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鉄道製品の歩みと将来展望

   The rolling stock is common vehicle in the world and is mass transportation means of passengers and goods in safety.　
For many years, JSW has produced and sold the couplers and the draft gears, which are the important parts of the rolling 
shock. Now, JSW is the leading manufacture of these products in Japan. Especially for the draft gear, we developed the 
Double-Construction Rubber Draft gear, which can absorb the impact in anteroposterior direction and improve passengers 
comfort while vehicle is moving. This double-construction rubber draft gears are now adopted for all newly manufactured 
trains of the domestic railroad companies. As for the Tokyo metropolitan area, most of all the trains are equipped with 
these draft gears. 
   We describe here the history of our products, the rolling stock parts, and future prospects as well.

Synopsis

鉄道車両は、世界共通の乗り物で安全で且つ大量に人・物資を輸送できる交通手段である。当社は、長年鉄道車両の
重要部品である連結器・緩衝器を製造販売し、現在では国内トップメーカの地位を築き上げてきた。特に緩衝器分野で
は、ダブル形緩衝器と呼ばれる「車両走行中の前後衝動に対し常に吸収緩和できる緩衝器」を開発し、鉄道車両の乗り
心地向上に貢献してきた。このダブル形緩衝器は、今や国内の鉄道会社全ての新造車両に採用され、首都圏を含む大都
市圏の電車はほとんどが当社ダブル形緩衝器を採用している。

本紙は、これまでの鉄道車両の発展に伴う連結器・緩衝器の移り変わりと当社の連結器・緩衝器の取り組みを振り返
り、今後の当社鉄道製品の展望を以下に記載する。

要　　　旨

1.　緒　　言

当社における鉄道製品の関わりは戦前に遡る。近年では
連結器 , 緩衝器の２製品のみとなっているが、日本製鋼所
社史には、鋳鍛鋼技術を活かした車軸、輪心、台車や電
気機関車の部品をはじめ、連結器・緩衝器以外の油圧ポ
ンプ・モータ、車軸やブレーキディクスが掲載され、多くの
製品を扱っていた。

当社が鉄道車両に関わり始めた経緯は明らかとなっていな
いが、国策の色合いが強い製品を取り扱っていた創設の歴
史からも、鉄道製品も同様にスタートしたものと推察できる。

連結器 , 緩衝器は、図 1 に示す通り車両の端部 2 ヶ所に
必ず装着され、連結器は「車両を連結，解放する機器」、
緩衝器は連結器の尾端部にピン接合により結合された「車
両走行中の前後衝動を吸収緩和する機器」であり、いずれ
も車両にとって重要部品となる。



写真 1　ねじ式連結器と解放作業風景
（出典 :Wikipedia「連結器」から引用）

写真 2　自動連結器（ピン付）

図 1　連結器・緩衝器装着部位
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ねじ式連結器は、写真 1 の上段に示すように、中央に引
張力を伝えるねじ機構付きのリンクと、左右に圧縮力を受
ける緩衝器で構成されている。

車両を接続する際には、作業者が車端に入り、フックに
ねじが付いた引張棒を車両同士で引っ掛け、更にねじを締
め付けることで、両サイドの緩衝器を突っ張らせて車両を
連結する（写真 1 下段）。この作業は非常に大きな危険を
伴い、当時は事故が絶え間なく起こっていた。また、ねじ
式連結器は、連結や解放作業を人力に頼っていたために、
手で持てる程度のものしか取り付けることができず、大型
化が困難であり、牽引力にも限界があった。

当時の日本の鉄道はイギリスからの技術導入であったた
め、ねじ式連結器が一般的であったが、一方でアメリカ合
衆国では自動連結器が採用されていた。日本は連結解放
作業の安全性や輸送力増加への対応から、自動連結器の
採用に向けた調査 , 研究を行い、1925（大正 14）年にこれ
までのねじ式連結器から、自動連結器に国内一斉交換に
踏み切った。こうした歴史が、その後の日本の鉄道発展に
繋がることとなる。

