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●表紙説明●
　早春の山中湖パノラマ台。雄大な富士山に対峙している
のは、“高速タンデム時代”に最も適したモーターサイクルと
いわれるカワサキ「Ｗ６５０」です。
　モーターサイクルの高速道路２人乗りが解禁されて１年経っ
たのを機に、モーターサイクル歴３０年以上というベテランライ
ダーと奥さんの高速道路ツーリングに同行し、改善が進む走
行環境などモーターサイクル“新時代”をさぐってみました。
　２人は東京から中央自動車道を快走し、山梨県の山中湖、
河口湖などを周遊。表紙写真はその折のひとコマです。
　モーターサイクル“新時代”については「最前線カメラルポ」
をご覧ください。

イラストぎじゅつ入門－◯

新交通システム
「ポートライナー」の
最新型車両はどのようなものか
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　風光る季節。
　モーターサイクルファンには本格的なツーリング
シーズンの到来といえる。
　ツーリングといえば、２００５年４月１日に、高速道路
の２人乗り走行が解禁されて１年。高速道路を風を切っ
て颯爽と走る“タンデム族”が増えている。また、オー
トマチック（ＡＴ）限定自動二輪免許の導入（２００５年
６月１日）から間もなく１年になる。
　こうした新制度の導入で、モーターサイクル熱が
高まり、なかでも、かつての“モーターサイクル青年”
だった中高年世代に人気が再燃しているという。そ
して、高速道路２人乗り解禁を受け、長距離をゆとり
を持って走れる中・大型モーターサイクルへの関心
が高まりつつあるようだ。
　このほか、この秋から導入予定の二輪車用ＥＴＣ（ノ
ンストップ自動料金収受システム）、都市部における
二輪車駐車場の整備促進のための法案の提出など、
モーターサイクルの周辺でさまざまな動きが見られる。
　そこで、ある中年ご夫婦の協力を得て、高速道路の
タンデムツーリングに同行しながら、併せてモーター
サイクル“新時代”をさぐってみた。

高速道路の２人乗り解禁から１年－
楽しみの幅が一層広がったモーターサイクル“新時代”をさぐる
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（左）談合坂ＳＡ
に入り、二輪車用
駐車スペースに
「Ｗ６５０」を駐輪
する。
（右）ひと息つき、
「今朝はちょっと
寒かったね」「で
も走りながら見る
富士山がきれい
だった」などと談
笑する２人。

栗栖国安さんと由木子さんは料金所で通行券を受け
取り、中央自動車道に入っていく。

タンデムシートに重しを
載せ、２人乗りの荷重
感覚を体感しながら走
る。
２人乗り走行。後ろに
乗ったインストラクター
のアドバイスを受けな
がら、走行練習を繰り
返す。

　早春のある日。
　モーターサイクル歴３０年以上という
栗栖国安さんは、奥さんの由木子さんを
後ろに乗せてツーリングに出発した。
　「中央自動車道を走り、山中湖、河口
湖辺りまで行ってみようと思います」
（栗栖さん）
　夫妻の共通の趣味であるサッカー観
戦などには２人乗りで行くことがあるが、
「ツーリングはそんなに多くないですね」
と栗栖さん。この日は久しぶりのタンデム
ツーリングだとか。

　乗るのは、カワサキ「Ｗ６５０」。タンデ
ムシートのライダー位置や脚のポジション
などにより、疲れることなく前後のライダー
が一体化してロングツーリングを楽しめ
る設計で、“高速タンデム時代”に最も
適したモーターサイクルといわれている。
　東京都世田谷区の永福ランプから首
都高速４号新宿線に上り、高井戸インター
チェンジ（ＩＣ）から中央自動車道へ入る。
　早春の朝。快晴の澄み切った空気を
切って、２人を乗せた「Ｗ６５０」は快調
に走る。低音のエンジン鼓動が力強い。

　「こうしたツーリングを楽しめるのも、高
速２人乗りが解禁されたから。解禁はう
れしかったですね、行動範囲がぐんと広
がりますから。後ろに乗せていると、１人
の時より一層安全に気を付けるので、む
しろ危険は減ると思いますよ」（栗栖さん）

　「Ｗ６５０」は大月ジャンクション（ＪＣ）
で左に折れ、富士山を正面に見ながら
南下し、谷村パーキングエリア（ＰＡ）に
立ち寄る。
　「モーターサイクルの魅力は身体で風
を切る爽快感。ツーリングの醍醐味は、
自由にどこへでも行けること。若い頃は、

それこそ時間の制限も受けず、好
きな所まで飛ばしていましたが、今
は食べ物や温泉などを楽しんで
います。女房には、自分１人で行っ
てよかった所で、同じ体験をしてもらって
います」と栗栖さんが話すと、「浜松とか
南伊豆へのツーリングが印象的でした」

と由木子さん。２人は、モーターサイクル
のある生活を存分に楽しんでいるようで
ある。

　「Ｗ６５０」は東京の郊外を西に疾走
する。八王子市を経て神奈川県相模原
市、藤野町を過ぎ、山梨県上野原市に

入る。
　山梨県に入ると、前方に真っ白な富
士山がくっきりと姿を現した。後ろに乗る

由木子さんが富士山を指さし、国安さん
に何やら声をかけている。
　談合坂サービスエリア（ＳＡ）でひと休み。
　「富士山がよく見えて、素晴らしいツー
リングになりましたね」（由木子さん）
　談合坂ＳＡでは二輪車用駐車スペー
スが整備されており、そこに「Ｗ６５０」を
駐車する。
　「高速道路のＳＡなどでは７～８年前
から、二輪車用駐車スペースが整備さ
れてきました。やはり、専用スペースがあ
ると止めやすいですね。これからは、都
市部の二輪車駐車場の整備がテーマ
だと思います」（栗栖さん）

　道路交通法の改正により、高速道路
の２人乗りが解禁（首都高速のうち都心
環状線など一部区間を除く）されて１年
経ちました。ライダーの年齢が２０歳以上、
自動二輪免許取得後３年以上といった
制限はあるものの、二輪車の利用環境
を拡大し、若い頃に免許を取った中高
年のリターンユーザーの増加など、国内
市場の活性化に大きく寄与していると
認識しています。
　日本の高速道路は一般道に比べて
道路構造が安全に設計されていて２人
乗りで走りやすい、ユーザーの利便性が
向上するなどの点から国に解禁を要望

