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１９９５年１月１７日午前５時４６分。
わが国で初めて大都市を襲った直下型地震、“阪神・淡 路大震災”（兵庫県南部地震）が発生した。マグニチュード７．３、
震度６（一部地域では震度７）－地震は激烈な破壊力 で未曾有の被害をもたらした。あの日から間もなく１０年目を迎える。
神戸市も甚大な被害を受けたが、社会基盤がほぼ復旧 し、災害に強い安全な都市づくりが着実に進んでいる。
例えば、災害時の情報伝達の重要性を痛感した体験か ら市役所に「防災情報センター」が整備され、
防災関係機関などが緻密な防災ネットワークを構築し ている。
また、大震災の際、住民相互の日頃のつながりが住民 の手による初期消火や
救出・救護などを効果的にした教訓から、地域組織「防 災福祉コミュニティ」が結成された。
災害に強い安全で快適な市街地形成を住民との“協働” で行なう
「震災復興土地区画整理事業」や「震災復興市街地再 開発事業」も順調に進行している。
日本中を震撼させたあの日から１０周年を控えた秋、
神戸で進む防災都市づくりの一端をカメラで探った。
※写真の一部は神戸市から提供されたものです。
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●表紙説明●

　カワサキの「ＮｉｎｊａＺＸ－ＲＲ」を駆る中野真矢
選手。
　中野選手は９月１９日、栃木県のツインリンクもて
ぎで行なわれたモーターサイクルレースの世界最
高峰、「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」第１２戦・
日本グランプリの決勝レースで、冷静な読みとレー
ス運びで３位に入り、喜びの表彰台に上がりました。
カワサキが同レースに復帰して２年目の快挙でした。
（詳しくは「特報」（１８～１９ページ）をご覧ください）。

16 1



市役所１号館８階の神戸市防災情報センター。防災関係機関などが防災ネットワー
クを構築するとともに、コンピュータや無線系、衛星系システムなどによる情報通信の
多重化を図っている。この秋の台風襲来の際にもさまざまな情報が集中管理され、ま
た、さまざまな情報が市民や関係機関などに的確・迅速に提供された。

各区の災害対策本部である区役所や消防署
は耐震性の向上を図り、自家発電の増強など
で自立した活動ができるよう機能強化を進めて
いる。写真の中央消防署（中央区）は職員待
機宿舎を併設して整備された。

９月４日（土）に行なわれ
た垂水区総合防災訓練。
参加者は避難や消火、
救出、救護訓練で貴重
な体験をした。

神戸市内約５０か所に設置された防災行政無線の拡声子局（左）と、同
約３０か所に設置された自動販売機の電光掲示板（右）。

阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」。映像、ジオラマ模型（中）、膨大な数の展示品（右）などで“災害文化”を継承し、伝えている。入館者は１００万人を超えた。

右上：舞子台防災福
祉コミュニティの活動
拠点である苔谷公園
コミュニティセンター。
右下：同コミュニティ
センターの防災資機
材庫には、万一に備
えてヘルメットやスコッ
プ、バールなどの資機
材が保管されている。

　神戸の街を歩いていると、ポールの先
端にスピーカーを設置した設備に出会う
ことがある。
　神戸市危機管理室主幹の岡田勇さ
んによると、これは神戸市防災行政無線
の拡声子局で、スピーカーのほかにアン
テナ、無線機などを備えており、災害時
に情報を市民に一斉に放送する。設置
されているのは市内の海岸部や広域避
難場所など約５０か所。また、電光掲示
板が組み込まれた飲料水の自動販売
機を目にすることもある。これは市内約
３０か所に設置されている。
　災害時に市民の安全を守るためには、
まず、情報を的確に把握し、迅速に伝達
することが重要だ。街角で見かけるこれ
らの設備はその一環で、その発信元が
神戸市役所１号館８階に整備された防
災情報センターである。

　同センターを核に構築された神戸市
総合防災通信ネットワーク（こうべ防災ネッ
ト）は、被害情報収集システムや避難者
安否情報システム、物資・施設管理シス
テム、職員召集・配備システムなどによる
さまざまな情報が集中管理され、同センター
を核に避難所（学校）、区役所・支所、建
設局事務所、住民、本庁各部局、消防
署への情報発信がシステム化されている。
また、兵庫県警や日赤兵庫県支部、神
戸海上保安部、陸上自衛隊第３特科連
隊などとはホットラインで直結。さらに、市
域内５か所に設置された消防監視カメラ、
および消防ヘリコプター画像伝送システ
ムから送られる災害映像が、防災情報
センターなどの大型映像装置に災害状
況をリアルタイムで映し出す。
　「災害時にはこの防災情報センター
に最大約５０人の関係者が詰めて情報
に対応し、市民の安全確保のために全
力で取り組みます」（岡田さん） 

　ところで、“阪神・淡路大震災”（以下、
“大震災”と略）は史上希な自然災害だっ
ただけに、多くの教訓を残した。この教
訓を風化させないこと、また、“大震災”
の経験やその経験で得た知恵を次代
や世界の人 に々正しく伝えていくことは、
内外から多くの支援を得た被災地の使
命でもある。そこで、さまざまな災害文化
継承拠点が整備されているが、そのひと
つ、阪神・淡路大震災記念「人と防災
未来センター」を訪ねてみた。
　同センターは、“大震災”からの復興
のシンボルプロジェクトとして事業が進む
ＨＡＴ神戸（東部新都心）に兵庫県が
主体となって整備された。
　「人材育成、調査研究、災害対策専
門家派遣、交流・ネットワーク、展示、資
料収集・保存が主な事業です。人材育
成では専任研究員の育成のほか、知事
や市町村長などを対象とした災害対策
専門研修、また、災害ボランティアコーディ
ネーター研修なども行なっています」（主
幹の藤森龍さん）
　同センターは、防災未来館（２００２年４
月オープン）とひと未来館（２００３年４月オー
プン）で構成されており、ともに展示部門
がある。防災未来館の入館者は「小中・
高校生などを主に今年の９月初めに１００
万人を記録。県外者も多数」と藤森さん。
　防災未来館の展示部門は、４階→２階

のコースで、４階は“大震災“を再現映
像や模型で“体験”するコーナー。「１．１７
シアター」は、地震発生の瞬間を特殊撮
影やＣＧの映像と音響などで臨場感たっ
ぷりに再現したもの。とにかく、マグニチュー
ド７．３の地震動の凄まじさに圧倒され、
被災者のその瞬間の恐怖はいかばかり
だったかと今更ながら思った。「震災直
後のまち」は、破壊された極限状態の町
並みをジオラマ模型で再現しており、震
災の脅威と恐怖が直かに伝わってくる。
「大震災ホール」では、地震発生から現
在に至るまでの復旧・復興過程のドキュ
メント映像の映写。報道映像資料を編
集したもので、倒壊した家屋から隣近所
の人たちが協力して負傷した被災者を
助け出すシーンが胸を打つ。３階は実
物資料や詳細なデータで“大震災”の
状況と教訓を詳しく伝え、２階は防災に
関する情報拠点で、防災の今・明日へ
の備えを発信している。

　防災未来館「大震災ホール」のドキュ
メント映像にあるように、“大震災”では
日常の住民相互のつながりから生まれ
た助け合い精神が、住民の手による初
期消火、救出・救護、避難誘導などの応
急活動をより効果的にした。この教訓か