（1）自動連結器
当社は、1950（昭和 25）年にアメリカ合衆国で採用され

ていた自動連結器の改良型である並形自動連結器（以下、
自動連結器と称す）の製造販売により、連結器分野へ新
規参入した。この自動連結器は、1968（昭和 43）年に強
度向上を目的として新たに開発した鋳鋼を使用した強化
形に変遷するものの、現在でも形状は変わることなく、写
真 2 に示す自動連結器が機関車や貨車を中心に使用され
ている。

自動連結器の特長は、相互に連結でき、しかも連結面
に隙間を生じることで、曲線、勾配においても無理なく通
過できる形状となっていることである（図 2）。この隙間は、
長大編成を一度に引き出せないことから、機関車からの引
張力を分散させるためであり、また上下左右への首振りを
可能にするために重要な要素である。一方、連なった編成
車両においては、牽引時の引張・圧縮力の作用時には隙間
が弊害となり、大きな衝撃力が生じる要因となる。

連結器は、1950（昭和 25）年の並形（柴田式）自動連結
器を初号機として製造開始し、緩衝器についても1957（昭
和 32）年頃から渦巻きばね緩衝器を手がけてきた。こうし
て当社は、連結器・緩衝器の国内トップメーカとしてお客様
のニーズを掴んだ新製品を生み出し、国鉄始め民鉄各社へ
の幅広い採用を軸に国内シェアを確保してきた。

本紙では、国内の鉄道開業からこれまでの連結器・緩
衝器の変遷と、当社での取り組みをまとめるとともに、今
後の鉄道製品の展望について解説する。

2.　連結器・緩衝器の変遷と当社の取り組み

2.1　連結器の歴史
駅ホームから見る車両間の連結器は、誰もが一度は目に

したことがあるものと思うが、昔の日本の連結器は、現在
とは全く異なる形状の機器であった。1872（明治 5）年の新
橋―横浜間の国内鉄道開業当初は、ねじ式連結器が採用
されていた。



図 2　自動連結器の連結形状（連結面に隙間）

図 4　密着式自動連結器の機構

写真 3　NCA5，NCB2 形密着連結器

図 3　密着式自動連結器の連結形状
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じさせないよう補正されるものであり、乗り心地を重視され
た旅客車（寝台客車、電車、気動車）用として採用される
に至った。

しかし近年、客車（寝台客車）の廃止や気動車用連結器
の密着連結器化が進むことで需要が減少傾向にあり、自
動連結器の欠点を補って開発された密着式自動連結器は、
次に紹介する密着連結器へと移りつつある。

（3）密着連結器
密着連結器は、密着式自動連結器と同様に連結面の密

着性を保持したタイプであり、当社は 1975（昭和 50）年か
ら製造・販売を開始した。連結，解放の要求がある電車用
連結器には、ほぼ全数密着連結器が採用されている。

密着連結器は、これまで紹介した自動連結器や密着式
自動連結器のナックル式とは異なった連結機構を持ち、図
5 に示すような半円状の連結錠が互いに相手連結器の錠室
へ廻り込んで連結する廻り子式となっている。連結は、相
互の連結器を押し込むことで自動的に行われ、解放は連結
錠を手で反時計方向へ回転し相手連結器の錠掛カギへ掛
けた後に車両を引き離して行われる。

また、密着連結器は電気連結器と結合して使用するこ
とも可能となる。さらに、連結錠にエアーシリンダを設け
ることで、車両の切り離し作業を運転台から操作する機
能を追加することもできる。当社では、2011（平成 23）
年に写真 4 に示す自動解放装置付密着連結器の製造販
売を開始した。

これまで記述した（1）～（3）の 3 種の連結器は、いずれも
車両間の連結，解放を要する部位に用いられるが、車両の
メンテナンス以外で切り離しする必要がなければ、自動連
結器や密着連結器を用いる必要はない。メンテナンスの削
減や連結器の低価格化に沿った要望から、解放装置のな
い固定連結器も開発された。
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（2）密着式自動連結器
こうした自動連結器の欠点を補うべく、乗客輸送を目的

