「ボーイング７８７ドリームライナー」が
初試験飛行に成功

新開発の大型ばら積み運搬船
「ＣＡＰＥ ＣＡＮＡＲＹ」を引き渡し

ボーイング社が国際共同開発を進めている
次世代中型機「７８７ドリームライナー」
（以下、
「７８７」）
が現地時間の２００９年１２月１５日、
ワシ
ントン州で初試験飛行に成功した。
「７８７」は
シアトル市近郊のボーイング社エバレット工場に
隣接するペインフィールドを離陸し、
約３時間後、
シアトル市のボーイングフィールドに着陸した。
「７８７」は最新テクノロジーの採用により、
同サ
イズの航空機と比べて燃費効率が２０％向上し、
かつ、
広い座席や大きな窓、
やわらかい照明な
ど空の旅の快適さを徹底追求した 夢の旅客
機 である。
川崎重工は、
「７８７」の国際共同開発にパー

川崎造船は、
坂出工場において、Ｋ ＬＩＮＥ
ＢＵＬＫ ＳＨＩＰＰＩＮＧ
（ＵＫ）ＬＩＭＩＴＥＤ
（ケイ
ライン バルクシッピング
（ユーケー）リミテッド）
向け大型ばら積み運搬船「ＣＡＰＥ ＣＡＮＡＲＹ
（ケープ キャナリー）」
を引き渡した。
本船は、
川崎造船が新たに開発した１８０型
ばら積み運搬船の第１番船で、
フランスのダン
ケルク港に入港可能な船型として最大級の積
載能力を有している。本船は、
ばら積み運搬船
の船体強度に関する新規則（共通構造規則：
ＣＳＲ）
を適用し、安全性を向上させた。また、
省燃費型ディーゼル主機関や高効率タイプの
プロペラに加え川崎造船が開発したコントラフィ
ン付きセミダクトや川崎フィン付きラダーバルブな

トナー企業として当初から参画し、前部胴体、
主脚格納庫および主翼固定後縁という重要
部位の開発・製造を担当している。中でも前部

ケ

胴体は、
複合材の自動積層による継ぎ目なしの
一体構造として製作するという、
大型航空機で
は前例のない画期的な方法で行なわれている。

２０１２年ＡＰＥＣサミット会場（ロシア）向け
ガスタービン発電設備を連続受注
川崎重工は、
２０１２年にロシア・ウラジオストッ
クのルースキー島で開催予定のＡＰＥＣサミット
会場向けに、
双日
（株）
を主契約社としてロシア
の極東電力から「ＧＰＢ７０」型ガスタービン発
電設備の１
・
２号機を受注した。本発電設備は、
川崎重工が自社開発した７，
０００ｋＷクラスのガ
スタービン「Ｍ７Ａ−０２」を搭載している。なお
本件は、
川崎重工のロシア向けガスタービン発
電設備の初受注である。
本プロジェクトは、
ＡＰＥＣサミット会場に電力
と熱を供給するため、
ガスタービン発電設備お

発電設備を建設するもの。ガスタービン発電設
備から排出される燃焼ガスを、温水供給に利
用することにより総合熱効率は約８０％に達し、
地球温暖化防止の一助になるものと期待され
ている。
今回受注した１，
２号機に加え、
３号機および
４号機の発電設備も、
川崎重工への発注が内
定している。さらに、今回の契約には３台の追
加発注オプションがついており、
２０１０年度予
算による追加発注が予定されている。

ー

プ

キ ャ

ナ リ

ー

ど最新の技術を採用し、推進性能を向上させ
ることにより燃料消費量を低減させている。
さら
に、
バラストタンクの腐食防止として定められた
新塗装基準（ＰＳＰＣ）
を適用し、塗装の高品
質化を達成した。
■主要目
全
長：２９２ｍ
幅
（型）
：４５ｍ

深
さ （型）
：２４．
７ｍ
総 ト ン 数：９万３，
２３５
ｔ
載貨重量トン数：１８万２，
５７７
ｔ
主
機
関：川崎−ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ
６Ｓ７０ＭＣ−Ｃ Ｍｋ７×１基
連続最大出力１万７，
７８０ｋＷ
×８７回転／分
航 海 速 力：約１５．
３ノット

ブラジルで二輪車生産工場の稼働を開始
川崎重工のブラジル現地法人Ｋａｗａｓａｋ
ｉ
Ｍｏ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
ｓｄｏ Ｂｒ
ａ
ｓ
ｉ
ｌＬ
ｔ
ｄａ（ＫＭＢ）
．
が２００９年

１０月７日、
アマゾナス州マナウス市で二輪車生
産工場の開所式を行ない、
稼働を開始した。

新工場の敷地面積は約１万３，
０００ｍ２で年
間２万５，
０００台の生産能力を持ち、
ＫＭＢは、
スポーツモデル「Ｚ７５０」、
「Ｎｉ
ｎｊ
ａ ２５０Ｒ」の
２機種の生産を開始し、順次、生産機種を拡
大していく方針である。
ブラジルにおける２００ｃｃ以上の二輪車市場
は欧米や日本に次ぐ規模を誇っており、今後も
順調に拡大していくものと見込まれている。
ＫＭＢは、
２００８年１０月に完成車輸入による
二輪車の販売を開始し、
現地生産分を合わせ
て２０１０年には７，
０００台の販売を見込んでいる。