してきました。ヨーロッパに目を転じると、
高速道路の２人乗りは日常的になってい
て、事故も少ない。日本の高速道路の総
延長距離も約７，４００ｋｍにもなって道路

事情も変わりました。解禁はユーザーの
要望でもあり、時代の要請でもあったと
思います。解禁決定後は、告知・安全キャ
ンペーンを重ね、マナー、ルールの遵守、
安全の徹底を訴えました。
　サービスエリアなどでユーザーの声を
聞くと、「長年の夢がかなった」など喜び
の声が多く寄せられるように、高速道路
２人乗りは着実に増えています。一方、
事故は増えていません。
　しかし、重ねて強調したいのは、何より
も安全第一ですので、これからもメーカー
ともども安全運転の啓発活動に取り組
んでゆきます。

　解禁されて１年経つ高速道路２人乗り。
何より大切な安全を守るために、カワサ
キではどのように対応しているのだろうか。
カワサキライディングスクール（二輪免許
専門校・兵庫県公安委員会指定）（兵
庫県明石市、川崎重工明石工場敷地内）
を訪ねてみた。
　同スクールの母体である（株）カワサ
キモータースジャパン（ＫＭＪ）安全運転
推進部の坂本卓二部長によると、同スクー
ルの年間受講者は１，０００人近くで、ＡＴ
車の受講者も着実に増えているという。
　「近年は３０～４０代の受講者が増え
ています。リターンユーザー（再教育）や、
時間が取れるようになったので、以前か
ら関心があったモーターサイクルに乗っ
てみたいという人も少なくありません」
（坂本部長）
　２００５年３月から行なっている高速道
路２人乗り講習（免許取得者講習）は
公安委員会指定のカリキュラムに基づき、
座学、基本走行、応用走行で、受講時
間は３時間。走行教育は、２人乗りを想
定して約５０ｋｇの重しを載せ、あるいはイ
ンストラクターが後ろに乗ってアドバイス
しながら走る。基本走行では、周回コー
スの走行や曲線バランスの走行（カーブ
における運転、８の字走行など）、応用走

行では、危険の予測、カーブの安全走行・
体感走行など。
　「最近は夫婦で２人乗りをしたいとい
う受講者も目立ちます。なかには奥さん
が運転するケースもあり、何ともほほえま
しい光景です」（同スクールの松田稔生・
教習課長）
　ＫＭＪでは同スクールのほか、各地で
年間２０回ほど開催するＫＡＺＥ（カワサ
キ車愛好者の会）グッドライダーズスクー
ルでも安全教育を行なっている（会員以
外の方も受講可）。
　「楽しみながら走りの技術と安全を守
る精神を身に付けてもらうスクールです。

女性ライダーだけを対象にしたスクール
を開くこともあり、もちろん、高速道路２人
乗りの安全教育も行ない、毎回、多数の
受講者で賑わっています。このように当
社ではさまざまな機会をとらえて、安全教
育活動を行なっています」（坂本部長）

　近年、スクーターなど運転操作の簡単
なオートマチック（ＡＴ）二輪車が普及し、
二輪車に占めるＡＴ車の割合が非常に
大きくなっています。そうした状況を背景
に、ＡＴ限定二輪免許導入の要望活動
を展開し、それが実って２００５年６月１日

から実施されました。
　この制度ができて、マニュアル車は敬
遠するが、運転が簡単なＡＴ車なら免
許を取ってみようかという人が増え、とり
わけ大型のＡＴ車ほど増えています。特
に、女性が免許を取ろうというきっかけに

なるのではないでしょうか。女性にも大い
に二輪車を利用してもらいたいものです。
二輪車の市場拡大につながるものと期
待しています。（大越さん）

中央自動車道を走って山中湖、河口湖へ 魅力は直接、身体で
風を切って走る爽快感

前方に白い富士山－快走する「Ｗ６５０」

解禁はユーザーの要望であり、時代の要請です。
■（社）日本自動車工業会  交通統括部長  大越茂さんのお話

カワサキライディングスクールの安全教育

ＡＴ限定二輪免許の導入から間もなく１年です。

や  むら

Kawasaki News 142　2006/42 3



二輪車用駐車場は徐々に整備が進
みつつあるが、駐車場法の改正によっ
て整備に弾みがつくものとみられている。

忍野八海には澄み切った富士山の湧水が絶え間なく
湧き出ている。そのほとりで団子を食べながら談笑する
２人。
湧水のきれいさに感心する２人。
湧水で入れたサービスの松茸茶で喉をうるおす。

通行料金を支払う。一般的に二輪車の料金支払いには時間がかかる傾向がある。

山中湖のパノラマ台。
富士山と山中湖の雄
大な景色に思わず歓声
があがる。早春の高地
の空気はまだ冷たい。

　一般道を通って山中湖から隣の忍野
村へ。ここには、よく知られた忍野八海
がある。富士山に降った雨が、約８０年
の歳月をかけて地層でろ過されて湧き
出る清水。その清水がつくり出した湧池、

菖蒲池、底抜池など８つの池の周辺は
観光客で賑わっていた。
　２人は湧水でいれたコーヒーを飲み、
団子に舌鼓を打ちながら談笑する。そこ
に、高速道路の料金という無粋な質問

をしてみる。
　「高いと思いますね。そもそも四輪も含
めて高速の料金は高過ぎます。二輪車
は現在の半額でもよいと思います」（栗栖
さん）

　たしかに時間がかかるので、ＥＴＣを
四輪車より先に導入してほしかったので
す。しかし、二輪車の絶対数が四輪車
に比べて少ない、また、車載器が風雨に
さらされるなど厳しい使用環境なので、
その開発に時間がかかっているなどの

理由で少し遅れましたが、首都圏では
昨年から一般ライダーのモニター５，０００
人でテストを行ない、この春からは名古屋、
大阪、神戸でもモニターテストが始まりま
した。モニターの声を反映させて車載器
の技術改良も進んでおり、今秋から実用

化の予定です。
　二輪車用ＥＴＣの導入で、高速道路
が一層利用しやすくなると思います。
（大越さん）

　現在、二輪車の高速道路料金は軽
自動車と同じで割高感があり、ユーザー
へのアンケート調査でも「高い」という答
が多いですね。以前から国に、二輪車
料金を設定してほしいと要望しています。