とした密着式自動連結器を当社が 1958（昭和33）年に開発
した。

このシリーズは NCA 形，NCB 形と称し、大型から小型
機種までがラインナップされ、客車用と気動車用と車両用途
に応じて使い分けられた。（写真 3）

密着式自動連結器は、図 3 に示すような連結面の輪郭と
することで、自動連結器と異なり常に連結面に隙間を生じさ
せない密着性を追求した構造となっている。図 4 に示すよう
に、錠、ナックル、傾斜板と言う部品で構成され、錠はナッ
クルと傾斜板の間に嵌り込み、常に傾斜板の傾斜面に沿って
下降することにより、施錠機構を成している。よって、それ
ぞれが摩耗したとしても、錠は滑り落ちながら常に隙間を生



図 5　密着連結器の連結形状及び機構

図 6　NPA, NPB 形固定連結器の接続部詳細

写真 6　半永久形連結器

写真 7　棒状連結器

写真 4　密着連結器（自動解放装置付）

写真 5　NPB 形固定連結器
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（5）半永久形連結器
一方、国鉄は、1979（昭和 54）年にボルト締結形の半永

久形連結器（写真 5）を採用した。この半永久形連結器は、
写真 6 に示すように先の NPA，NPB 形固定連結器とは
違い、４本のボルトで直接２つの連結器体を繋ぎ合わせ、
ボルトで牽引力を受ける構造となっている。この半永久形
連結器を国鉄が採用することで首都圏電車の固定編成化
が進められ、当社は国鉄から製造権を得て、現在では約
4,000 組の半永久形連結器の納入実績を持つ。

（6）棒状連結器
固定連結器の中でも最もシンプルな連結器が、一本の棒

状連結器（写真７）である。半永久形連結器よりも更にコス
トダウンした連結器で、数は少ないが JR の一部の車両で
採用されている。

（7）小型密着連結器（緩衝器内蔵）
1987（昭和 62）年に、モノレールや新都市交通用として

連結器胴部にゴム緩衝器を内蔵した連結器を開発した。こ
の連結器は、車体側ブラケットにピンで取り付けるシンプル
な構造で、連結器と緩衝器が一体化した連結装置である。

（4）NPA，NPB 形固定連結器
1960（昭和 35）年に民鉄電車の中間用連結器として

NPA 形，NPB 形シリーズを開発した。
NPA，NPB 形固定連結器（写真 5）は、図 6 に示すよう

に連結器体、締付金とボルト類のシンプルな部品構成であ
り、連結器体同士を締付金により固定する。連結器体と締
付金の接触面は角度が設けられており、ボルトを締め付け
ることでこの傾斜面がくさびの役割を果たし連結器が固定
される。この方式の固定連結器は、走行中の自連力を締付
金で受けるため、４本のボルトには牽引力がかからない特
長を持っている。



写真 8　小型密着連結器

図 7　小型密着結器の概要

写真 10　渦巻きばね緩衝器

図 9　シングル形緩衝器外観と構造

写真 9　衝撃吸収形半永久連結器

図 8　衝撃吸収形半永久連結器の緩衝器部構造
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近年、車両メーカの海外進出に合わせた海外向けの引合い
が増え始め、当社としても海外向連結装置の調査に取り組み
始め、2000（平成 12）年には新交通用としてシンガポールに納
入した。本連結装置には、海外仕様の要求により、車体取付
ブラケットにせん断ボルトを用いることで一定荷重の負荷に対
し破断して連結装置が外れる新機能を持たせている。

（8）衝撃吸収形連結器（非常用緩衝器内蔵）
1993（平成 5）年、海外と同様、国内においても電車が

踏み切り内の障害物等に衝突した際の衝突安全性が問わ
れ始め、衝撃を吸収緩和できるよう連結器内部に非常用
緩衝器を組み込んだ連結器を開発した。国内では、JR 東
日本 E217 系電車に輸入品の非常用緩衝器（粘性緩衝器）
を採用したのが初となる。その後、上記連結器の軽量化や
国産化の JR 東日本からの要求により、金属塑性を応用し
た衝撃吸収形連結器（写真 9）を開発し、現在では JR 東
日本を始め 1,000 組を超える採用実績を持つ。

2.2　緩衝器の歴史
連結器と異なり、緩衝器は駅ホームからその姿，形を

見ることができない。ねじ式連結器が使用されていた時代
は、サイドバッファー（いわゆる緩衝器の要素を持ったも
の）が車両の両端に装着されていたが、自動連結器に交換
された以降は、連結器と共に車端床下の伴板守と呼ばれる
ガイド部へ装着する方式が採用された。

