「川崎式ＢＫ１１７Ｃ−２型ドクターヘリ」を２機受注
川崎重工は、
西日本空輸（株）
から
「川崎式
ＢＫ１１７Ｃ−２型ヘリコプター」
（以下、
「ＢＫ１１７
Ｃ−２型」）
を２機受注した。熊本県と宮崎県の
ドクターヘリとして運用される予定で、
２０１１年
１２月より順次引き渡しの予定。
「ＢＫ１１７Ｃ−２型」は、
川崎重工と欧州のヘ
リコプターメーカー ユーロコプタードイツ社（旧
メッサーシュミット
・ベルコウ・ブロウム社）が共同
開発した中型双発機で、
物資・人員輸送、
消防・
防災、警察、報道、
ドクターヘリなどに活用され
ている。国内で１５３機（２０１１年７月６日現在）、
ＥＣＤ社納入分を合わせると全世界で８５０機

以上の納入を誇るベスト
セラー機である。
「ＢＫ１１７Ｃ−２型」は、
機体後部の大きな観音
開きドアが患者の搬出
入を容易にしているほか、
機内での医療行為を施
しやすい広いキャビンスペース、
コンパクトなボディ
と機動性のよさなどが高く評価され、
救急医療
用として全世界で使用されている。
受注した２機にはドクターヘリ仕様として、
医
療専用床や担架、
医療席、
看護師席、
付添人席、

新開発のＬＮＧ運搬船
「エネルギーホライズン」を引き渡し
川崎重工は、
東京エルエヌジータンカー
（株）
および日本郵船（株）向けに建造した１７万
７，
０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船「エネルギーホライ
ズン」
を引き渡した。
本船は、
モス型としては世界最大船型となる
１７万７，
０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船の第一船である。
側壁医療機材ラック、天井および側方レール、
前方医療用キャビネット、
照明灯および医療用
機材用電源ユニットなどで構成されるＥＭＳ
（Ｅｍｅ
ｒｇｅｎｃｙ Ｍｅｄ
ｉ
ｃａ
ｌ Ｓｅ
ｒｖ
ｉ
ｃｅ）
キットなど
が装備される。

シンガポールに発電出力６，
３２０ｋＷのガスタービン発電設備を納入
川崎重工は、東南・西南アジアのガスタービ
ン販売・サービス拠点であるカワサキ・ガスタービ
ン・アジア社
（ＫＧＡ、
マレーシア・クアラルンプール）
を通じて、
シンガポールのエンジニアリング会社、
ユーロアジアティック・マシナリ社に発電出力
６，
３２０ｋＷのガスタービン発電設備を納入した。
納入した発電設備はユーロアジアティック・
マシナリ社が、不二製油（株）のグループ会社
であるフジオイル・シンガポール社の工場内に建
設したコージェネレーションシステムとして設置
された。このコージェネレーションシステムは、
自
社開発のカワサキガスタービン「Ｍ７Ａ−０３」を

主機とする天然ガス焚きのガスタービン発電設
備「ＧＰＢ８０」
と、
排熱回収ボイラ
（最大送気蒸
気量４０
ｔ／時）
で構成されている。本システムは、
ガスタービン発電設備による発電に加え、
発電
設備の排熱を蒸気として回収することにより、
き
わめて高い総合効率を達成できる。電力と蒸
気は、全量が工場内の生産設備に供給され、
エネルギーの安定供給に寄与する。
現在、
シンガポールでは、
エネルギーの安定
供給の確保手段としてガス燃料を用いた自家
発電設備の導入が進んでおり、
今後もガスター
ビンの需要増加が期待されている。

川崎重工のＬＮＧ運搬船の標準船型は、
世界
の主要なＬＮＧターミナルへ入港できる汎用性
と優れた推進性能を有した１４万７，
０００ｍ３型
だが、本船はその特長を保持したまま、
カーゴ
タンク
（モス型球形タンク）
を大型化することで
ＬＮＧ積載量を大幅に増加させた。
本船の推進プラントはＬＮＧ運搬船としては
世界初となる、
川崎重工が新開発した再熱サ
イクルプラント
「川崎アドバンストリヒートタービン