高速道路２人乗りが解禁されて高速道
路利用者が増えるわけですから、これを
機に考慮していただけたらと思います。
さらに、今秋の二輪車用ＥＴＣ導入も料
金差別化のきっかけになるものと思い、

期待しています。こうしたことも含めて業
界として要望活動を続けていきます。
（大越さん）

　駐車場問題は、特に都市部では大き
な問題です。一部の地域では積極的に
整備を進めている例もありますが、全体
から見ればまだまだ少ないです。およそ
１，３００万台普及している二輪車ですから、
駐車場整備は必要不可欠です。

　これまで、駐車場整備があまり進まなかっ
たのは、自動二輪車（５１ｃｃ以上）用の
駐車場整備が法律で義務付けられて
いなかったからです。そこで国土交通省
に要望活動を行なった結果、今国会で
駐車場法の改正案が成立する見込みで、

成立すれば半年後に施行の予定と聞
いています。施行されれば、既存駐車場
の一定スペースを二輪車用にするなど
を含めて、駐車場整備が進むものと考え
ています。
　二輪車ユーザーは駐車で迷惑をか

けたくないと思っても、駐車場がな
いのではどうにもなりません。ヨーロッ
パに見られる“二輪車文化”を育
てるためにも、駐車場など社会基
盤の整備が必要で、一方、二輪車
ユーザーはマナーを守って、きちん
と駐車場を利用しなければなりま
せん。（大越さん）

　河口湖ＩＣで東富士五湖道路に入り、
山中湖ＩＣで下りる。山中湖の周辺をぐ
るりと回り、パノラマ台（標高１，０８５ｍ）で
停車。正面に長い裾野を広げた富士山、
右下には山中湖という大パノラマ。まさ
に絶景で、由木子さんが歓声をあげる。
だが、これだけの高地に登ってくると、春
は名のみの風の冷たさ－。
　ところで、永福ランプから山中湖ＩＣま
で走ってきたが、モーターサイクルの場合、
料金所での支払いに時間がかかる。ヘ
ルメットのバイザーを上げ、手袋を外すな
どなかなか面倒だ。栗栖さんは「二輪車
用ＥＴＣ（ノンストップ自動料金収受シス
テム）があれば便利なんだけど」と話す。

忍野八海で団子に舌鼓を打つ２人

二輪車用ＥＴＣは今秋に実用化されます。

二輪車料金設定の要望活動を継続します。

今国会で駐車場法が改正される見込みです。

富士山と山中湖の大パノラマに思わず歓声
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山中湖の水際で富士山
を見つめる２人。２人を
乗せてきた「Ｗ６５０」が、
絶景にひと味添えている。

楽しそうに「ほうとう」を食べる２人。遅めの昼食を終えて、「そろそろ帰ろうか」。

南アメリカの最南端、強風と荒波のホーン岬に立つ竹本恵さん。

蛇行する河口湖周遊道路を快走する２人。

　カワサキブランドで知られる当社のモー
ターサイクルは、世界各地で愛好家の方
に親しまれていますが、現在、当社では
カワサキブランドのさらなる強化を目指して、
さまざまな取り組みを進めています。
　まず、米国・欧州においては、カスタマー・
サティスファクションの一層の向上を目指
したニューモデルをここ数年積極的に
投入してきました。その結果、カワサキ製
品に対する市場の評価が着実に高まっ
てきているとの手ごたえを感じています。
　成長市場であるアジアについては、タイ、
インドネシア、フィリピンなど主要市場で
生産・販売体制の強化を図っています。
特に、当社が生産面における世界戦略
の中核拠点と位置づけているタイでは、
生産・販売面での育成強化とともにアジ
ア市場全体をカバーするＲ＆Ｄ部門の
新設に向けて準備を進めているところ
です。
　一方、国内においては数年来、カワサ
キブランド強化のための重点施策として
「販売網の再構築」と「カワサキらしい
商品の投入」を掲げ、努力してきました。
まず、「販売網の再構築」については、

２００５年、「対面販売」「拠点主義」「ブ
ランド表現」の３点を基軸とした「カワサ
キ正規取扱店」をスタートさせました。ユー
ザーからのさまざまなニーズに対し十分
にお応えすることで、お客さまの信頼を
一層高めていくことが目標ですが、スター
ト２年目にして成果は着実に上がりつつ
あります。
　もうひとつの「カワサキらしい商品の投
入」という点では、ここ数年、国内向け
ニューモデルをなかなか投入できません
でしたが、この春、久々のニューモデル
「Ｗ４００」を発売しました。新規免許取
得ユーザー、ステップアップ志向ユーザー、
リターンユーザーなど４００ｃｃクラスの国
内潜在市場は大きいため、このモデルは、
将来的には、当社が得意とする大型モ
デルのユーザーの裾野拡大につながる
ものと期待しています。
　また、当社では、近年、開発人員・開
発設備の充実、ＩＴ化の推進など商品
開発力の強化にも積極的に取り組んで
きました。昨年、日本有数のサーキットで
あるオートポリス（大分県）を取得したの
もその一環です。長年かけて培ってきた

ノウハウと新しい取り組み、これらを総合
して得られる強い開発力を基盤とし、今
後もカワサキらしいニューモデルを毎年
日本を含む世界の各市場に向けて積極
的に投入していきたいと考えています。
　お客さまに評価されてこそ企業価値、
ブランドイメージは確立される、ということ
を肝に銘じ、なお一層努力をしていきます。

　忍野八海から河口湖へ。快晴だった
空に雲が出て、日差しが弱くなる。
　湖の周辺を一周する。蛇行する道路
を「Ｗ６５０」は車体を左右に傾けながら、
気持ちよさそうに走り抜ける。
　湖の近くの店で、山梨名物の「ほうとう」
（野菜などの具と一緒に極太の麺を味
噌仕立てで煮込む鍋料理）を食べながら、
しばしのモーターサイクル談議となった。
　「高速の２人乗り解禁で遠出がしや
すくなり、ツーリングの楽しさを夫婦で共
有できるようになりました。楽しいだけで
はなく、季節によっては暑い寒いなど辛
いこともありますが、それだけに思い出深
いツーリングになります」と栗栖さん。

