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神戸港は、１９９５年１月の阪神・淡路大震災でほぼ すべての港湾施設が大きな被害を受けたが、 
官民一体の驚異的な努力でわずか２年で復旧さ せた。 
しかし、日本の景気低迷の影響などもあり、港勢 の復活はまだ完全とはいえないようだ。 
１９６７年、いち早くコンテナ化時代の到来を見越し、建設中の摩耶埠頭にわが国初のコンテナバースを竣工させた、神戸港。 
その後完成させた人工島のポートアイランド、六 甲アイランドに大規模なコンテナターミナルを整備し、 
ポートアイランド第２期では当時、日本初の水深 １５ｍの大水深高規格コンテナバース６バースが稼働するなど、 
世界屈指のコンテナポートである。 
世界に伸びる定期航路網が世界約１３５か国・地域、５００余りの港を結んでおり、 
２００２年の船舶総入港隻数は４万１，２１５隻、総取扱 貨物量は７，８６０万ｔ。 
豪華客船クイーンエリザベス２世号が寄港するな ど、 
観光的な機能も有しているのが神戸港の大きな 特徴のひとつである。 
復活へ。そして、さらなる飛躍へ挑む神戸港。そ の一端をカメラで追った。 
※撮影は神戸市みなと総局、（社）神戸港振興協会の協力 を得るとともに、一部写真の提供を受けました。 

阪神・淡路大震災の大被害を驚異 的努力で２年で復旧させ、 
ハードとソフトの充実などで港勢 の復活へ、さらなる飛躍へ 
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●表紙説明● 

　人の手が組み上げていく、直線と曲線が織り
なす重厚な幾何学模様－川崎重工が、世界
最高水準の熱効率３５％を実現した、ガスタービン
「Ｌ２０Ａ」の心臓部です。 
　国内の中小型産業用ガスタービンの分野で圧
倒的なシェアを誇る川崎重工の最新作「Ｌ２０Ａ」は、
地球環境の保全やエネルギーの有効利用の観
点から、今、注目のコージェネレーション（熱電併給）
システムや、複合サイクル発電プラントの主機に最
適なガスタービンです。（詳しくは「イラストぎじゅつ
入門」でご覧ください）。 
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 兵庫埠頭でのバナナの荷揚げ。 

須磨港 

長田港 

兵庫埠頭 

川崎重工業（株） 
（株）川崎造船 
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　神戸港は阪神・淡路大震災で壊滅
的な被害を受け、その復旧作業の間、そ
れまで取り扱っていたコンテナなどを国
内近隣港などに振り替えました。それが、
復旧後もなかなか元に戻らず、いわば大
震災の後遺症ともいうべき状況が続い
ています。２００２年のコンテナ取扱数は
約１９９万ＴＥＵ※でほぼ前年並み。神戸
港のコンテナ取扱数は１９７０年代後半
には世界で２位の実績があり、その後、 
’８４年までは３位、震災前でも６位（約２５０
万ＴＥＵ）でしたが、大震災を境に残念
ながら世界のトップテンから順位を落とし
てしまいました。さらに残念なことには、日
本の主要港がシンガポールや釜山、香港、
高雄など海外港との激しい競争にさらさ
れ、全体的に下降気味になっています。 
　神戸港復活の鍵は、国際競争力の
強化。その一環としてポートアイランド（第

２期）に、当時日本初の水深１５ｍの大
水深高規格コンテナバース６バースを整
備しました。また、湾施設使用料の改定・
各種申請手続きの簡素化、内航フィーダー
船の外貿バースへの直着け可能、強制
水先制度の基準を緩和し、対象船舶を
３００ｔ以上から１万ｔ以上に変更、初めて
神戸港に入港する外航船舶の入港料
および岸壁使用料の免除などハード、ソ
フト両面の充実を図り、利用しやすい港
づくりを目指しています。 
　海外からの船が接岸するポートアイラ
ンド地区では、携帯電話をかざすと積込
場所とコンテナ番号を記した紙が発行
される無人化ブースが試みられるなど、
ＩＴ（情報技術）による貨物搬出入作業
の効率化も進められています。 
　さらに、港湾コストの３割削減、現状
平均３～４日のリードタイムを１日程度まで
短縮するなど、船荷の処理を大幅に効
率化させることによって、アジア諸港と競
争できる港湾の実現を目指す「スーパー

中枢港湾」（国土交通省）の指定を受
けるべく全力で取り組んでいます。また、
２００３年４月に認定された「国際みなと
経済特区」により、すでに税関の臨時開
庁手数料の軽減、執務時間外における
通関体制の整備などが実現しており、こ
れらも港湾物流に関するコスト削減とリー
ドタイムの短縮に寄与し、神戸港の活性
化につながっています。 
　ポートセールスにも力を入れています。
それも、ユーザーの目線に立って考え、
提案できるように、船会社など民間企業
から登用した人材と神戸市・神戸港埠
頭公社・神戸港振興協会の職員が一
体となったポートセールスチームを組んで
推進しており、着実に成果をあげつつあ
ります。 
　わが国の代表的な国際貿易港であ
る神戸港は、人・物・情報が集まり動く総
合的な交流拠点を目指して整備を進め
ており、今後もその役割を十分に果して
いきたいと考えています。（談） 
※コンテナの個数単位で、２０フィート換算個数のこと。４０フィー
　トコンテナ１個は２ＴＥＵとなる。 

天然の良港 
　日本列島のほぼ中心、世界海運のメインルート上に位置する神戸港
は、北を囲む六甲連山が季節風を阻み、西は和田岬が西方からの波浪
を防ぐ。河川が流入していないので、浚渫の必要がない天然の良港で
ある。港域が東西に広く、入出港が安全、容易である。また、潮の干満
差が小さいので船舶の係留に適している。 
　港と市街地が近接し、その市街地の背後には六甲山が控えており、
非常に美しい景観をなしている。ちなみに、東京、仙台、福岡で行なっ
た「神戸のイメージ調査」（実施：神戸市）では、トップが「港」で２位が
「異国情緒」だった。 

