
アルミ製熱交換器

快適な風で笑顔をツナグ
2

FSW技術

フルトレーラ

東南アジアで快適な住環境を

物流で人と人をツナグ
3

お客さまとのパートナーシップが生み出した2.3メートル

日軽金グループはアルミを通して
皆さまとさまざまなツナガリを持ち
これからもツナガリを創ります。

Nikkeikin

技術がツナグ技術でツナグ
1

「チーム日軽金」の中核、グループ技術センター
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　日本は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され

る2020年は4000万人、2030年は6000万人の訪日

外国人旅行者の受け入れを目指しています。

　外国人旅行者に国内各地の観光を楽しんでいただく

ためには、スムースで快適な国内の移動が大切です。な

かでも、長距離かつ高速輸送を担う新幹線は大きな役割

が期待されています。

　日軽金グループは、事業部の枠を超えて横断的に開

発に取り組む「横串活動」、お客さまのニーズに関する情

報をグループ内で共有する「探索活動」、営業・開発・生

産をつなげそれらを支えるグループ技術センターなどが

これらの期待にこたえます。

　FSWとは、2つのアルミ材の突き合わせ面に工具を回

転させて挿入し、撹拌して「接合」する技術です。従来の

溶接に比べ、高強度で歪みが少なく、接合面が平滑で外

観もよいという利点があります。その結果、新幹線車両は

全てアルミ車体となりました。また、東海道新幹線700系

から登場したダブルスキン構造により、遮音性と剛性を

観光先進国へ向けて

いろいろツナグFSW

FSWの技術を携えて
アルミ橋床版

パソコン用液冷ジャケット研究室の様子FSWによる接合の様子
北陸新幹線E7系

（写真提供：東日本旅客鉄道株式会社）

技術がツナグ
技術でツナグ

特 集
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日本軽金属㈱

特許総合力世界1位※1のツナグ技術で快適な旅を提供し、世界と日本をツナギます。

※ ㈱パテント・リザルト調べ

FSW技術競合状況※

　私たちは、車両のアルミ化による軽量化で、輸送力向

上に貢献できると考え、お客さまである車両メーカーとと

もに鉄道車両の改良に取り組んできました。

新幹線はこんなにスゴイ
• 年間輸送人数約４億人※2

• 総延長3,000km
• 総走行距離 1日で地球12周※3（46万km）

出所
※1 ㈱パテント・リザルト
※2 鉄道輸送統計年報（国土交通省）
※3 JTB時刻表2016年4月号（平日。臨時列車含む）

世界1位
※1

FSW
特許総合力

　アルミは自動車・鉄道車両の軽量化による省エネなど、

エコな材料の代名詞です。しかし、より複雑な形状や大型

構造体を作ることのできるなどのマルチマテリアル性を

持たせるため、日本軽金属㈱では早くから接合技術の重

要性に着目していました。

　その中でも特に優れた技術であるFSWにいち早く

着目、この技術を開発したイギリスのThe Welding 

Instituteとライセンス契約し、その実用化を目指し

ました。

　当初は鉄道車両の接合向けに開発を進めましたが、現

在ではアルミ橋床版、パソコン用液冷ジャケットなど大小

を問わずさまざまな

製品にFSWが利用

されており、今やなく

てはならない技術と

なっています。

高め、車内がより快適な空間となりました。ダブルスキン

構造のアルミ形材は、日軽新潟㈱で製造されています。

　現在では、FSWは車両製造に広く採用されており、な

くてはならない重要な技術となっています。日軽金グ

ループは、この技術で、全ての旅行者に快適な旅を楽し

んでいただき、世界と日本をツナギます。
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　私は、東南アジア諸国