　モーターサイクルジャーナリストである
栗栖さんに、中高年のモーターサイクル
熱の高まりについて聞いてみた。
　「モーターサイクルの運転は手足や神
経を使うので、老化防止に向いていると
思います。ただ、体力や動体視力が低
下しているので、無理をしないで自分の
ペースを守ることが大切です。ヨーロッパ
では、５０～６０代の夫婦が革ジャケット姿
で、モーターサイクルであちこちを回り、シティ
ホテルでもごく普通に受け入れています。
日本もそんな“二輪車文化”が成熟する
といいですね」
　ライダーのマナーはどうだろうか。
　「マナーはよく守られています。マナー

遵守は当然ですが、ツーリングでは常に
予測を立てながら走ることが必要。周囲
の状況を把握でき、風景を見られるくら
いの余裕がほしいですね。特に若い人は、
マシンの高度な性能に支えられて走っ
ているのに、運転がうまいと思っている
人も見られます。自分でコントロールでき
る範囲での走行を楽しみながら経験を
積み、習熟してもらいたいですね」

　帰路は河口湖ＩＣから入り、談合坂
ＳＡで休憩した後、一気に走り、夕刻、永
福ランプに着いた。「全行程３００ｋｍ余
りのツーリング」（栗栖さん）だった。

　「すごく楽しかった」と話す由木子さ
んのひと言。
　「いつか夫婦で日本一周をしましょうね」

　東京六大学野球で日本人女性として初め
て神宮球場のマウンドに立ち、大きな話題になっ
た竹本恵さんは、高校時代、友達が乗っている
のを見てモーターサイクルに興味を持ったという。

東京大学２年の春に大型二輪免許を取得し、
毎日のように乗っていたとか。その頃敢行した
のが、東京－弘前間走破。きついツーリングだっ
たが「すがすがしい空気を切り、全身に風を受
けながら走る快感」を知り、趣味が「バイクツー
リングになりました」。
　２００３年に大学を卒業した竹本さんが、再び
周囲を驚かせたのが「モーターサイクルで世界
一周をしたい」という夢だった。竹本さんは夢
に果敢に挑戦し、２００３年、単身でオーストラリ
ア一周を５３日間で見事に完走した。川崎重工

は、愛車がカワサキ「ＺＺ－Ｒ２５０」だという竹本
さんにカワサキ「Ｓｕｐｅｒ ＳＨＥＲＰＡ」（２５０ｃｃ）
を提供するとともに、現地のカワサキモータース
社が出発前と帰還後をサポートした。
　その後、竹本さんはカワサキ「ＫＬＲ６５０」に
乗り換えて南米を走り、現在は欧州一周に挑
戦中だ。欧州の後はアフリカ、さらにユーラシア
を走る計画という。
　「油断大敵、安全第一を肝に銘じ、でも恐
れることなく、チャレンジ精神で走っています」
（竹本さん） 

カワサキブランドのさらなる強化を目指して「ほうとう」を食べながらモーターサイクル談議

「いつか夫婦で
日本一周ツーリングを」

ツーリング好きが昂じて世界一周へ 竹本恵さんの挑戦

汎用機カンパニープレジデント  丹波晨一
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　新交通システムは、電動モータで動くゴムタ
イヤを付けた車両が専用軌道を走行する。輸
送能力はバスと地下鉄の中間程度で、中量軌
道輸送システムとも呼ばれる。ゴムタイヤのた
め騒音や振動が少ない快適な乗り物だ。また、
コンピュータ制御による無人運転の場合は、経
費節減というメリットも生まれる。
　この新交通システムの第一号が、神戸市・
三宮と神戸港の海上都市・ポートアイランドを
結ぶポートアイランド線「ポートライナー」で、
１９８１年に開業した。川崎重工はポートアイラ
ンド線の建設に際してはシステム全体のとりま
とめとともに、車両（１２編成７２両）、分岐、総合
管理システム、車両基地など設備の中枢部を
担当した。

　ポートアイランド線「ポートライナー」は、
２００６年２月の神戸空港の開港に対応して神戸
空港駅まで延伸された。
　川崎重工は、この延伸に伴い３編成（１８両）
を兵庫工場で製作し、納入した。この新型車両
は、従来のアルミニウム合金製からステンレス
鋼製とし、各車両に車椅子スペースを設け、ク
ロスシートも導入した。また、荷棚を新設し、窓
にカーテンを付けて日差しを防いでいる。さら
に、駅ホームと車両の段差を縮めるなどのバリ
アフリー化を進めており、乗降のしやすさや乗
り心地が一層向上した。
　今回は、わが国の新交通システム車両の最
新型である「ポートアイランド線・ポートライナー
の新型車両」をイラストで解剖した。

●分岐器
車両の進行方向を切り替えるための機械装置。
車両だけではなく、こうした機械装置を手がけられ
るのは、重工業メーカーとして総合技術を備えた川
崎重工ならではである。

●簡易運転台
「ポートライナー」は通常、無人運転だが、台風な
どの際の有人運転時に必要となる。通常はフタが
閉じられている。
メータ表示器、モニタ表示器、マスターコントローラ
（マスコン）、ドア開閉などの各スイッチ類で構成さ
れている。

●バリアフリーの強化
●ホームと車両床面の段差改善
床面高さを３ｃｍ低くしてホームとの段差を５ｃｍ
から２ｃｍに縮小。また、出入口高さを４ｃｍ高くし
て乗り降りしやすくした。
●車椅子スペースの設置
１編成６両すべての車両の出入口横に車椅子
スペースを設けた。
●車内案内表示器
４か国語（日本語・英語・中国語・韓国語）の表
示ができ、行先案内・出発案内・到着案内・ドア
開き案内・イベント案内を行なう。

●カーテンを設置
客室側面の窓に、自由に
高さを調整できるフリーストッ
プ式のカーテンを設けた。

●主電動機（モータ）
電車を動かす動力源。
１車両に１台配置され、ギアを介して走行輪を
駆動させる。三相誘導電動機の使用により
メンテナンスフリーを実現した。

●空調装置
列車情報管理装置からの空調設定温度
に従い、冷房・送風・除湿・暖房の空調制
御を自動で行なう。

●ブレーキ制御装置
列車情報管理装置からのブレーキ指令を受け、
乗客数を考慮した必要な空気ブレーキを出力する。
通常時は主電動機の電気ブレーキ力で不足する
分を補足し、非常時は空気ブレーキのみで停車
できるようになっている。