“総合的な交流拠点”へ、 
着実に努力しています。 
社団法人  神戸港振興協会　振興課　森田  潔課長 

しゅんせつ 
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六甲アイランドから見た“サイロ銀座”。 

高浜岸壁（左）と中突堤（上） 

ポートアイランド 

六甲アイランド 

東部内貿埠頭 新港突堤 

新港東埠頭 

摩耶埠頭・ 
摩耶コンテナターミナル 

●世界の最先端をいく港湾施設 
　神戸港には３６のコンテナ荷役可能なターミナル
があり、コンテナバースには最新鋭の荷役機械が
備えられ、安全で効率的な荷役作業を行なっている。 
　ポートアイランド第２期で稼働中の水深１５ｍの
大水深バースは、オーバーパナマックス型（パナマ
運河を通行できないほど超大型の）コンテナ船が
余裕を持って接岸できる規模のバースだ。オーバー
パナマックス型コンテナ船に荷役するには、コンテ
ナクレーンも大型でなければならない。神戸港ポー
トアイランドＰＣ１６・ＰＣ１７コンテナターミナルには、
岸壁からのアウトリーチ（腕の長さ）が５０ｍもある
超大型コンテナクレーン２基、同４５ｍのもの３基が
設置されている。 
　なお、この５基の内、アウトリーチ５０ｍの超大型コ
ンテナクレーン２基を製作したのが川崎重工である。 

Kawasaki News 133　2004/14 5



空港島への連絡橋の橋脚。 

架設を待つ橋桁（撮影は１２月初旬）。 神戸空港は２００５年度に開港の予定（完成予想イラスト）。 

六甲山系の再度山から、市街地越しに見た昼の神戸港（左）。夜景は“１０００万ドルの輝き”に一変し、観光客のため息を誘う（右）。 

●華やかな進水式 
　ハーバーランドに近接する（株）川崎造船・神戸
工場（２００２年１０月に川崎重工から分社独立）で
２００３年１２月上旬、また新しい船が誕生し、華や
かな命名、進水式が行なわれた。 
　この日、進水したのは、ばら積運搬船「ＮＯＲＤ  
ＷＨＡＬＥ（ノルド  ホエイル）」（パナマ船主の
ＭＩＬＬＩＯＮ ＣＯＭＥＴＳ Ｓ．Ａ．向け、総トン数約２
万８，２００ｔ）。船体を固定していたロープが切断さ
れると、同船は関係者の拍手の中をゆっくりと進水
していった。 
 
 
●車両も船で運ばれる 
　ポートアイランドの北側、本土に面した神戸埠頭
梱包団地の岸壁に、ＪＲ東日本の東北新幹線「は
やて」の車両が陸揚げされていた。今回は１０両を
ＪＲ東日本・仙台総合車両所に納入するという。川
崎重工・兵庫工場で製造されたこの車両は、兵庫
工場の岸壁で艀に積んで神戸埠頭梱包団地に
運ばれ、一旦、陸揚げされる。その後、内航運搬
船に積み替え、仙台まで運ばれる。 
　川崎重工・兵庫工場では、ＪＲ西日本向けの新
幹線車両も工場から同じ方法でここに運び、内航
運搬船で博多港まで搬送している。そしてトレーラ
に積み替え、交通量の少ない深夜に走って博多
総合車両所に納入している。 

●集積した中古オークション施設 
　神戸港ではこの２～３年、陸・海・空からのアクセ
スのよさや車両の搬入が便利などの理由で中古車、
中古建設機械、中古農機具の保管・オークション
施設が整備され、これらの荷動きが活発になって
いる。これらの中古車などはオークションの後、東
南アジアや中東、南米などに輸出されている。 
 
 
●順調に進む神戸空港の建設工事 
　１９９９年秋に着工した神戸空港は、２１世紀の
神戸の新しい交流窓口として建設される第３種空
港（神戸市が建設し、管理する空港）で、空港島
面積は２７２ｈａ、滑走路は２，５００ｍが一本。開港は
２００５年度で、開港当初の年間需要予測は旅客
数３１９万人、発着回数２万回、貨物量４万１，３００ｔ（神
戸市調査）。神戸空港は、医療産業都市や情報
文化都市、集客観光都市づくりに大きく貢献する
と期待されている。 
　「２００３年１０月時点で空港島の埋め立て工事
進捗率は約６８％、連絡橋は下部工（橋脚）８基が
完了し、１２月上旬から橋桁の据付工事に入りました。
工事は予定通り順調に進んでいます」（古泉泰彦
係長） 
　川崎重工はこの連絡橋の橋桁の一部を受注・
製作し、２００３年１２月末に据付工事を予定通りに
完了した。 

はしけ 

ふたたび 
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●複合サイクル発電プラントのシステムフロー ●コージェネレーションシステムのシステムフロー 

3段構成のタービン翼。 
タービン翼内面の空冷構造。 

　近年、地球環境の保全やエネルギーの有効利用の観点からエネル
ギーの分散配置が進んでおり、コージェネレーション（熱電併給）シス
テム※１や複合サイクル発電プラント※２が注目を集めている。消費地で
発電すれば送電ロスが少なく、排熱利用が可能などのメリットがある。 
　川崎重工は１９７４年に初めて純国産の産業用ガスタービンを自社
開発して以来、中小型産業用ガスタービン分野において７，０００台以上
の納入実績を持ち、国内で圧倒的なシェアを誇っている。その川崎重
工の最新作「Ｌ２０Ａ」は、コージェネレーションシステムや複合サイク
ル発電プラントの主機として開発したガスタービンである。 
　出力は１万８，０００ｋＷ。ガスタービン単体の熱効率は、このクラスの
産業用ガスタービンとしては世界最高水準の３５％を実現。また、排熱
回収に適した高温度（５４５℃）の排出ガスを得られることから、従来よ
りも優れた総合熱効率８０％以上という高効率のコージェネレーション
システムを、また、発電効率が４７％を超える複合サイクル発電プラン
トを構築できる。 
※１：ガスタービン発電装置の排出ガスに含まれる熱を排熱回収ボイラで回収して蒸気を発生させ、電力と熱（蒸気
　　や熱水）を併給するシステム。工場や事務所ビル、ホテル、病院、地域冷暖房などで導入が進んでいる。 
※２：ガスタービン発電装置の排出ガスに含まれる熱を排熱回収ボイラで回収して蒸気を発生させ、その蒸気で蒸気
　　タービンを回して発電する二段構えの発電システム。 

