテナンスサービスを充
実させている（図15）。
　また，日々の燃費や作業量などの稼働情報をお客様へ
提供しており，機械の運行管理や稼働計画に活用いただ
いている。

換効率は57％から14％に改善されている。これは，これ
まで油圧ポンプを介して行っていた発電システムを，エ
ンジンと油圧ポンプとの間に直列に配した発電電動機を
用いたシステムに変更したことによる効果である。図
13は，当社社内基準に基づいて計測した作業量燃費（運
搬した土砂 1 ｔあたりの燃料消費量）結果の比較を示す。
作業モードごとの差異を示しており，すべてのモードに
おいて作業量燃費が14～19%改善している。これは，電
力変換効率の改善のみならずマグネットの吸着量向上が
寄与している。
5. 3　視界性とメンテナンス性の改善
　システムのシンプル化と併せて，従来は機体右前にあ
った制御盤をガード内に収納することによって機体右前
のレイアウトをスッキリさせた。これにより，操作オペ
レータからの視界性とメンテナンス時の機体上面へのア
クセス性を大きく改善させることができた（図14）。

図10  新型マグネット仕様機のシステム構成
Fig.10  System constitution of scrap handling machine with new type magnet

図14  機体右前外観の比較
Fig.14 Comparison of overview of right front between current and 

newly developed machine

図13  作業量燃費（L/t）比較
Fig.13  Comparison of working amount fuel consumption

図12  電力変換効率
Fig.12  Power conversion efficiency

図11  新型マグネット仕様機の外観
Fig.11  Overview of scrap handling machine with new type magnet
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むすび＝本稿では，油圧ショベルのCO 2 削減および燃
費低減への取り組みの一例として，リチウムイオンバッ
テリを搭載したSK200H-10および発電システムを一新さ
せたSH210DLC-10について紹介した。
　ハイブリッドショベルでは，旋回体の大きな慣性質量
が旋回減速する時に発生する回生エネルギーの有効利用
を実現した。さらに，高出力・大容量のリチウムイオン
バッテリを採用することによって持続的なエンジンアシ
ストを可能とし，大幅な燃料消費量削減を達成させた。
　マグネット仕様機では，電力変換時のエネルギーロス

を低減したことによってマグネット吸着量を大幅にアッ
プさせ，さらに燃料消費量も大幅に低減させた。
　今後も自動車業界に先導され，ゼロエミッションに向
けた新技術の開発が加速して行くものと推測している。
油圧ショベルに代表される建設機械においても，これら
の技術をいち早く導入し，さらなる燃費低減や環境負荷
の低減につなげて行く所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 佐伯誠司. 建設機械施工. 2017, Vol.69, No.1, p.35-38.

図15  ITデータを活用した状態観察機能
Fig.15  State observation function using measuring data by IT
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まえがき＝船舶による海上輸送はコストやエネルギー効
率に優れていることから，国内において重要な輸送手段
となっている。港湾荷役作業では，船へ短時間で荷を積
込み，積下ろすことが求められており，高サイクルの巻
上，起伏，旋回作業が必要である。これには箱ブームよ
りもラチスブームが適している。また，船の停泊場所に
合わせて迅速に埠頭（ふとう）内や埠頭間を移動できる
機動力も求められるため，現在でも内航船荷役作業では
ラチスブームトラッククレーンが活躍している。しかし
ながら，建設機械への排出ガス規制が厳しくなる近年，
新規のラチスブームトラッククレーンが市場に供給され
ない状況となっている。いっぽう，コベルコ建機（株）（以
下，当社という）のラチスブームホイールクレーンMK500

（以下，従来機という）も発売後10年以上の年月を経て
おり，走行速度のアップや環境対応などの商品力向上が
必要となった。このような背景から生まれたMK650は，
ラチスブームクローラクレーンとラフテレーンクレーン
両方の技術を持った当社ならではの強みを生かしたメニ
ューであり，その特徴と設計上の工夫について紹介す
る。

1 ．機械の概要

　MK650は，ラチスブームクローラクレーンの上部旋
回体とラフテレーンクレーンの下部走行体を基本に構成
されている（図 1 ）。そのため，エンジン，油圧ポンプ，
キャブ，巻上，起伏ウィンチといった多くの機器は上部
旋回体に配置されている。いっぽう，下部走行体には，
アクスル，ヘッドライト，後写鏡といった道路を走行す

るために必要な部品とクレーン作業時の安定度を確保す
るアウトリガが配置されている。また，ラチスブームク
ローラクレーンにはない走行操作装置（ハンドルやフッ
トブレーキ，走行パネル）は，クレーン操作装置と合わ
せてキャブ内に配置されている。
　MK650を構成するに当たっての課題は，「構造物や機
器のレイアウトをベースマシンであるラチスブームクロ
ーラクレーンから大幅に変更させることなく，走行操作
装置を追加すること」，「主要構造物が港湾荷役作業に耐
えられるように強度，剛性を向上させること」，何より

「大型特殊自動車として成立させること」である。その
ためには，全長，全幅，重量といった車両寸法やブレー
キ制動力など多くの項目を決められた値に納めなくては
ならない。

2 ．MK650の進化点　

2. 1　諸元
　表 1 に従来機とMK650の諸元を示す。船舶や吊荷の

港湾向けクレーンMK650 排出ガス2011年規制対応機の開発
Development of MK650 Crane for Harbor with 2011 Exhaust Gas Emissions 
Regulations

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

Marine transport by ships has excellent cost and energy efficiency and is an important means of 
domestic transportation. In harbor loading and unloading, increasingly rapid movement between wharfs 
is required along with more continuous, higher-cycle tasks. The MK650, introduced in this paper, is the 
successor of the MK500 and has achieved a high driving speed thanks to a large engine that meets the 
latest exhaust gas regulation for hydrostatic transmission (HST) systems. The regeneration of its diesel 
particulate filter (DPF) is controlled in accordance with the amount of soot accumulated, minimizing 
the influence on work during the regeneration, while completing it without fail. This has minimized the 
down time of the machinery. Also introduced here are strengthened structures and a lift cab based 
on special specifications, which has led to the development of a machine that is more useful in harbor 
loading and unloading.

鶴見俊樹＊1

Toshiki	TSURUMI

＊ 1  コベルコ建機㈱　グローバルエンジニアリングセンター　開発本部　クレーン開発部

図 1  MK650ラチスブームホイールクレーン
Fig. 1  MK650 lattice boom wheel crane



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018） 49

多様化および大型化に対応するため，つり上げ能力を
50tから65tに上昇させた。つり上げ能力の上昇に伴い車
両総重量が約 6 t増加したが，車軸数を従来機の 3 軸か
ら 4 軸とすることで 1 軸当たりの重量を下げ，路面への
負担を軽減させた。
　また，ラフテレーンクレーンの操舵（そうだ）システ
ムを使用することで，前 4 輪操舵のノーマル，前後 8 輪
同位相操舵のクラブ，前後 8 輪逆位相操舵のクランプ，
後 4 輪操舵におけるリヤステの操舵 4 モードの切り替え
が可能となった。それにより，車両全長が従来機よりも
約500 mm長くなったにも関わらず，最小回転半径は従
来機と比べて小さくなった。最小回転半径は，従来機の
11.6 mに対してMK650では6.6 m（クランプモードの場
合）となっている。これらの操舵モードは，例えば，岸
壁ぎりぎりに機械を寄せる場合や，狭い現場で機械の向
きを変えるといった場合に有効で，機械の設置をより短
時間で効率よく行うことができる。
2. 2　排出ガスの2011年規制への対応
2. 2. 1　排出ガス後処理装置
　建設機械におけるエンジン排出ガス規制が年々厳しく
なるなか，MK650は排出ガスの2011年規制に適合した
エンジンと排出ガス後処理装置DPF（Diesel Particulate 
Filter，以下DPFという）を搭載している。DPFは排
出ガス中のPM（Particulate Matter、主にすす）を捕
集することで，大気中への排出量を低減させている。捕
集したすすを定期的に燃焼，除去させること（DPF再生）
により，DPFは継続的に使用することができる。DPF
再生には，高温の排出ガスが一定時間継続して排出され
る必要がある。しかし，とくにクレーン作業は玉掛け待
ちなどのアイドル待機時間が長く，エンジン負荷が低い
ことが多い。このような作業状況ではDPF再生は実施
できない。DPF再生ができない状態が続くと，DPF内

にすすが捕集され続けることとなり，最終的には目詰ま
りを起こしエンジンの故障につながる。そこで，当社の
ラチスブームクローラクレーンやMK650では，圧力制
御バルブを使用することでこの問題を解決している。
MK650上部旋回体の油圧システムを図 2 に示す。
　この油圧システムでは，エンジンによって駆動される
ク レ ー ン 作 業 用 可 変 容 量 式 油 圧 ポ ン プ（Variable 
displacement pump）の下流に圧力制御バルブ（Load 
application valve）を設けている。圧力制御バルブを作
動させることで，ポンプ吐出圧が圧力制御バルブの設定
値まで上昇する。加えて，①可変容量式油圧ポンプの吐
出量を増加させる。②最低エンジン回転数を設定回転数
まで上昇させることで，流量が増える。これにより強制
的にエンジン負荷を上昇させることができる。その結
果，DPF再生に必要な排出ガス温度を得ることができ
る。
　DPFに堆積したすす量とDPF再生の開始手段を表 2
に示す。すす堆積量は運転席内のモニタに 0 ～10の11段
階で表示されており（ 0 ：DPFにすすが堆積していな
い状態， 9 ：DPFにすすが多量に堆積している状態，
10：DPF内のすすが許容量を超え，故障した状態），そ
の堆積量によってDPF再生の開始方法が異なる。すす
堆積量が 0 ～ 2 ではDPF再生の必要はない。すす堆積
量が 3 ～ 4 では，オペレータがクレーン操作をしていな
いと機械が認識した場合に，圧力制御バルブの作動と上
記①～②を自動的に開始する（DPF自動再生）。DPF再
生が実施されていてもクレーン作業は継続可能である
が，DPF自動再生が正常に実施できない作業状況も考
えられる。DPF自動再生が正常に実施できないとすす
堆積量が増加していき，DPFが目詰まりを起こしてエ
ンジンが故障するリスクが高まる。そこで，すす堆積量
が 5 以上となった場合には，DPF自動再生を停止して

表 1  MK500（従来機）とMK650の諸元
Table 1  Comparison of MK500 and MK650
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オペレータによる判断でDPFを開始する（DPF手動再
生）モードへ移行する。その際には，DPF再生を優先
させてクレーン作業ができないよう，各アクチュエータ
を動かすコントロール回路圧は遮断される。このよう
に，「DPF自動再生」と「DPF手動再生」との二通りの
開始手段を設けている。これにより，作業への影響を最
小限にするとともに，DPF再生を確実に完了させて故
障を防止することと両立させている。
2. 2. 2　エンジンレイアウト
　MK650の基本となっているラチスブームクローラク
レーンの上部旋回体には， 8 Lもしくは11 Lクラスのデ
ィーゼルエンジンが搭載されている。しかし，MK650
では後述する走行性能を得るため，13 Lクラスのディー
ゼルエンジンを搭載する必要があった。エンジンが大き
くなると，エンジンブロック表面からの放熱量，ラジエ
ータやインタークーラでの熱交換量が増加するが，エン
ジンルーム内の空間余裕は減少する。また，走行時のエ
ンジン出力はクレーン作業よりも大きくなる。このよう
に，MK650はラチスブームクローラクレーンに比べて
エンジンルーム内が過酷な高温環境下に晒（さら）され
ることがわかる。エンジンや油圧ポンプ，DPF周辺に
はセンサ類が配置されており，それらを基準温度以下に
保つ必要があった。そこで，ラチスブームクローラクレ
ーンに設けられているエンジンルームの下方（図 3 の
①），側方（紙面の垂直方向）への冷却風排気口に加えて，

上方（図 3 の②）への排気口とDPF周辺を通過して排
気する通路（図 3 の③）を設けた。これにより，エンジ
ンルーム内だけでなくエンジン上部に配置されている
DPF周辺のセンサ類の温度上昇も抑えて故障防止を図
っている。
2. 3　走行性能の向上
2. 3. 1　走行速度の向上
　港湾荷役では，埠頭内や埠頭間の迅速な移動だけでな
く，公道を走行する際の安全確保が重要となる。従来機
では走行速度が15 km/hと低く，一般の交通の流れに乗
りにくいという課題があった。走行速度の向上は
MK650の商品力アップの優先課題でもあった。そこで，
エンジン出力の向上と当社のラフテレーンクレーン（パ
ンサーXシリーズ）で採用しているHST（Hydro Static 
Transmission，以下HSTという）システムの採用によ
り，最高走行速度を39 km/hまで高めて公道走行におけ
る安全性と機動性を向上させた。
2. 3. 2　HSTシステムの概要
　HSTはエンジンと可変容量ポンプ，可変容量モータ
で構成されており，作動油タンクを介すことなくポンプ
とモータの出入口が配管でつながれている。図 4 に
HSTの油圧回路を示す。これら可変ポンプと可変モー

図 2  MK650油圧システム図（上部旋回体）
Fig. 2  MK650 hydraulic system (upper structure)

