潜水艦「もちしお」を引き渡し
（株）川崎造船は神戸工場において、防衛
省向け潜水艦「もちしお」の引き渡し式を防衛
省関係者ほかの出席のもとに行なった。
「もちしお」は、
潜水艦「おやしお」型の１１番
艦として川崎造船が建造した。船型は優れた
水中運動性能と推進性能を持つ葉巻型で、
船体には高張力鋼を使用している。
また、
各種
システムの自動化、
高性能ソーナー装備による
捜索能力の向上、
ステルス性能の向上などが
図られているとともに、安全対策も十分に施さ
れている。

Ｎ
ｉ
ｎ
ｊ
ａ ２５０Ｒ

川崎重工は、
国内向けのニューモデル３機種を４月５日に発売した。

吸収冷温水機「シグマエース１．
４３」シリーズ
は、定格運転時の効率を向上させるとともに、
独自の技術で部分負荷運転時の効率も上げ
た。そのため、建物や用途などの条件によって
部分負荷での運転時間が長くなるケースでも
運転効率がよいので期間効率が向上する。
また、
ＮＯｘ排出量を従来機に比べて３分の２に低減
できる超低ＮＯｘバーナを標準装備、
冷水圧力
損失を同社従来機（１．
４シリーズ）
に比べて約
５０％以下に低減したことによる冷水ポンプの
消費電力の抑制、
などの特長を備えている。

ＫＰＭが建設機械用油圧ポンプの新工場を建設
（株）
カワサキプレシジョンマシナリ
（ＫＰＭ）
は、
本社工場（神戸市西区）内に建設機械用油
圧ポンプの新工場を建設する。
また、
併せて本
社工場を再編し、各種油圧機器の生産能力
を増強する。
これは、世界的な建設機械用油圧機器の
需要増に対応するためで、
２００８年４月に着工し、
２００９年４月からの生産開始を経て２００９年６月
より本格稼働を開始する予定である。
ＫＰＭでは、今回の新工場建設により、今後
大幅な需要が見込まれる新型油圧ポンプの生
産ラインを新工場に移管するとともに、
新たに生
産設備を導入し、機械加工から組立・運転に
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至る一貫生産を行なう。また、移管に伴う空き
スペースにはコントロールバルブの生産ラインを
集約し、新たに生産設備を導入するほか、油
圧モータやコアパーツについてもそれぞれの工
場で生産設備を導入するなど、
本社工場全体
で生産効率化と設備増強による各種油圧機
器の増産を図っていく。
ＫＰＭでは２００７年４月
にコアパーツ工場を新設するなどして順次、
生
産能力の増強を進めているが、
今回の増産投
資により、国内外の建設機械メーカーをはじめ
とする顧客からの増産要求に応えていくとして
いる。

●Ｄ−ＴＲＡＣＫＥＲＸ
幅広いトルクバンドを持つエンジン
（２４９ｃｍ3）
や高剛性ペリメターフレーム、前後の１７イン
チオンロードタイヤ装 着などにより高い走 行
性能を誇るモデルとして国内で好評の「Ｄ−
ＴＲＡＣＫＥＲ」がベース。そのスタイリングを一
新するとともに、最新の環境性能と街乗りに
適した走行性能を両立させた軽二輪ストリート
スポーツである。

お問合わせ先 （株）カワサキモータースジャパン お客様相談室

●ＫＬＸ２５０
スムーズな吹け上 がりを有 するエンジン
（２４９ｃｍ3）
や高剛性ペリメターフレームなどによ
り、
高い走破性を誇る軽二輪デュアルパーパス
モデル「ＫＬＸ２５０」の環境性能の向上を目的に、
フューエルインジェクションを搭載し、
さらに、
スタ
イリングを一新した新モデルである。

０１２０−４００−８１９

ドイツから新開発「Ｍ７Ａ−０３Ｄ」ガスタービン搭載の発電設備を初受注

０３−３６１５−５８２１

「７８７ドリームライナー」向け新工場を建設
川崎重工は、
「７８７」の開発において前部
胴体、
主脚格納部、
主翼固定後縁を担当して
おり、
新工場では既設工場と同種の生産設備
を追加導入して前部胴体の増産を行なう予定
である。
「７８７」は２００〜３００席クラスの高効率運航
を目指した中型旅客機で、設計の斬新さに伴
い、
革新的な生産技術が多数導入されている。
とりわけ、川崎重工が担当する胴体構造部は

●Ｎ
ｉ
ｎ
ｊ
ａ ２５０Ｒ
上質感漂う本物志向のスーパースポーツス
タイリングを持つモデル。高い環境性能を有す
る新設計の並列２気筒エンジン
（２４８ｃｍ３）
を
搭載。スーパースポーツ「Ｎｉ
ｎｊ
ａ」シリーズ譲り
の本格的な造りのフルフェアリングを装着した
街乗りからスポーツ走行までこなすスタイリッシュ
な２５０ｃｃスポーツバイクである。

お問合わせ先 川重冷熱工業（株）東京本社 営業・サービス総括室 営業・サービス管理部

川崎重工は、
航空機製品の生産・組立工場
である名古屋第一工場（愛知県弥富市）
の南
側に、米ボーイング社と共同開発中の新型旅
客機「７８７ドリームライナー」
（以下、
「７８７」）向
け専用工場を建設する。
「７８７」向け製品の
生産工場は２００６年７月に竣工し、
すでに生産
を開始しているが、
「７８７」の受注が好調なこと
から、生産能力を増強するために新工場を建
設することになった。