　ガスタービン「Ｌ２０Ａ」は、川崎重工が長年培ってきた産業用の中・
小型ガスタービンの開発技術と航空用ジェットエンジンの高度な要素
技術を結集して開発したもので、 
●ガスタービン単体の熱効率は、このクラスでは世界最高水準の３５％、 
●排熱回収に適した高温度（５４５℃）の排出ガス、 
　のほか、 
●オーバーホール寿命４万時間という高耐久性を実現し、また、保守
　メンテナンスが極めて容易なのでメンテナンスコストが低い、 
●排出ガスのクリーン化技術として開発した「ドライ低エミッション燃
　焼器（ＤＬＥ）」を採用し、排出ガス中のＮＯｘ排出値が２３ｐｐｍ（天然
　ガス使用時）と極めて低く、環境にやさしい、 
　などの特長を備えている。「Ｌ２０Ａ」は、圧縮機・タービンの段数を
減らすことによる機器コスト、高効率の実現によるランニングコスト、
長寿化によるメンテナンスコストの低減を図った。その結果、ライフ
サイクルコストを徹底して抑制できた。 

●明石工場で順調に運転中 
　「Ｌ２０Ａ」の商用１号機を原動機とするコージェネレーションシステム
が明石工場内に２００１年１０月に完成。以来、工場の約５０％の電力を
分担し、また、蒸気を供給しながら順調に運転を続けている。 
　この設備はプレゼンテーションプラントでもあり、国内外から多くの関
係者が見学に訪れ、問い合わせ、引き合いも多数寄せられている。 
　「Ｌ２０Ａ」の開発により、川崎重工のコージェネレーションシステムお
よび複合サイクル発電プラント用ガスタービンは、５００ｋＷ級～２万ｋＷ
級までラインアップされ、幅広い要望に対応できるようになった。 
 

お問い合わせ先 

ガスタービン・機械カンパニー 
営業本部 
産業ガスタービン営業部 
　０３-３４３５-２２３２ 

●圧縮機 
電子ビーム溶接による一体構造の軸流圧縮機。
圧力比１８（空気を１８気圧に圧縮する）を段数
１１で達成。これは、川崎重工の最新技術によ
る“遷音速圧縮機”の採用により、高負荷で
高効率の空力性能が得られるようになったた
めである。静翼可変構造（前方５列の静翼の
取り付け角度が可変）採用により、起動特性、
部分負荷性能の向上を図った。 

●タービン入口の 
　燃焼ガス温度 
１，２５０℃。このクラスの産業用ガスター
ビンとしては最高水準である。 
 
●ＤＬＥ（希薄予混合） 
　燃焼器採用の 
　ドライ低エミッション燃焼器 
予め燃料と圧縮空気を均一によく混ぜ
合わせるので、燃焼温度が低い状態で
燃焼する。環状に８個配置してある。 

●タービン 
高温化技術によりタービン入口温度１，２５０℃を
達成。タービンは３段構成で、１、２段は翼の内面
を空冷構造とし、さらに一方向凝固超耐熱合金
やセラミック遮熱コーティングの採用により、高
温ガスにも十分耐えられる構造になっている。 

●タービン出口の排出ガス温度 
５４５℃と高温なので、コージェネレーショ
ンシステムおよび複合サイクル発電シ
ステムの排熱利用に適している。 

●燃料 
基本仕様燃料は天然ガス、灯油だが、
軽油、Ａ重油などの燃料にも対応で
きるタイプの開発を進めている。 

●タービンの排出ガス 
排出ガスに含まれる排出ＮＯｘ
値は２３ｐｐｍと非常に低く、
国内のあらゆる地域の規制
値をクリアしている。 

●完全水平２分割構造 
ケーシング（車室）が水平２分割構
造のため、開放点検が容易にできる。 

●ボアスコープ点検口 
圧縮機およびタービンの動静
翼などをケーシングを開放する
ことなく短時間で点検できる。 

燃料 出力 

排気 

吸気 

■ガスタービンのしくみ 
　ガスタービンは、吸気→圧縮→燃焼
→排気というサイクルで作動する。つ
まり、圧縮した空気中で燃料を燃焼させ、
高温・高圧のガスでタービンを高速回
転させることによってエネルギーを取
り出すのである。 

●多重制御システム 
より高い信頼性が要求されるプラントに対しては、
制御システムの多重化にも対応でき、プラントを停
止せずに制御装置のメンテナンスが可能である。 

●高度な運転支援システム 
通信ネットワークを用いて遠隔監視ができる。 

発電プラントの用途に最適なガスタービン 

徹底して抑えたライフサイクルコスト 

イラストぎじゅつ入門― 54
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現 場 を 訪 ね て 

「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」 
小名浜運航所⇔磐城沖プラットフォーム 
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磐城沖石油開発（株） 
小名浜鉱業所 

福島県 

楢葉町 
広野町 

いわき市 

塩屋埼灯台 
小名浜ヘリポート 

東京電力・広野火力発電所 

陸上基地（楢葉プラント） 

海底パイプライン
（約40km） 

磐城沖ガス田 
（磐城沖プラットフォーム） 

整備後、機体をハンガーから発着場に運ぶ。 風が強い洋上プラットフォーム。到着したヘリコプターから交替要員が降りるとすぐに勤務明けの社員が乗り込 み、ヘリは直後に飛び立った。 