当社の緩衝器の製造は、1957（昭和 32）年に金属ばねを
使用した渦巻きばね緩衝器（写真 10）が始まりで、民鉄及
び国鉄の客車・電車に採用された。

（1）シングル形緩衝器
国内の鉄道では、輸送量の増加、編成の長大化ならび

に高速化が図られるに従い、渦巻きばね緩衝器での緩衝
容量の不足、更にはメンテナンス性の改善が考慮され始め、
金属ばねに変わる緩衝材の見直しが行われた。そこで当社
では、国産形のゴム緩衝器の開発に着手。1965（昭和 40）
年に角型ゴムブロックのゴム緩衝器が国鉄に採用されたこと
で、電車、機関車、気動車や貨車用と幅広く使用されるこ
ととなった。この緩衝器は、図 9 に示すように、前後に壁
のある緩衝器枠に１組のゴム緩衝器を圧縮した状態（この
時の圧縮状態を初圧という）で、伴板に挟まれて緩衝器枠
へ組み込まれており、車体へ取り付け易いよう緩衝器枠の
寸法は車体取付寸法（伴板守）よりわずかに短くしてある。
いわゆるシングル形と呼ばれる緩衝器である。

このシングル形緩衝器は、ゴム緩衝器に初圧を与えて組
み込まれるために、通常走行時の前後衝動をほとんど吸
収・緩和できず、初圧以上の衝撃が生じて始めて作用する。



図 12　粘性・ゴム併用緩衝器構造

図 10　ダブル形緩衝器外観と構造

写真 11　粘性・ゴム併用形緩衝器

図 11　シングル置換え用ダブル形緩衝器外観
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（3）粘性・ゴム併用形緩衝器
2006（平成 18）年より、旅客車のみならず、貨物輸送の

荷崩れ防止対策として、公益財団法人 鉄道総合技術研究
所と共同で新型緩衝器の開発に取り組み始めた。

貨物輸送に用いられる従来のコンテナ貨車の緩衝器に
は、シングル形の RD19 形緩衝器が採用されているが、初
圧が高く、緩衝容量も約 23kJと他機種に比べ高い。よっ
て、乗り心地（荷崩れ防止）向上を図るためダブル形構造と
し、一方で吸収エネルギー不足分を補うべく、粘性緩衝器
を追加した新規構造の緩衝器（写真 11）を検討した。

本開発品は、NRWS100 形と呼ばれ、粘性緩衝器の速
度依存性の特性を活かした機能を持つ。衝撃速度が遅い
場合はダブル形特性で吸収緩和し、衝撃速度が速い場合
はダブル形特性と粘性緩衝器の両特性にて吸収緩和する
ことで、現 RD19 形緩衝器と同等レベルの吸収エネルギー
を確保した。

開発にあたっては、粘性緩衝器の速度依存性の設計検
証が重要であり、これまでは外部機関の試験設備で試験
を行っていたが、当社試験設備の 200ｔ疲労試験機（加振
速度 Max100mm/s）を活用し、車両装着状態を想定した
組立状態での試験が可能となった。本試験機を有効活用
することで、今後の装置開発の推進に対しても大きく寄与す
るものと期待している。

そのため、昭和 50 年代の都市圏の通勤客増加による大
量輸送時代への突入を受けて、乗客からも乗り心地を求
める声が増加し、1978（昭和 53）年には、電車用としてゴ
ムパッドのゴム形状を変更し初圧を低くして改良されたゴム
緩衝器（RD16 形緩衝器）を、更に 1987（昭和 62）年には新
幹線電車向けの低初圧形緩衝器（RD210 形緩衝器）を開
発した。これらの緩衝器は、現在でも使用されている。