●主制御装置
　（コンバータ・インバータ装置：ＣＩ装置）
車両の走行を制御する心臓部。
加速時は電車線から主電動機に電流を流し、減
速時は必要なブレーキ力を演算し、主電動機から
電車線に電流を返す。
自動運転（ＡＴＯ）時は、加速・減速とも２８段階
のノッチ指令と乗客数、刻 と々変わる速度情報
によって電圧と周波数を変え、モータを制御する。

●列車情報管理装置
車両動作指令（力行、ブレーキ、ドア指令など）を一括
管理し、各機器に対して制御指令を行なう。また、各機
器からのさまざまな情報（故障情報など）を一括管理し、
モニタ表示器に車両情報として表示するとともに、車
両異常時にはブレーキ指令を行なうなど常に安全運行
できるシステムになっている。

●集電装置
台車に装架されており、走行路に添って設けられ
た電線から三相・ＡＣ６００Ｖを受電する。

●案内操向装置（案内輪）
ポートアイランド線では案内輪が走行路面の側方
に設置された案内軌条で誘導される。
新型車両では、案内輪を台車走行輪タイヤの前
後に設けた案内操舵方式を採用し、台車の向き
を変えることにより円滑な曲線通過を実現している。
そのため複雑な機構のステアリング機構や前後
進切換装置などが不要となった。したがって、台車
の部品数がほぼ半減し、メンテナンス性向上など
のメリットが生まれた。案内輪には従来型と同じくノー
パンクタイヤのウレタン充填タイヤを採用し、安全
性を高めている。

●台車
従来型では走行輪タイヤのパンクを防ぐため、タイ
ヤ内部にウレタンゴムを充填したウレタン充填タイ
ヤを用いたが、新型車両ではタイヤ内部に、ウレタ
ンゴムの代わりに補助輪を内蔵したチューブレス
空気（窒素ガス）入りゴムタイヤを採用。乗り心地
のより一層の向上と騒音の低下を図った。

●室内空間を拡大
室内幅を７．５ｃｍ広げ、天井高さを１２．５ｃｍ高くして客
室を拡大するとともに、片側２列・１列の３列クロス・シー
トとすることにより広い通路スペースを確保した。

●荷物スペースを設置
空港利用時などの大きな荷物を置けるフリースペー
スを全車の出入口に設置。また、小さな手荷物など
を載せる荷棚を設けた。

●ＡＴＣ受信制御装置
ＡＴＣ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｔｒａｉｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ（自動列車
制御装置）
地上から送信される速度制限信号を受信し、
車両速度を受信した制限速度内に制御する。

●ＡＴＯ制御装置
ＡＴＯ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ Ｔｒａｉｎ Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ（列車自
動運転装置）
ＡＴＣで受信した速度制限範囲内で、列車の
自動運転を行なう。

■各地で快適走行－川崎重工製の新交通システム車両
現在、全国で１０路線の新交通システムが運転中で、このうち４路線で川崎重工製の車両が快適走行を続けています。

六甲アイランド線（愛称：六甲ライナー）
（神戸市）

伊奈線（愛称：ニューシャトル）
（さいたま市－伊奈町）

東京臨海新交通臨海線
（愛称：ゆりかもめ）（東京都）

直線開通

曲線開通

イラストぎじゅつ入門―62

ゴムタイヤ電車で、コンピュータ
制御による無人運転も可能

最も乗り心地がよいとされる
新交通システムの最新型車両
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油圧ショベル用パイ
ロット弁。

建設機械用斜板形アキシャ
ルピストンポンプ。完成して出荷を待つ電動油圧舵取機。

子午線の通る位置にある本社工場全景。
ＫＰＭの欧州における生産・販売の拠点、ＫＰＭ
（ＵＫ）（英国・プリマス市）。
グローバル展開を進めるＫＰＭの韓国における子
会社・フルテック社の油圧ポンプ工場。

前ページ（見開きページ）でも紹
介したセル生産設備での大型
油圧ポンプの組み立て。
左手の液晶パネルに組立順序
などが指示される。
全品に行なう油圧ポンプなどの
出荷運転（約３０分間）。
ラインによる組み立ても行なわ
れている。
全品に行なうマルチプルコントロー
ル弁のヘリウムガスを用いた漏
れ試験。
パイロット弁の組み立てには女
性のしなやかな指先が活躍して
いる。

マルチプルコントロールバルブのラインでは、９台連なっ　たマシニングセンターが、自動部品供給設備（中央）と一
体となり２４時間運転を続けている。

　日本標準時子午線（東経１３５度）を
明石市から北にたどっていくと、神戸市
西端の丘陵地を通る。ここ（神戸市西
区櫨谷町）に本社と工場を構えるのが、
（株）カワサキプレシジョンマシナリ（以下、
ＫＰＭ）だ。事務棟の玄関前には、「子
午線の通る  川崎重工・西神戸工場」（事
業部発足２５周年記念１９９３．１１）の石
碑があるが、ＫＰＭは２００２年１０月に川
崎重工から子会社として分社独立した。
　「分社独立により、社員ひとり一人に『頼
れるのは自分たちだけ』という意識が強
まり、また、中国など海外での需要増といっ
た追い風もあって、分社後の業績は順
調です」と、阪本弘克代表取締役社長。
　ＫＰＭの歩みは１９１６年（大正５年）、
川崎重工の前身、旧川崎造船所時代
の油圧ポンプの製作に始まる。その後の
川崎重工時代を経て、その歴史は９０年。
その間、一筋に油圧技術を磨き、研究
開発に取り組んできた。
　本社工場は敷地面積約１７万５，０００
ｍ2。装置工場、機器第一・第二・第三工
場、開発第一・第二工場のほか、総合
事務所（２棟）などが整然と並んでおり、
建屋面積は約６万８，０００ｍ2。工場は業
界でも指折りの規模と設備を備えている。