ら、市の主導で組織化されたのが「防災
福祉コミュニティ」だ。
　「概ね小学校区単位の住民参加型
組織で、自治会や婦人会、老人クラブ、
防犯協会などが母体です。防災活動は
防災訓練やコミュニティ安全計画の作
成など、福祉活動はお年寄りへの友愛
訪問、家事援助などを行なっています」（垂
水区・舞子台防災福祉コミュニティ委員
長の鳥本次郎さん／同コミュニティの世
帯数は約３，２００世帯、人口約８，１００人）
　同コミュニティでは今年６月、集合住
宅の住民らを対象に“まさかの時にどう
動くか”をテーマに防災訓練を実施。参
加した約３２０人は、三角巾による応急手
当、バケツリレーによる初期消火活動な
どを体験し、緊急時の動きを一つずつ
確認しあった。
　こうした防災訓練のアドバイス役の神
戸市垂水消防署・消防司令長の今村
明さんは、「災害時には消防も最大限の
努力をしますが、住民には自分たちの命
は自分たちで守るという心構えが必要。
そのためには隣近所と絆を深めることが
大切で、家屋が倒壊した場合でも、例え
ばお年寄りの寝場所が分かれば救出
作業が効率的に行なえます。防災訓練
などで消火器の操作などを体験しておく
ことも重要です。体験に勝る強みはあり
ません」と話す。今村さんによると、市内
で１８３の「防災福祉コミュニティ」が組

織されている。
　９月４日には、垂水地区の２４の防災福
祉コミニュティから約２５０人が参加して
垂水区総合防災訓練が行なわれた。「次
世代の若い人－舞子高校環境防災
科の学生たちが参加してくれたのがう
れしかったですね。Ｍ８．４の南海地震が
観測されたとの想定で、避難や情報収集、
消火、救出、救護の訓練を行ないました」
（鳥本さん）
　同コミュニティの活動拠点である苔谷
公園コミュニティセンター事務局長の岡
田正輝さんが開けてくれた防災資機材
庫には、スコップやジャッキなど各種道具、
炊出用鍋など一式が保管されていた。
　「今年度下期には、地域に設けられ
た１００ｔ水槽と動力ポンプを使った消火
訓練、津波の避難訓練などを行ないた
いと考えています」（鳥本さん）

災害時には的確な情報の把握と

迅速な伝達を

“災害文化”を

映像や模型などで次代に伝える

１８３の

「防災福祉コミュニティ」が組織

ハ ッ ト

こけたに
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東灘区の住吉公園。地下に雨水貯留施設が設けられ
ており、ハンドルを回すと汲み上げられる。

東灘区の本庄小学校。“大震災”で半壊し、さまざまな
防災機能を付加して建て替えられた。

住民が発想した“せせらぎが流れる町”。“協働”による土地区画整理事業の成果だ。

長田区の若松鷹取公園。地下には容量１００ｔの耐震性貯水槽（右）が設置されている。

災害に強い安全で快適な町並みに生まれ変わった新長田北 エリア。“大震災”の爪跡は見当たらない。 ２３棟の再開発ビルのうち１８棟が完成した新長田駅南地区の市街地再開発事業。

市街地再開発事業が進む六甲道駅南地区。

　１００ｔ水槽というのは、地域の核となる
「身近な拠点（地域防災拠点）づくり」
に基づく、公園の整備および防災機能
の強化の一環。大規模災害の際、一時
避難場所となる公園が不足している地
域で新しい公園づくりを進めるとともに、
防災上特に重要な公園に容量１００ｔの
耐震性貯水槽を整備して防災機能の
強化を図る計画だ。１００ｔ水槽は２０００
年度までに１５７公園に設置され、以後も

積極的に設置工事が進んでいる。
　雨水を活用する設備の導入も計画の
ひとつ。例えば、東灘区の住吉公園雨
水貯留施設は大雨などの際、公園の地
下に設けた一時貯留水槽に雨水幹線
の雨水を流し入れ、汚れの少ない水は
消防用水や公園の植物への散水など、
また、非常時の仮設トイレ用水など防災
用水として活用できる施設だ。
　「地域防災拠点づくり」では、一時避
難所および収容避難所として位置付け
られる学校も重要な要素だ。
　学校に関する事業計画では、新築・

建替・改築に合わせた防災機能の強化、
耐震診断・耐震補強、備蓄倉庫の整備、
プールの耐震化、教育情報ネットワーク
の導入などが継続的に進められている。
例えば、“大震災”で半壊状態になり、
建て替えられた本庄小学校（東灘区）
では、主な防災機能として自家発電が
可能な太陽光発電、備蓄倉庫、トイレ水
に利用する雑用水槽、災害時には避難
所として利用される広い屋内体育館な
どが設置された。

　前項で紹介した容量１００ｔの耐震性
貯水槽が整備された公園は、神戸市危
機管理室の助言を得て、長田区の若松
鷹取公園を撮影した。水槽は地下埋設
型なので、見た目は住宅地の中の小さな
公園だが、万一の際に役立つ“防災公
園”である。
　ところで、長田区は“大震災”で最も
多くの被害を受けた地域のひとつだ。
例えば、商業施設や靴工場、さらには木
造住宅が混在して密集し、道路・公園な
どが不足していた新長田駅北地区の
新長田北エリア（ＪＲ新長田駅の北側
／約４３ｈａ）は、「約８割の建物が全壊、
半壊」（神戸市都市計画総局区画整
理部区画整理課計画指導係長の手塚
亮介さん）という壊滅的な被害を受けた。
　神戸市では“大震災”の教訓を生かし、
防災性に優れた安全で快適なまちづくり
を行なうため、地震発生から２か月間、新
長田北エリアなどで建築基準法に基づ
いて無秩序な建築行為などを制限。２か
月後に土地区画整理事業の施行区域（約
１２５ｈａ）を決定した。対象区域はその後
追加されて合計１１地区・約１４３ｈａとなり、
そのうちの５地区が完了している。
　新長田駅北地区の土地区画整理事

業の進捗率は約８６％。町には広い都
市計画道路などが機能的に配置され、
再配置された住宅や集合住宅などが
新しい町並みを形成している。
　「この事業の基本方針は住民主体。
住民と事業者、行政が“協働”で取り組
むまちづくりです。各地区に居住者や土地・
建物の所有者などによる『まちづくり協
議会』が結成され、住民自身が新しいま
ちづくりを徹底して話し合い、提案した
のです」（手塚さん）
　行政側は、協議会にまちづくりの専門
家を派遣してサポートするとともに、住民
が納得するまで地元説明会を繰り返し
た。地元説明会は新長田北エリアで
約１，５００回、全体では約３，５００回に及
んでいる。
　“住民主体の町づくり”を反映した一
例が、松本地区（兵庫区／８．９ｈａ）の“せ
せらぎが流れる町”。松本地区まちづく
り協議会の話し合いの中から、「火事の
時に水があったら」という発想が発展し、
具体化したもの。地区を貫く都市計画
道路松本線の北側に設けられた全長
４３２ｍのせせらぎは、町に潤いの空間を
生み出した。その水源は、松本地区の
北方約３ｋｍに位置する鈴蘭台下水処
理場（北区）の高度処理水だという。「住
民の皆さんは植栽や清掃などを行なっ
て非常に大切にしています」（手塚さん）

　“大震災”では東西の副都心地域が
壊滅的な被害を受けた。神戸市では、
両地域で副都心にふさわしい都心機能
の導入を図るとともに、道路、公園などの
公共施設整備と合わせて良好な住宅
の供給、商業・業務環境の改善を行ない、
災害に強い東西の防災拠点とするため、
震災復興の市街地再開発事業を行なっ
ている。東の六甲道駅南地区（灘区／
約６ｈａ）と西の新長田駅南地区（約２０
ｈａ）である。
　神戸市都市計画総局再開発部再開
発課計画係長の田谷孝壽さんによると、          
市街地再開発事業も「基本は“協働”
の町づくり」だという。地区の住民たち
が自分たちの町の将来像を「まちづくり
提案」としてまとめ、それを尊重して順次、
事業化が図られている。
　例えば、新長田駅南地区。震災時、
同地区では多くの商店・家屋が倒壊し
て大規模火災が発生し、再開発事業区
域内全体で約８３％が全半壊・焼失の被
害を受けた。今、この地区には瀟洒な再
開発ビルが立ち並び、惨状の面影はほと
んどない。１９９５年３月に決定した市街
地再開発事業の都市計画は、新長田
駅南地区の住民の「まちづくり提案」を
受け、道路・公園・用途地域が７回見直
され、変更された。そして、２００４年３月末
までに２３棟の再開発ビルの建設工事に
着手。そのうち１８棟が完成し、住宅・商
業とも震災前規模の施設が整備された。
　「地区住民との“協働”の精神で、安全・
活力・魅力ある副都心整備が着実に進
んでいます」（田谷さん）