表 2  DPF再生開始の基準
Table 2  Criteria of DPF regeneration

図 3  エンジン冷却風の流れ
Fig. 3  Air Flow of engine cooling wind
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タの容量を変えることにより無段階変速ができる。可変
ポンプの容量を小さくして可変モータの容量を大きくす
ると低速になる。また，可変ポンプの容量を大きくして
可変モータの容量を小さくすると高速となる。
　HSTは，無段変速により効率の良いエンジン回転数
およびトルク範囲で運転できる。また，制御弁による損
失が少ない。このように，HSTは一般的な油圧タンク
を介した油圧走行システムに比べて効率に優れている。
2. 3. 3　走行燃費の改善
　従来機の走行には，作動油タンクを介した油圧走行シ
ステムを用いていたため，油圧効率が悪いという欠点が
あった。MK650では，HSTシステムの採用により油圧
効率が向上した。また，走行速度を高めるために従来機
の 8 Lエンジンから13 Lにアップした。これらにも関わ
らず，一般道での走行を模擬した社内試験（加速→最高
速→減速→停止）において，約33%の燃費改善効果があ
った。
2. 4　作業性能の向上
2. 4. 1　構造物の強化
　港湾荷役作業に耐える丈夫なキャリヤフレームを実現
するためには，切欠や穴などがないシンプルな箱形状に
することが望ましい。そのため，従来のラフテレーンク
レーンのように，キャリヤフレームの後方にエンジンを
搭載する穴を設けることは不利となる。MK650では
HSTの採用により，キャリヤフレームをシンプルで丈
夫な箱形状とすることで強度，剛性を確保した。図 5 に
キャリヤ構造物の形状を示す。
2. 4. 2　下部ブームの強化
　港湾荷役での高サイクルバケット作業は，下部ブーム
への繰返し負荷によるダメージが大きい。そこで，
MK650では下部ブームの主柱パイプの外径，肉厚を 1
クラスアップさせた。パイプの外径と肉厚のクラスアッ
プにより約 3 倍の強度寿命を確保している。

2. 4. 3　ヒートバランス
　港湾荷役では高サイクルの巻上，起伏，旋回作業が必
要であり，油圧作動油の温度上昇がたびたび課題となっ
た。MK650では，エンジンファンで冷却しているラジ
エータ，インタークーラとは独立した油圧作動油クーラ
を上部旋回体の側面に配置している。従来機に比べて，
MK650は油圧ポンプを大きくして作業性能を向上させ
た結果，必要放熱量が上昇した。それにも関わらず，従
来機並みの作動油温度上昇に抑えることができた。巻
上，起伏，旋回の複合操作によるバケット作業を模擬し
た社内試験結果を図 6 に示す。また，ファンは油圧作動

図 4  HSTの油圧回路
Fig. 4  Hydraulic circuit of HST

図 5  キャリヤフレーム
Fig. 5  Carrier frame

図 6  油圧作動油温度の比較
Fig. 6  Comparison of hydraulic oil temperature
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油の温度によりON/OFFする制御であるため寒冷時の
暖機性も向上した。
2. 5　キャブ内レイアウト
　図 7 にキャブ内からの視界を示す。内航船の港湾荷役
作業は船への積込み，積下ろしといった作業が多い。こ
のため，内航船の港湾荷役作業では，一般的なクレーン
の建方作業のような上方の視界よりも足元の視界が重要
になる。そこで，本機ではML（Moment limiter，過負
荷防止装置）モニタの位置を従来機の左前方から左側方
に移設した。これにより，下方視界が従来機に比べて改
善している。
2. 6　リフトキャブ（特別仕様）
　船に荷を積込む際には船倉内を確認する必要がある
が，潮の干満により船の位置が高くなるなどの悪条件に
より，直接視認することが難しい場合がある。そこで，
MK650は特別仕様としてリフトキャブ仕様を設定した。
リフトキャブの機構は，キャブを並行リンクで支持し油
圧シリンダによって昇降する方式を採用した（図 8 ）。
これにより，目線の高さを地上5.8 mにまで高くするこ
とができる。リフトキャブ仕様を設定するに当たって最
も重要視したのは，走行時における安全の確保である。
キャブ内にはクレーン操作装置と走行操作装置が配置さ

れている。意図せず走行中にキャブが上昇してはならな
い。また，リフトアップ状態で走行することは危険であ
る。そのため，走行時はキャブサポートと上部旋回体を
エアシリンダとピンでメカ的にロックする機構に加え
て，インタロックシステムを備えた。ロックピンの機構
を図 8 ，インタロックシステムを表 3 に示す。
　インタロックシステムでは，クレーン作業モード時の
みロックピンの挿入／引抜操作を可能とした。また，キ
ャブの上昇／下降操作はロックピンが引抜かれているこ
とを検出した場合のみ操作可能とした。これらにより，
走行中に誤ってキャブが上昇することを防止している。
万が一キャブがロックされていない，あるいはキャブが
上昇している状態で走行レバーを入れた場合は，ブザー
を鳴らしてオペレータに警告を促す仕組みにしている。
　
むすび＝港湾荷役に求められる機能を向上させてMK650
に織り込んだ技術について紹介した。今後も，要求され
る性能や機能はますます高度化していくと考えられる。
社会に貢献するとともに，お客様のニーズに応える製品
を提供するため，世の中の変化に常に対応できるよう取
組んでいく所存である。
　

表 3  リフトキャブの安全機能
Table 3  Safety system of lifting cabin

図 7  キャブ内からの視界
Fig. 7  View from operator cab 図 8  リフトキャブとロック機構

Fig. 8  Structure of lifting cabin and lock
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まえがき＝ラチスブームクローラクレーン（以下，LBCC
という）は，工事現場において資材の上げ下ろしに使用
されるだけではなく，地盤改良現場においてバケットな
ど掘削機器の操作に使用される 1 ）。掘削するためにはバ
ケットの開閉操作を行う必要があり，操作の手段として
は， 2 本のワイヤをクレーンのウィンチで巻き取って繰
出ししている。これまでは，熟練したオペレータがクレ
ーンのウィンチを使いこなすことで掘削作業を行ってき
た。深堀りにおける掘削操作は，地中の掘削底に位置す
るバケットの状態が見えないので， 1 回の掘削で大量の
土をすくうことは難しい。また，本来はバケットを閉じ
きった状態で巻上げる際に，少しでもバケットを開くと
土がこぼれてしまい，作業効率が非常に悪くなる。さら
に，掘削サイクルタイムの短縮や掘削効率向上の要求も
ある。これらが操作に技量を要する理由である。しかし，
最近では経験が浅く若いオペレータへの世代交代が進ん
でいる。すなわち，掘削機器を未熟練オペレータでも効
率良く，確実に操作可能とする技術が必要となった。そ
こで，一つの解決策としてクレーンの主補ウィンチ同調
システムを開発した。このシステムにより，未熟練オペ
レータでもバケットですくった土をこぼすことなく，バ
ケットを閉じた状態で確実に巻上げることができるた
め，掘削効率を上げることができる。
　以下にその開発の詳細を紹介する。

1 ．クレーンの機能説明

1. 1　クレーンの基本構成の説明
　図 1 にLBCC各部の名称と位置を示す。一般的に，
LBCCは 2 つのウィンチを搭載している。一つは，上部
フレームの中央部分にワイヤの巻き取りや繰出しを行う
主巻ウィンチであり，もう一つは補巻ウィンチと呼ばれ

る。ワイヤはウィンチからブームの先端を経由して，鉛
直下方につり下げられ，その先端は荷物を掛ける部品

（フック）で固定されている。この構成により，ウィン
チがワイヤを巻き込むとフックは巻上げられ，ウィンチ
がワイヤを繰出すと，フックを巻下げることが可能にな
る。クレーン前方に搭載されたウィンチを主巻ウィン
チ，クレーン後方に搭載されたウィンチを補巻ウィンチ
と呼ぶ。補巻ウィンチの後方にブームウィンチが配置さ
れている。ブームウィンチで巻き取り，繰出しされるワ
イヤは，ガントリを経由して下部スプレッダと上部スプ
レッダ間に掛け回されている。また，上部スプレッダと
ブーム先端は固定長さであるガイラインケーブルで接続
されている。この構成により，ブームウィンチがワイヤ
を巻き取ると，上・下部スプレッダ間の距離が短くなり，
ブームがブームフットピンを支点として起き上がる。ブ
ームウィンチがワイヤを繰出すと，上・下部スプレッダ
間の距離が長くなり，ブームがブームフットピンを支点

BMS1200HDに搭載した主補ウィンチ同調システムの開発
Development of Synchronized Winch System for BMS 1200HD

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

Hammer grabs are used as equipment for digging deeply into the ground. Their operation requires 
skill in synchronizing and making full use of two wires. This paper introduces a system developed for 
enabling even unskilled operators to perform the synchronization of the wires accurately. The system 
is designed for a lattice boom crawler crane (LBCC) used for hammer-grab operations and comprises 
capabilities for detecting and controlling the rotation of both the main winch and auxiliary winch of 
the LBCC. The control means is based on the feedback of the difference in rotation between the main 
winch and auxiliary winch. It has been confirmed using an actual machine that the system enables 
efficient digging of even liquefied soil without spillage.
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図 1  LBCCの各部名称
Fig. 1  Lattice boom crawler crane (LBCC) 
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として伏せ動作を行う。
　また，LBCCは走行体を有する下部と360°旋回を行う
上部で構成されている。下部には円形の旋回歯車が固定
されており，上部にはピニオンが固定されている。旋回
歯車の上をピニオンが回転＆移動することにより上部の
回転（旋回）動作が可能となっている。
1. 2　ウィンチの巻き取り量や繰出し量の計測手段
　LBCCはフックの鉛直方向における位置を認識するた
めに，ウィンチの巻き取り量や繰出し量を計測する機能
を備えている。ウィンチの側面にフィン形状の凹凸を一
定の間隔で取付け，この凹凸を近接センサにより電気パ
ルス信号として検出する。パルスをカウントすることで
ウィンチの回転量を認識できる。また，ウィンチの回転
方向は，オペレータが操作する操作レバーの方向を検知
するセンサからの信号により認識される。これらの構成
により，フックの鉛直方向の向きと移動量を認識するこ
とができる。
1. 3　LBCCの制御回路
　LBCCの制御回路は油圧回路と電気回路で構成されて
いる。オペレータが油圧機器で構成された操作レバーを
操作すると，油圧信号（圧力）が油圧の油量を制御する
コントロールバルブに伝達され，油圧信号に相当する油
量がアクチュエータである油圧モータに供給される。油
圧モータはこの油量に相当する回転で動作する。この回
転動作が減速機を介してウィンチを回転させる。
　また，上記の操作レバーとコントロールバルブの間に
比例弁を配置しているため，制御コントローラが比例弁
を経由したウィンチの回転を制御可能な構成としてい
る。
1. 4　ハンマーグラブの説明
　今回開発した主補ウィンチ同調システムを適用する対
象である「ハンマーグラブ」を説明する。2 ）

　ハンマーグラブは大口径掘削機器の一種であり，落下
力によってグラブを地盤に打ち込み，土砂をつかみ取る
ことで地面に円形の縦穴を深く掘り進める掘削機器であ
る。ハンマーグラブは，本体をつり上げて支持する「支
持ワイヤ」と，先端の開閉動作を行う「開閉ワイヤ」で
つり上げられている。ハンマーグラブは先端を開けた状
態で地面に落とされ，その後，先端を閉じる際に土をす
くい取る。つぎに，すくった土を落とさないように先端
を閉じた状態でつり上げられるという一連の動作で深堀
りを行う。支持ワイヤは主巻ウィンチ，開閉ワイヤは補
巻ウィンチに接続する。主巻ウィンチと補巻ウィンチの
回転動作や回転速度を操作することにより，ハンマーグ
ラブの開閉や本体の巻上げ，巻下げを実現している。
　図 2 にハンマーグラブの開閉動作時の状態を示す。
　先端を開けた状態でハンマーグラブを下げる場合に
は，ハンマーグラブを「支持ワイヤ」で支え，「開閉ワ
イヤ」を緩めるという， 2 本のワイヤの位置関係を保持
した状態で支持ワイヤと開閉ワイヤをともに同調して繰
出さなければならない。この際に緩める側の「開閉ワイ
ヤ」を過剰に緩めると，ウィンチの巻取りが乱れて乱巻
などのトラブルが発生するため，繊細な操作が必要であ

る。なお，開閉ワイヤが緩んだ状態であれば，ハンマー
グラブは自動的に先端が開く構造となっている。逆に，
先端を閉じた状態でハンマーグラブを上げる場合には，
ハンマーグラブを「開閉ワイヤ」で支え，「支持ワイヤ」
を緩めるという 2 本のワイヤの位置関係を保持した状態
で，支持と開閉のワイヤを共に同調して巻き上げなけれ
ばならない。巻上げの際にも，緩める側の「支持ワイヤ」
を過剰に緩めるとウィンチの巻取りが乱れてトラブルが
発生するため，繊細な操作が必要である。このように，
ハンマーグラブは常に繊細な操作が必要とされるため，
熟練のオペレータの技量が必要であった。

2 ．主補ウィンチ同調システム開発の目標

2. 1　本開発の背景
　LBCCの通常の制御回路でハンマーグラブを操作して
閉じ上げをする場合を一例に挙げる。閉じ上げをする場
合，あらかじめ支持ワイヤを緩め，開閉ワイヤで全体支
持できるように主巻ウィンチと補巻ウィンチの回転位置
をバランス調整し，その位置から同時に両ウィンチの巻
き上げ操作を行う。この際，油圧制御回路中の制御バル
ブや油圧ポンプ，油圧モータなどの個体差により両ウィ
ンチの回転量に差異があると（＝同調できない），両ワ
イヤ間の位置関係が変化する。この結果としてハンマー
グラブの先端が開き，土砂がこぼれ，深堀りの作業効率
が極めて低くなる。これまでは回転量の差異を熟練のオ
ペレータの操作技量で補ってきた。しかし，最近では経
験の浅い若手オペレータへの世代交代が進んでおり，オ
ペレータの操作技量に頼ることが難しくなってきた。こ
のような背景から，主巻ウィンチと補巻ウィンチの回転
量を高精度で同調することが可能なシステムの開発が必
要となった。
2. 2　システムの構成
2. 2. 1　状態量検出器
　制御対象であるウィンチの回転量検出における手段と
して，標準機でも搭載しているウィンチのフィンの凹凸
を検知する近接センサを活用した。近接センサより得ら
れるパルス数がウィンチの回転量の検出値となる。主巻
ウィンチと補巻ウィンチのそれぞれのパルス数が同じ値
となるようにすることが，同調制御の目標となる。