　この工場から生み出される製品は、ポ
ンプ・モータ・バルブなどの油圧機器をは
じめ、各種産業機械・プラント用油圧ユニッ
ト、油圧甲板機械や電動油圧舵取機、
油圧漁労機械などの各種応用機械、さ
らに高度な精密加工技術と電子制御
技術を生かした多彩な機電製品にいた
るまで、実に多種多様だ。
　ＫＰＭの製品はどの分野においても
高いシェアを占めているが、一例として
建設機械の油圧ショベルをみてみよう。
ＫＰＭの製品の６０～７０％は建設機械
向けで、その７０％が油圧ショベル向けと
いう。ちなみに、油圧ショベルの主な開
発拠点は日本に集中しており、ＫＰＭは
各社と緊密に連携しながら製品開発に
取り組んでいる。
　油圧ショベルには、強力なパワーの源
となるポンプ、その力を仕事に変えるモー
タ、これらを目的に応じて制御するマル
チプルコントロール弁、パイロット弁などが
必需品だが、ＫＰＭは走行モータなど一
部を除いて５０％を超えるシェアを有して
いる。
　「ハードな作業を行なう油圧ショベル
なので、油圧機器にも高い耐久性、信頼
性が求められます。稼働率の高さが油
圧機器の評価に直結しているといえます。

ＫＰＭの製品はそうした高いハードルを
クリアして高いシェアを獲得しているの
です。中国向けなどの場合は、油圧シリ
ンダや走行モータなどに強みがある
ＫＹＢ（カヤバ工業）との提携を生かし、
油圧機器をトータルで提供して大きな成
果をあげています」（阪本弘克社長）

　好調な業績に対応するため工場では、
老朽化した加工設備を最新設備に入
れ替え、また、レイアウト変更による物流
の効率化などにより生産能力の増強と
一層の効率化に取り組んでいる。

　例えば、マルチプルコントロールバルブ
のラインではマシニングセンターが９台連
なり、部品は自動供給で２４時間無人加
工を続けている。マシニングセンターの
９台連なりは「業界でも稀」（ＫＰＭ生産
総括部生産技術グループの松永好弘
グループ長）とか。そのほか、さまざまな
最新鋭の自動加工機械が多数、導入さ
れている。
　もうひとつが、セル生産方式だ。業界
を先駆けて２００４年１２月に導入し、大型
油圧ショベル向けの大型油圧ポンプを
組み立てている。この大型油圧ポンプは
ＫＰＭのグローバル戦略製品のひとつだ
という。
　セル生産設備はＮＣ反転台、ＮＣナッ

トランナー、セット配膳台などで構成され
ており、付属の液晶パネルに表示される
マニュアルを見ながら１人で１台を完全
に組み立てる。液晶パネルには組立順
序や使用する部品、工具などが表示さ
れるので、作業ミスは考えられない。
　「１台当たりの組立時間は約１５分で、
これまでのラインの流れ作業に比べて
最大３分の１に短縮しました」（松永
好弘グループ長）
　工場内は清掃が行き届いて清潔そ
のもので、整理整頓が徹底されている。
　「さらなる品質、信頼性の向上を目指
して、原点に戻って品質マネジメントシス
テムを再セット。清潔で整理された工場
もそのひとつです。生産にかかわるすべ
ての情報を一元化した最新の生産情
報システムも、今年度までに再構築します」
（阪本弘克社長）

　９０年の間に培った高い油圧技術を
ベースに、新製品開発にも意欲的に取り
組んでいる。ヘリコプターなどに搭載し
た超高倍率カメラを安定させ、ブレのな
い鮮明な画像を提供するカメラ安定装置、
７００気圧もの高圧水素ボンベから１０気
圧程度の水素を安定して取り出せる高
圧水素ガスバルブなどはその一例である。
　「増産のため本社工場の拡張も考えて
います」と阪本社長
が言うように、ＫＰＭ
は今、大きな飛躍の
ときを迎えており、工
場は活気に満ちて
いる。

はせたに

現 場 を 訪 ね て

油圧機器や舶用油圧装置、精密機器などを開発・製造し、油圧機器の製造で 国内２位のシェア

「油圧」一筋に９０年、
２００２年に分社独立

油圧ショベルでは
圧倒的なシェアを獲得

セル生産方式で
大型油圧ポンプを組み立てる
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春の陽を受ける十根川地区の集落。桃の花が春爛漫を告げている。

母屋から離れて建てられた穀物倉に桜が彩りを添えている。

十根川地区の特徴は何と言っ
てもこの石垣だ。石垣を築い
て造成した平地に住宅が建っ
ており、苔むした石垣が集落
の歴史を物語っている。

椎葉村は面積の約９６％が山
林原野という。斜面を切り拓
いた棚田は貴重な耕作地で
米などを栽培する。

　九州山地のほぼ中央部に位置する椎葉村（宮
崎県東臼杵郡）は、標高およそ５００～１，０００ｍ。
幾重にも重なる山々に囲まれた秘境だ。村の面
積の約９６％が山林原野で、山間の斜面を切り開
いて住居を構えた集落が点在している。
　十根川地区は、村の中心部から北東部に１０ｋｍ
ほど。国道２６５号から村道に入り、うねうねと登っ
ていく。十根川地区に入って、まず目につくのは石
垣である。傾斜地に住居を構えるため、石垣を築
いて平地を造成したのだ。しかも、比較的ゆるやか
な傾斜地は、生活していくうえで最も大切な耕作
地に利用するため、宅地はいっそう急な斜面に立
地せざるを得ず、見事に積み上げられた石垣が続
いている。
　石垣によって確保した平地は、当然ながらそれ
ほど広いものではない。横幅はそれなりにあるが、
奥行きは狭い。この敷地を活かすために考えられ
たのが、“並列型民家”といわれる型式だ。