公園、学校－

身近な防災拠点づくりも推進

土地区画整理事業で

災害に強いまちづくり

安心・活力・魅力ある

副都心整備を“協働”で

た たに
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①川崎重工が設計・施
　工した、災害に強い神
　戸市環境局東クリー
　ンセンター（１日の焼
　却能力９００ｔ、東灘区）。
②災害に強い下水道（イ
　メージ図）の整備も進
　められている。
③工事が進められている、
　貯水機能を備えた市
　街地を通る大容量送
　水管のイメージ図。ど
　んな時にも水は貴重
　なものだ。

④三木震災記念公園（仮称）内の兵庫県
　立広域防災センター。県消防学校の学習・
　訓練施設などが整備されている。⑤はその
　内部の一部。
⑥川崎重工が納入したＡＦＴ（先端消防訓練）
　システムを用いて、臨場感にあふれた消火
　訓練が行なわれている。
⑦消防士の新入生たちの厳しい訓練風景。

防災都市・神戸を目指してさまざまな施設が災害に強く、また、災害時には避難所や物資集積・生活
支援基地、ヘリポートなどとして機能するように整備されている。⑧２００５年度開港予定の神戸空港。
⑨阪神高速道路３号神戸線（東灘区）。⑩神戸ウイングスタジアム。⑪神戸ヘリポート（ポートアイラ
ンド）と「川崎式ＢＫ１１７ヘリコプター」。⑫北神戸田園スポーツ公園。⑬人工海浜などが整備された
アジュール舞子。

障害物にも強いホイールローダ。

“バイク隊”の結成構想もある。　“大震災”の際、電気は復旧までに７日、
電話は１５日、水道は９１日、ガスは８５日、
下水道は１３５日を要した。ライフラインの
停止によって都市活動がマヒ状態に陥り、
被災者の苦労が倍加したことはいうまで
もない。このため神戸市では、水道、工
業用水、下水道、電気、ガス、通信の耐
震化や多系列化などに取り組んでいる。
　例えば、共同溝。共同溝は２つ以上
の公益物件（電気、電話、ガス、水道など）
を収容するために道路の地下に設ける
施設で、構造的に安全性が高く、都市
防災に貢献できる。現在、神戸浜手共
同溝（全体事業量：１．５ｋｍ）が完成し、
国道２号の２号神戸共同溝（同７．０９ｋｍ）、
神戸灘共同溝（同２．３ｋｍ）、および電線
共同溝（同４５ｋｍ）の工事が進んでいる。
　また、災害に強い水道づくりも進んで
いる。被害を最小限にとどめて早期復
旧を可能にする配水管の耐震化、貯留
機能を備えた市街地を通る大容量送
水管の整備などで、“大震災”並みの災
害時にも応急復旧を４週間以内に完了
するのが目標だ。このほか、下水道は処
理場などの耐震性の向上が図られ、クリー
ンセンターは、耐震性を向上させた東クリー
ンセンター（１日の焼却能力：９００ｔ、川崎
重工が設計・施工）が２０００年度末に完
成した。

　最後に、兵庫県の三木震災記念公
園（仮称、兵庫県三木市）を訪ねた。
　同公園は、通常は防災に関する人材
育成や情報発信、調査研究などの活動
を展開しているが、災害時には全県的
な応急活動拠点となるなど、総合的な防
災拠点を目指している。
　同公園内の兵庫県立広域防災セン
ター副センター長の石井勝さんによると、
この公園は対象面積が約３０８ｈａという
広大なもの。学習・訓練ゾーンと総合防
災公園ゾーンで構成され、学習・訓練ゾー
ンでは国内最大規模の消防学校などの
学習・訓練施設、緊急消防援助隊広域
訓練施設が今年３月に完成しているほか、
独立行政法人防災科学研究所の世界
最大の震動実験施設・実大三次元震
動破壊実験施設がある。

　災害時に応急活動要員の集結・出
動機能、救助資材などの備蓄・集配機
能が発揮される総合防災公園ゾーンには、
陸上競技場（建設中、スタンド下が備蓄
倉庫）や体育館などが整備されるスポー
ツの森、野外活動の森、自然体験の森
で構成される三木総合防災公園が整
備中だ。
　「当センターは災害時、県内各地の
広域防災ネットワークの中核として全県
域をカバーする総合的な機能とともに、
東播磨地域および神戸地域の広域防
災拠点の機能を合わせ持った施設です。
災害時、県庁内の県災害対策本部が
万一機能しなくなった時は、ここに対策
本部を設置します」（石井さん）
　兵庫県消防学校では県内各地の消
防署から派遣された消防士の新入生
が厳しい訓練（６か月）の最中だった。
　この消防学校では、訓練塔内におい
て実火に対する消火訓練を行なうこと
ができる。この訓練を可能にしたのは川
崎重工が納入したＡＦＴ（先端消防訓練）
システムである。本システムはプロパンガ
スを燃料として火炎を作り出しているた
め環境にとても優しく、またコンピュータ
制御によりいくつもの火炎シナリオの設
定および模擬煙の発生が可能であり、リ
アルな火災環境を作り出すことができる。
各種センサにより訓練環境を常時監視
していることで、消防士は繰り返しかつ
安全に消火訓練を行なうことができるよ
うになった。
　石井さんによると、同センターで行なっ
ている一般を対象とした防災訓練への
関心も高く、４月から約１万人（県外者約
３０％）が受講したという。
　石井さんは「今年度中にヘリポートや、
緊急時に自衛隊の宿営が可能な土の

グラウンドが完成するなど整備が着実に
進んでいます」と話した。

●
　ここに紹介したのは、防災都市・神戸
のほんの一端である。紙幅の関係で割
愛せざるを得なかった陸・海・空の広域
防災拠点の整備に関しては、その一部
を写真のみで紹介しよう。このほかにも、今、
神戸市ではハード、ソフトのほとんどあら
ゆる分野で防災を考えた都市づくりが
進められている。
　ことわざに曰く－備えあれば憂いな
し、である。

　大規模災害の際、地域社会の一員として企
業がしなければならないことには全力で取り組
みます。ただ、それ以前にまず、社員および家族
の安全が必要です。安否が確認されなければ
ボランティア活動などへ社員を動員しようがあり
ません。そこで川崎重工グループでは、大規模
災害時の社員安否確認・通信手段である「安
否情報システム」を開発し、本格的な導入を進
めています。これは、社員が自主的にパソコン
や携帯電話、固定電話で必要事項を入力す
るだけで安否情報の登録・確認ができるシステ
ムで、家族の方も登録すれば海外駐在・出張
中でも、家族間で安否確認ができます。来年１
月の“大震災”１０周年時には、関係会社を含
む川崎重工全グループで訓練を予定しています。
　さて、“大震災”の際、当社の各工場では、
水や発電設備を備えた保健診療所を開放し、
ヘリコプターなどで運んだ負傷者の応急手当
を行なうことができます。井戸のある工場では
水を、また備蓄品も近隣地域に提供できます。
もし、大規模災害が発生したら、企業の社会的

