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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
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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
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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。
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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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