●
　建物が横長で、部屋が横一列に並んでいる。
例えば、建物に向かって左端にドジ（土間）がある。
ここには出入り口があり、雑穀を搗く唐臼と大小の
石造りのかまどが設けられている。ドジの右へ順に
ウチネ（居間）、ツボネ（夫婦部屋で、お産の部屋
ともなった）、デイ（一番広い部屋で客間として用
いられ、冠婚葬祭などの行事も行なった）、コザ（神
仏を祭る神聖な部屋）と続く（右図参照）。各部
屋には炉が設けてある。ただ、ツボネがあるのは裕
福層で、集落全体で見ると、ツボネまである家屋は
少ないという。
　各部屋の奥（背面）には造り付けの戸棚などが
設けられていて、開口部がまったくないのも特徴で
ある。
　家屋に並んで馬屋。馬屋といえば小規模な        
建物を連想しがちだが、この集落の馬屋は柱も太
く、少なくとも４頭を飼える広さがあるという。
　倉は母屋から少し離れて建っている。倉は穀物
の貯蔵が最大の目的で、怖いのは火災だ。母屋
が火災を起こしても食料を守れるように、母屋から
離したのである。
　このように十根川地区の民家は、母屋、馬屋、
倉の三点セットで構成されている。
　１９９８年、「山村集落」として国の「重要伝統的
建造物群保存地区」に選定された。

ま　や

つ

［歩いて・見た・歴史の家並み］－⑨

椎葉村

（宮崎県）

椎葉村

“平家落“平家落人伝説”伝説”が残が残る秘境のる秘境の石垣石垣

長崎県 熊本県

宮崎県

佐賀県

福岡県

大分県

鹿児島県

ドジ

ウチネ ツボネ

“並列型民家”の概念図

デイ コザ
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那須大八郎と鶴富姫の悲恋物語を伝える“鶴富屋敷”（那須家住宅）。

標高１，０００ｍ級の山々に囲まれて十根川地区はひっそりと佇んでいる。

“鶴富屋敷”の内部。ほとんどの部屋
に囲炉裏が設けられている。

十根川地区に伝わる「臼太鼓踊」は十根川神社に奉納される。
笠に山鳥の羽を２、３本付けるのが特色とか。

　左は公開されている十根川地区の民家の母屋で、横に長い。　下は一部が補修されたその内部。ドジ
（土間）から奥をのぞくと、手前から右奥にウチネ（居間）、ツボネ（寝間）、デイ（客間）、コザ（仏間）と横一
列に並ぶ独特の構成になっている。ドジには大きなかまどが見える。

十根川神社の境内の“八村スギ”は
推定樹齢８００年と伝えられている。

“大久保ヒノキ”も推定樹齢８００年。
年輪は今日も刻まれつつある。

●
　椎葉村といえば、よくいわれるのが“平家落人
伝説”。椎葉の歴史を記録した「椎葉山根元記」
と「椎葉山の由来」にも伝承が記録されていると
いう。
　およそ８００年前、壇ノ浦の合戦に破れた平家
の残党が椎葉に隠れ住んだ。しかし、源頼朝の追
討の手は厳しく、那須大八郎宗久（那須与一の弟）
が討伐の将として派遣された。大八郎は椎葉に
入ると、椎の葉で陣屋を設けて拠点とした（「椎葉」
の名の由来）。だが大八郎は、農耕でひっそりと暮
らす落人の姿を見て惻隠の情が募り、討伐を断念
した。そればかりか大八郎はしばらくこの地にとどま
り、平家の残党とも交流したという。
　一方で、大八郎は村の有力者の娘、鶴富姫と
恋に陥る。よく知られた民謡「ひえつき節」がこの

恋物語から生まれた。
　庭の山椒の木鳴る鈴懸けて
　鈴の鳴るときゃ出ておじゃれ
　鈴の鳴るときゃ何というて出ましょ
　駒に水くりょというて出ましょ
　しかし結局、大八郎は都に帰ることになった。
よくある悲恋物語である。

●
　“平家落人伝説”はあくまで伝承であり、民俗
学の柳田國男氏などの否定説もある。
　ただ、山々に囲まれた、秘境というしかない傾斜
地の集落を歩いていると、そんな伝説もあながち
否定できない気持ちになってくるから不思議だ。
　地区の十根川神社には、那須大八郎が植えた
とされる樹齢推定８００年の“八村スギ”（国指定
天然記念物）がある。目通り幹回り１３．３ｍ、樹高
５４．４ｍ。また、十根川地区に隣接する大久保地
区には、これも樹齢推定８００年とされる“大久保
ヒノキ”（同）が聳え立っている。こうした巨樹を見
上げていると、８００年という時の長さに茫漠とした
想いにとらわれる。
　自然を敬い、自然の中で暮らしてきた椎葉は民
俗文化の宝庫でもある。例えば、五穀豊穣や無
病息災を祈願する椎葉神楽は２６地区に伝承され
ている。十根川地区でも、狩猟や焼畑など地域色
を生かした奉納の舞が毎年１２月、十根川神社で
昔ながらの形で披露される。また、椎葉の臼太鼓
踊も伝承されており、毎年１１月、十根川神社に奉
納される。

●
　十根川の対岸の山腹から、十根川地区を遠望
する。穏やかな春の陽を浴びて、小さな集落はひっ
そりと静まり返っている。時折、野鳥の鳴き声が春
風に乗って谷を渡ってくる。
　はるかな昔、人間はどのようにしてこの地で暮ら
し始めたのだろうか－。

椎葉村

伝説の山々に囲まれた
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ペットボトルをつかむ「ＨＲＰ－３Ｐ」。

ＭＣＨ－１０１掃海・輸送ヘリコプター。

厳粛な雰囲気のなかで執り行なわれた神事では関係者の玉串奉奠も行なわれた。

式典後、岐阜工場・大型組立工場からロールアウトされる「ＭＣＨ－１０１」。

遠隔操作コックピット（左奥）での操作により、「ＨＲＰ－３Ｐ」がゆっく
り歩いてテーブルのペットボトルに近づく。
「ＨＲＰ－３Ｐ」は滑りやすい場所でも歩行可能という。