責任としてこうした活動を迅速・的確に行ない
ます。
　加えて今後は、各工場にホイールローダを少
なくとも１台配備しておき、道路を塞いだ障害物
を排除して道路を開き、あるいは多少の障害
物をものともしない走行能力（時速約５０ｋｍ）で
救助や連絡業務などに当たることも構想してい
ます。さらに、当社はオートバイの製造メーカーで、
オフロードに強いバイクもありますので、バイク通
勤者で“バイク隊”を結成しておき、万一の際
には伝令役や救助隊などで貢献したいという
構想もあります。
　もとより、各工場では「大震災等大規模災害
発生時の対応に関する管理規程」を作成し、
緊急物資の備蓄、自治体および近隣自治会な
どとの連携による諸活動への協力などを幅広く
定めています。当社では、これらの“備え”のさ
らなる高度化、体系化を図っており、自治体との
協定なども含めて、地域社会により一層貢献で
きるような体制整備を急いでいます。（談）

経営企画部 参 与
危機管理グループ長　廣　  豊

ライフラインの耐震化や

多系統化も進む

一部がオープンした

三木震災記念公園（仮称）

［大規模災害と川崎重工］

地域社会の一員として全力で貢献します。

Kawasaki News 136　2004/106 Kawasaki News 135　2004/8 7



2m2m

エンジン

サプライタンク

給油口 主燃料タンク

エンジン

エンジン
油圧操縦系統

対衝撃性座席
新型

旧型
従来型座席

A

B

B

A

　川崎重工がユーロコプタ・ドイツ社と共同開
発した、わが国初の国産ヘリコプター「川崎式
ＢＫ１１７」は機動力に優れた多用途の中型ヘリ
コプターで、定員は最大１１名。１９８３年の販売
開始以来、全世界で約４７０機を納入した（２００３
年１２月現在）ベストセラー機で、人員・物資輸送、
消防・防災、捜索・救難、警察、電線パトロール、
救急医療（ドクターヘリ）など幅広い分野で活
躍している。
　これまでの“ＢＫ１１７シリーズ”によって培わ
れた高い信頼性と、最新技術の適用による運
用能力・快適性・安全性の大幅な向上を、より
高い次元で融合させて誕生したのが「川崎
式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」（以下「Ｃ－２
型」）である。

　「Ｃ－２型」には、①大幅な性能向上や世界水
準を超える低騒音を実現した新型メイン・ロー
タ・ブレード、②快適性と使い勝手を向上させ
る大型化された客室、③万一の衝撃にも耐え
て安全性を大きく向上させる燃料システムや
座席、④パイロットの作業量を減少させる見や
すい統合計器や新しい操縦室、など進化する
運用要求に応えるための最新技術が盛り込ま
れている。
　２００１年に国土交通省航空局から型式証明
を受けた「Ｃ－２型」は、まさに２１世紀の大空に
ふさわしい最新鋭のヘリコプターである。

お問い合わせ先

航空宇宙カンパニー
営業本部  ヘリコプタ部
　０３-３４３５-２０９１

●見やすい統合計器
エンジン、トランスミッション関係の計器類を統合
してコンパクト化。しかも、ＣＰＤＳ（Ｃｅｎｔｒａｌ  Ｐａｎｅｌ  
Ｄｉｓｐｌａｙ  Ｓｙｓｔｅｍ）には、機体の飛行状況に応じ
てパイロットが最も注意すべき計器情報が拡大表
示されるので、運航中のパイロットの作業量が大
幅に低減した。

●ぐんと広くなった客室空間
コンパクトな外形寸法ながら客室面積が３８％増加。突起のないフラットな床と
合わせて使い勝手がさらによくなった。これは、コックピット周りのコンパクト化に
より操縦席が前方に移動したことなどによるもの。客室の延長に加えて客室ス
ライディング・ドアの開口部幅が約１．４倍（１，１５０ｍｍ）に拡大された。
※客室内長さは２．５６ｍから２．９７ｍへ、客室内幅は１．２１ｍから１．４０ｍへとそれぞれ拡大さ
　れた。

　川崎重工が（株）古野電気と共同開発した「ＧＰＳ（全地球測位シス
テム）航法支援システム」は、人工衛星からの電波を受信し、飛行中の
ヘリコプターの位置をデジタル・マップ上に表示。さらに、自機の高度よ
り高い山などの障害物はマップ上に赤色で表示するとともに、その方向
と危険度を専用表示器と音声で知らせるという画期的なシステムだ。
　そのため、パイロットは天候の急変で視界が低下しても自機の位置、
進行方向にある障害物までの距離などが正確に分かり、山などへの衝
突を避けられる。 

●大きな後部観音開きドアと客室ドア
後部の広い観音開きドアは、担架などの出し入れに便利と好評。広くなった客
室ドアと操縦室ドアを開けるとより大きな開口部が実現し、長尺物や重量物な
どの搭載作業がさらに安全に、容易にできるようになった。

●視野の広い操縦室フレーム形状
操縦室の構造はシンプルな複合材一体構造とし
たため、パイロットの視野が大幅に拡大し、飛行安
全の向上につながった。

●７００ｋｍに延びた航続距離
航続距離は、従来の「川崎式ＢＫ１１７」（５５０ｋｍ）
に比べ１５０ｋｍ延びて７００ｋｍになった。また、有効
搭載重量は１，６２０ｋｇから１，７８０ｋｇに増えた。

●安全なエンジン２基、
　主要系統は二重
エンジン２基のヘリコプターで、万一１基のエンジ
ンが停止しても引き続き安全に飛行できる。油圧
操縦系統など主要な系統は二重になっており安
全性、信頼性は極めて高い。

●耐衝撃性乗客用座席
客席空間の拡大にともない、
新幹線（４５０ｍｍ）や大型旅
客機（４６０ｍｍ）並みの乗客
座席幅が実現した。しかも、
非常着陸時の衝撃（約３０Ｇ）
に耐え、人体への衝撃をやわ
らげる、最新の基準に適合し
た座席となっている（乗員座
席も耐衝撃性）。

●位置が高い
　テール・ロータ
メイン・ロータだけを回転させ
ると反作用で機体が水平に
回ってしまうが、それを防ぎ、
機体の方向安定の役割を担
うテール・ロータ。最低地上高
が２mとなり、万一、人が近づ
いても一層安全になった。

●軽量化設計の胴体構造
複合材料の使用範囲を拡大した新しい設計により、
胴体構造の軽量化を実現した。

●耐衝撃性燃料システム
万一の際にも、燃料の飛散による火災は絶対に
防がなければならない。そこで、衝撃に強い強化ゴ
ム製の燃料タンクを採用し、燃料タンクにつながる
配管が衝撃にも外れない
構造とした。

●荒地に強い
　スキッド式降着装置

■「ＧＰＳ航法支援システム」で安全運航

●高性能で静かなメイン・ロータ・ブレード
翼端が楕円形で、先端にいくにつれて次第に広くなる逆テーパー翼に、最新
の翼型をプラスした新型ブレード。揚力性能に優れたブレードで、巡航効率が
向上した。また、楕円翼端形状は翼端から発生する衝撃性騒音を大幅に低減
させるため、“同クラスでは世界で最も静かなヘリコプター”となった。さらに、
逆テーパー平面形状で有効翼面積が増大し、積載能力が向上した。

●障害物回避能力が高い無関節型メインロータ・システム
操縦性能がよく、障害物回避飛行などに優れた特性を有している。例えば、前
方に高木などの障害物を発見した場合、関節型ロータ・システムなど従来型が
障害物を回避できなかった回避操舵の開始地点と同じ地点で回避操舵を始
めても、「Ｃ－２型」はらくらく回避できる。

※

世界のベストセラー機の
信頼性を生かして

２１世紀にふさわしい
最新鋭のヘリコプター

イラストぎじゅつ入門―57

■「ＧＰＳ航法支援システム」で安全運航
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現 場 を 訪 ね て

