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0201

真のハイブリッドを切り拓く。

2006年。世界で初めてハイブリッドショベルの開発に成功してから、
コベルコは独自のハイブリッド技術を磨き続けてきました。
そして、2016年。SKシリーズ10型の特長である高耐久に加え、
圧倒的な低燃費と生産性を達成した
SK200H-10/SK210HLC-10を開発しました。
これまで切り拓いてきたハイブリッド技術に加え、
リチウムイオンバッテリーの採用、発電電動機の大型化、
旋回駆動の完全電動化を実現。
ハイブリッドを知るコベルコは先駆者として、
真のハイブリッドショベルの進むべき道を切り拓いていきます。

SK200H-10
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革新を続けるコベルコ。

0403

今や建設機械業界でも、環境負荷の低減が当たり前の時代です。
コベルコは、2006年に同クラス従来機に比べて約40％燃費を
低減させた、ハイブリッドショベルの第1号機を発表した後、
2009年12月にハイブリッドショベル「SK80H」として販売を開始。
このSK80Hは地球温暖化防止活動
環境大臣表彰を受賞したほか、
国土交通省「低炭素型建設機械」第1号にも認定されました。
2012年には「低燃費のコベルコ」の評価を不動のものにした
20tクラスのSK200H-9をリリース。
そして今回、これまでのハイブリッド機の常識を覆す
“真ハイブリッド”の真骨頂、SK200H-10を開発。
コベルコの革新は、この先も終わりを迎えることはありません。

2006年春
従来機比で約40％の燃費低減をした
世界初のハイブリッドショベルを開発

2009年12月
SK80Hとして発売開始

2012年
低燃費のコベルコを不動にした
SK200H-9を発売

2016年
最高レベルの低燃費性能と作業量の両立を誇る
SK200H-10を開発

SK80H

SK200H-9

SK200H-10
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0605 

整地や掘削、解体そして基礎工事など、さまざまな現場で
省エネと業務の効率化が課題となっています。
コベルコは、新たに開発したハイブリッドシステムと
新油圧システムによって、低燃費と高効率を両立しました。
新たに採用したリチウムイオンバッテリーや
高出力の発電電動機などにより従来ハイブリッド機に比べて、
すべてのモードで生産量のアップを実現。
特にSモードでは従来機に比べ10％以上の生産量向上を達成しました。
もちろん燃費性能も従来標準機と比べて、16.7％低減と大幅に向上しています。
これまで建設機械業界にはなかった、先進技術を駆使しています。
実際に低燃費だけではない、大きな作業量まで追求したSK200H-10は、
ハイブリッドショベルの概念を一変させるでしょう。

小さな燃料で、
大きな作業量。

約10.4％UP

■作業量   従来ハイブリッド機（SK200H-9）比

■燃費  従来標準機（SK200-9）比

約16.7％低減
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0807

コンパクトで軽量、さらに放電持続力があり、発生電力量も高い。
大容量のリチウムイオンバッテリーは、
今回採用したハイブリッド技術の中でも特に軸となる革新技術です。
これまで業界内で、実用化は時期尚早と言われていました。
コベルコは、実用化に向けて
実際の稼働状況を想定したテストを何度も実施、
課題をひとつずつクリアし、初めて建設機械に実用化しました。
リチウムイオンバッテリーは、小型ながら大容量の電気を持続的に
放電できる為、エンジンの負荷を持続的に大きくアシストできます。
そのため、エンジン出力を継続的に抑えることが可能となり、
従来のハイブリッドではなし得なかった、
生産量と燃費性能の向上を達成しています。もっと、スタミナがある電気を。

■ 持続的かつパワフルなリチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー
（SK200H-10）

3.3倍
（SK80H-2採用ニッケル水素バッテリー比）

ニッケル水素バッテリー
（SK80H-2）

発生電力量

17.6倍

キャパシタ（SK200H-9）

（SK200H-9 採用キャパシタ比）

放 電 持 続 力

※上記は機器の仕様の値であり、実際の作業時の値、燃費とは異なります。
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いかに作業能力を上げるか。
ハイブリッドショベルの大きな課題に対してコベルコは、
5tクラスショベルエンジンと同等の
25kWの出力を誇る大型発電電動機を採用。
ハイブリッドではない従来機と同等の作業能力を確保しました。
掘削と旋回の高負荷稼働時、
リチウムイオンバッテリーに蓄電した豊富な電気により、
発電電動機をモータとして使い、
エンジンをアシストすることで燃費消費量を大きく削減。
低負荷稼働時には、エンジン動力を発電電動機の発電に使用し、
その電力をリチウムイオンバッテリーに蓄電。
これにより、20tクラスでトップレベルの出力と低燃費を両立します。

高負荷稼働時
低負荷稼働時

25kW

最　大

ア シ ス ト

5tクラスショベルの
エンジンと同等の出力

（高負荷稼働時）

09 10

もっと、パワフルなアシストを。
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1211

もっと、操作を意のままに。

オペレーターが意のままに、思い通りに操作できること。
生産性を高めるためには、燃費性能や出力性能を
高めることはもちろん、操作性も重要です。
コベルコは、旋回電動モータを搭載し、
旋回機能を油圧から完全に独立させました。
それにより、旋回しながらの複合操作時に、
特にスムーズな操作性を実感していただけます。
また、油圧同等のなめらかな旋回操作性を生むチューニングも
徹底してこだわって実現しました。
コベルコのハイブリッドショベルだからこそ
実現できた革新的なシステムは、
オペレーターに意のままの操作性を提供します。

■ 電動モータで滑らかな旋回を実現
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1413

“真のハイブリッド”の時代へ。
進化したコベルコ独自のハイブリッドシステムが、新たな道を切り拓きました。
大容量の蓄電を可能とするリチウムイオンバッテリー。
クラストップレベルの電動機出力を誇る発電電動機。
ハイブリッド独自の高い複合操作性を実現する旋回電動モータ。
これらの新技術によって、エンジンの負荷を大きく軽減しながら
圧倒的なパワーと低燃費を高次元で両立します。
ハイブリッドは、新次元のステージへ。
コベルコのハイブリッドは、自ら打ち立てた
ハイブリッドの基準を大きく超えていきます。
進化した真のハイブリッドシステムが、
これからのスタンダードとなるでしょう。

これがハイブリッドシステムの“真”基準。

エンジン

発電電動機

旋回電動モータ

大容量リチウムイオンバッテリー
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