フライトの朝、入念な飛行前整備を行なう。 

中央の黒いパイプ群が天然ガスの生産井。 ヘリポート（手前）と掘削櫓。 冷たい風が吹き抜ける中、巡回点検が続く。 周囲は海ばかりの環境で作業が進む。 

飛行中に見た陸地。右手の煙突のある建物が東京電力・広野火力発電所である。 

　その日、朝日航洋（株）小名浜運航所
（福島県いわき市小名浜）の上空は青く
晴れていた。気温６．５℃、北西の風７～
８ｍ。絶好の天気だ。 
　８時５０分。取材陣を乗せた「川崎式
ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」はゆっくり
と飛び立ち、塩屋埼の上空を経て東に
進んだ。海上に出ると、徐 に々雲が増え
ていった。 
　１５分ほど飛んだ時、松江久三郎機
長が「あれが洋上プラットフォームです」
と前方を指差した。しかし、目を凝らして
見ても、水平線が左右に伸びているだ

けだ。だが、少し経つと、水平線に小さ
な点のようなものが見え、みるみるうちに
大きくなっていった。 
　磐城沖石油開発（株）（帝国石油（株）
の子会社）の磐城沖プラットフォーム（以下、
「洋上プラットフォーム」と記す）で、磐城
沖ガス田から天然ガスを採取している。
磐城沖ガス田は福島県双葉郡楢葉町

の沖合い約４０ｋｍ（水深１５４ｍ）に位置
しており、貴重な国産エネルギー資源で
ある。（以下、社名の（株）は省略）。 
　ヘリコプターは付設のヘリポートに着
陸した。飛行時間約２０分。空はますま
す雲が厚くなり、風も強くなった。寒い。
時によって、陸上と海上の気象の差は
驚くほど大きいことがある。 

　洋上プラットフォームは「すべてを機能
的に、コンパクトに設計」（磐城沖石油
開発・小名浜鉱業所総務課の佐藤
一貴さん）されてはいるが、総重量約
３万３，５００ｔ、海底からの高さ約２５０ｍと
いう超大型構造物である。１９８３年に設
置し、翌年から生産を開始した。 
　「採取した天然ガスは脱水処理など
して海底パイプラインで陸上基地（楢葉
プラント）に送り、そこから隣町にある東
京電力・広野火力発電所に供給してい
ます。生産量は日量（２４時間操業）で
３５～４３万ｍ3、多い日で１００万ｍ3。発電

所の運転状況に応じて増減します。ガ
スに付随して産出される良質な燃料で
ある天然揮発油も、広野発電所に供給
しています」（磐城沖石油開発・小名浜
鉱業所生産課 プラットフォーム スーパー
バイザーの信賀正美さん） 
　取材陣を降ろしたヘリコプターは直ち
に小名浜運航所にＵターンし、洋上プラッ
トフォームで働く磐城沖石油開発の社
員７名と事務用品など約３０ｋｇを載せて
飛んできた。 
　洋上プラットフォームでは、天然ガス生
産装置のオペレーターや設備・装置のメ
ンテナンス要員、ケータリングサービスな
ど約１５名が勤務している。このうち、天
然ガス生産にかかわるオペレーターなど
は７日勤務で交替している。 

　風はますます強くなった。 
　その交替要員７名を載せてきたヘリ
コプターは、ヘリポートでエンジンを止め
ないまま勤務明けの６名を載せ、すぐさま
飛び立った。通常は３０～４０分の待機
時間を設け、その間に交替するスーパー
バイザーが業務の引き継ぎなどを行なう
のだが、風速が１０ｍを超えると安全の
ためエンジンを切らない規則になっている。
風速は１４～１５ｍに強まっているという。
また、風速２２ｍを超えると、安全のため
に運航停止となる。 
　ヘリコプターは、このほかメンテナンス
要員、ケータリングサービス、生活物資な

どの輸送で合わせて週３回、運航している。 
　「風も台風も困りますが、この海は６～
８月に海霧が発生します。すぐ先が見え
なくなるほど濃い霧で、やむを得ず引き
返したり、欠航になることがあります。安
全運航がすべてに優先しますから」（松
江久三郎機長） 
　ヘリコプターが欠航すると、交替要員
はチャーター船で移動することになる。
船の航行時間は約４時間。 
　「勤務明けで少しでも早く陸に上が          
りたいのに、船だとがっかり。実際、船の
４時間はきついですしね。約２０分で移
動できるヘリコプターは楽で、ありがたい
です」（信賀正美さん） 
　朝日航洋は、洋上プラットフォームが設
置された当初から人員・物資輸送を担
当し、無事故運航を続けている。 

　現在、この任務に投入しているのは
「川崎式ＢＫ１１７ヘリコプター」の最新型、
「※川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」
だ。パイロット１人で飛ぶため、飛行前・
後の整備を念入りに行なっている。同社
整備士の船井睦正さんは、「オイル漏れ
の有無、メインロータの点検などが重点
ですが、足場設定などが適切なので整
備しやすいです」と言う。 
　「『ＢＫ１１７』はオートパイロット・システ
ム装備などで飛ばしやすい機体ですね」
（松江久三郎機長） 
　取材陣は、洋上プラットフォームを１１
時少し前に離れ、約２０分後に小名浜
運航所に降り立った。 
　陸上は、変わらずによく晴れた冬の日
だった。 
※１９８３年の初号機納入以来、国内で約１４０機、全世界で４３０ 
機以上の販売実績を誇る、国産中型双発機の最新型。従
来型で評価の高かった操縦応答性に優れた無関節型ロー
タ・システム、信頼性の高いロータ駆動系統などを生かすと
ともに全装備重量の増大、キャビンスペースの拡大、航続
距離の延長（７００ｋｍ）などの運航性能を向上させた。また、
新型メインロータ・ブレードの採用による低騒音化、視界の
よいコックピット、さらには最新式統合計器システムの採用
によるパイロットのワークロードの低減などを実現した。従来
型を含めて、人員輸送はもとより防災ヘリ、ドクターヘリ、警
察ヘリなど幅広い分野で活躍している。 