東濃ひのき製品流通協同組合

質量ともに日本有数の“東濃ひのき”を産出するひのきの山に
囲まれて、順調な運転が続く「木質バイオマス発電施設」の全景。
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製材・端材くず、建築廃材などが運び込まれる原材料ヤード。 破砕機投入口。破砕機でチップ
にする。 チップサイロ（左側）にいったん貯蔵したチップをコンベヤで燃焼室（右側）に投入して燃
焼させる。８５０℃以上の高温で燃焼させることなどによりダイオキシン類の発生を抑制している。
出力６００ｋＷの蒸気タービン発電機。 バグフィルタ。“森の発電所”は排気がきれいで排水は少
なく、騒音も低い。

最適な環境でじっくり育つ“東濃ひのき”。

柱や梁などを加工するプレカット工場。工場内
　にはひのきの香りが満ちている。
粗挽きした柱や梁などを、蒸気ボイラから供給

　された蒸気で乾燥する。この乾燥で建築後も
　歪みの少ない製品が生まれる。
プレカット製品。色も香りも瑞 し々い。

　ひのきの森林面積が約２０万ｈａあり、
全国１、２のひのき資源量を誇る岐阜県。
中でも、ひのきの生育に適した土壌と気
候に恵まれた加茂郡白川町は、ひのき
の森林面積が町の面積の約４３％を占
めているほどで、町の至る所から、ひのき
の香りが漂ってくる。白川町一帯で生産
される“東濃ひのき”は、年輪幅が均整
で目が細かい高品質のひのきとして全
国に知られている。
　「東濃ひのきは１２ｃｍ角の柱が取れ
るまで６０～８０年かかります。その分、脂
が多く、建築後、磨けば磨くほど艶が出
ます」（東濃ひのき製品流通協同組合
参事の渡邉信吾さん）
　「東濃ひのき製品流通協同組合」（組
合員６０社、以下「組合」と略）は、白川
町一帯の製材工場や建築業者によって
１９８８年に結成された。組合の製品流
通センター内の工場では、木造住宅の
構造用材から内外装・床材までさまざま
な加工を行なっている。
　「東濃ひのきの良さを知り尽くした地
元の熟練技能者がコンピュータ制御の
ＣＡＤ・ＣＡＭシステムにより、木造住宅
の柱や梁などを高精度で加工するプレカッ
ト加工を行なっています。乾燥→粗挽き
→乾燥→仕上げ挽きという伝統技術に
よる、精度が高く狂いのない製品が好評
です」（渡邉さん）

　こうした“森林・木材の町”では間伐
材や端材・製材くず、おがくず、あるいは
建築廃材などさまざまな木くずが発生す
る。従来はそれぞれの工場で焼却処理
していたが、「これらの木くずは“木質バ
イオマス”であり、国のバイオマス日本戦
略に基づき、木質バイオマスエネルギー
発電施設で活用してはどうかという話が、
林野庁や岐阜県などからありました」と
渡邉さん。
　バイオマスは、「エネルギーとして利用
できる、まとまった量の生物起源の物質」
のことで、生物資源（ｂｉｏ）の量（ｍａｓｓ）
を表した言葉。このうち製材端材や間
伐材など木質系のものを木質バイオマ
スと呼ぶ。木質バイオマスは、太陽エネ
ルギーが変換・貯蔵されたもので、植林
などで太陽エネルギーによって再生され
るため、資源枯渇の心配がない、貯蔵で
きる、石油や天然ガスなどのように輸入

しなくても国内に十分な量の資源がある
という特長がある。さらに、木質バイオマ
スの燃焼によって発生するＣＯ2（地球
温暖化の原因となる温室効果ガス）は、
周囲の森林の樹木が光合成によって吸
収・固定するのでＣＯ2の増加はゼロと
見なされるのも大きな特長だ。
　「１９９７年の『京都議定書』の採択以
来、課題となっているＣＯ2の低減。ひの
きの産地として貢献したいと組合員とも
よく話し合い、木質バイオマス発電施設
を建設することにしたのです」（渡邉さん）

　川崎重工が組合から受注し、設計・
施工した木質バイオマス発電施設（愛
称は“森の発電所”）は、出力６００ｋＷ。
　原材料ヤードに集められた木くずを破
砕機（処理能力１時間当たり３ｔ）でチッ
プにしてチップサイロに貯蔵。これをコン
ベヤで燃焼室に供給して燃焼させる。
この燃焼エネルギーにより蒸気ボイラで
蒸気を発生させ、蒸気タービン発電機を
回転させて発電する「直接燃焼・蒸気ター
ビン発電システム」だ。こうした木質バイ
オマスエネルギー発電施設が、業界団
体主導方式で建設されたのは全国で
初めてである。
　１時間当たりの燃料処理量は２．５ｔで、
同蒸気発生量は７．５ｔ。発電した電気は、
施設に必要な電力をすべて賄うほか、
余剰電力は地元の中部電力に売電し
ている。また、蒸気の一部を木材乾燥施
設に供給している。

　“森の発電所”は
周囲の環境との調和
に最大限の配慮がな
されている。まず、燃
焼室の温度を高温※

に保つことでダイオキ
シン類の発生を抑制
し、また、排ガス冷却
塔で急冷して再合成
を抑止。さらに、消石灰、活性炭を排ガ
ス中に投入することでダイオキシン類の
大気中への排出を防いでいる。排気中
の煤塵は最新のバグフィルタで除去。ク
ローズドサイクルによる場内排水循環方
式の採用で、施設外への排水量は極め
て少ない。騒音は、防音壁、サイレンサな
どにより極力抑えている。
　だから“森の発電所”は、クリーンで
静かな発電所である。
※８５０℃以上の高温で燃焼させれば、ダイオキシン類の発生を
　抑制できるといわれている。

　「木質バイオマスを燃やして出る灰は
専門業者が引き取り、路盤材などに再
生して有効活用を図っており、ゼロエミッ
ション（施設から出る廃棄物をゼロにする）
を目標にしています」（渡邉さん）という“森
の発電所”。
　「運転開始から時間がたつにつれて、
係員が投入する湿った原料、乾いた原
料の混ぜ方がうまくなって燃焼効率が
高レベルで維持されており、発電状況は
非常に良好です」（渡邉さん）
　今年４月の運転開始から８月末までに
約８１万ｋＷｈを発電したという。
　当初は１２～１６時間運転だったが、最
近は燃料となる木くずも十分に確保でき
るようになり、「２４時間運転を行なっている」
（渡邉さん）という。
■川崎重工の木質バイオマスエネルギー利用技術は、こ
こに紹介した「直接燃焼・蒸気タービン発電システム」
のほか、「小規模分散型熱電併給システム」として、木
質バイオマスを熱分解によってガス化しガスエンジンで
発電する「固定床ガス化・ガスエンジン発電システム」
の事業化を進めるとともに、ガスタービンで発電する「加
圧流動層ガス化・ガスタービン発電システム」の開発を
行なっている。

現 場 を 訪 ね て

“森の発電所”、順調に発電中
白川町は
高品質の“東濃ひのき”の産地

発生する木質バイオマスの
有効活用を図る

クリーンで静か、
環境と調和した設計

原料も十分、
２４時間運転で順調に発電中

組合主導では国内初の木質バイオマス発電施設（出力６００ｋＷ、岐阜県白川町）を設計・施工
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小浜

福井県

熊川

若狭湾

保坂

朽木

京都府

大原

京都

滋賀県

琵琶湖

［歩いて・見た・歴史の家並み］－③

（福井県）（熊川宿）
くま　 がわ

交通の要地であったことを示す「道しる
べ」。

熊川番所（復元）。物資の移出に対する運上徴収や女子の
通行手形改めなどが行なわれたという。
塗壁を風雨から守るナマコ壁の土蔵。白壁が美しい。
平入りと妻入りの町家が混在し、変化に富んだ町並みを展
開している熊川宿。右手の水路が街道に沿って流れる前川。
水量豊富で流れが速く、かつては米搗きや油絞りも行なわれ
ていたという。
若狭湾。熊川宿は、ここで獲れた鯖を運ぶ“鯖街道”（若狭
街道）の宿場町として栄えた。
山間に開けた熊川宿。上方にうっすらと琵琶湖が見える。（写
真提供／上中町教育委員会）