図 2  開閉時のハンマーグラブ
Fig. 2  Operation of hammer grab
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2. 2. 2　制御器（油圧コントロールバルブ）
　1.3節のLBCCの制御回路で述べたように，油圧の油
量を制御するコントロールバルブは，オペレータの操作
レバーの操作量に相当する油量をアクチュエータである
油圧モータに供給する。これにより，モータの回転量が
制御され，結果としてウィンチの回転量が制御される。
ここでは，コントローラによる油圧モータの回転量制御
を構築するために，LBCCが標準で搭載している比例弁
を使用することにした。比例弁は操作レバーとコントロ
ールバルブ間に配置されている。比例弁は，コントロー
ラからの制御信号を受けてコントロールバルブを制御
し，油圧モータへの油量を制御する。
　コントロールバルブは，油が通過する通路における開
口面積の大きさを制御することで油量の調整を行ってい
る。開口特性は，操作レバーの操作量が大きくなると開
口面積が大きくなる設定になっている。また，標準クレ
ーン機の開口面積に機体誤差があっても，ウィンチが最
大回転速度で回転するように，最大開口部がポンプの供
給流量に対してより大きな開口値となるように設定され
ている。このため，操作レバーの操作量に対して開口面
積が非線形に変化する特性となっている。これに対し
て，同調制御用のコントロールバルブの場合には，比例
弁を採用することにより，操作レバーの操作量に対して
開口面積が線形に変化する特性とした。このように，コ
ントロールバルブは，同調制御のために専用部品を設定
した。コントロールバルブ開口特性のイメージを図 3 に
示す。
2. 2. 3　制御対象（油圧モータ）
　2.2.1項で述べたように，主巻ウィンチと補巻ウィンチ
のそれぞれのパルス数が同じ値となるようにすること
が，同調制御の目標である。また，主補のそれぞれの油
圧モータが主巻ウィンチ，補巻ウィンチを回転動作させ
ているため，制御対象はそれぞれの油圧モータである。
　油圧モータに供給される流量が小流量から大流量に変
化するに伴い，油圧モータの回転数が低回転速度から高
回転速度に増加する。通常は，モータの容量（油圧モー
タが 1 回転するために要する流量）が小容量から大容量
に変化することで，より広い範囲の回転域を実現できる
ように構成されている。しかし，油圧モータの容量が変
化するということは，制御理論上は制御対象モデルが変
化することを意味する。油圧モータの容量制御を行うこ
とにより，熟練者並みの緻密な制御が可能となる。しか

し，今回の開発は同調制御の基本技術の開発と位置づ
け，油圧モータの容量を固定したシンプルな構成とし
た。
2. 2. 4　制御理論の詳細
　ウィンチの側面に配置したフィンの凹凸を近接センサ
が検出し，得られる主巻ウィンチと補巻ウィンチのパル
ス信号数の"差"が入力である。ウィンチを回転作動さ
せる油圧モータに対して，供給流量を制御する比例弁へ
の制御値が出力である。主巻ウィンチ用と補巻ウィンチ
用の比例弁をそれぞれ独立して配置している。どちらの
ウィンチが速いのかを判断し，速い側を遅い側に合わせ
ることで同調を達成している。すなわち，主・補ウィン
チそれぞれの絶対速度を制御するのではなく，主・補ウ
ィンチの速度比較により，片側補正を行っている。
　制御はPIDフィードバック制御を採用している。PID
制 御 の 各 調 整 値 の 決 定 は， 実 機 で 試 験 を 行 っ た。
BMS1200HD試作機を使い，実際にハンマーグラブをつ
り下げ，「開けた状態で下げる動作」や「閉じた状態で
上げる動作」が同調制御できるよう，PID制御のゲイン
調整を繰り返すことにより最適な調整値を決定した。
2. 2. 5　商品としての完成度を上げるための工夫
1 ）エンジン回転数の影響
　ハンマーグラブを使用した深堀り作業は速く掘り進め
ることが常であるので，同調制御の開発当初において
は，エンジン回転は常に最高回転数で使用されることを
前提に検討を進めていた。エンジンが最高回転数であれ
ば，油圧ポンプの吐出し流量も最大である。したがって，
これを前提に先述のコントロールバルブの開口特性を設
計していた。しかし，オペレータによっては，ウィンチ
の操作レバーでウィンチの回転速度を操作するだけでな
く，ウィンチ回転の元となるエンジンの回転速度をアク
セル操作してウィンチの油圧モータに供給される流量自
身を変化させる操作を行う。とくに，エンジン回転が低
速回転の際には油圧ポンプの吐出し流量が少なく，設計
した開口特性では開口値が大きすぎて，油圧モータへの
流量が制御できない場合もある。そこで，同調制御で使
用するコントロールバルブにおける開口特性の使用範囲
にエンジン回転を変数として追加する手法を採用した。
この手法では，エンジン回転が低い場合，開口特性値が
小さい範囲で流量を制御することができる。これによ
り，任意のエンジン回転であっても，高精度な同調制御
が可能となった。開口特性をエンジン回転によって使い
分けるイメージを図 4 に示す。
2 ）経年による油圧機器の性能低下への対応
　クレーンに搭載されている油圧機器は経年により性能
が低下する。同調制御に影響を及ぼす性能の低下には，
容積効率の低下，すなわち，機器からの油の漏れがある。
油の漏れが起こると，容積効率が低下した油圧モータに
新車時と同じ流量を供給しても，回転数が新車時に比べ
て下がる現象が発生する。したがって，経年が進むと，
新車時と同様の制御を実施しても，同調制御の精度が保
てない。また，性能低下は油圧モータだけではなく，コ
ントロールバルブや油圧ポンプでも発生する事象であ

図 3  コントロールバルブ開口特性
Fig. 3  Opening area characteristic of control valve
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り，その程度は機器によっても異なる。末永くクレーン
をお客様に使用していただき，商品価値を維持するため
には，これらの性能低下にも対応しなければならない。
この課題に対しては，次のように考えて対策を施した。
機器類に性能低下が発生し，それらが組み合わさった場
合においても，結局は同様の事象が発生する。すなわち，
新車時と同様の制御を行った場合に，主巻ウィンチ，ま
たは補巻ウィンチのいずれかが，遅れ勝手となることで
回転量に差異が発生するという現象である。したがっ
て，新車当時の制御出力値に対して，プラス側（遅れ勝
手に相当する分多く出力する側）にオフセットすること
により対処ができる。この制御出力のオフセット量をオ
ペレータが調整できる「調整モード」をクレーンに付加
した。経年により，オペレータが同調制御の精度が悪く
なったと感じられた際には，その都度調整していただく
必要が生じるが，作業を止めることなく使用していただ
ける。
　これまで説明してきたシステム全体の系統図を図 5
に示す。
2. 2. 6　開発した同調制御の達成度
　ハンマーグラブを閉じ上げした際の実機計測データを
図 6 に示す。図 6 によれば，主巻ウィンチと補巻ウィン
チの巻上げ量の差異は，おおむね25 mm以内（ウィン
チの側面配置したフィン 1 間隔に相当）に納まっており，
ハンマーグラブの操作において実用上問題ない。このよ
うに，実機データにおいても，高精度な主補ウィンチ同
調システムであることを確認できた。 
2. 2. 7　開発した同調制御の評価
1 ）ハンマーグラブ使用での評価
　ハンマーグラブにおける同調制御の精度について，お
客様による評価を実施した。評価方法としては，ハンマ
ーグラブの先端で10 cm角の木片を挟み，そのまま同調
制御にて巻上げ，巻下げを行う操作を対象として検証し
た。その結果，評価者がこの木片を落とすことはなく，
非常に好ましい評価が得られた。
2 ）バケット使用での評価
　インドネシアでは，運河の川底にたまった汚泥の浚渫

（しゅんせつ）作業にバケットを使用している。バケッ
トは，ハンマーグラブと同じワイヤ操作でバケットの開
閉操作を行うことにより浚渫ができる掘削機器である。
汚泥は水分を多く含むため軟らかく，バケットが少しで

も開くとほとんどがこぼれてしまう。これは，同調制御
にとっては極めて厳しい条件である。しかし，浚渫作業
でもお客様の評価を確認したところ，コベルコ建機のク
レーンは汚泥がほとんどこぼれないという高評価を得た。

むすび＝未熟練オペレータへの世代交代を背景として，
掘削作業に使用されるクレーンは，主巻ウィンチと補巻
ウィンチの回転量を同調可能とするシステムの開発が要
求されている。そこで，クレーンの制御構成や手法を工
夫して高精度な主補ウィンチの同調制御を開発すること
で，お客様の要求に応えることができた。
　今回は，バケットやハンマーグラブに対応した同調制
御を開発した。今後は，フックの掛け数やつり上げ負荷，
さらには油圧モータ容量までコントロールする処理を加
えたいと考えている。そして，熟練オペレータの技量を
超えるレベルの精度，生産性を実現する同調制御の開発
へ発展させていきたい。
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図 4  エンジン回転による開口使用範囲の選択
Fig. 4  Selection of opening area range depending on engine speed

図 5  システム系統図
Fig. 5  System diagram

図 6  同調制御時の実機計測データ
Fig. 6  Synchronized control data
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まえがき＝油圧ショベルは，掘削性能，サイクルタイム，
省エネ性能など幅広い商品性能が要求されている。これ
らの商品性能を実現するため，走行モータなどの油圧機
器の性能向上や効率改善の技術獲得が求められてきた。
　コベルコ建機㈱（以下，当社という）では，油圧ショ
ベルの主要部品としてスイベルジョイント，旋回減速
機，旋回ベアリング，ローラ，アイドラなど（図 1 ）を
生産してきており，精密部品加工や熱処理，油圧機器部
品組立などの生産技術を蓄積してきた。その技術を活用
し，さらに高精度な機械加工，およびきめ細やかな組立
技術と品質管理技術が要求される走行モータの生産を開
始し，さらなる安定生産に向けた技術開発を進めてき
た。
　走行モータの製造工程は，機械加工，洗浄，組立，お

よび試験工程があり（図 2 ），各工程はさらに細分化さ
れた工程設計となっている。そのため，各工程における
品質不良は，工程内の手戻りだけでなく工程間の手戻り
も発生し，生産性の大きな低下につながることとなる。
　機械加工工程では，工程数150以上，加工時間1.5時間
以上，加工精度は数μmであり，一つの機械加工精度不
良が大きな生産性の低下につながる。そのため，不良が
発生しても次工程に流さず，不良をリアルタイムに検知
してラインを停める仕組みが必要とされていた。
　組立工程では，一人のオペレータが100種類以上の部
品を組み込む作業を実施している。そのなかには，組立
完成後には目視で確認できない内部組込部品が多数あ
り，出荷前の性能試験工程において誤組立などに起因す
る手戻りは内部組込部品の再確認作業が必要になるな
ど，生産性を大きく低下させる。そのため，オペレータ
をサポートし，誤組立を防止する仕組みが必要とされて
いた。
　さらには，検査データの記録負荷の低減および数多く
の品質情報の一元管理など，工程保証体制の確立が必要
であった。

高精度部品の安定生産に向けた技術開発　　　　　　　
―走行モータ 新規内製―
Technology Development for Stable Production of High-precision Parts- 
New In-house Production of Traveling Motor

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

The manufacturing technology of a traveling motor was pursued.  The motor requires higher accuracy 
in machining and assembling than do the other parts constituting a hydraulic excavator.  The 
complicated machining and high accuracy requirements caused an issue in tool management.  As for 
assembly, it took a long time for an assembly operator to learn the work procedure, due to the large 
number of parts and complicated process.  In addition, the enormous amount of inspection data, which 
had to be recorded in each production process, provoked the desire for a reduced recording load.  
Hence, a mechanism was devised for the machining process so that tool information could be entered 
without human intervention.  A mechanism was also devised to detect an abnormal machining load 
during machining and abort the process.   Yet another mechanism instructs and manages work content 
during assembly so as to prevent errors.  Furthermore, the unified management of process information 
was realized.
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図 1  油圧ショベルに搭載する主要生産部品
Fig. 1  Major production parts mounted on hydraulic excavators

図 2  走行モータの生産工程
Fig. 2  Production process of traveling motor
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1 ．機械加工工程における工具管理

　多工程にわたる油圧機器の機械加工において，高精度
な加工を安定的に行うには，工具管理を徹底するととも
に機械加工ミスを発生させない仕組みが必要である。量
産工程で発生する工具に関わるトラブルは，①ヒューマ
ンエラーに起因した工具の破損，②工具の摩耗や折損に
起因した加工不良がある。人手を介さずにこれらのトラ
ブルを未然に防止するシステムとして，工具情報管理シ
ステム，および加工中の工具の摩耗や折損状態を検知す
るシステムを開発・導入した。
1. 1　ヒューマンエラーの発生を防止する工具情報管理

システムの構築
　NC加工機は，加工工具の長さや径などの補正値を基
に自動的に加工する。このとき，補正値の入力作業はオ
ペレータにより行われていたため，誤入力の可能性があ
った。間違った工具情報を加工機に入力することは，工
具の破損や製品の寸法不良，あるいは最悪の場合，加工
機の故障にまでつながってしまう。そこで，走行モータ
の量産ラインでは，工具形状測定機と加工機とをオンラ
インで接続し，測定した工具長，径の補正値，および工
具番号などの情報を，人手を介さずに加工機へ自動送信
する工具情報管理システムを導入した。これによって，
加工時に発生し得るヒューマンエラーを回避した。
1. 2　工具の摩耗，折損に起因した加工不良によるトラ