現 場 を 訪 ね て 

天然ガスを採取する 
洋上プラットフォーム 

天然ガス生産設備の 
オペレーターなどを輸送 

“船で４時間”を 
“２０分で結ぶ”ヘリコプター 

「整備しやすい」、 
「飛ばしやすい」機体 磐城沖プラットフォーム（磐城沖石油開発（株））に朝日航洋（株）が、 

「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」で人員などを輸送 

しん  が 

おか 
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北海道 

択捉島 

歯舞諸島 

知床半島 

色丹島 
国後島 

知床岬 

知床岳 
相泊 

硫黄山 
羅臼山 

羅臼 

国後島 

泊山 

宇登呂 
ウ ト ロ  

斜里 

知
床
半

島 

■
日
本
の
風
景

―
文
学
の
舞
台
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最
終
回 

「
吹
雪
は
七
日
間
ぶ
っ
通
し
に
荒
れ
て
、 

八
日
目
の
払
暁
に
熄
ん
だ
。」 

（
戸
川
幸
夫
）（「
戸
川
幸
夫
動
物
文
学
全
集
・
２
」講
談
社
） 

流氷に埋め尽くされた羅臼漁
港。港内に入った流氷は風
が吹いてもなかなか動かない。 
流氷を掻き分けて接岸し、ス
ケトウダラを水揚げする。手も
足も凍るような作業だ。 

冬期の行き止まり地点、相泊
に向かう道路を地吹雪が舞い、
閉ざされた白い世界が続く。 

流氷の向こうに知床半島
の白い峰が連なる。氷点
下２０度を越す厳寒の世
界だ。流氷の海を悠然と
飛ぶオジロワシ（円内）。 

  羅臼町に着いた日、沿岸に流氷は見えなかった。

町の観光振興課では、「流氷は風の向き次第で

すから」と、第一管区海上保安庁本部流氷情報

センターの「海氷速報」（日報）を見せてくれた。

それによるとこの日、流氷はほとんどが国後島側

に寄っている。 

　沿岸の道路を知床岬に向かって走った。 

　空は濃い灰色の雲が厚く垂れ込め、雪が間断

なく舞い散って、ひどく寒い。気温はおそらくマイ

ナス１５℃以下か……。 

● 

　「オホーツク老人」（昭和３４年発表）は、物語

の時代設定も昭和３４年（１９５９年）である。今で

も“日本最後の秘境”などといわれる知床だが、

物語の時代には文字どおりの秘境だった。  

　「（知床）半島中央部のウトロや羅臼はやや

港町らしくなり、番屋（漁業小屋）はさらに半島

突端に向けて進出していったが、未だに通ず

る一本の陸路もない。人間の姿が見られるのは

六月から十一月までで、そのほかは嵐と流氷で

とじこめられた太古が残る。」 

　主人公の村田彦市老人は明治２１年、半島の

オホーツク海に面したウトロ（宇登呂）港に近いオ

シンコシン岬の番屋の生まれで７１歳。「もう人生

の終わりにきていて、海に出てゆけないほどに

老耄れている」ので、漁期終了後の１１月から翌

年６月まで、うち続く嵐と流氷に閉じ込められたまま

一人で越冬する“番屋の留守番さん”をしている。 

● 

　海沿いの道路は、半島をおよそ３分の２ほど行っ

た相泊で行き止まりとなる。観光地図に、「この先、

知床岬まで海岸沿いに踏跡あるが事故多発。危

険」とあった。 

　彦市老人が留守番をする番屋は、半島の突端

に近い赤岩湾辺りに設定されているが、陸路を行

くことはできない。地元の人によれば、冬は海路も

無理だという。知床は今も、まぎれもない秘境であ

る。その語源は、大地の涯を意味する「シレトク」

であるとか。 

おい ぼ 

や 
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知床の夜明け。浜に掛かる漁網越しに、スケトウダラの漁船が闇を縫って出漁していくのが見える。 珍しく純白の羅臼岳が姿を現した。羅臼町の羅臼川にて。 