受注したのは、
川崎重工が新開発したガスター
ビン「Ｍ１Ａ−１７Ｄ」を主機とする天然ガス焚き
の発電設備（発電端効率は約２７％を達成）
で、
ＩＷＢによりガスタービン・コージェネレーションシ
ステムとして設置される。本システムで発生す
る電力と、
ガスタービンの排熱を回収してつくる
蒸気は、
ＩＷＢがバーゼル市内で実施予定の
地域暖房事業に供給される。
新開発の「Ｍ１Ａ−１７Ｄ」
を搭載した「ＧＰＢ

川崎重工は、
中型パレタイズロボット
「ＲＤ８０Ｎ」
を新発売した。

１７Ｄ」は、納入実績が多く評価が高い「ＧＰＢ
出力で約１３％、
１５Ｄ」
をベースに設計したもので、
熱効率で約１０％の性能アップを達成。
ＮＯｘ
（窒
素酸化物）排出量は低エミッションのＤＬＥ
（燃
料と空気の希薄予混合）技術により１５ｐｐｍ
（Ｏ２
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主

機

（−１６３℃、
１００％において）
関：川崎ＵＲＡ−４５０型再燃式蒸
気タービン×１基 連続最大出
力２万９，
８９０
ｋＷ×７６回転／分

「ＲＤ８０Ｎ」は、
物流工程で段ボールや袋物
などをパレットに積み込む作業などを行なうもので、
従来機種の「ＲＤ５０Ｎ」の優れた性能をさらに
進化させ、
速度、
繰り返し精度などを大幅に向
上させた最大可搬質量８０ｋｇの垂直多関節ロ
ボットである。
「ＲＤ８０Ｎ」は、
アームの軽量化や高出力・高
回転モータの採用で、従来機種より最高速度
や加減速度を向上させるとともに、
可搬質量を
８０ｋｇに増大させた。これにより処理能力が約
２５％向上し、
同クラスでは最高となる１時間当
たり９００サイクル※のパレット積みを実現した。
さ

小型汎用ロボット
「Ｒシリーズ」
とを組み合わせ
ることで、
ベルトコンベア上を流れる食品の高速
箱詰め作業からダンボール箱への梱包作業、
パレットに荷を積み付けるパレタイズ作業まで、
コンパクトで生産性の高い自動化システムを提
案している。
■主要諸元
ア ー ム 形 式：垂直多関節型
動 作 自 由 度：５軸
最 大 リ ー チ：２，
１００ｍｍ
最大可搬質量：８０ｋｇ
処 理 能 力：９００サイクル／時

らに、
ハンドの設計自由度が高まったことで、
より
重量のあるワークでも複数を同時に積み込むこ
とが可能になった。川崎重工では、
この「ＲＤ
８０Ｎ」
と、
高速ピッキングロボット
「ＹＦ０３Ｎ」、
中・

※処理能力は、可搬質量８０ｋｇで、
１サイクルが水平移動距離
２，
０００ｍｍ、上下移動距離４００ｍｍの場合の値。

国内の自動車会社向けに「カワサキグリーンガスエンジン」を受注
川崎重工は、
エンジニアリング会社の（株）
エネ・ビジョンから、
トヨタ自動車（株）
１００％出資
のセントラル自動車（株）宮城工場向けに「カワ
サキグリーンガスエンジン」
を受注した。
受注した「カワサキグリーンガスエンジン」は
発電出力が７，
８００ｋＷで、
世界最高の発電効

炎力を強化し、
バーナの燃焼量を定格運転時
における最大燃焼量の５分の１まで制御できる
ようにした省エネルギー・低環境負荷システム
である。つまり、
ボイラのＯＮ−ＯＦＦ運転を最小
限に抑えることにより、低負荷運転領域（２０〜
３３％負荷）
でのボイラ蒸気圧力の安定と、
バー
従来機（燃焼ターン
ジ損失※２の低減を実現し、
ダウン３：１）
と比べて燃料消費量およびＣＯ２
排出量を最大２２％
（蒸気負荷２０％での川重
冷熱工業測定値の比較）
の低減が可能になる。
本システムは、
蒸気負荷変動が激しく、
頻繁
なＯＮ−ＯＦＦ運転を余儀なくされているバッチ
運転や蒸気式吸収冷凍機などのプロセスで効
果を発揮する。