ブル発生を抑制するシステムの構築
1. 2. 1　工具寿命管理方法の課題
　工具に関わるトラブルとして，工具の摩耗，折損に起
因した加工不良がある。工具寿命時間は現場オペレータ
の経験と判断で設定されることが多く，明確な寿命時間
設定の指標やルールがない。このため，より安定的な生
産を実現するため，工具の交換タイミングを少し早めに
設定することによって工具摩耗，折損に起因した加工不
良を防いできた。
　しかしながら，短めに設定した寿命時間においても加
工トラブルが発生する場合があり，工具使用時間での工
具寿命管理では加工不良によるトラブル抑制の維持管理
に限界があった。また，工具摩耗が少ない状態で工具の
再研磨，交換を行うことが多く，コスト面での問題があ
った。
1. 2. 2　摩耗を可視化する仕組みの導入
　センサを活用することによって機械加工中の工具摩
耗，折損などの状況を可視化し，その情報を基に工具の
寿命を適切に管理することは，加工不良（品質不良）の
発生を未然に防ぐため，また工具コストを低減するため
に有用である。
　そこで，油圧機器の量産ラインにおいては，従来の時
間による工具寿命管理ではなく，センサを活用した工具
寿命管理システムを構築した。油圧機器の加工工程で
は，フライスや総型工具，小径ドリル，リーマなどのさ
まざまな形状の工具が使用されるため，摩耗や折損など
の工具状態を直接観察することは難しい。そこで，主軸
消費電力を用いることによる工具状態の間接的な可視化

手法に着目した。図 3 はリーマ加工回数と加工中の最大
主軸消費電力の関係を示したものである。工具摩耗によ
る切削負荷の上昇に伴って主軸消費電力も増加してお
り，工具摩耗を主軸消費電力で間接的に評価できること
が分かる。そのため本手法の実用化にあたっては，入力
された工具情報に基づき，あらかじめ設定した主軸消費
電力のしきい値を越えた場合に工具交換アラームを出力
するシステムを構築した。走行モータの量産ラインにお
ける工具管理システムとして本システムを適用すること
により，加工不良および工具コスト低減を図っている。
1. 3　工具管理における今後の展望
　前節で述べたように，主軸消費電力の変化を捕えるこ
とによって工具摩耗や折損を検知し，工具寿命を管理す
るシステムを構築した。今後は，他の量産ラインへ展開
していく考えである。また，さらに高精度な加工が要求
される内径研磨を対象に，製品精度（真円度／円筒度）
を安定的に達成するために本手法での工具（砥石）管理
を実施し，工具摩耗による寸法不良や製品精度不良の発
生抑制を目指す。

2 ．誤組立防止に向けた取り組み

　走行モータ組立作業は作業工数が多く，作業習熟まで
に多大な時間が必要である。また，誤組立が発生すると，
分解，不具合要因分析，再組立，および再出荷前検査の
実施を余儀なくされ，生産性が著しく低下する。そのた
め，オペレータの技能によらず組立が可能な施策が必要
である。そこで，組立作業で想定され得る全てのヒュー
マンエラーを分類し，その汎用的な対策手法を確立の
上，現場導入することでエラー防止を実現した。以下に
具体内容について記載する。
2. 1　誤組立防止対策①：手順書の自動表示
　組立作業においてはこれまで，オペレータは紙の標準
作業手順書を確認しながら作業を行っており，作業性が
低下するという問題があった。そこで走行モータライン
では，作業状況に合わせてリアルタイムに作業手順をデ
ィスプレイに表示することとした。その際，作業工程と
手順書表示ページを連動するには，現状の作業工程を識
別する必要がある。そこで，パレットに整列した状態で
供給される組立部品の整列状態をカメラと画像処理によ
って監視した。さらに，トルクレンチなどの組立工具と

図 3  リーマ加工回数と加工中の最大主軸電力の関係
Fig. 3  Relationship between number of reaming processes and 

maximum electric consumption of spindle during machining
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連動させることで現状工程の識別を実現し，作業手順書
をリアルタイムに自動表示するシステムを実現した。図
4 にそのシステムの画面一例を表示する。画面左側は作
業手順と合否判断を示し，画面右側に払い出しされた部
品の状態を示している。なお，本システムは以下ミス防
止施策②，③の制御トリガとしても活用する。
2. 2　誤組立防止対策②：画像による組立状態の認識
　組付け部品は基本的に，間違った向きや位置に組付け
できないよう開発段階で対策が施されているが，一部対
策を実施することができない部品がある。これらの部品
は，組付け後の向きや位置が正確かを確認しながら組立
を行う必要がある。しかしながら，識別判断が部品の外
観やオペレータの姿勢によっては容易でない部品もあ
り，うっかりミスの懸念が残る。
　そこで，組付け時あるいは組付け後に組立状態を画像
によって判定するシステムを導入した。このシステムに
より，組付け部品の向きや位置に誤りがある場合にはリ
アルタイムに警告を発し，修正を促す体制を実現させる
ことができた。
2. 3　誤組立防止対策③：光による作業指示
　多数の同径ねじの締め付けなど，同一部品に対する多
数回の繰り返し作業では，オペレータが作業内容や作業
状況を誤認識しやすく，作業後の確認が目視やカメラな
どでは困難な作業が存在する。とくに対角締めを行う場
合には，対角位置や締め付け位置の認識ミスによる同一
箇所への多数回のねじ締め作業などを誘発する懸念があ
る。
　そこで上記のような作業時には，プロジェクタの光を
当てることによって作業箇所を教示するシステムとした

（図 5 ）。光の大きさや色を変化させ，位置の指示だけで

なくさまざまな教示が可能なシステムを構築することに
よって，正確かつ効率的に作業ができる体制を構築し
た。
2. 4　誤組立防止ソリューションの今後の展望
　2.1～2.3節で述べたように，誤組立を防止するソリュ
ーションのコンセプト設計を確立し，組立オペレータの
技能に依存しない組立ラインを実現した。100 ppm程度
で発生するであろうと予測される組立作業ミスに対し
て，従来は後工程の性能検査においてミスを発見し，分
解および再組立を行うことで対応するしかなかった。し
かしながら，本ソリューションの確立によってミス自体
の発生を抑止できるようになった。今後は本ソリューシ
ョンを他の組立工程へも展開する。

3 ．データ管理システムの構築

　品質検査データは紙媒体の記録管理が主であり，品質
管理などでデータを再活用するときに，①データ整理や
分析のためのデータ転記作業に時間を要する，②文字や
数値の認識ミス，転記ミスのリスクが存在する，③製品
のシリアル番号に対し情報が複数の記録用紙に分散して
保存されており品質トレースに時間を要する，などの問
題があった。そこで，①～③の問題に対応し，図 6 に示
したように寸法，組立部品の製品シリアル番号や画像判
定結果，および性能試験結果をPCに取り込んでデータ
ベースによって管理するシステムを構築した。
3. 1　システムおよび運用体制とデータ入出力の流れ
　製造工程における検査結果は，主に紙に印刷した記録
フォーマットにオペレータが手書きしていた。これをデ
ジタル化すべく，現場に設置したタブレット型PCに表
示された入力フォーマットにオペレータが検査結果を直
接入力する運用体制に変更した。また，タブレット型
PCは社内ネットワークに接続しており，入力内容は随
時データベースに転送される仕様とした。さらに，入力
フォーマットや検査データは社内ネットワーク上のPC
から閲覧（ダウンロード）でき，社内のどこからでも品
質情報の把握およびデータ活用ができる体制とした。
3. 2　入力作業効率化に向けたシステム機能の追加
　3.1節で述べた取り組みによってデータ活用に向けた
転記作業ミスのリスク軽減は実現できた。しかしなが
ら，データ記録時の媒体が紙からタブレット型PCに変
わっただけでは，作業負荷低減のメリットは生じない。

図 5  光による作業位置，作業内容の指示
Fig. 5  Instructions by light of work position and work contents

図 4  作業と連動して自動表示された手順書
Fig. 4  Screen image of procedure manual automatically displayed in 

conjunction with task

図 6  生産情報の管理システム
Fig. 6  Management system of production information
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そこで，システム導入のメリットを最大限に活かすべ
く，製造現場におけるデータ入力作業効率化の観点から
システム機能の追加を実施した。
3. 2. 1　生産品の個体識別手法
　製品の構成部品単位で品質管理を行うにあたり，構成
部品に加工機などで識別子（英字や数字で構成）を打刻
し，これをオペレータが目視で確認して検査データと共
にタブレット型PCに入力していた。この識別手法は作
業性の観点から改善が必要と判断し，システムおよび運
用の改良を行った。
　すなわち，英字／数字で構成していた識別子を，より
省スペースで情報量の多い二次元コードとした。また，
二次元コードを作業性良く読み取る目的からハンディコ
ードリーダを活用することにした。読み取ったデータは
タブレット型PCに直接，転送することができるように
した（図 7 ）。
3. 2. 2　専用試験機の品質データ登録自動化
　検査工程の一部において，専用の自動検査装置によっ
て検査を行う工程が存在する。これらの工程については
従来，オペレータが検査結果を確認した上で，その結果
を転記していた。そこで，本工程についても転記作業を
省略すべく，自動検査装置の制御用PCを用いて試験ご
との検査レポートを作成し，データ管理システムが定期

的にレポート内容を抽出する仕組みとした。これによっ
てオペレータは数値の入力が不要となったことから検査
結果（OK／NG判定）のチェックを進めるだけで良く，
作業効率を大幅に改善させることができた。
3. 3　データ管理システムの今後の展望
　前節までに述べたように，データ管理システムを構築
して現場に実装することにより，データ活用に向けた基
盤整備および製造現場のデータ記録作業に対する作業の
効率化を実現した。これにより，例えば紙媒体の検査記
録表から関連するデータを見つけ出し，転記およびグラ
フ化して分析する作業では，従来は日単位の作業となっ
ていた。しかしながらデータ管理システムの実装後は，
同じ作業が瞬時（分単位）で実施できるようになった。
　今後は品質や保全面での異常予兆管理などに活用して
いくほか，さらなる作業効率化に向けて機能追加などの
検討を進める予定である。

むすび＝加工工程および組立工程の各要所で設置した工
程管理の仕組みから得られたデータを活用し，相互のデ
ータを分析することにより，製品性能検査工程の定量値
と加工工程，あるいは組立工程の検査成績情報との相関
を知ることができる。さらに，その相関から，製品性能
の低下に起因する工程を分析することによって改善案の
抽出を行うだけでなく，製品性能の向上に寄与できるも
のと考える。
　また，設備情報の収集なども進めることによって生産
履歴情報との相関を知ることができれば，生産ラインの
維持，設備保全の管理ポイントを知ることができ，さま
ざまな管理基準を設定することができる。
　さらには，獲得した製造技術により，ハイブリッドモ
ータなどの次世代機器の性能向上にもつなげていけるこ
とが期待される。図 7  個体識別管理方法

Fig. 7  Management method for individual identification
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まえがき＝コベルコ建機㈱（以下，当社という）は2007
年 7 月 に，iNDr（Integrated Noise & Dust Reduction 
Cooling System）を搭載した極低騒音型油圧ショベルを
上市した。iNDrは当社が独自開発した先進の冷却シス
テムである。防音とダストの除去という二つの機能を合
わせ持ち，周囲騒音の大幅な低減とラジエータをはじめ
とする冷却機器のメンテナンス性の大幅改善に貢献し
た。その圧倒的な極低騒音性能と防塵性能により，上市
以来徐々に市場に浸透し，極低騒音性能は主に一般土木
系顧客から，防塵性能は産廃・林業顧客から高く評価さ
れ，実績を上げてきた。この間，国内および欧州で施行
されていた騒音規制は2012年には中国においても施行さ
れ， 3 年後の2015年には 3 dBの規制値強化が施行され
るなど，全世界的にエンジンに対する環境規制が強化さ
れている。
　そのような状況下，油圧ショベルの中でもより住環境
の近くで使用されるミニショベルに対しても都市型汎用
重機ショベルで確立されたiNDr技術を展開し，上市し
た。
　また，従来のiNDrを搭載した都市型汎用重機ショベ
ルに対しても，段階的に強化されるエンジン排出ガス規
制への対応とともに改良を加え，その極低騒音・防塵性
能を維持してきた。しかしながら，エンジン排出ガス 4
次規制への対応から排出ガスの後処理装置がさらに追加
された。このため，iNDrの特徴である吸音ダクトの配
置が困難となるなど搭載条件が非常に厳しくなってき
た。そこで，排気吸音ダクトを新たに開発することによ
って従来機同等の極低騒音性能を達成した。
　本稿では，それらミニショベルへのiNDrの展開と重

機ショベルのエンジン排出ガス規制対応に伴うiNDrの
進化について，その開発の概要を紹介する。

1 ．iNDrのミニショベルへの展開

1. 1 ミニショベルの特徴と課題
　ミニショベルは，本体総重量が 5 t以下のクラスのシ
ョベルのことであり，機体本体の構成上，重機ショベル
とは異なる設計が行われてきた。そのため，重機ショベ
ルで開発されたiNDrをミニショベルに展開するために
は，ミニショベルの基本設計を見直し，重機ショベルの
基本設計にできるだけ近づける必要があった。
　まず一つの大きな違いは，エンジン・油圧機器の冷却
システムにおいて，エンジンで駆動する冷却ファンと冷
却風を通過させるラジエータなどの熱交換器の位置関係
である。重機ショベルの場合は，外気をエンジンルーム
内に吸い込む際に最初に熱交換器を通過させる吸い込み

