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

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。
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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)
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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。
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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)