羅臼町と羅臼漁港。人びとは極寒に耐えて忍び、静かに春を待つ。 

宇登呂へ抜ける道路の途中にある熊の湯露天風呂。無料だ。 

「空は凄いほどに晴れ、空気は
澄んでカーンと響きそうだった。」
「澄んだ大気はすべての姿を近
づける。国後島は間近にあった。」 

● 

　秋、漁期が終わり、人びとが番屋を引き揚げる。

ひとりで鼠除けの猫たちと過ごす老人の脳裏に、

さまざまな思い出が去来する。その老人を過酷な

自然が襲う。 

　「雪雲は十二月に入るとたまりかねたように

粉雪を降らせはじめた。烈風は雪片を真横に

叩きつけて窓ガラスを白い氷の板に変えてしまっ

た。小屋は揺るがなかったが、ひゅうひゅうと痛々

しい悲鳴をあげ続けた。（略）雪と氷は、番屋も

部落も、港も、凡てを氷結させてまったくの陸の

孤島と化すのだ。」 

● 

　「一月の中頃になると（略）流氷は白い大輪

の花を思わせて黒い海に点々と浮かび、だん

だんと数を増していった。（略）すべてが風ま

かせであり、波まかせであって、今朝こちらの岸

辺にびっしりと張り詰めるかと思うと、翌朝は国

後島のはるか沖合いに白い大陸を創った。」 

● 

　ある朝、好天の日のみ出港するという流氷船に

乗った。とりわけ寒い朝で、船上で風を切っている

と震え上がった。３０分ほどで流氷群に出会った。

弱い冬の陽を受けて白く輝く流氷。しかし、よく見

ると、海の色を映した淡い翡翠色で、白一色より

趣が深い。 

　観光船がエサを撒くと、たちまちウミネコやカモ

メが寄ってきた。さらにオオワシやオジロワシもやっ

てきた。そして、鳥たちが群舞する背景に、羅臼岳

や硫黄山、知床岳など知床半島を東西に分ける

峻厳な白い峰々が、くっきりと姿を現わしていた。 

● 

　厳冬の中、一匹の猫が死ぬ。それを老いたオ

ジロワシが奪っていく。味を占めたワシが生きた猫

を襲い、さらにはアザラシの幼獣をも襲う。怒り狂っ

た老人はそのオジロワシを撃とうとするが、「彦市

は銃を構えた。鷲討ちには自信があった。だが、

どうしたというのだ。腕は激しく震え、眼がかす

んで狙いが定まらない。」 

　ある朝、老いぼれ猫が氷盤に乗って流されるの

を助けようとした老人は、過って滑り落ちた。氷塊

に挟まれて大怪我をし、漂着するように断崖下の

浜辺にたどり着く。やがて厳寒の中で凍え、次第

に意識を失っていく。  知床の遅い春が、やっとそ

こまで来ていたというのに……。 

● 

　冬期、羅臼からウトロ（斜里町）に抜ける国道

３３４号（知床横断道路）も安全のため、熊の湯で

通行禁止になる。冬の知床は、すべてが雪に閉

ざされるのである。 

　海沿いの道路を南に下がる。峯浜あたりまで

下がると、半島を斜めに見ることができ、右手に国

後島が指呼の間に望める。この位置から見る国

後島南端の白い山を泊山（標高５４３ｍ）というの

だと、地元の人が教えてくれた。 

ウ ト ロ  
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組立のため巨大な部材を立ち上げる。 播磨工場で組み立てた。 組立後、鋼殻外面にコンクリートを打設した。 フローティングクレ   ーンにて進水。 現地で沈設される「下部工」。 播磨工場から現地へ慎重に曳航された。 

完成予想イラスト。周囲の環境に配慮したデザインである。 

「下部工」が設置されてほぼ形を成した「由良港水門」。（撮影日：２００３年１２月１０日） 

工場で鋼殻を製作。戸当り金物を設置。 

1

鋼殻外面にコンクリートを打設。 

2

フローティングクレーンにて進水。 

3

曳き船により現地まで曳航。 

4

内部を充水して沈設。コンクリートを充填。 

5

扉体、開閉装置、付属設備を設置。 

6

下部工一体型水門設置工程 

トラッククレーン 

戸当り 

ホース 

ポンプ車 

主曳船 

補助曳船 

水平補強材 

鋼　板 
ジベル 

コンクリート 

鉄　筋 
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新 製 品 ・ 新 技 術  

津波や高潮から港を守る 
「防潮水門」 

ハイブリット構造を採用し、 
播磨工場で製作 

設置場所の条件にもよるが 
約３か月の工期短縮 

現地作業を大幅に短縮し、船の通行阻害が極めて小さいなどの 
利点がある新工法を「由良港水門」（兵庫県淡路島）に採用 

「下部工一体型水門」、完成迫る 

　地震による津波や台風による高潮、あ
るいは近年、瀬戸内海で頻発している
異常高潮位時などに港を封鎖し、港を
水害から守るのが「防潮水門」である。
近年は、東海・東南海地震の被害予想
が大きく報道され、また、地球温暖化によ
る海面上昇の影響が具体的に現れ始
めていることなどから、その一層の充実
が求められ、あるいは急がれている。 
　いうまでもなく、「防潮水門」は河口、
あるいは港の入口に設置されるが、「下
部工」（水門の扉を支える鉄筋コンクリー
ト製の構造物）の製作に長い時間を必
要とする。これを現地でつくりあげるには、
設置場所の海を締め切り、海水を汲み
出して海底を露出させないとできない。
陸上でビルを建てるような大掛かりな工
事である。 
　海を全面的に締め切らず、半分ずつ
締め切って製作する方法もあり、設置場
所の地形などによって選択されるが、締
め切るのが半分としても船の出入りが大
幅に制限される。全面的に締め切った
場合は、仮設の港を整備しなければなら
ない。 
　この弊害をなくしたのが「下部工一体
型水門」である。 
　これは、「下部工」を工場で製作し、
現地に曳航して沈設する工法で、設置
場所を締め切って海底を露出させる必
要がなく、現地作業が短期間で済むな
どの利点がある。 

　川崎重工が兵庫県から受注し、淡路
島の由良港で設置工事を進めている「由
良港水門」は、当社第一号の「下部工
一体型水門」である。 
　「由良港水門」は、「下部工」の幅が
１３．４ｍ、奥行き約１２ｍ、扉体の幅が１０ｍ
という大きさ。設置場所の水深は約３ｍ。 
　川崎重工・播磨工場で製作した「下
部工」には、ハイブリット構造（鋼－コンクリー
ト複合構造）が採用された。この構造は、  
強度の鋼材＋耐久性のよいコンクリート、
というふたつの材料の利点を生かしたも
のだ。その結果、 
※耐久性と高靭性をともに高いレベル
　で両立させている 
※鉄筋コンクリート構造よりも合理的な
　設計ができるため、構造寸法を小さく

　できる。 
※通常の鉄筋コンクリート構造よりも軽
　量で、そのため水深の浅い場所への
　曳航が可能、という特長を備えている。 
　この「下部工」の海上曳航の手順は
別図の通り。「下部工」の沈設場所の
海底は、土木工事で予め地盤が掘削さ
れてフラットにされているのが通常だが、
今回は現地の地盤が弱かったため、「下
部工」を９本の鋼管杭で支える方法が
採用された。 
　それにしても「下部工」は重量が約
３００ｔもある巨大な構造物である。その
ため、曳き船によって播磨工場から現地
まで慎重に曳航された。そして、現地で
内部に充水し、海底に打ち込まれた鋼
管杭に「下部工」の“鞘管”を差し込む
形で慎重に沈設された。これは高い精
度を要求される非常に困難な作業であり、
国内では初めて行なわれた工法である。

その後、「下部工」内部に中詰コンクリー
トを充填して固定した。 

　「下部工一体型水門」は、「下部工」
を設備の整った工場で製作できるので、 
※工事中の船の通行阻害を最小限に
　とどめることができる 
※現場工期を大幅に短縮できる（設置
　場所の条件によって異なるが、およそ
　３か月は短縮可能）。 
※従来工法よりも高い製作精度を確保
　できる。 
　などの特長がある。 
　由良港は、毎日、多くの漁船が利用し
ている港だが、この工法の採用により工
事中も船の通行が可能になっている。 
　「由良港水門」は、民家に近い場所

に設置される。そのため、騒音などを極
力抑えて工事が進められている。また、
扉体の巻き上げ装置やその操作室は、
門柱の最上部に設けられるのが通常だ
が、「由良港水門」では景観を考慮して
門柱のそばに民家風の建物を建て、そ