やま   あい

　若狭には「京は遠ても十八里」という言葉があ
るそうだ。若狭小浜から京都まで十八里（約７２ｋｍ）
―遠いといってもたかがしれてる、といったところ
か。こんな言葉が生まれたのは、古代から、若狭の
海産物や日本海側諸藩の物資が、若狭街道を通っ
て京都に運ばれていたからだ。
　海産物は鯛や鰯、鰈などさまざま。だが１８世紀
後半、若狭湾で鯖の水揚げが増え、これを京都
の人びとが大衆魚として賞味したため、鯖を運ぶ
若狭街道はいつしか“鯖街道”と呼ばれるように
なった。
　そのルートは幾通りもあり、鯖を運んだ道を総称

して“鯖街道”といったようだ。しかし、小浜から熊
川（上中町）→保坂→朽木→大原→京都と結ぶ
若狭街道が鯖の輸送量も多く、“鯖街道”の名
に最もふさわしい道であったとされている。
　夏山や通ひなれたる若狭人（与謝蕪村）

●
　熊川は若狭と近江の国境に近接している。天
正１５年（１５８７年）、若狭の領主になった浅野長
政は、熊川が交通や軍事において重要な場所で
あることを認め、天正１７年に「諸役免除」のお墨
付きを与え、また、前川を通すなど宿場町としての
整備に努めた。この政策は後の代々の藩主に受

け継がれたため、当初は４０戸ほどの寒村に過ぎな
かった熊川が、２００戸を超える宿場町となって繁
栄した。陣屋も設けられ、町奉行所、番所（関所）、
藩の米蔵などが置かれた。荷物を中継する問屋・
脇問屋が１５軒ほどあり、江戸中期には有力な問
屋が８軒あったという。
　「小浜市場仲買文書」（江戸時代）の、「往古
弐拾万駄（６０万俵）」や「牛馬百余匹」、「元禄
の中頃まで川船三十艘」などといった記述が、繁
栄ぶりを偲ばせている。

ほうざか くつ  き
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４００年の歴史を秘めた町並み

（
熊
川
宿
）

「瓜割の滝」からの清流と紅葉（上中町・天徳寺）。

中条橋（河内川）越しに見た、
江戸時代末期の建築の旧
逸見勘兵衛家（改修済み）。
往時は造り酒屋だった。造
りは平入り町家で、越屋根（煙
出し）が設けられている。
山並みを背に静かなたたず
まいを見せる町並みから、歴
史の息吹きが伝わってくる。

前川に設置された“芋洗
い器”がペタペタと回って、
歴史の町にゆったりとした
時間が過ぎていく。
町で目につく「葛の店」で
は葛餅が美味しい。鯖すし
も名物で、観光客に人気が
ある。
「御蔵道」と名付けられた
路地。この路地を通って藩
米が御蔵屋敷に運ばれた
という。何気ない小さな路
地も歴史を秘めている。

●
　現在の熊川宿は区間が約１．１ｋｍ。京都に近い
方から上ノ町、中ノ町、下ノ町と称し、下ノ町と中ノ
町の間で“まがり”といって鍵型に曲がっている。
熊川が交通と軍事の要衝であったことから、わざと
見通しを利かなくする城下町的な構成が採られた
ようだ。戸数は約１００戸で、江戸時代に建てられ
たものが約３分の１ほど、明治から昭和戦前のもの
が約３分の１ほどを占めている。
　熊川の町並みの特徴は、街道に面してさまざま
な形式の建物が建ち並んでいることだ。町家の間
に土蔵が建っていたり、町家も平入りと妻入りが
混在し、また、真壁造りと塗込造りが混在している。
真壁造りは外に柱を見せる形式で、塗込造りは外
に見える柱や軒など木の部分を壁で隠してしまう
形式のこと。こうした形式の異なる建物が混在し
ながら連続性を持って町並みを形成している。

●
　熊川宿の景観に欠かせないのが、連なる建物
の軒先を流れる前川という水路。水路といっても、
川から取水しているので水量は豊富で、流れは速い。
今でも水流を利用した小さな水車風の“芋洗い器”
がペタペタと回っており、また、夏にはスイカを冷や
したりするという。暮らしと結びついた水路である。
　暮らしといえば、建ち並ぶ建物のほとんどが現
在の生活の場であり、商売の場である。つまり現
役なのだ。それゆえに、「建物の内部の撮影はか
なり難しいと思うのですが……」（上中町教育委
員会）ということで遠慮せざるをえなかった。
　ところで、熊川の名物は、菓子の原料や薬、時
には非常食として重宝されてきた葛。１８世紀の「稚
狭考」に「（若狭地方の）何地に製しても熊川葛
と呼事なり」とあるほどで、需要も多く、非常に知
名度の高いブランド品だったようだ。
　今でも町中に「葛の店」といった暖簾が見られ、
葛もちなどを商っている。もうひとつの名物が「鯖
すし」。“鯖街道”の名残を伝える一品であること
はいうまでもない。

●
　中ノ町の上手、街道から少し奥まった所にある
のが旧熊川村役場（現在は「若狭鯖街道熊川宿
資料館」）。資料館のやや下手に御蔵道と呼ぶ
路地がある。川船が通った北川に通ずる道で、こ
の道を通って御蔵屋敷に藩米が運ばれた。江戸
時代の初期、川船一艘には１２駄（米約３６俵）が
積まれ、船頭と棹差し、舟引き５人で北川を小浜か
ら熊川まで引き上ったという。
　ほかにも名前の付いた路地がいくつかある。長
屋道は、この道の先に町奉行配下の足軽長屋が
あったことからこの名が付き、おなり道は、近くに陣
屋の役割も果した熊川奉行所があったからだとい
う。こうした路地めぐりも一興だ。

●
　上ノ町の熊川宿を高い場所から眺め下ろした。
４００年の歴史を秘めた町並みは、やわらかい秋の
陽の下で眠っているように静かだった。前川のせ
せらぎを聴いたと思ったのは空耳か－。

かみんちょう　なかんちょう　しもんちょう

しんかべ
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決勝の前日（９月１８日）に行な
われたカワサキのライダートー
クショーには大観衆が詰めかけ、
ライダーと観衆が一体となっ
てなごやかなひと時を過ごした。

ゴール後、観衆に応える中野真矢選手。 中野選手は１９周目で３位に立ち、その後大観衆の“中野   コール”に迎えられてゴールした。

中野選手の快走に上位入賞の手応えを感じて、チームクルーの応援にも一層力が入る。 中野真矢選手（右）とＡ・ホフマン選
手（左）。

うれしいシャンパンかけ。大応援団がライムグリーン（カワサキカラー）のフラッグを打ち振って応援した（右）。

「ＭｏｔｏＧＰ」
復帰２年目で表彰台へ

直線部で
時速３３０ｋｍを超えたマシン

「２００５年は
さらによい成績を目指します」

モーターサイクルレースの世界最高峰、「Ｍｏｔ ｏＧＰ世界選手権シリーズ」
第１２戦・日本グランプリで中野真矢選手が歓 喜の表彰台

これがカワサキの真価―堂々の3位

　うち振られるライムグリーン（カワサキカ
ラー）の小旗と大観衆の嵐のような“中
野コール”の中、中野真矢選手が３位で
ゴール－！
　９月１９日（日）、栃木県のツインリンクも
てぎ（１周４．８０１ｋｍ）で行なわれたモーター
サイクルレースの世界最高峰、「ＭｏｔｏＧＰ
世界選手権シリーズ」第１２戦・日本グラ
ンプリの決勝レースで、カワサキ「Ｎｉｎｊａ
ＺＸ－ＲＲ」を駆った中野真矢選手が３位
に入賞。今季初めて、歓喜の表彰台に
上がった。観衆は３日間で約９万５，０００
人にのぼった。
　「１７（金）・１８日（土）に行なわれた予
選の感触から、ひと桁のかなり上位にい
ける手応えを感じていましたが、３位とは
－。中野選手の冷静な読みとレース
運びの結果です」（川崎重工汎用機
カンパニー技術本部モトＧＰ部の　田
修月部長）
　この決勝レースでは、スタート直後の
第１コーナーでオーバースピードで突っ込
んだ選手が他の選手と接触して転倒。
これに巻き込まれる形で多重クラッシュ
が発生した。これに対して、中野選手は
「第１コーナーはかなり急なので、スタート
の時からクラッシュが起こりそうな予感が
していた。だからもっともイン側にマシンを
もっていきました」と冷静そのもの。
　そして、中野選手を含む上位５人の
中で順位を上げ、１９周目で３位に立ち