（サクション）型である。これに対してミニショベルの
場合は，エンジンルームに外気を通過させた後，熱交換
器を通して外に排気する吐き出し（プッシャー）型を採
用している。その理由は，ミニショベルの場合，熱源で
あるエンジンルームの真上に運転席が配置される構成と
なるため，エンジンルームにはできるだけ大気温に近い
空気を取り込み，エンジンルーム内の温度を低く保つ必
要があるためである。このような吐き出し型の場合，熱
交換器冷却後の排気は重機ショベルの吸い込み型の排気
よりも高温である。さらに排気開口部は，重機ショベル
ではエンジンルーム上側に設けられているのに対し，ミ
ニショベルではグランドレベルに近い機体右側に設置さ
れている。また，冷却排気とは別に，エンジンの排出ガ

iNDrの進化と展開
Evolution and Development of iNDr
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スは，重機の場合はマフラテールパイプを介して冷却排
気と同様に機体上部に排出している。機体が小さく機体
上部に運転席があるミニショベルの場合，機体後方のオ
ペレータから離れた低い位置から排出している。
　狭所作業が多いミニショベルの場合，排気・排出ガス
からの熱風によりショベルに近接する生垣などの植栽を
枯らしてしまうという潜在的な問題があり（図 1 ），
iNDrの展開の時に考慮しておく必要があった。
1. 2　iNDrの展開＝「iNDr＋E」 1 ）, 2 ）

　ミニショベルへのiNDrの展開として重機ショベルの
iNDrの考え方を取り入れるだけでなく，上述の排気・
排出ガスによる潜在的な問題も解決できる冷却システム
を開発した。
　吸気側に防塵フィルタを設置してダストの機体内侵入
を防ぐiNDrの構造をミニショベルに展開するため，冷
却ファンと熱交換器の配置は重機と同じ吸い込み（サク
ション）型を採用した。また，吸・排気開口の位置や大
きさを工夫し，ミニショベルの非常に狭い機体内にダク
ト構造を構成した。運転席に対する熱の問題は，運転席
との間に十分な断熱材を設置することで対応した。
　この構成の場合，従来の機体右側方の排気開口が吸気
開口となる。その吸気開口からは，騒音源となるファン
が熱交換器越しに直接見通せるため，騒音対策として，
開口から内部の音源が直接見通せないように前方にオフ
セットさせることによって直接音を低減した。
　いっぽう冷却排気については，先の植栽枯れを考慮し
て，エンジン周りのわずかなスペースにダクトを構成
し，従来の機体左側方への直接排気から機体下方への排
気に変更した。図 2 に新型ミニショベルの冷却風の流れ
を示す。
　さらに，マフラからの排出ガスは，エンジンルーム内
に設置した排気吸音ダクト内に高温の排出ガスを拡散排
出し，冷却機器通過後の排気と排気吸音ダクト内で混合

させることによって排気全体としての温度と音を低減す
る（図 3 ）。さらに，機体下方へ排気することにより，
機体側方および後方への直接排出を完全になくした。ダ
クト内に配置したテールパイプは，エンジンの排出ガス
と冷却機器通過排気が混合しやすくするための工夫を施
した。すなわち，パイプ全体に小孔を開けた拡散パイプ
構造を採用し，排出ガスが均一に排出するように孔個数

図 1  ミニショベルによる熱害事例
Fig. 1  Example of heat harm with mini excavator

図 4  ミニショベルの周囲近接騒音比較
Fig. 4  Comparison of noise near mini excavator

図 3  iNDr＋E ；排気ダクト内の排気拡散混合部
Fig. 3  iNDr＋E： Mixing part of difusion exhaust in exhaust duct

図 2  新型ミニショベルの冷却風の流れ
Fig. 2  Cooling air flow of newly developed mini excavator

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/68_1/681-14-f04.mp4
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や配置を調整した。
　以上の新機能を「iNDr+E」（iNDr プラス イーという。
EはExhaustの意）とし，ミニショベルの標準搭載機能
とした。
　このように，従来の側方排気を下方排気に変更したこ
とによってショベルの周囲近接音（機側 1 m点）を大幅
に低減させる（図 4 ）とともに，植栽などへの熱害も解
消した。

2 ．重機ショベルiNDrの進化

2. 1　重機ショベルiNDrの課題
　iNDrを搭載した都市型汎用重機ショベルは，2007年
の上市以降，その圧倒的な極低騒音性能と防塵性能を維
持しながらマイナチェンジを繰り返すことによって市場
にも徐々に浸透し，認知されるところとなった。
　ところが，エンジン排出ガス 4 次規制では，規制対応
策として従来のDPF（Diesel Particulate Filter）に加え，
尿素SCR（Selective Catalytic Reduction）の搭載が必
要となった。排出ガス 4 次規制対応および後処理装置の
レイアウトを図 5 に示す。従来のiNDrでは，排気側は
機体横方向（図 5 の左右方向）の幅を使った吸音ダクト
構造とし，その長さを確保することで騒音性能を確保し
ていた。しかしながら，尿素SCRの搭載により，尿素
SCRの手前で曲りダクトを構成しても長さが十分に確
保できなくなった。また，必要な排気開口面積を確保し
た場合，排気開口からエンジンルーム内を完全に見通せ
ない構成にできず，極低騒音性能を維持することが困難
な状況であった。また，ヒートバランスに関しても，エ
ンジン排出ガス規制対応のためにエンジン本体の発熱量
は増加しており，冷却風量の増加が必要であった。
　相反する関係にある騒音とヒートバランスであるが，
今回の開発においては，限られたスペースの中で極低騒
性能を維持しながら冷却性能を向上させ，ヒートバラン
スを維持させることが重要な課題であった。
2. 2 　一次元（ 1 D）設計ツールの活用
　ヒートバランス性能確立のためには，十分な冷却風量
の確保が必要である。冷却風量は搭載するファン性能と
通風抵抗から求めることができる。複雑化するダクト構
造とエンジンルーム内流路構成からそれらの通風抵抗の
見積もりにあたっては，これまでは設計検討案から簡易
ベンチ試験や実機モックアップを作って検証を繰り返す
など，実験用のモデル製作に多くの時間を費やしてい
た。
　今回は，計画の初期段階で簡易な検討が可能な冷却風
量予測 1 D設計ツールを開発し，活用した。このツール
では，まずショベルのエンジンルームを吸気口から排気
口までを連結する配管流路としてモデル化し（図 6 ），
一般的な管路の種類別抵抗係数から見積もられる抵抗を
通風抵抗として総計する。さらに，ファン性能線図と合
わせることによって最終的に風量を予測計算することが
できる。
　図 7 は，今回検討した新型排気吸音ダクトを搭載した
iNDr機の通風抵抗予測計算結果を示す。複雑な流路構

成ではあるが，これを分解して単純モデルの連結として
計算した結果，通風抵抗は従来モデルと同等以下の値が
得られ，必要風量を確保するめどをつけることができ
た。
2. 3　新排気吸音ダクトの搭載
　従来採用しているL型曲がりダクトの有効性を活かす
べく，必要排気開口面積を分割した 2 個のL型曲がりダ
クトの組み合わせた防音構造の新排気吸音ダクトを対象
に， 1 D設計ツールを用いて検討した。その結果，ダク

図 7  重機ショベルの従来機と新型機の通風抵抗予測計算結果
Fig. 7  Results of prediction of ventilation resistance of original and 

improved model excavator

図 6  重機ショベルエンジンルーム内冷却風流路の管路モデル化
Fig. 6  Duct line modeling for cooling air passage in engine room of 

excavator

図 5  重機ショベルにおけるSCR追加の影響
Fig. 5  Influence of SCR addition in excavator
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トの出入り口を同一方向に配置するのではなく，立体的
に交差（上向きと左向き）して配置することによって個々
には内部が直接見通せないL型曲がりダクトを非常に狭
い空間内に構成することができた。新型排気吸音ダクト
の構成とその排気冷却風の流れを図 8 に示す。
　このように，L型ダクトを立体的に交差させる「クロ
スオーバーダクト」の開発により，開発課題であったヒ
ートバランス性能を成立させ，さらに極低騒音性能も確
保することができた。
　図 9 に従来機と新型機の音響パワーレベル（実測値）
の比較を示す。この図から，新型機の周囲騒音は従来機
と同等の93 dBAを達成していることが分かる。

むすび＝低騒音性能とヒートバランス性能はトレードオ
フの関係にあるとのこれまでの認識から，常に両方を意
識しながら両立を目指す必要がある。しかしながら，開
発のたびにこれが難しくなってきており，今後もこの傾
向は続くものと思われる。
　そのための検討ツールとして，高度で詳細な解析技術
の動向も見つつ，設計の初期段階でいろいろな検討条件
で手軽に傾向がつかめる 1 D設計ツールを充実させてい
くことが必要であると考える。
　また今後，少子高齢化による労働人口減少の面からも
労働環境の改善は重要であり，油圧ショベルの低騒音化
は今後もさらに進んでいくものと考えられる。
　周囲騒音については，機械本体音だけでなく，実働中
の各部衝撃音などについても低減が必要となってくるも
のと思われる。また，周囲騒音だけでなく，運転室内の
騒音対策が必要であり，単に騒音レベルの低減にとどま
るのではなく，オペレータが疲れにくく，操作に必要な
音の活用を意識した運転室内音質の改善が必要になるこ
とが考えられる。さらに，騒音が低くなることで今まで
聞こえなかった音（声）が聞こえるようになって周囲と
のコミュニケーションが図られ，安全面に対しても貢献
できることが考えられる。
　今後も作業環境の改善に貢献する極低騒音型の油圧シ
ョベルを開発し，より快適で安全な作業現場が実現でき
るよう技術の研鑽に努めたいと考えている。
　
参　考　文　献
1 ） 中島一ほか. R&D神戸製鋼技報. 2012, Vol.62, No.1, p.27-31.
2 ） 上田員弘. 建設機械施工. 2014, Vol.66, No.1, p.20-23.

図 9  重機ショベルの従来機と新型機との音響パワーレベル（実
測値）比較

Fig. 9  Comparison of measured sound power level in excavator 
between original model and improved model

図 8  重機ショベルの「クロスオーバーダクト」の冷却風流れ
Fig. 8  Excavator cooling air flow of  "Cross Over Duct"
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図 4 にある動画マーク をクリックいただくと
動画が再生されます。



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018） 65

まえがき＝近年の省エネルギー化の要求から建設機械に
おいてもエネルギー効率の向上は重要な課題となってお
り，商品性をアピールする重要なポイントとなってい
る。コベルコ建機㈱では，2006年上市の 8 型重機ショベ
ルの開発から本格的に燃費低減の取り組みを開始してい
る。すなわち，油圧ショベルの実作業挙動解析技術 1 ），2 ），
およびこれを活用したエンジンHILS 3 ）などの性能評価
技術を利用して，詳細なエネルギー評価に基づく損失低
減技術を開発し，商品への導入を進めてきた。
　最新の10型重機ショベル（図 1 ）では，これまでの油
圧システム内の圧損低減やエンジン制御による燃費低減
などの技術に加えて，油圧動力回生システムやポンプ動
力の最適化によって，従来機に対して10%以上の燃費低
減を実現した。そこで本稿では，省エネ・燃費低減機能
とその最適化技術の概要を紹介する。

1 ．省エネ技術の経緯

1. 1　油圧ショベルの動力活用状況
　油圧ショベルの代表的な実働作業である90°旋回掘削
作業における動力活用状況を図 2 に示す。動作は大きく
四つに分けられ，①掘削動作，②持ち上げ旋回動作，③
排土動作，④復帰動作となる。図中上段の曲線がポンプ
投入動力であり，下段がアクチュエータであるシリンダ

（ブーム，アーム，バケット）と旋回油圧モータの出力
の合計である。アクチュエータ動力は，ブーム上げ動作
時には，シリンダがアタッチメントを持ち上げる仕事を
するためプラスの動力となる。逆にブーム下げ動作で
は，アタッチメントの位置エネルギーによって仕事をさ
れるためマイナスの動力となる。図中の二つの曲線の差
が油圧システム内での損失動力を示している。これらの
損失には，バルブや配管による圧力損失，およびブーム
下げの位置エネルギーや旋回停止時の制動エネルギー分
も含まれる。ポンプ投入動力に対するアクチュエータ作
動動力の平均比率は40%程度であり，この比率を高める
ことが省エネ化を図るうえでの目標となる。

10型重機ショベルの省エネ技術
Energy Saving System for Heavy-duty Hydraulic Excavator, Series-10

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. has recently developed a heavy-duty hydraulic 
excavator, Series-10, with new functions (hydraulic power regeneration, variable power control, 
hydraulic relief cut control, etc.), in addition to energy saving characteristics, which has already gained 
popularity in conventional machines. A reduction in fuel consumption of 10% or more over the old 
model has been achieved.
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図 1  10型重機ショベル
Fig. 1  New hydraulic excavator Series-10

図 2  掘削作業の動力活用
Fig. 2  Power on digging work
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1. 2　従来の燃費低減技術
　従来機での省エネ対策においては，上記の動力活用状
況の詳細な評価に基づき，損失寄与度が大きく，ショベ
ルの作動に大きな影響を与えない油圧システムの圧損低
減やエンジンの省エネに取り組んできた。主な省エネ技
術は以下の四つの項目を対象に適用した。
　 1 ）専用リターン配管の新設定
　 2 ）省エネ新型バルブ（圧損低減）の開発
　 3 ）圧力損失低減タイプ配管の新設計
　 4 ）エンジンのコモンレール電子制御と最適アイソク

ロナス制御の採用
　圧力損失低減タイプ配管の例として，バルブや配管な
どの油圧通路での摩擦抵抗を抑えた配管設計や抵抗の最
小化などの施策を図 3 に示す。油圧ショベルの実作動に
おけるバルブ内の流量，および圧損寄与度の大きい流路
に優先的に対策を施すことによって不要な圧損低減を実
現した。
　エンジン制御では，コモンレール電子制御を採用し，
図 4 に示すようなアイソクロナス制御（一定回転制御）
とポンプ制御の最適な組み合わせた。これによってエン
ジンの燃焼効率が良い領域での稼働比率を上げることが
でき，動力源としての省エネ化を実現した。
　これらの取り組みは，損失部位の特定とその損失を低
減するための対策を施すというオーソドックスなもので
ある。このため，さらなる省エネを実現するためには，
同様な損失低減に加えて新たな観点での施策が必要にな
る。