の中に設置（「完成予想イラスト」参照）
するなど、さまざまな周辺環境への配慮
がなされている。 
　「由良港水門」は昨年１２月に試運転
が無事に終了。今年度内に引き渡しの
予定である。 
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ＬＰＧ運搬船「ＢＥＲＧＥ  ＮＡＮＴＥＳ」を引き渡し 

産業用ロボットのオフライン教示支援ソフトウエア「ＫＣＯＮＧ」の販売を開始 

海外工場（ブラジル）から、 
エンブラエル社に初号機用主翼を出荷 

新開発の舶用電子制御ディーゼル機関の採用が決定 

広島ガス向けにＬＮＧタンクを納入 

エアバスＡ３８０向け“中圧圧縮機ケーシング”をロールスロイス社に初出荷 
４ストロークエンジン搭載の最上位機種 
「ジェットスキー  ＳＴＸ－１５Ｆ」を新発売 

新型ミニホイールローダ３機種を発売 

　川崎造船は、ＬＰＧ運搬船
「ＢＥＲＧＥ ＮＡＮＴＥＳ（ベルゲ 
ナンテ）」を、ＢＥＲＧＥＳＥＮ  
ＤＹ ＳＨＩＰＰＩＮＧ ＡＳ社（ベ
ルゲッセン ディーワイ シッピング  
エーエス  ノルウェー）に２００３年
１０月に引き渡した。本船は、ベル
ゲッセン社が計画し、川崎造船が
受注した５隻の最新鋭ＬＰＧ運搬
船の第３番船。 
　本船は、ブタン・プロパンなど通
常のＬＰＧに加え、アンモニアを搭

載できる多目的ＬＰＧ船である。
低温で液化されたＬＰＧ／アンモ
ニアなどを積むため、船体から自
由に収縮する独立型貨物タンク
を４区画の船倉内に４基設けて
ある。本船はまた、川崎造船が独
自に開発した革新的な船首先端
形状“ＳＥＡ－ＡＲＲＯＷ”を採用
しており、船が航走する際につく
る船首波による抵抗を極限まで
減少させて推進性能を大幅に向
上させた、などの特長を有している。 

■主要目  全長：２０４．９１５ｍ  幅 
（型）：３２．２０ｍ　総トン数：３万
５，１９０ｔ  主機関：川崎－ＭＡＮ  
Ｂ＆Ｗ  ５Ｓ６０ＭＣ－Ｃ型ディー

ゼル機関×１基  連続最大出
力１万１，２７５ｋＷ×１０５回転／
分  航海速力：約１６．５５ノット 

　川崎重工は、３次元ＣＡＤシス
テム上で産業用ロボットの教示作
業を簡単に行なえるソフトウエア
「ＫＣＯＮＧ※（ケイコング）」の販
売を開始した。「ＫＣＯＮＧ」は、
溶接・切断・仕上げ・塗装など各
種ロボット作業をパターン化して
保存することにより、産業用ロボッ
トの教示作業を簡略化し、生産
現場のより一層の効率向上に貢
献している。 

　現在、産業用ロボットの教示作
業は、コンピュータ上で行なうオフ
ライン教示のニーズが高まっている。
この方法は生産効率の面で優れ
ているが、熟練したオペレーター
による教示作業が必要で、製品
変更のつど、教示を行なわなけれ
ばならない受注製品や、熟練工
による手作業を伴う複雑な工程
ではオペレーターの負担が大きく、
導入が困難だった。今回販売す

る「ＫＣＯＮＧ」は、３次元ＣＡＤシ
ステムの設計情報を直接利用し
てロボット動作プログラムを作成
するソフトウエアである。オペレー
ターによる教示作業が不要なこと
から、受注型製品や複雑な工程
での生産合理化に極めて有効に
活用できる。 
　なお、本ソフトウエアの販売は、
当社の関連会社である川重テク
ノサービス（株）が行なっている。 

※「ＫＣＯＮＧ」 ： Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｃｏｍｍｏｎ  
　Ｏｆｆ-ｌｉｎｅ  ＮＣ  ｄａｔａ  Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ 

　川崎重工は、国内航空機メー
カー唯一の海外工場である
Ｋａｗａｓａｋｉ  Ａｅｒｏｎａｕｔｉｃａ  ｄｏ  
Ｂｒａｓｉｌ  Ｉｎｄｕｓｔｒｉａ  Ｌｔｄａ．（以
下、ＫＡＢ）から、エンブラエル社
（ブラジル）が開発中のＥｍｂｒａｅｒ
１９０／１９５（９８～１０８席クラス）リー
ジョナルジェット機の初号機用主
翼を出荷した。 
　ＫＡＢ（２００２年４月設立）の
Ｅｍｂｒａｅｒ１９０／１９５主翼最終

組立工場は、エンブラエル社が
サンパウロ市の北西約３００ｋｍに
あるガビオンペショット市に新設し
た、５ｋｍの滑走路および機体組
立ハンガーを擁する航空機組立
工場の敷地内に位置し、２００３年
４月以降稼働している。本工場で
組み立てられた主翼はエンブラ
エル社に納入後、航空機として
最終組立が行なわれる。当社は、
エンブラエル社との契約でＥｍｂｒａｅｒ

１９０／１９５の全主翼の開発・製造を
進めているほか、Ｅｍｂｒａｅｒ１７０／
１７５（７０～７８席クラス）の主翼コ

ンポーネントを岐阜工場で製造し
て納入している。 

　川崎重工が新開発した舶用
電子制御ディーゼル機関が、川
崎造船が南通中遠川崎船舶工
程有限公司（ＮＡＣＫＳ）で建造
する川崎汽船向け５，０００台積み
自動車専用船３隻に採用が決定
し（合計３台）、その設計・製造を
進めている。 
　本機関は、大型舶用主機のベ

ストセラーで、信頼性の高い川崎
－ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ  ＭＣ型ディーゼ
ル機関を電子制御化したもの。
低燃費でシリンダ潤滑油をセーブ
した運転が可能で、低回転での
安定運転を実現したことで操船
性の向上を図るとともに、環境に
配慮した製品となっている。 
　主な特長として、従来、カム軸、