ＫＬＸ２５０

国内向けのニューモデル３機種を新発売

ガス３社のグリーン機種に選定された吸収冷温水機「シグマエース１．
４３」シリーズを新発売
川重冷熱工業（株）
は、
東京ガス
（株）、
大阪
ガス
（株）、東邦ガス
（株）のガス３社が運営す
る「吸収式グリーン制度（０５基準）」のグリーン
機種に選定された高期間効率機「シグマエー
ス１．
４３」
（Ｊ
ＩＳ基準ＣＯＰ１．
４３）
シリーズを新発
売した。
この制度は、
環境負荷低減の面で優れた機
能を持つ吸収式冷温水機を、 グリーン機種
として選定するこれまでの「吸収式グリーン制度」
に、
さらに厳しい条件を加えたもので、
「シグマエー
ス１．
４３」
シリーズはエネルギー環境負荷低減機・
高期間効率機として選定された。

Ｄ−ＴＲＡＣＫＥＲＸ

川崎重工は、
欧州のガスタービンの販売・サー
ビス拠点、
カワサキ・ガスタービン・ヨーロッパ社
（ドイツ・バドホンブルグ市）
を通じて、
ドイツのム
ンクスヒュー製紙のウンターコーヘン工場向け
「ＧＰＢ８０Ｄ」ガスタービン発電設備を受注し
た。この発電設備は、川崎重工が新開発した
７，
０００ｋＷ級ガスタービン「Ｍ７Ａ−０３Ｄ」を駆
動源としており、
これは「Ｍ７Ａ−０３Ｄ」の初受
注である。

新開発の「Ｍ７Ａ−０３Ｄ」ガスタービンを搭
載した「ＧＰＢ８０Ｄ」ガスタービン発電設備は、
すでに市場で高い評価を得ている
「ＧＰＢ６０Ｄ」
「ＧＰＢ７０Ｄ」
をベースに開発したもので、
「ＧＰＢ
７０Ｄ」に比べて出力で約１０％、熱効率で２．
９
ポイントの性能アップを達成している。
ムンクスヒュー製紙は、
アーレン電力公社と
合弁で、
同社のウンターコーヘン工場内におけ
る石炭焚きボイラ発電設備を更新し、
ガスター

ビン発電設備および排熱回収ボイラで構成す
るコージェネレーション発電設備を建設する。
本設備の導入により、
ＣＯ2 が約３０％（年間
３万ｔ）削減される見込みであり、
同工場では環
境保全に配慮したエネルギー供給システムが
構築されることになる。
「ＧＰＢ８０Ｄ」ガスタービ
ン発電設備の運用開始は２００８年９月の予定。

サウジアラビア向けに「天然ガス圧縮機設備」を出荷

世界で初めて全複合材製の一体成形構造が
採用されている。

川崎重工は、
サウジアラビアンオイルカンパニー
から受注していた６基の「モータ駆動天然ガス
圧縮機設備」
を、
神戸工場から出荷した。
本設備は、
サウジアラビアンオイルカンパニー
の子会社、
アラムコオーバーシーズ社から２００７
年１月に受注したもの。サウジアラビアンオイル
カンパニーでは現在、首都リヤド南部にあるヌ
アイイム地区において、
２００９年中の日量１０万
バレルへの生産能力増強を目指して、
新プラン
トの設置および既存パイプライン・ポンプステーショ

ンの更新を図っている。本設備は、新設するヌ
アイイムガスオイルセパレーションプラントおよび
既存のハウタスタビライザーユニット内に設置さ
れ、
天然ガスを圧縮するために使用される。
今回の６基の出荷により、
川崎重工のサウジ
アラビアを含む中東地域向けの圧縮機の納入
実績は合計３７基となり、全世界では総計２３１
基にのぼる。

川崎重工がアーステクニカを子会社化
川崎重工は
（株）神戸製鋼所との合意により、
４月１日をもって両社の破砕機事業の合弁会社
である
（株）
アーステクニカの神戸製鋼所保有
株式のすべてを譲り受けることになった。
アーステクニカは川崎重工と神戸製鋼所の
破砕機事業の営業・設計部門統合会社として
２００３年７月に営業を開始し、
２００５年４月には
製造部門も統合して現在に至っている。事業

統合後は販売網や製品ラインナップの補完、
保有技術の融合による新製品開発、製品ごと
の生産集約による効率化などにより事業基盤
の強化を進めてきた。同時に、
中長期的に成
長が期待される資源リサイクルなどの環境関
連機器分野において事業の強化・拡大を図っ
てきた。
川 崎 重 工グループは 、中 期 経 営 計 画

「Ｇｌ
ｏｂａ
ｌ Ｋ」
（２００６年９月策定）
に沿い、
「エ
ネルギー・環境関連事業」をグループを支える
新たな柱として育成している。川崎重工は、
アー
ステクニカをその一翼を担うグループ子会社と
して位置付け、
経営資源を積極的に投入して
同社の環境関連機器事業の強化・拡大を加
速させていく方針である。

川崎重工の最新情報はホームページでもご覧いただけます。 http://www.khi.co.jp
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