よび温水ボイラで構成するコージェネレーション

輸送ヘリコプター「ＣＨ−４７」のライセンス締結２５周年記念式典を挙行
川崎重工は、
２００９年１０月１９〜２０日、
自衛
隊の輸送ヘリコプター「ＣＨ−４７」
ライセンス締
結２５周年記念式典を東京本社、
および岐阜
工場で行なった。式典には、
米国ボーイング社、
伊藤忠商事（株）
などの関係者、川崎重工か
らは元山近思・航空宇宙カンパニープレジデント、
村山滋・同バイスプレジデントなど多数が参加。
記念品の交換や記念ボードへの署名などが
行なわれて盛会であった。
川崎重工は１９８４年、
ボーイング社とライセ
ンス契約を締結して以来、
２００９年３月までに
陸上自衛隊へ５６機、航空自衛隊へ２８機、合

計８４機の「ＣＨ−４７」を防衛省に
納 入した。
「ＣＨ−４７」は近年、新
潟県中越沖地震の災害救助やス
マトラ沖地震の緊急援助などにも派
遣されて活躍した。
今年度契約の機体からは、新型
エンジンおよび空輸容易化キットなど
新規装備を搭載した能力向上型と
して製造を継続しており、
その活躍
の場がますます広がることが期待さ
れている。
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力によって社会、地球環境の未来に資する新
たな価値創造」のためには、既成製品の革新
的高度化と新分野での新製品開発が必要で
あり、
グループ全体の知的資産の効率的で迅
速な融合と活用が不可欠である。
そこで、
川崎重工は３社を本体へ再統合し、

川崎重工は、
中部電力（株）から川越火力
発電所（三重県川越町）向けＬＮＧタンク
（機
械工事）
を２基受注した。受注したタンクは、
地
上プレストレストコンクリート
（ＰＣ）式ＬＮＧタンク
（容量：
１８万ＫＬ）
で、地上式ＬＮＧタンクとして
は国内最大級である。

川越火力発電所（総出力：
４８０．
２万ｋＷ）
は、
世界最大級のＬＮＧ火力発電所として運転中で、
現在、
容量１２万ＫＬのＬＮＧタンクを４基有して
いる。今回受注したＬＮＧタンク２基の増設によ
り、
中部電力はＬＮＧ調達の安定性・柔軟性の
向上を図ることができる。

■主要目
形
式：地上ＰＣ式ＬＮＧタンク
容
量：１８万ＫＬ
最低使用温度：−１６４℃
内 槽 内 径：約８０ｍ
貯 槽 高 さ：約５５ｍ

「ギガセル※」が環境省の「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞

川崎重工グループの３社を合併
川崎重工は、
２０１０年１０月１日
（予定）
に、
（株）
川崎造船、
（株）
カワサキプレシジョンマシナリ、
カワサキプラントシステムズ
（株）
を吸収合併す
ることを決定した。
川崎重工が２００７年に制定した経営理念に
掲げている「広範な領域における高度な技術

中部電力から国内最大級の地上式ＬＮＧタンク２基を受注

別会社であるとによって生ずる制約を取り払い、
各々が持つ技術的知見、人材などをグループ
として最大限に有効活用することを決断したも
のである。

川崎重工は、大容量・密閉型のニッケル水
素電池「ギガセル」の高い省エネルギー効果
が評価され、環境省の「平成２１年度地球温
暖化防止活動環境大臣表彰」
（技術開発・製
品化部門）
を受賞した。
「ギガセル」は、
大型化が困難とされていたニッ
ケル水素電池の大型化・密閉化に成功したも
ので、
その革新的な構造により、
大電力を高効
率で充放電でき、取り扱いが容易で安全性に
優れている。
また、
有害物質などを一切使用せ
ず、溶接レス構造にしてリサイクル性を高めた
地球にやさしい電池である。
適用例のひとつが鉄道車両への搭載。車

両がブレーキをかけたときに発生する回生電
力を蓄電し、
加速時に蓄電した電力を再利用
することで電力使用量の低減が図れる。川崎
重工が開発した次世代型低床式路面電車
ス イ モ
「ＳＷＩＭＯ※」は、
ギガセル搭載により３０〜５０％
の省エネを達成した。ほかにも各種大型移動
体の動力源などに適用することで、
省エネ・ＣＯ２
削減を目指している。
さらに、
「ギガセル」は鉄道変電所の地上蓄
電設備としても利用できる。地下鉄路線での
実証実験では、
実験に当たった変電所の電力
使用量および契約電力量の大幅な削減（２０
％減）
に寄与することが確認された。

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

※「ギガセル」、
「ＳＷＩＭＯ」は川崎重工の登録商標です。
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