2 ．10型省エネ技術

　10型ショベルに対する省エネ技術の開発においては，
これまでの損失低減の取り組みに加えて，操作や作動状

況に応じたより細かな制御や油圧動力の回生などの新た
な観点で取り組んだ。主要な開発アイテムは以下のとお
りである。
　 1 ）ブーム下げ動力回生システム
　 2 ）ポンプ可変馬力制御
　 3 ）旋回リリーフカット制御（速度フィードバック）
　 4 ）高効率エンジンファン
　以下の節では，これらのアイテムの概要を紹介する。
2. 1　ブーム下げ動力回生システム
　図 2 の動力活用状況で示したように，ポンプ動力とア
クチュエータ動力の差として表される油圧損失のうち，
動作④の復帰作業における油圧損失が大きいことが分か
る。この損失は，アタッチメントをコントロールしなが
らブームを下げる動作において，位置エネルギーを油圧
の損失として吸収するための動力が大きな割合を占めて
いる。この油圧損失は従来，作動のためには必要なもの
と考えられていた。
　10型の開発では，このブームの位置エネルギーを他の
アクチュエータの駆動に利用する動力回生システムを開
発した（図 5 ）。対象作業は，図 2 の動作④における復
帰作業時のブーム下げ，およびアーム押しの複合操作で
ある。すなわち，ブーム下げ時のシリンダヘッド側のリ
ターン油流量をアーム押しの駆動側（アームシリンダの
ロッド側）にリアルタイムに回生するシステム構成にし
た。ブームからアームへの回生油量を増加させるために
は，ブームヘッドとアームロッドの圧力差を大きくとる
必要がある。このため10型回路では，アームヘッド側の
リターン側の圧損低減策として新たな油圧回路を設け，
バルブをバイパスしてリターン油を作動油タンクに戻す
回路構成とした。
　また，ポンプ動力の低減策として，システム内の圧力
検出などによってブームからアームへの回生流量を予測
し，本来の指令ポンプ流量から回生流量を減じた流量を
ポンプから吐出する仕組みにした。これにより，回生流
量がない場合の作動速度を維持しつつ，ポンプ流量低減
による燃費低減が図られることになる。このシステム

図 3  油圧通路の圧損低減
Fig. 3  Reduction of pressure drop in hydraulic line

図 4  エンジンアイソクロナス最適制御
Fig. 4  Engine Isochronous optimum control

図 5  ブーム下げ動力回生システム
Fig. 5  Power regeneration system of boom down
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は，回生流量制御のための電磁比例弁などの追加機器が
必要となる。しかしながら，リアルタイムで油圧回生を
行うため，いったんエネルギーをためて別のタイミング
で使用するための機器は不要になることから，費用対効
果に優れたシステムであるといえる。
2. 2　ポンプ可変馬力制御
　ポンプ流量制御では，レバー操作量に応じたポンプ吐
出量の制御（ポジティブコントロール），およびエンジ
ン出力可能トルク内に馬力を抑えるためのポンプ馬力制
御を基本とした制御を行っている。従来のポンプ馬力制
御は基本的にはレバー操作に関係なく，馬力が閾（しき
い）値を超えないようにポンプ圧力に応じてポンプ流量
を抑制する制御である。しかしながら，アクチュエータ
ごとに必要とされる馬力特性が異なるため，一律の馬力
設定では必要以上に馬力投入することになる。したがっ
て，従来の制御はシステム内での損失を増加させるだけ
であり，作業効率の向上につながらない。
　そこで10型のポンプ制御では，図 6 に示すように，
個々のアクチュエータのレバー操作に対して個別に馬力
設定を行う方式を採用した。また複合操作の場合は，こ
れらの個別の操作の馬力指令の最大値を馬力設定値とす
る制御にした。
　図 7 は，可変馬力制御の有／無によるフルレバー操作
時のシリンダ作動スピードを比較したものである。フル
馬力を投入しても急激な馬力投入によるエンジン回転数
低下が起こる。このため，可変馬力によって馬力を落と

した制御と作業量は変わらない結果になる。図 2 に示し
た動作では，高馬力を必要とする①掘削および②持ち上
げ旋回動作においては効果は小さいものの，③排土およ
び④復帰の動作域においてはこの可変馬力制御による省
エネ効果が大きい。
2. 3　旋回リリーフカット制御（速度フィードバック）
　旋回動作では大きな慣性体である上部旋回体を駆動す
るため，緩やかな加速になる。したがって，旋回起動時
に投入したエネルギーの大半はリリーフ損失となってし
まう。旋回動作に必要なポンプ流量を削減するため，従
来の制御ではポンプ圧力に応じて旋回駆動に必要な流量
を推定し，ポンプ流量を抑える制御を採用していた。し
かしながら，システムの安定性を確保するため，十分な
リリーフ流量の削減ができなかった。
　10型システムでは旋回ジャイロセンサを搭載し，旋回
速度を検出することによってその時点で必要な旋回駆動
流量を把握している。この速度検出に基づいたポンプ吐
出流量制御を行うことによって，旋回起動時のリリーフ
損失を最小限に抑えることを実現した。リリーフカット
制御でのポンプ流量削減効果の概念図を図 8 に示す。旋
回起動時に大幅な流量低減が図られていることが分か
る。
2. 4　高効率エンジンファン
　油圧ショベルの動力活用状況を図 2 に示したが，燃費
に影響する動力としては，ポンプの動力消費に加えて，
エンジンに直結して駆動しているパイロットポンプ，お

図 6  レバー操作に対する可変馬力制御
Fig. 6  Variable power control for lever operation

図 7  可変馬力制御の有無による作動速度比較
Fig. 7  Comparison of operating speed between with and without 

control
図 9  CFD解析によるファン翼形状最適化

Fig. 9  Blade shape optimization by CFD analysis

図 8  旋回リリーフカット制御の効果
Fig. 8  Effect of swing relief cut control
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よびエンジンファンの動力消費が挙げられる。これらの
エンジン直結機器の動力は，エンジンの回転が一定の場
合ほぼ一定の動力消費となる。エンジンファンの消費動
力は，重負荷作動中のエンジン出力の 7 %程度の動力を
占めており，軽負荷作業ではその割合はさらに大きくな
る。
　10型システムでは，このエンジンファンの翼形状の最
適化によるファン動力の低減を目的に，数値流体力学

（Computational Fluid Dynamics，以下CFDという）解
析を試みた。図 9 にファン翼形状に対するCFD解析結
果の一例を示す。翼端R形状やキャンバ角，翼厚などの
形状などをパラメータとして解析・検討し，翼前後の圧
力差の増加と翼外側の緩やかな圧力変化を実現するよう
な形状を決定した。結果として，ファン風量をほぼ確保
しつつ，ファン消費動力▲35%，騒音▲ 2 ～ 3 dBの低
減を実現し，一部の10型重機ショベルに搭載している。

3 ．10型ショベルの省エネ性能評価

　 2 章で紹介した省エネ技術を搭載した10型重機ショベ
ルでの省エネ・燃費低減効果として， 1 章で示した90°
旋回掘削作業における省エネ効果を検証した。
　図10には，重機ショベルのクラスのうち，例として
20 tクラスのショベルにおける掘削作業性能評価結果を
示す。上段が作業中の平均燃料消費量であり，下段が燃
料あたりの土量で定義される生産性を示す。いずれの図
も 8 型ショベルを100とした時の指数で表している。
　一世代前の 9 型ショベルと比較して10%以上の燃費低
減効果が実現できていることが分かる。同様に，生産性
においても10%以上の性能向上が実証されており，「燃
費のコベルコ」の評価に応えられる性能となっている。
　また，その他の重機クラスの10型の機種についてもお
おむね上記で示したような省エネアイテムを搭載してお

り，各クラスともに従来機に対しさらなる性能アップを
実現している。

むすび＝本稿では10型重機ショベルに搭載した省エネ技
術の概要とその効果を紹介した。環境負荷低減に向けた
社会の要求は今後も継続すると考えられることから，当
社においては今後ともお客様のニーズに応えるためさら
なる省エネ技術の開発に取り組んでいきたいと考えてい
る。
　
参　考　文　献
1 ） 南條孝夫ほか. R&D神戸製鋼技報. Vol.57, No.1, p.48-51.
2 ） 今西悦二郎ほか. R&D神戸製鋼技報. Vol.62, No.1, p.32-36.
3 ） 大谷和弘ほか. R&D神戸製鋼技報. Vol.57, No.1, p.52-57.

図10  SK200（20t）の掘削作業性能
Fig.10  Performance of SK200 (20t) for digging work
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まえがき＝近年，油圧ショベルに求められる排出ガス規
制や燃費といった環境性能に対する要求レベルは高まっ
てきている。それを実現するために機械の仕組みが複雑
化したり，様々な機能が組み合わさったりしてきたこと
で，装置の不調を捉えることが困難になってきている。
　いっぽう，サービスマンの高齢化と引退により，若手
の早期戦力化を図らなければならないが，技術習得を短
期間で行うことは難しく，その効率化が必須課題となっ
ている。さらには，お客様の施工管理において計画とおり
に工事を完了させることが必須であり，そのため油圧ショ
ベルの故障による長期間のマシンダウンなどは未然に回避
しなければならない。
　こうした背景から，コベルコ建機㈱（以下，当社とい
う）は，油圧ショベルのマシンダウンを未然に防止する
ための予知保全の仕組み「Ｋスキャン」を開発し，安定
稼働の実現をサポートした。また，未習熟なサービスマ
ンでも高品質なサービスを提供できるよう，「Ｋスキャ
ン」の中に油圧ショベルの診断を支援する機能を構築し，
サービス業務の効率化にも寄与した。これらの仕組みや
機能について紹介する。
　なお，当社のサービス現場では，本仕組みを従来浸透
してきた予防保全活動の中で扱うため，「予知保全」も
含めて「予防保全」と呼んでいる。

1 ．予知保全の仕組の狙い

　これまで，当社はサービス活動として，油圧ショベル
の稼働時間ごとに点検および部品の交換を行う「時間基
準型の予防保全活動（Time Based Maintenance）」を行
ってきた。油圧ショベルの稼働をサポートする稼働機管

理システム「MERiT」には，フィルター類の交換時間
および油圧ショベルの警報をお客様やサービスマンに知
らせる機能を搭載している。しかし，油圧ショベルの使
用環境によっては，想定外の劣化により故障に至る場合
や，警報が発報されてからサービスマンが駆けつけた時
には故障が重篤化してしまっている場合もある。これら
を未然に防止するうえで，一定間隔でのメンテナンスの
みでは限りがあると考えられる。
　そこで，従来の時間基準型の予防保全に加えて，装置
の状態を常に把握し，その状態に応じて必要な処置を取
る「 状 態 基 準 型 の 予 知 保 全 活 動（Condition Based 
Maintenance）」を導入することとした。
　まずは油圧ショベルにおいて最重要部位である動力装
置（エンジン，油圧ポンプ）について予知保全の仕組み
を開発し，段階的に対象装置の拡大を図ることとした。
　重篤な故障に至る前にその状態を察知し，サービスマ
ンに点検を促すことで，全世界のお客様に使用いただい
ている油圧ショベルが安定して，24時間・365日稼働で
きることが本仕組みの狙いである。

2 ．実現の手段

2. 1 仕組の概要
　油圧ショベルにはエンジンおよび油圧アクチュエータ
を制御するための様々なセンサが搭載されている。ま
た，稼働機を管理するために，位置情報や警報情報を送
信する通信装置を搭載している。これらの情報を蓄積す
る仕組みはすでに構築し，運用を行ってきた。これらの
既存のセンサと仕組みとを活用して予知保全の仕組み

（図 1 ）を構築した。

機械稼働データを活用した予知保全の仕組の実現
Realization of Predictive Maintenance System Utilizing Machine 
Operation Data

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. has developed a predictive maintenance 
system (KSCAN) to realize stable operation of hydraulic excavators and to improve customer 
satisfaction and service efficiency. The KSCAN system comprises a daily condition monitoring function 
and a periodic condition diagnostic function that are installed in a hydraulic excavator and a server for 
analyzing and diagnosing various sensor information sent from the excavator. The results are provided 
to service mechanics, enabling them to take preliminary measures on the operating machines that may 
experience serious failures and, thus, prevent them from failing. This paper explains the systems and 
functions achieving the above.
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①各種センサ情報をサーバへ自動的に送信
②サーバに蓄積されたデータを自動的に分析，診断
③診断結果をサービスマンへ提供
④提供された情報に基づき，サービスマンが必要な処

置を実施
　動力装置の状態をタイムリーかつ精度よく把握するた
め，「状態観察機能」と「健康診断機能」の二つの診断
機能を組み合わせることにより，これらを実現した。
2. 1. 1　状態観察機能
　動力装置の日々の稼働状況を観察（測定）し，その変
化傾向から動力装置の状態を診断する。（図 2 （a））
　①一日の稼働時における各センサ情報を蓄積
　②必要に応じてデータを圧縮し，夜間に送信
　③一日ごとの変化の傾向を分析し，診断
　④翌朝，診断結果を提供
　診断のために機械を止めることなく，お客様では気づ
きにくい日々の微妙な変化を新車時の傾向と比較するこ
とで的確に捉えることを狙った。
2. 1. 2　健康診断機能
　サービスマンが動力装置に対し行う点検用の操作を自
動化して，常に同じ条件にて装置の状態を診断する。