に製造拠点を持つ電機

メーカーへ熱交換器の

販売を行っています。

　 東 南 アジ ア諸 国 で

は、雨季の長さや政治

の変動が販売量に直接

影響を及ぼすなど、日本

とは異なった大変さが

あります。

　高い省エネ効果を持つ熱交換器の普及で、東

南アジアの方々の暮らしを快適にするお手伝い

ができ、大きなやりがいと誇りを感じています。

　東南アジアの多くの地域では、年間を通して最高気温

が30℃を超えるため、家庭用クーラーのニーズは高い

ものの、普及には多くの課題があります。そのひとつは電

力需給の問題です。発電インフラはまだまだ充分でない

うえ、経済成長に合わせて産業用の電力需要の伸びが

大きいことから、多くの電気を使用するクーラーの普及

は電力不足を招く恐れがあります。また、電気料金の上

昇も大きく、タイ国では2000年～2015年の15年間で

　クーラーの冷風を作り出しているのは、内蔵されてい

る熱交換器です。従来、クーラーの熱交換器は、銅とアル

ミニウムを組み合わせたものが主流でした。日本軽金属

㈱は、既にカーエアコン用で実績のあるオールアルミ製

熱交換器の技術を用い実用化を目指しました。クーラー

の使用環境の違いから、より厳しい耐食性が求められま

したが、チーム日軽金としての総合力で問題を克服した

うえ、従来の熱交換器に比べ熱交換率を約30％向上さ

せた家庭用クーラーのオールアルミ製熱交換器を実用

化することができました。

　熱交換率が向上した分、少ない電気代での運転が可

能となりました。さらに、効率がよいため、熱交換器をコン

パクト化でき、室外機を設置する十分なスペースが無い

都市部のアパートメントでも設置することができるように

なりました。また、亜熱帯地方特有の蚊が媒介するデン

グ熱やマラリアなどの伝染病予防への好影響も期待さ

れています。

　日軽金グループは、これからも東南アジアで快適な住

環境を拡げ、人々の笑顔をツナいでいきます。

家庭用クーラーの需要と電力問題

省エネクーラー用 
オールアルミ製熱交換器の開発

より多くの住環境を快適に

日系エアコンメーカーが

多数進出するタイ国で、

2011年より家庭用エアコ

ン向け熱交換器を製造す

るアマタナコン工場（ニッ

ケイ・サイアム社）を稼働

しています。ここから、アジ

ア各国へ出荷を行ってい

ます。

担当者の声 

快適な風で
笑顔をツナグ 特 集

2

オールアルミ製熱交換器で快適な住環境を拡げ、人々の笑顔をツナギます。

30%↑熱交換率

ニッケイ・サイアム社
営業部長 近藤 健介

オールアルミ製熱交換器

タイ国でのマラリア発症件数
タイ国電力料金の推移※

※  「アジア・オセアニア各国の電力事情と政策」(日本貿易振興機構) 出所：世界保健機関（WHO）
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45％※も上昇しました。

　このような課題を解決するため日軽金グループは省

エネクーラーの普及に貢献します。

※ 「アジア・オセアニア各国の電力事情と政策」(日本貿易振興機構)
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　日本初、新規格連結全長21ｍのドライバン型フルト

レーラは、需要の多い東京～名古屋～大阪間の当日配

送を目指すヤマト運輸㈱と、貨物自動車国内販売第１位

のいすゞ自動車㈱、軽量・高耐久などの特性をもつアル

ミ製輸送機器製品開発に強みを持つ日本フルハーフ㈱

の３社共同開発で生み出され、拠点間輸送の効率化に

役立っています。

　この新規格フルトレーラは、「構造改革特別区域法」の

特例措置として、分割可能な貨物を輸送する「長大フル

トレーラ連結車による輸送効率化事業」が全国的に認め

られ、併せて法規制が緩和されたことにより、公道での走

行が可能になりました。

　操作性を損なうことなく、連結した車両間を最短に

し、積載効率を可能な限り上げる。そんな難題をクリア

した新規格フルトレーラは、従来規格の全長18.7ｍの

フルトレーラと比較して、約23％の積載量アップを実

現しました。これにより、従来26本しか積載できなかっ

たロールボックスパレット※を32本積載することを可能

にしました。一度に多くの荷物

を運べるようになったことで、

配送時に排出されるCO2の削

減や物流を支えるドライバー

の働き方の改革にもつながる

ことが期待されています。

新規格ドライバン型フルトレーラの
開発

お客さまとのパートナーシップが 
生み出した2.3メートル

　この開発はお客さまからのご相談をきっかけに開発がスタートしまし

た。日本国内の個人向け荷物輸送量が旺盛な中、よりスピーディな配送

を求める荷主様の期待に応えたい運送業界にとって、積載量を向上さ

せ、効率的な輸送を実現させることは大きな課題でした。

　トレーラの単純な長大化ではなく、積載効率とドライバーの操作性の向

上などのご要望にお応えするためには、営業・開発・製造の協力、チーム

日軽金の「ツナガリ」、そしてお客さまとの「ツナガリ」がなければ、この新

規格フルトレーラは生まれませんでした。

　これからも、私たちは皆さまがより豊かで快適になるような商品開発を

進めていくとともに、物流で人と人とがツナガる未来を創っていきます。

担当者の声お客さまとトラックメーカー、チーム日軽金のツナガリで、新規格ドライバン型フルトレーラを
開発し、物流業界の課題解決に貢献します。

• ドライバー不足の解消、労働環境の改善
•  スピード配送のニーズに応えるための幹線輸

送の効率化
• 配送によるCO2排出量の削減

日本の物流業界の課題

物流で人と人を

ツナグ

特 集

3

トレーラの連結部

新規格ドライバン型
フルトレーラ全体

23%↑積載量

※ロールボックスパレット： 陸運業や卸・小売業などで広く使用され、仕分場の一時保管や
トラックへの積込場までの搬送に用いられる運搬用台車

小量物品取扱個数の推移

出所：国土交通省
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日本フルハーフ㈱
開発第二部 主査 渡辺 英彦（写真中央）