貨物タンク容積：１７万７，
４４０ｍ３

＝１５％、
同出力クラスのガスタービン発電設備
では最高レベルの低排出値）
まで抑えている。

世界初の油焚き「燃焼ターンダウン５
：
１制御システム」を新発売
川崎重工グループの川重冷熱工業は、
大型
貫流ボイラ「Ｉ
ｆ
ｒ
ｉ
ｔ
（イフリート）」油焚きシリーズ
向けに、
貫流ボイラとしては世界で初めて連続
燃焼による負荷調整可能領域を大幅に拡大
１制御システム」を
した「燃焼ターンダウン※１５：
新発売した。
大型貫流ボイラ「イフリート」は、大型ボイラ
並みの優れた制御方式と高い蒸気乾き度特性、
小型貫流ボイラ並みの高効率と省スペースと
いう特長を有し、
その優れた蒸気圧力の安定
性や高効率、
起蒸の素早さなどにより主に産業
用の主熱源機などに多用されている。
新発売した制御システムは、
バーナの燃焼
用空気の流れを改善して低負荷運転時の保

■主要目
全
長：約３００ｍ
幅
（型）：５２ｍ
総 ト ン 数：１４万１，
１３６
ｔ

中型パレタイズロボット「ＲＤ８０Ｎ」を新発売

スイスから新開発の「Ｍ１Ａ−１７Ｄ」ガスタービン搭載の発電設備を初受注
川崎重工は、欧州のガスタービン販売・サー
ビス拠点であるカワサキ・ガスタービン・ヨーロッ
パ社（ＫＧＥ、
ドイツ・フランクフルト市）
を通じて、
スイスのバーゼルシュタット州営エネルギー社
（ＩＷＢ、
スイス・バーゼル市）から、発電出力
１，
７００ｋＷクラスのガスタービン発電設備「ＧＰＢ
１７Ｄ」を初受注した。これは、川崎重工として
スイス向けガスタービン発電設備の初受注でも
ある。

プラント
（川崎ＵＲＡプラント）」
を採用している。
川崎ＵＲＡプラントは、
ボイラでつくられた蒸気
が高圧タービンを回した後、
いったんボイラに戻
し、
再加熱してから中圧タービンを回転させる。
こうした再熱サイクルの採用により熱効率が大
幅に向上し、
燃料消費量は従来の蒸気タービ
ン推進プラントに比べて約１５％低減する。

率４９．
０％を誇る高効率タイプ。川崎重工はエネ・
ビジョンに対してガスエンジン発電設備と電気・
制御装置およびエンジン補機を供給する。
セントラル自動車・宮城工場はトヨタグループ
の最新工場で、
また、
東北地区における重要な
生産拠点に位置付けられており、
このたび、
エ

ネルギー使用合理化を目的にガスエンジン・コー
ジェネレーションシステムが採用された。本シス
テムで発生する電力および蒸気はすべて宮城
工場内で使用される。
本システムの稼働開始は２０１２年１月の予定。

九州電力と小規模地熱バイナリー発電設備に関する共同研究を開始

※１：燃焼制御が可能な最大燃焼量と最小燃焼量との比。
通常、最小燃焼量を１で表す。
※２：ボイラは燃焼工程の前後に空気による炉内の換気（バー
ジ）
を行なうが、
その際のバージ空気でボイラが冷やされ
ることによる熱損失。

川崎重工と九州電力（株）
は、
九州電力・山
川発電所（定格出力：
３万ｋＷ、
鹿児島県指宿
市）構内に小規模バイナリー※発電設備（定格
出力：
２５０ｋＷ）
を設置し、
２０１２年度初めから
実証実験を開始する予定である。
バイナリー発電設備というのは、
沸点の低い
媒体を熱交換器で加熱・蒸発させ、
その媒体
蒸気でタービン発電機を回転させて発電を行

なうもので、
従来の地熱発電では利用できなかっ
た比較的温度の低い蒸気・熱水での発電が
可能になるシステムである。
今回、
設置する小規模バイナリー発電設備は、
川崎重工が工場の低温排熱用に開発した「グ
リーンバイナリータービン」を採用。地熱への適
応が可能になれば、
地熱資源が賦存する島で
の適応が期待できること、
また、温泉水などの

熱の有効利用が図れることから実証試験を行
なうものである。
※バイナリー
（Ｂ
ｉ
ｎａ
ｒ
ｙ）
とは「二つの」という意味。熱源の低温
水と、発電機のタービンを回す低沸点媒体の２つの流体を
利用することから名付けられた。

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
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