（レースは２４周、約１２０ｋｍで競う）、「レー
ス終盤にベストの走りができた」という
快調な走りでそのままゴール。カワサキは、
「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」に２００３
年に復帰して２年目で、表彰台に上った。
　「最終ラップは僕のライダー生活の中
で一番長く感じました。３位は夢のようで、
感無量です」（中野選手）
　（カワサキのもう一人のライダー、Ａ・ホ
フマン選手（ドイツ）は１０位でゴール。）

　「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」（正
式には「ＦＩＭロードレース世界選手権
ＭｏｔｏＧＰクラス」）に使用するマシンは、
市販車ベースではなく、ＦＩＭの規則に則っ
て開発した専用車だ。このマシン規則
が２００２年から変更され、「５００ｃｃクラス」
で４ストロークエンジンに限って９９０ｃｃま
での排気量が認められることになり、名
称も「ＭｏｔｏＧＰクラス」と変更された。

４ストロークエンジン搭載のマシンを得意
とするカワサキはこの変更を機に、１９８３
年から休止していた同レースに復帰し、
２００３年からフルエントリーで戦っている。
　開発したマシンは、軽くて扱いやすい
「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ」。この専用マシンで
２００３年シリーズ（「ＭｏｔｏＧＰクラス」は
全１６戦で世界を転戦、シリーズ通算得

点で年間チャンピオンを決める）を戦い
ながら収集したさまざまなデータを反映さ
せ、フルモデルチェンジともいえる改良を
加えたのが今年の「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ」
（’０４モデル）だ。
　「’０４モデルはよりコンパクトで扱いや
すいマシンです。車重は定められた最低
重量１４８ｋｇに限りなく近く、アクセルコン
トロールなどが一層しやすくなっています。
レースでは直線部で最高時速が３３０ｋｍ
を超えました」（　田部長）
　今年の「ＭｏｔｏＧＰクラス」は４月１８日
の南アフリカ・ウェルコムから始まり、以後、
５月２日・スペイン、５月１６日・フランス、６月
６日イタリアなどと転戦し、９月１９日が日本
だった。
※ＦＩＭ：国際モーターサイクリズム連盟

　カワサキのライムグリーンを身にまとい、
晴れの表彰台に上がった中野真矢選
手（２７歳）は、１９９８年に全日本ＧＰ２５０
クラスで圧倒的な速さでチャンピオンを
獲得。１９９９年から世界を舞台に戦って
おり、今年、カワサキに移籍した。
　「コーナーで限界まで攻めながらも転
倒しない高度なテクニックを持ち、精神
力も強靭」（川崎重工汎用機カンパニー
営業本部販売促進部の石川薫参与）
と評される中野選手。「こんなこともあり
ました」と　田部長。第４戦、イタリア・ム
ジェロの決勝レースでトラブルが発生し、
中野選手は時速約２９０ｋｍのマシンか
ら振り落とされたが、奇跡的に骨には異
常がなかった。しかし、小石のように転が
る中野選手の映像は世界中に衝撃を
与えた。「それなのに彼は、その一週間
後の第５戦（スペイン・カタルニア）で何
事もなかったかのようにというか、むしろ
闘志をみなぎらせて走り、７位に入賞しま
した。並みの精神力ではありません」
（　田部長）
　－カワサキと頼もしい中野選手の
戦いは、２００５年も続く。すでに、今年のレー
スデータを反映させた新マシンが形づく
られている。
　「カワサキのマシンは年々進化しており、
２００５年はさらによい成績を目指して頑
張ります」（　田部長）

しゅうげつ

※
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「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」を海外から初受注、川崎市からも受注

トルコからコージェネレーションシステムを受注

高速型除雪ドーザ「ＡＵＴＨＥＮＴ  ５５ＤＶ」と「７０ＤＶ」を新発売

川崎汽船向け１４万５，０００ｍ3 型ＬＮＧ運搬船を受注

単機出力２，０００ｋＷ（国内最大級）の大型風力発電システムを受注

高気圧空気チャンバー「Ｄｒｅａｍ－Ｐｌｕｓ」を発売

「インターモト  ミュンヘン  ２００４」に二輪車を出展
　川崎重工は、現代自動車から
韓国・忠清北道向けに最新鋭の
「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプ
ター」（本誌８～９ページ「イラスト
ぎじゅつ入門」で詳しく解説。以
下「Ｃ－２型」）を受注した。当社
としては「Ｃ－２型」ヘリコプター
の初めての海外向け受注となった。
本機は２００５年３月に引き渡し後、
消防ヘリコプターとして忠清北道
に配備される。
　また、川崎重工は、韓国からの

受注に先立ち、神奈川県川崎市
から「Ｃ－２型」消防ヘリコプター
を初受注した。本機も２００５年３月
に引き渡した後、川崎市消防局
に配備される。
　両機とも主な装備として自動操
縦装置のほか、消防ヘリコプター
のため消火タンクやレスキューウィ
ンチ、リペリングキットなどを装備し
ている。

　川崎重工は、トルコの「ガリポー
グル・コーポレート・グループ」向け
１万４，０００ｋＷ級コージェネレーショ
ンシステムを、同グループ傘下の
熱電供給会社「ブルガス・エナジー・
プロダクション・カンパニー」からフ
ルターンキー契約で受注した。こ
の契約には４年間の保守整備契
約が含まれている。

　本システムは、自社開発の
７，０００ｋＷ級カワサキガスタービン
「Ｍ７Ａ－０２」を主機とするガスター
ビン発電設備と排熱回収ボイラ
それぞれ２基で構成され、約１万
４，０００ｋＷの電力と毎時約３０ｔの
蒸気を供給する。納入は２００４年
末頃の予定。
　本システムはプラスチックや食品、

金属、繊維などを扱う複合企業「ガ
リポーグル・コーポレート・グループ」
傘下のイースト菌製造会社、アク
マヤ社（リュレブルガズ市）の敷
地内に設置される。本システムの
導入により同社は、格段にエネル
ギーコストの改善を図ることができ、
加えて年間８，０００時間以上の稼
働によりプラントへの安定的な電

力供給体制が整備されることに
なる。本件は当社のトルコ向けと
しては、２００３年度に納入した繊
維会社向け７，０００ｋＷ級ガスター
ビン発電設備に続く２件目の受注
である。

　川崎造船は、川崎汽船（株）
向け１４万５，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬
船１隻を受注した。川崎造船坂
出工場で建造し、引き渡しは２００７
年第四半期の予定。
　受注した船は、川崎造船が開
発した１４万５，０００ｍ3のカーゴタ

ンク容量を持つモス型球形タンク
を４基搭載するＬＮＧ運搬船であ
る。今回の受注は、川崎造船の
長年にわたるＬＮＧ運搬船の建
造および保守に関する卓越した
技術力と信頼性、世界の主要な
ＬＮＧターミナルへ入港可能な船体