チェーン装置で駆動していた排
気弁の開閉、燃料噴射を高圧油
を介して高速の電磁弁で制御す
る、排気弁の開閉、燃料噴射の
タイミングを燃費最適モード、低
ＮＯｘモードなど各種モードを設
定して運転中に最適な制御を行
なう、などがあげられる。 

　川崎重工は、広島ガス（株）（本
社：広島市）廿日市工場向けに
ＬＮＧ貯槽（タンク）（容量８万５，０００
ＫＬ）を納入した。ＬＮＧ貯槽（タン
ク）は、天然ガスをマイナス１６３℃
で冷却・液化したＬＮＧ（液化天
然ガス）を貯蔵する施設で、極低
温での耐久性、高い安全性・信
頼性が求められる。 
　今回、納入したピットイン式ＬＮＧ
貯槽設備は、金属二重殻のタン

クを地中内（ピット）に配置するこ
とで、高い耐久性や安全性、信頼
性を確保。また、敷地の有効利用、
さらには宮島などの観光地に近い
同工場の周辺環境との調和を図っ
ている。本型式は、当社が１９９６年、
広島ガスにわが国で初めて納入
したもので、今回で同工場向け
２基目となるが、国内での納入実
績は当社のみである。なお当社は、
ピットイン式以外にも金属二重殻

式、ＰＣＬＮＧ式、地下メンブレン
式など、国内のＬＮＧタンクで採用
されている全型式で施工実績を

有しており、受注・納入実績は国
内外で合計２６基に及んでいる。 

　川崎重工は、エアバスＡ３８０
向けロールスロイス社製Ｔｒｅｎｔ
９００エンジン用中圧圧縮機ケー
シング（以下、“中圧圧縮機ケー
シング”）の初号機を完成させ、ロー
ルスロイス社に初出荷した。Ａ３８０
は、エアバス社が現在開発中の
総二階建て超大型機（４８０～６５０
人乗り、２００６年に就航予定）で、
搭載されるロールスロイス社製
Ｔｒｅｎｔ９００エンジンは推力約８万
ポンド（ｌｂ）。 

　今回出荷した“中圧圧縮機ケー
シング”は、チタン合金を５軸マニ
シングセンターで３次元的に削り
出し加工した、非常に肉薄で直
径１ｍを超える複雑な形状の製品。
削り出し加工に加え、アブレイダブ
ル溶射や耐触塗装など、当社が
これまで培ってきた特殊で高度な
航空機用エンジン製造技術を駆
使した。民間航空機用大型ター
ボファンエンジンの圧縮機ケーシ
ングの製造は、国内では当社が

初めてである。この“中圧圧縮機
ケーシング”は当社が今後、独占

的に供給することでロールスロイ
ス社と合意している。 

　川崎重工は、高い走行性能と低
騒音・低排出ガスレベルを両立させ
た、４ストロークエンジン（１，４９８ｃｍ3）
搭載の最上級機種「ジェットスキー  
ＳＴＸ－１５Ｆ」を今年３月１日、全国
一斉に新発売する。 
　本機種は、２００３年３月に発売し
た４ストロークエンジン（１，１９９ｃｍ3）
搭載の「ジェットスキーＳＴＸ－１２Ｆ」
をベースに、エンジン排気量を拡
大して最高出力を大幅に向上さ
せた、３人乗り「ＳＴＸシリーズ」の
フラッグシップモデル。米国ＥＰＡ（環
境保護局）とさらに厳しいＣＡＲＢ

（カリフォルニア州大気資源委員
会）の２００８年排出ガス規制をク
リアする、低排出ガスレベルを達
成している。 
　中・低速域での高トルク・高出
力と全回転域にわたり優れたアク
セルレスポンスを有する高性能エ
ンジンと、ＰＷＣ※レースの２００３年
世界チャンピオンマシン「ジェット
スキー １２００ＳＴＸ－Ｒ」の軽量コ
ンパクトなハル（艇体）の組み合わ
せにより、優れた加速性能、操縦
性能を発揮している。 
　なお「ジェットスキー ＳＴＸ－１５Ｆ」

は、東京国際ボートショー（２月５～
８日）、大阪国際ボートショー（３月
５～７日）に出展の予定。 
※パーソナルウォータークラフトの略（ジェット
　スキーの一般名称）。 

　川崎重工は、「ＡＵＴＨＥＮＴ」
シリーズの新型ミニホイールローダ
「ＡＵＴＨＥＮＴ ３５ＺＶ」、「４０ＺＶ」、
「４３ＺＶ」の３機種を発売した。                                    
　３機種は、バケット容量がそれ
ぞれ０．４ｍ3、０．５ｍ3、０．６ｍ3で市
街地での土木工事、農畜産での
堆肥処理、除雪など、その小回り
性を生かしてさまざまな現場のニー
ズに対応できる。３機種とも、国土

交通省が２００３年１０月から実施
した建設機械の排出ガス規制「排
出ガス第２次基準値」をクリアし
た水冷３気筒エンジンを搭載して
おり、排出ガスに含まれる窒素酸
化物（ＮＯｘ）および粒子状物質
（ＰＭ）などの量を大幅に削減し
ている。また、高出力、高トルクで
ゆとりある作業を実現するとともに、
エンジンからの騒音を大幅に低

減しており、国土交通省の「超低
騒音基準値」もクリアしている。さ
らに、作業能力を高めるため、余
裕あるダンピングクリアランス（積
み込み高さ）の確保、泥水路面で
の駆動力を維持するＬＳＤ（リミテッ

ドスリップデフ）の採用などさまざ
まな改良が施されている。 

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

お問い合わせ先 

（株）カワサキモータースジャパン 

ジェットスキー営業部 

　 ０７８－９２１－２４９１ 

お問い合わせ先 

建設機械ビジネスセンター 

営業部 

　 ０３－３４３５－６９５９ 

オ ー セ ン ト  

´ 
´ 

「４０ＺＶ」 
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