（2）ダブル形緩衝器
一方、乗り心地改善のための構造的な見直しも行われ、

1980（昭和 55）年には、寝台客車にて衝撃が大きくて眠
れないという苦情を解消すべく、ダブル形緩衝器（RD011
形緩衝器）を開発した。

ダブル形緩衝器は、図 10 に示すように２組のゴム緩
衝器を前後に壁がない緩衝器枠の中央の仕切りの前後
にそれぞれ組み込み、その前後に伴板を取り付けたもの
で、緩衝器と伴板は緩衝器枠に対しフリーな状態となって
いる。また、シングル形緩衝器が装着された車両用にも、
置換え形用ダブル緩衝器（図 11）を考案した。

この構造により、シングル形での初圧以下の衝撃を吸収
できないという問題を解決した。ダブル形の初号機である
寝台客車用 RD011 形緩衝器に始まり、新幹線電車、在来
線電車と幅広く採用され、2015 年 3 月までに約 58,000 組
の納入実績を持ち、国内緩衝器市場の約 7 割を確保する
に至った。ダブル形緩衝器が国鉄時代に新造車両用として
採用されことで、その後の JR 各社にも高い評価を頂いたこ
とが当社緩衝器の普及につながった大きな理由である。



写真 12　当社設備の疲労試験機外観
（左写真 最大 100kN、右写真最大 2,000kN）

（49）

鉄道製品の歩みと将来展望

この NRWS100 形新型緩衝器は、営業線にて現車試験を
実施したところ、前後加速度を現 RD19 形緩衝器に対し抑制
することができ、荷崩れ防止に大いに期待できる試験結果を
得た。営業線での耐久試験を経て、正式採用、製品化に向
けて活動中である。

3.　将来の展望

当社は、約 60 年間にわたり、国内中心のお客様要求に応
えた連結器・緩衝器の開発、市場投入を行ってきた。しか
し、国内の人口が減少傾向にあり、鉄道市場の低迷も懸念さ
れる中、受注・売上の拡大は当社にとって大きな課題である。

そこで、連結器・緩衝器の将来展望について、前述した経
緯を踏まえ下記に記載する。

（1）保守サービスの充実とメンテナンス事業
これまで、当社における鉄道事業としては、新しいものを

作り、良い製品を納入することで顧客満足を図ってきた。しか
しこれからは、納入後の製品を長期に亘って品質が安定した
状態でご使用して頂くための製品寿命の予測、またそのため
のメンテナンス情報の提供が求められる。

そこで、お客様から提供頂いたゴム緩衝器経年品の劣化状
態を調査すると共に、製品寿命を予測した適切な交換時期に
関するアナウンス活動、更には、並行して寿命を延ばす改良
も行い、一定の成果を得た。

補修に関しても、特に連結器は、経年と共に摺動部が摩耗
するため、溶接盛金ならびに手入れ作業により、基準を満た
すような修繕が必要となる。補修は各鉄道会社の整備工場で
実施されているのが現状であるが、将来は、お客様からメー
カ依存型へシフトすることが予想される。当社で行える体制づ
くりについても検討していきたい。

（2）国内車両メーカの海外案件対応
海外案件への対応も今後の課題となる。国内市場における

新造車両生産数量の頭打ちにより、連結器・緩衝器の生産
台数についても伸長が望めないことが予想されるため、市場
の拡大が急務である。

海外市場への参入に対して数年前より検討を始め、数社の
引合から海外仕様の連結器・緩衝器の調査を実施した。海
外向け連結器・緩衝器は、国内向けの設計思想とは大きく異
なり、緩衝容量が数十倍、電気連結器や周辺機器がひとつ
のパッケージ化された装置としての要求仕様となっている。ま
た、引合い案件の中には第三者認証機関の認証取得要件も
あるため、欧州の試験場へ試作器を持ち込んでの試験も実
施し、認証取得することができた。

これらの活動の成果から、2014（平成 26）年、国内実績
品をベースとした海外仕様の連結装置（電気連結器含む）を
初受注した。

今後は、海外仕様の連結器・緩衝器の実績をつけ、国内
車両メーカの引合案件に対応できる準備を整えていく所存で
ある。

4.　おわりに

冒頭で、当社の鉄道製品は、現在、連結器・緩衝器の２
製品のみと悲観的な記述をしたが、海外を視野に入れるとま
だまだ開拓の余地が十分ある。今後も製販一体となった活動
を展開することで、さらなる事業拡大につなげることができる
と考えている。
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