サイズに抑えながら、１４万５，０００ｍ3

もの積載容量を確保した本船型
の汎用性が高く評価された結果
である。今回の受注により、川崎
造船の大型ＬＮＧ運搬船の受注
残は７隻となった。

●主要目
　全長：約２９０ｍ
　型幅：４９ｍ
　タンク容量：１４万５，０００ｍ3

　速力：１９．５ノット

　川崎重工と五洋建設（株）は、
電源開発（株）（Ｊパワー）の子会
社、（株）グリーンパワー瀬棚（本
社：北海道瀬棚郡瀬棚町）から、
定格出力１万２，０００ｋＷ（単機
出力２，０００ｋＷの風力発電機を
６基設置）の大型風力発電シス
テムを共同受注した。単機出力

２，０００ｋＷ（デンマーク・ヴェスタス
社製風力発電機）は国内最大級
で、瀬棚町の臨海部に設置する。
　今回設置する発電機は、発電
機中心までのハブ高さが約６７ｍ、
羽根の外形が約８０ｍという巨大
なもので、風速毎秒４ｍから２５ｍ
の風で常に最も効率よく発電でき

るよう、羽根を最適な角度に保つ
ピッチ制御と、風の急激な変化で
生じる出力変化を抑えるオプティ
スピード制御機能（コンバータを
用いた可変速回転制御システム）
を備え、発電出力の安定を図っ
た最新鋭機である。
　当社は現在までに合計３２基

の風力発電機を設置しており、
２００４年１月には、北海道瀬棚町
が建設した出力１，２００ｋＷの国
内初の洋上風力発電システム
「風海鳥」を納入した実績もある。

　川崎エンジニアリング（株）は、
血液中の酸素を増加させること
で疲労回復や健康を促進させる
高気圧空気チャンバー「Ｄｒｅａｍ
－Ｐｌｕｓ」を自社開発し、販売を開
始した。
　高気圧酸素療法は、気圧の高
さに比例して液体中に溶け込む
気体の量が増える「ヘンリーの法
則」を利用した療法。同社は、高
濃度の酸素を供給して利用する
医療用の酸素治療装置では国
内トップシェアで、今回開発した
装置は酸素の濃度を高めるので
はなく、高圧の空気を供給して利
用する医療外装置。空気加圧に

よる医療外の高気圧空気チャン
バーとしては国産初の製品である。
　本装置は、カプセル内で利用
者に大気圧（１．０気圧）より高い
１．３気圧の清浄な空気を送り込
むことで、血液中に溶け込む酸素
量を増加させる。これにより身体
のすみずみまで酸素が行き渡り、
細胞を活性化して身体機能を高
めることで神経系をリラックスさせ、
疲労やケガの回復などさまざまな
健康増進効果が期待できる。また、
カプセル内に音楽を流すことで、
利用者へのリラックス効果をさら
に高められる。

　川崎重工は、ドイツで開催され
た「インターモト  ミュンヘン ２００４」
（９月１４日～１９日）に、欧州向け
２００５年ニューモデル６機種を出
展して好評を得た。

●スーパースポーツモデル

「Ｎｉｎｊａ  ＺＸ－６Ｒ」

人気の「Ｎｉｎｊａシリーズ」の中排
気量モデル。クラス初の楕円サブ
スロットルバルブやデュアルインジェ
クターを採用した水冷４ストローク
並列４気筒ＤＯＨＣ４バルブエン
ジン（６３６ｃｍ3）、新設計のラジア
ルピストンブレーキマスターシリンダー
の採用など、各部の全面的な改
良によって走行性能を向上させた。

「Ｎｉｎｊａ  ＺＸ－６ＲＲ」

公道用市販車を使用したレース
に参加するためのベース車両と
なるモデル。水冷４ストローク並列
４気筒ＤＯＨＣ４バルブエンジン
（５９９ｃｍ3）の細部にわたって変
更を施すとともに、車体も全面的
に新開発して走行性能を向上さ
せた。

●スポーツモデル

「Ｚ７５０Ｓ」

スタイリッシュな高性能スポーツモ
デルとして評価の高い「Ｚ７５０」を
ベースに開発されたバリエーショ
ンモデル。新設計のハーフカウル、
ライダーシートと一体式のパッセン
ジャーシート、グラブバーを新たに
装備し、高速走行や２名乗車時
の快適性をより向上させながら、
軽快な印象をもったスタイリングと
している。水冷４ストローク並列
４気筒ＤＯＨＣ４バルブエンジン
（７４８ｃｍ3）は、中速回転域の強
力なトルクと優れたレスポンスを発
揮する 。

●クルーザーモデル

「ＶＮ１６００  Ｃｌａｓｓｉｃ  Ｔｏｕｒｅｒ」

好評のアメリカンスタイリングモデ
ル「ＶＮ１６００ Ｃｌａｓｓｉｃ」をベース
に、２名乗車時の快適性をより向
上させたバリーエーションモデル。
フロントスクリーンやパニアケース、
新設計のグラブバーと一体化し
たバックレスト、大容量の燃料タ
ンクなどを装備することで、高出

力かつ扱いやすい特性の水冷
４ストロークＶ型２気筒エンジン
（１，５５２ｃｍ3）とともに、より快適な
長距離走行を可能としている。

●デュアルパーパスモデル

「ＫＬＥ５００」

新設計のハーフカウルの採用な
どスタイリングを一新し、高トルクの
並列２気筒エンジンＤＯＨＣ４バ
ルブエンジン（４９８ｃｍ3）と相まって、
オンロードからオフロードまで幅広
い用途に対応する。

●モトクロス専用モデル

「ＫＸ２５０」

カワサキのファクトリーレース活動
で培われた技術を基に開発され
たレース専用モデル。レスポンスと
耐久性を向上させた２ストローク
単気筒エンジンや、軽量で高剛
性の車体がもたらす優れた操縦
性により、モトクロスレースにおい
て高い戦闘力を発揮する。

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

お客様相談室

　   ０１２０－４００－８１９

お問い合わせ先

川崎エンジニアリング（株）  営業部　   ０７８－６１２－７７０３

　川崎重工は、時速４９ｋｍの走
行が可能で、国土交通省「排出
ガス第２次基準値」に対応した
高速型除雪ドーザ「ＡＵＴＨＥＮＴ 
５５ＤＶ」および「７０ＤＶ」を新発
売した。
　高速型除雪ドーザは当社独自
の製品であり、最高時速は４９ｋｍ
で、交通渋滞を引き起こすことなく
次の除雪現場へ移動できるため
高効率で除雪作業を行なえる。今
回発売した「ＡＵＴＨＥＮＴ ５５ＤＶ」
および「７０ＤＶ」は、それぞれ９６ｋＷ、
１５４ｋＷの高出力エンジンを搭載
して出力向上を図るとともに、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
排出を大幅に削減。国土交通省
が２００３年１０月に導入した建設
機械の排出ガス規制「排出ガス
第２次基準値」をクリアしている。
また、冷却システムを従来のエン
ジン直接駆動型から油圧モータ
駆動型に変更するとともに、冷却
ファンの大径化と低回転化により、
エンジンからの騒音を大幅に削
減した。高速走行化は、高出力
エンジンのほか、ロックアップ付き
トルクコンバータ、高性能ラジアル
スノータイヤ、振動を抑制するダイ

ナミックダンパ、リアサスペンション
（７０ＤＶのみ）などで実現している。
※油圧モータを動力源として駆動
する冷却ファンで、冷却水温に
応じてファン回転数を制御できる。
ただし、「ＡＵＴＨＥＮＴ ７０ＤＶ」の
みに装備。

※

かざみどり

オ ー セ ン ト

「Ninja ZX-6R」

「ＡＵＴＨＥＮＴ  ７０ＤＶ」
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