（図 2 ．ｂ）
　①各種点検パターンを一つの運転モードに集約
　②水温，油温を一定条件に自動的に調整
　③測定後には即座にデータを送信し，分析，診断
　④診断結果をその場で確認
　サービスマンごとにある，技量の違いによって生じる
測定結果のばらつきの影響を排除することにより，診断
精度の向上を図る。また，点検時間を短縮でき，お客様

の待ち時間を最小限にすることができた。
2. 2　具現化
2. 2. 1　診断の対象とする動力装置の症状
　動力装置の状態を診断するにあたり，捉えるべき症状
を定義しておく必要がある。これまで蓄積してきた故障
データベースから，動力装置の系統ごとに故障事例を抽
出し，発生頻度と稼働への影響度との両方の観点で整理
を行い，捉えるべき症状を決定した（図 3 ）。
2. 2. 2　診断内容
1 ）評価指標の設定 1 ）

　評価指標の設定手順は①事象の因果関係の把握，②デ
ータの前処理，③モデルの作成／評価，④実機搭載のス
テップに分けて実施した（図 4 ）。
　一例として，PM （Particulate Matter）排出低減装置
として搭載しているDPF （Diesel Particulate Filter）の
すす詰まりを診断するために設定した評価指標『すす堆
積増加量』の設定手順について紹介する。
①事象の因果関係の把握
　捉えるべき症状に関して，関連する事象とその周辺事
象を抜けなく，かつ重複なく抽出する。つぎに，各事象
を「原因」・「結果」・「共変関係」・「外乱」の 4 グループ
に分類して各事象同士のつながりを線で結び，作用する
順に並び替える。最後に，捉えるべき症状を捕捉する上
で最も効果的な事象を，着目すべき事象（評価指標の基
礎）として選択する。本指標の場合はDPF差圧の増加
量（Increasing differential pressure）を着目すべき事
象とした。すす堆積量の増加に関する因果を表した関係
図を例として図 5 に示す 3 ）, 4 ）。
②データの前処理
　評価指標に必要なモデルの精度を確保するためには，
データの前処理作業が重要である。外れ値や異常値を除
去し，データ分布の形状などを確認する。油圧ショベル
の稼動においては，稼働時間が短いデータやDPF再生
中のデータなど，誤差の影響を受けやすい部分について
はあらかじめ除く必要がある。

図 1  予知保全の仕組
Fig. 1  Outline of predictive maintenance system

図 3  診断の対象とする系統と症状
Fig. 3  Symptoms to diagnose

図 4  評価指標の設定手順
Fig. 4  Procedures of making evaluation index

図 2  予知保全機能
Fig. 2  Function of predictive maintenance

（b）健康診断機能
(b) Periodical conditon check

（a）状態観察機能
(a) Daily condition check
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③モデル作成・評価 2 ）

　作成した因果関係図に基づき，着目すべき事象を表す
モデルの作成を行う。作成したモデルの精度は，相関係
数や予測値と実測値の残差などにより評価する。図 6 に
示すように，本事例ではモデル予測値と実測値の差が小
さく，良好な精度であると判断した。
　また，評価指標と実測データを時系列で比較し，実際
のすす堆積により発生・増加する状況（例．すす再生不
良や手動再生など）やDPF交換の状態に追従しており，
評価可能であると判断した（図 7 ）。
④実機搭載
　まず，データロガーなどの時系列データを用いて，基
本ロジックの有効性を確認する。つぎに， 1 日単位のデ
ータで診断できるよう，膨大な稼働データの中から診断

に有効なデータのみを抽出して蓄積する機能を油圧ショ
ベル側へ織り込む。システム構築の際の基本的な考え方
としては，油圧ショベル側でのデータの加工や演算処理
は必要最低限にとどめ，サーバ側で高度かつ複雑な演算
処理を行うことで多種多様な機械仕様や地域特性などに
も柔軟に対応できるようにした。
　また，機体ごとに個体差があり，評価に影響する場合
がある。このため，個体差を考慮して評価できるよう，
機差学習の機能をサーバ側の演算機能に持たせた。この
結果，誤判定が減り評価の精度向上が実現できた。
2 ）状態判定方法
　これまでは，正常と故障の二つの判定基準であった。
今回，予知保全の仕組みを構築するにあたり，正常では
ない状態を捉えるために，正常の領域内に新たに二つの
判定基準（経過観察，要点検）を設けた（図 8 ）。
3 ）判定閾（しきい）値の設定
　指標の特性から，以下の二つの方法で判定閾値の設定
を行った。
①機械設計上，故障の判定基準が明確になっている指標

は，その基準の手前に判定閾値を設定した。
②今回独自に考案した評価指標については，故障の判定

基準がない。このため，稼働に影響を及ぼす症状を実
際に再現して運転手の感性への影響を調査し，判定閾
値を設定した。

　なお，感性への影響調査にあたっては，長年油圧ショ
ベルの開発に従事してきたテストオペレータにより操作
性の評価を実施した。この結果，掘削力や作業装置のス
ピードの変化が±20%程度に達すると，運転手が操作感
覚に違和感を覚え，作業能率低下による不満を認識し始
めることがわかった。そこで，この手前に閾値を設定す
ることとした。
4 ）設定した評価指標の一覧 
　以上の工程を経て系統ごとに評価指標を設定した

（表 1 ）。
2. 2. 3　診断情報の提供方法
　「Ｋスキャン」の情報をサービスマンに提供するにあ
たり，入手しやすさと現場での取り扱いを考慮して，タ
ブレット端末やスマートフォン用のアプリを開発した。
また，内容を理解しやすいよう，診断結果は数字と時系
列のグラフで表示し，結果に応じて提案すべき点検内容
も表示した。さらに，お客様にも保有機の診断状況が把
握 い た だ け る よ う， 既 存 の 稼 働 機 管 理 シ ス テ ム

「MERiT」内にレポートを表示する機能を追加した。（図
9 ）

図 7  すす堆積量の評価指標（ 1 日毎の評価）
Fig. 7  Evaluation index increasing soot deposition (Daily)

図 6  予測値と実測値の比較（すす堆積量指標）
Fig. 6  Comparison of predicted and measured values (Evaluation 

index increasing soot deposition)

図 8  判定基準の設定
Fig. 8  Setting of criteria

図 5  DPFすす堆積量の増加に関する因果関係図
Fig. 5  Causal relationship diagram of increasing soot deposition on 

DPF
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3 ．予知保全の仕組みの検証

　予知保全の仕組みにおける検証の進め方としては，仕
組みの早期実現のため，診断機能の基本的な確認を行っ
た。その上で，精度のチューニングとフィールドでのＮ
増し検証を並行して進めるアジャイル型の方法を取り入
れた。以下の手順により，従来チューニングに必要とさ
れていた期間を大幅に短縮することが可能となった。
3. 1　診断機能確認
　実際に軽微な故障状態を再現した試験機を診断し，設
定した評価指標で判定できることを確認し，モニタ評価
に進めた。
3. 2　フィールドテスト
　Ｎ増し検証を進めながら完成度を段階的に上げるため
に複数のステップを設けた。ステップごとに，モニタ台
数と地域を追加しながら目標とする精度に向かって，評
価指標の改善と調整を行った。
STEP1：日本国内の既出荷機に対して予知保全機能を
搭載し，開発試験機で作り上げた精度の見極めを行っ
た。
STEP2：台数を大幅に追加してSTEP1の改善を反映し
た機械側ソフトの測定ロジック，サーバ側の評価式にて
検証を継続した。

STEP3：使用環境や機械仕様などの条件を追加するた
めに，海外向けに生産された主要モデル全てにSTEP2
の改善を反映した状態観察機能を搭載してグローバルに
データ収集を行い，検証した。

4 ．成果（モニタ期間中）

　本機能の運用により，実際に故障の兆候を捉えた事例
について紹介する。
4. 1　作動油汚染の事例（健康診断機能）
・機械用途：産業廃棄物の分別と積込
・診断結果：油圧機器の性能劣化兆候有り（図10）
・点検結果：作動油の汚染，圧力制御弁の摩耗（図11）
・お客様からのご指摘：なし
　健康診断機能により，図10の診断結果 1 を得た。正常
な状態であれば，32～34 MPa程度のリリーフ圧力であ
るが， 当該機（A号機）は31.7 MPa付近まで低下してい
たため，機械の点検を行った。図11に示す写真のように，
作動油は汚染しており，リリーフ弁のポペットシート部
が異常摩耗していることが確認できた。当該機（A号機）
はリリーフ弁および作動油を交換することで正常状態に
復帰できた。診断機能にて油圧ショベルの不調を実際に
捉え，それをお客様が気付く前に発見することができ，
当初の目的を達成できた。
　以前，当該機（A号機）は先端アタッチメントの取り
付け，取り外しが行われており，その際に取付けられた
ブレーカ装置内に残留していた異物により，作動油が早
期に汚染されたものと推測される。この件を機に，サー
ビス工場では同じお客様に対して先端アタッチメントの
取り付けに関する注意事項を浸透させることが可能にな
った。当該機（A号機）のマシンダウンを防止するだけ
でなく，お客様が保有されている他の油圧ショベルにお

図 9  Kスキャンによる情報提供の仕組
Fig. 9  Image of information service provided by KSCAN

図11  事例 1 における点検部品（a） 作動油，（b）リリーフ弁
Fig.11  Inspection parts in case 1  (a) Hydraulic oil，(b) Relief valve

図10  事例 1 における診断結果
Fig.10  Diagnostic data in case 1

表 1  評価指標の一覧
Table 1  List of evaluation index
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いても，類似問題の発生を未然に防ぐことにも貢献でき
ると考えられる。
4. 2　エンジン　オーバーロードの事例（状態観察機能）
・機械用途：砕石積込
・診断結果：エンジンとポンプ出力のアンマッチ
　（図12）
・点検結果：油圧ポンプ制御部品の摩耗 （図13）
・お客様からのご指摘：なし
　状態観察機能により，図12の診断結果 2 を得た。正常
な状態であれば，0.25～0.29程度の評価指標値になるが，
当該機（H号機）は0.33付近まで上昇していたため，点
検を行った。図13の写真に示すように，ポンプ吐出流量
を制御する部品が摩耗していることが確認できた。当該
機（H号機）は，摩耗した部品を交換することで正常な

状態に復帰できた。お客様の運転方法は該当部位の作動
頻度が高い運転方法だったため，想定よりも早く摩耗し
たと考えられる。
　この状態を放置し続けた場合，エンジンへの長期的な
過負荷により，オーバーホール時期に部品交換レベルで
は回復できない可能性があり，お客様にライフサイクル
コストの予期せぬ負担を強いる恐れがある。当該機を保
有されているお客様に対して状況を説明し，他の保有機
に対して，同内容の点検と類似箇所の交換工事とを実施
した。こうした成功事例によりお客様の保全意識を高め
ることにも貢献できた。

5 ．展開スケジュール

　日本国内においては，2016年 9 月に上市した「SK250-
10」より本機能を使った予知保全活動を開始し，2017年
下期から海外にも活動を展開した。

むすび＝世界中のお客様が保有されている全ての油圧シ
ョベルが24時間，365日安定に稼働をすることを目指し，
動力装置が重篤な故障に至る前に，その状態を察知して
サービスマンに点検を促す「状態基準型の予知保全」の
仕組みを構築することができた。
　実際に「状態基準型の予知保全」を運用した結果，デ
ータに裏付けされた情報をもとに診断を行うことで，サ
ービスマン個人の力量に左右されない高品質なサービス
を提供することが可能になった。これにより，お客様の
保全に対する意識を高めることにも貢献できると考えて
いる。
　今後もサービス現場における活用実績を重ね，継続的
な診断精度の向上と対象装置の拡大を図る。また，そこ
から得られるビッグデータをさらに活用して，より良い
商品開発とサービスの実現を追求する。
　こうした活動を通してお客様満足度の向上に努め，油
圧ショベルの信頼性向上にて社会発展に寄与していく。
　
参　考　文　献
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図12  事例 2 における診断結果
Fig.12  Diagnostic data in case 2

図13  事例 2 における点検部品（ポンプ制御部品）
Fig.13  Inspection parts in case 2  (Pump control parts)
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まえがき＝我が国日本では，2030年までの間，貴重な労
働力である生産年齢人口は毎年 1 %近く減少していくと
見込まれている。したがって，建設機械業界においては
生産性の向上がこれからの成長のキーワードとなってい
る。
　このような状況を踏まえ，国土交通省では建設機械業
界において，調査・測量から設計，施工，検査，維持管
理・更新までのあらゆる建設生産プロセスの生産性を抜
本的に向上させる「i-Construction」施策を提唱し，以
下の姿を目指している。

①一人一人の生産性を向上させ，企業の経営環境を改
善する。

②建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るなど魅
力ある建設現場にする。

③死亡事故ゼロを目指し，安全性を飛躍的に向上させ
る。

　これらの目的を達成するために，建設現場のプロセス
全体の最適化が実施されている。具体的には，ICTの全
面的な活用を行い，規格の標準化，施工時期の平準化が
行われている。たとえば，ドローンを用いた 3 次元測量，
同 3 次元測量データによる設計・施工計画策定や，建設
現場でのIoT活用による施工，検査の省力化，省人化な
どが提案されている。
　また，上記③で示したように、建設現場の安全性は国
として重要な課題と位置づけられている。建設現場で油
圧ショベルに関わる事故の約 6 割は挟まれ／轢（ひ）か
れ事故であり，そのうち旋回または走行時の事故が 8 割
以上を占めている 1 ）。事故のほとんどは機械後方の死角
エリアで発生しており，作業者に気づかず操作したこと
が原因となっている。
　これまでに各建機メーカーやレンタル会社等が独自に

設定した安全装置は存在した。しかし，多くは警報装置
の類であり，最終的な危険回避はオペレータ自身に委ね
られていた。このため，オペレータが警報に気付かない
場合や認識が遅れた場合などは，結果的に事故につなが
った。このような問題に対し，赤外線センサを応用し死
角となる油圧ショベル後方での接触事故防止を目指した
衝突軽減システム「K-EYEPRO」を開発した。本稿では，
その内容を報告する。

1 ．現場での災害と課題

　K-EYEPROの開発にあたり，現場の労働災害の内訳
について調査を行った。その結果を図 1 ～図 3 に示す。
この結果より，現場での災害のうち約 6 割が建設機械に
よる挟まれおよび轢かれ事故であり，その 8 割以上は建
機の走行中や旋回中に発生していることが明らかとなっ
た。また，それらの事故の発生場所は機械後方の死角が
7 割以上に上っていることが明らかとなった 1 ）。そのた
め，労働災害の低減を実現するには，機械後方の死角領
域において，接触を低減する機能が有効であると判断し

SK200-10衝突軽減システム「K-EYEPRO」
SK200-10 Collision Reduction System [K-EYEPRO]

■特集：建設機械（ショベル・クレーン）	 FEATURE	:	Excavators	&	Cranes

（技術資料）

Safety at construction sites is recognized as an important issue, as described in "i-Construction" 
proposed by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. At actual construction sites, 
approximately 60 percent of accidents involving hydraulic excavators are those of getting caught or 
run-over, and accidents during swing and travel operations account for more than 80 percent of them. 
To solve these problems, a collision reduction system has been developed using infrared sensors to 
prevent contact accidents behind a hydraulic excavator in its blind spot, and is included in the options. 
This has enabled the simultaneous realization of safety and continuity of the machine operation, which 
has been difficult to realize so far.
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図 1  建設現場における事故の内訳
Fig. 1  Accidents on construction sites
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た。これまでにもこうした労働災害を低減するための機
能は世の中には存在した。しかし，それらはオペレータ
に対する警告が主な機能であり，たとえば昨今の自動車
における自動ブレーキのような，機械が自発的に止まる
ものはほとんどなかった。機械が停止するものもある
が，その場合には動作全てが停止してしまうため，作業
性の観点から使い勝手の良いものではなかった。今回，
K-EYEPROの開発コンセプトは，安全性に加えて同時
に作業性を確保できるシステムとした。

2 ．検知技術

　現在，世の中には人や障害物の検知技術が多岐にわた
り開発されており，それぞれにメリットとデメリットが
ある。K-EYEPRO検討の初期段階において，それぞれ
の検知技術の特徴を見極め，検知手段として赤外線
TOF（Time Of Flight）センサを採用した。赤外線
TOFセンサはセンサ自身が照射した赤外線が対象物に
反射し，再度受光する時間から対象物との距離を画素ご
とに算出するものである（図 4 ）。複雑な形状であって
も 3 次元的に高精度に昼夜を問わず計測できるメリット
がある。
　現在，室内や車内等の比較的安定な環境では，本方式
の実用化が進んでいる。しかし，屋外や車載での使用に
ついては，外乱による技術的対策が必要なこともあり，
本方式は一部の採用にとどまっている。
　コベルコ建機では，鉄道等のインフラ用途で実績があ
り耐外乱光性能に優れる日本信号（株）製の赤外線TOF
センサを，検知手段として採用した。また，日本信号

（株）と（株）日立ハイテクノロジーズとの共同でセンシン
グ処理の開発を新たに行い、太陽光や雨雪等の外乱に対
して，ハードウェアとソフトウェアによる対策を実施
し，その有効性を確認している。
　赤外線TOFセンサ取付位置と検知エリアを図 5 に示
す。図 5 に示すように，K-EYEPROではこの赤外線
TOFセンサをショベル 1 台に対して 4 台搭載し，ショ
ベル後方の死角をカバーするレイアウトとした。
　通常の赤外線TOFセンサは，センサと障害物の最接
近距離を出力する。しかし，K-EYEPROで採用したセ
ンサはソフトウェアにより障害物の位置をショベル座標
系に換算し，その位置をショベル側のコントローラへ送
信する。障害物の位置をショベル座標系に換算するに
は，それぞれのセンサ取付位置情報が必要となるため，
取付位置に対応した専用のセンサが必要になるのが一般
的である。しかし，K-EYEPROではセンサとショベル
側コントローラとが連携し， 1 種類のセンサで全ての取
付位置に対応できるようソフトウェア上の工夫をしてい
る。
　また，フィールドに出た後にセンサにズレが発生した
場合など正確な位置情報が把握できない事態が懸念され
る。しかし，K-EYEPROには初期取付状態からのズレ
を検知するソフトウェアを組み込んでおり，万が一取付
状態が変化した場合でも，オペレータへの報知ができる
ようなシステムとなっている。

図 2  事故の原因となった動作
Fig. 2  Motions causing accidents

図 3  機械との接触箇所
Fig. 3  Points of the machine at contact accidents

図 4  赤外線TOFセンサの原理
Fig. 4  Principle of infrared TOF sensor

図 5  赤外線TOFセンサ取付位置と検知エリア
Fig. 5  Mounting location of sensors and detective area
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　さらに，センサの赤外線照射・受光面が汚れることに
より検知不能となった場合においても，上記と同様ソフ
トウェアにより汚れの発生をオペレータに知らせること
ができるため，機能喪失時の対策も万全となっている。

3 ．制御技術

　ショベル周辺に人や障害物を検知した場合には，オペ
レータが走行もしくは旋回操作を行っていたとしても自
動的にショベルの動作を減速させる。ショベルに人や障
害物がより近づいた場合には自動停止し，挟まれ／轢か
れによる接触事故を低減する（図 6 ，図 7 ）。自動停止
後もブーム，アーム，バケットのアタッチメントの操作
は可能である。また，人や障害物のない方向への旋回操
作は可能としている。人や障害物とショベルの距離が
2 mになれば自動減速を開始し，0.5 mになれば自動停
止させる（図 8 ）。このように，狭所であっても極力作
業に支障をきたすことなく，継続的に作業が可能となる
ような設定としている。
　高さ方向には，地上から約0.7 m以上の範囲を検知範
囲としており，ショベルのクローラ部分を人・障害物と
して誤検知することはない。また，検知高さを十分確保
していることから，土面の凹凸などを障害物として誤検
知することなく，登坂や積み込み作業にも配慮したエリ
ア設定となっている。
　自動減速，自動停止エリアに人・障害物が進入した場
合，センサからの位置情報をもとに，運転室のディスプ
レイに，人・障害物の位置を表示する（図 9 ，図10）。
同時に，警報音によりオペレータに注意喚起すること

で，オペレータの安全意識の向上にも寄与する。

4 ．安全レポート機能

　システムの作動状態をユーザーにレポートとして発信
する機能を開発し，K-EYEPROの検知・制御技術に付
加した。

図 6  旋回時の自動減速／停止
Fig. 6  Automatic deceleration / stopping at turning

図 7  走行時の自動減速／停止
Fig. 7  Automatic deceleration and stopping for travelling

図 9  右側方に人・障害物がある場合の表示
Fig. 9  Display in case of being person or obstacle inside deceleration 

area on the right side of the machine

図10  右側方の人・障害物がさらに近づいた場合の表示
Fig.10 Display in case of being person or obstacle inside stopping  

area on the right side of the machine

図 8  自動減速／停止エリア
Fig. 8  Automatic deceleration and stopping area



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 1（Jul. 2018） 77

　本機能が作動した際の機体に対する検知エリアや，時
間帯ごとの検知回数の集計結果を専用Web画面上で確
認ができる安全レポート機能を設けた（図11）。可視化
された現場のヒヤリハット状況をＫＹ活動に活用するこ
とで，建設現場全体で安全意識の向上，職場改善に貢献
できる機能である。

むすび＝自動車業界においても運転支援システムが普及
してきており，その技術革新は著しい。少子高齢化を背

景に，労働人口の減少や熟練オペレータ不足などの課題
を抱える建設現場において，建機オペレータに寄り添
い，サポートする機能の進化は必須と考える。コベルコ
建機では今後も安全性能を向上させ，建設現場のダイバ
ーシティ化に対応した『誰でも働ける現場』の実現に貢
献できるソリューションを継続的に提供していく。
　
参　考　文　献
1 ） 建設業安全衛生年鑑 2010～2014.

図11  安全レポート機能
Fig.11  Image of safety report function
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水式， 冷水式 ），圧力容器，航空宇宙地上試験設備

■エンジニアリング 新鉄源・石炭エネルギー：直接還元鉄プラント，ペレットプラント，製鉄ダスト処理プラント，
　事業部門  新製鉄プラント（ITmk3，FASTMELT），選鉱プラント，改質褐炭（脱水炭）製造
	 原子力・CWD：原子力関連プラント（放射性廃棄物処理・処分），原子力先端設備，原子炉・

再処理機器，使用済燃料輸送・貯蔵容器，燃料チャネル，濃縮ボロン製品
	 	 化学兵器処理に関するコンサルティング・探査・回収・運搬・保管・化学分析・モ

ニタリング・安全管理・無害化処理施設建設および運営業務
	 	 化学剤により汚染された土壌その他の無害化施設建設及び無害化業務
	 	 爆発性物質・難分解性毒性物質の処理施設建設及び処理業務
	 	 汚染された地域の環境回復業務
	 鉄構・砂防：砂防・防災製品〔鋼製堰堤，フレア護岸〕，ケーブル製作架設工事，防音・防振

システム
	 都市システム：新交通システム〔ゴムタイヤ式中量軌道システム，スカイレール，ガイドウェ

イバス〕，駅ホームドア，列車停止位置検知装置，建築限界測定装置（JKシリーズ），
無線モニタリング，無人運転システム，PFI型事業，医療情報システム

主要製品一覧
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編集後記
＜特集：建設機械（ショベル・クレーン）＞
＊建設機械の特集号は2012年 8 月以来 6
年ぶりになります。この 6 年間で建設機
械業界を取り巻く環境は大きく変化しま
した。その変化に応じて策定した新たな
攻めの技術戦略をもとに，本特集号で
は，さらに進化させた技術および製品，
新たな分野で開拓した新技術，並びに
その技術の適用事例などをご紹介しま
した。
＊この新たな技術戦略に伴う新技術およ
び技術の進化の紹介として本誌には，全
製品に共通した課題であるディーゼルエ
ンジンの排出ガス規制に対応した取り組
みをはじめ，省エネ・低騒音などの既存
分野においては新たな手段でさらにレベ
ルアップを図った差別化技術を掲載させ
ていただきました。また新製品において
は，幅広く展開・応用活用した適用事例

に加えて，各情報の有効活用やリードタ
イム短縮を可能にした開発効率化・生産
技術向上の取り組み，さらには安全性・
操作支援などの新たな技術分野への取り
組みなどを掲載させていただきました。
＊建設機械とは，人力では困難なお客様
の仕事を強力に補助，代行する作業機械
です。建設機械で必要な技術とは，お客
様の仕事に大きな価値を提供していくた
めの各種課題を解決する手段です。その
思いを込めて神戸製鋼グループではこれ
からも新たな技術・手段を確立していく
ために攻めの技術開発を突き進めていき
ます。次回の建設機械特集号編集の際に
は，斬新でさらに進化した各種技術をご
紹介したいと考えています。今後とも，
関係各位のますますのご指導，ご鞭撻を
お願い致します。

（藤本吉明）

次号予告
＜特集：ICT活用＞
＊近年，ICT（情報通信技術）が進展す
るなか，それらを活用した新たな製品，
サービスが創出され，私たちの社会環境
や日常生活を大きく変遷させつつありま
す。当社は，これまでも常に先端技術の
開発・実用化に取り組んできたなか，次
号では，当社のものづくり現場や当社製
品・サービスにおけるICTの活用面に焦
点を当てた特集を予定しています。
＊現在，多量のデータの蓄積・処理・伝
送が可能になってきていますが，その元
となる情報やデータの質とともに，それ
らの使いこなしが重要と言えます。当社
の各製造現場での長年にわたる経験や実
績に基づく情報は，ICT活用による効果
を有意に発揮させるものと考えます。
＊当社では，特長のある多種多様な製品
を日々開発・商品化しています。そのた
め，おのずと各工場の生産・製造プロセ
スは複雑になりますが，これら製品のお
客様への安定供給が責務であることから
安定生産に向けて努力しています。
＊当社製鉄所の製鋼工程では，過去の実
績や熟練者のノウハウを体系的な知識と
して活用する生産計画システムやJITモ

デリングによる搬送溶鋼温度の予測技
術，ビッグデータ解析による高炉安定化
技術を確立し，安定操業に大きく寄与し
ています。
＊鋳鍛鋼工場や機械工場においても，多
品種対応，一品一様の生産に対して，
種々のIoTデバイスの活用も含め当社独
自の生産・物流管理システムの構築とト
レーサビリティを確立しています。
＊溶接事業分野では，溶接ロボットの自
動教示システムやトーチ制御に対して溶
融池のディープラーニングによる画像認
識技術を開発しています。
＊エンジニアリング事業においても，
ICTに関わる最新技術を積極的に導入し
ており，その事例として新交通システム
における軌道モニタリングシステムの機
能向上や保守点検へのICT活用について
ご紹介する予定です。
＊次号の“ICT活用特集号”を通して，当
社が常に最新技術を活用し，それらの創
意工夫によって信頼される製品・サービ
スの提供に取り組んでいることのご理解
の一助となれば幸いです。

（高枩弘行）

≪編集委員≫
　　　委　員　長　　三　宅　俊　也
　　　副 委 員 長　　高　枩　弘　行
　　　委　　　員　　稲　田　　　淳
　　　　　　　　　　小　西　晴　之
　　　　　　　　　　佐　成　弘　毅
　　　　　　　　　　清　水　弘　之
　　　　　　　　　　橋　本　裕　志
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