遠隔操作中。ディスプレイの映像は「ＨＲＰ－３Ｐ」
の視野に映る情景である。

　身長１６０ｃｍ、体重６５ｋｇ（バッテリ含む）、
腰の２軸を含む３６自由度（関節数）を
有する人間型ロボットの試作機「ＨＲＰ
－３Ｐ（プロトタイプ）」が、右手を伸ばして
テーブルのペットボトルをつかみ、ゆっくり
持ち上げる－。
　「ＨＲＰ－３Ｐ」は、独立行政法人新
エネルギー・産業技術総合開発機構
（ＮＥＤＯ）が２００２年から五か年計画で
実施中の基盤技術研究促進事業「実
環境で働く人間型ロボット基盤技術の
研究開発」の一環として共同開発された。
研究の分担は、主担当の川田工業（株）
が人間型ロボットハードウエアの実環境
対応技術の開発、独立行政法人産業
技術総合研究所（産総研）知能システム
研究部門ヒューマノイド研究グループが
人間型ロボットソフトウエアの実環境対
応技術の開発、川崎重工が人間型ロボッ
トの実環境遠隔操作技術の開発、である。
　この研究開発は、ＮＥＤＯの「人間協調・
共存型ロボットシステム開発」（１９９８～
２００２年度）で開発した人間型ロボット
「ＨＲＰ－２  Ｐｒｏｍｅｔ（プロメテ）」の開発
技術を継承したもので、
　「『ＨＲＰ－２』に比べて、手首に１自由
度を追加して片腕７自由度、手の部分
は片手当たり２自由度追加して３自由度
となっており、より複雑な作業が可能です。
また、ロボットの実環境対応として、ボディ

に防塵・防滴機能を付加。防滴は台風
並みの強い雨でも大丈夫です」と川崎
重工技術開発本部システム技術開発
センターの蓮沼仁志主事。

　この「ＨＲＰ－３Ｐ」を無線で遠隔操作
するのが、川崎重工が開発した遠隔操
作コックピットだ。ディスプレイが２面あり、
ひとつはロボットの頭部に設置されたス
テレオカメラからの情報（ロボットの視野
に映る情景）を３次元映像システムで映
し出す。操作者はこの画面を見ながら
操作する。もうひとつは、操作情報を映
し出す情報指示画面。このほか、ロボッ
トに手を使って指示する左右のマスター
アーム、足を使って指示するマスターフッ
ト、制御装置などで構成されている。
　「ＨＲＰ－３Ｐ」は、歩く、腕を動かすな
ど操作者が意識して行なう動作は遠隔
操作で指示するが、体のバランスをとる

ような無意識動作はロボットが自律制御
で行なう自律・遠隔ハイブリッド型全身操
作技術が導入されており、操作機能が
より一層向上した。
　また、ソフトウエア開発を担当した産
総研・知能システム研究部門副研究部
門長（兼）ヒューマノイド研究グループ長
の比留川博久さんによると、「非常に滑
りやすい氷板上も歩行可能なので移動
機能が拡大しました。歩行の際は重心
の位置を慣性力で補正するのでしっか
り速く歩けます。また、手で体を支えなが
らの動作を行なう脚腕協調制御も実現
しました」という。
　これは蓮沼主事によると、右手でテー
ブルのペットボトルを取るように操作した
場合、手の動きだけを指示すれば、体の
バランスを取ったり、手が届かなければ
足を一歩踏み出すなど、ロボット自身が
自律的に動作するという。
　研究開発は２００７年度まで続けられ
るが、「研究は予定どおり順調に進んで
います」（比留川さん）とのことである。

　３月３日、川崎重工・岐阜工場で、海上
自衛隊向け「ＭＣＨ－１０１掃海・輸送ヘ
リコプター」初号機の防衛庁への納入
式が行なわれた。式典には防衛庁関係
者、駐日英国大使、駐日イタリア公使、お
よび川崎重工から大橋忠晴社長など関
係者合わせて約１１０人が参加し、盛大
に行なわれた。

　防衛庁の守屋武昌事務次官は挨拶
で　「（略）ＭＣＨ－１０１は、効果的な運
用要件を満足するよう十分な検討を重
ねて機種および取得方法の選定を行なっ
てきた機体であり、本日、美しく完成した
初号機の姿を目の当たりにし、非常に嬉
しく思っております」などと述べた。
　当機は、海上自衛隊の現有掃海・輸
送ヘリコプター「ＭＨ－５３Ｅ」の後継機で、
防衛庁が調達する初号機である。当機
は、英国およびイタリアに本拠を持つアグ

スタ・ウェストランド社で開発・製造された
「ＥＨ１０１多用途ヘリコプター」をベースに、
当社が海上自衛隊仕様として独自に改
修を加えたものである。

　当機は、当社・明石工場でライセンス
製造した最新型エンジン（「ロールスロイ
スＲＴＭ３２２」）３基を装備し、高い安全
性と優れた後続性能、広いキャビン（高
さ１８０ｃｍ、最大３６席）による優れた搭
載能力と機内作業性を有している。ま
た、ローターブレード（主なローター直径：
１８．６ｍ）および機体尾部に全自動折り
畳み機能を有しているため、艦船上の
運用性に優れている。さらに、高性能ロー
ターブレード、アクティブ防振装置、最新
のアビオニクス・システム（必要な情報を
一つのディスプレイ上に整理して表示す
るシステム）などが採用されており、最大
時速は約１５０ノット（約２８０ｋｍ）。
　「（略）優れた輸送能力と作業性を有
する中型ヘリコプターであり、（略）海上
自衛隊の新装備として、将来にわたって、
必ずや広くお役に立つものと確信いたし
ております」（大橋忠晴社長の挨拶から）
　当社は、２００３年７月に防衛庁より
「ＭＣＨ－１０１掃海・輸送ヘリコプター」
および「ＣＨ－１０１南極輸送支援ヘリコ
プター」の母機となる「ＥＨ１０１」の機体
およびエンジンの国産製造会社として主
契約者に選定された。今回納入した初
号機に引き続いて２号機、および「ＣＨ－
１０１南極輸送支援ヘリコプター」初号
機（２００８度に納入予定）のライセンス
製造に着手している。

実環境で働くことを想定した人間型ロボットの試作機
「ＨＲＰ－３Ｐ」を遠隔操作で操縦

現有掃海・輸送ヘリコプターの後継機
川崎重工・岐阜工場で盛大な納入式

より複雑な作業が可能になった

人間型ロボット

新 製 品 ・ 新 技 術

自律・遠隔ハイブリッド型

全身操作技術

防衛庁、川崎重工関係者など

約１１０名が参加

優れた輸送能力と作業性の

中型ヘリコプター
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ニューヨーク市向け７，０００ｋＷ級ガスタービン発電装置を２機受注

潜水艦「やえしお」を引き渡し 新設計の空冷並列２気筒エンジン搭載の
スポーツモデル「Ｗ４００」を新発売

次期輸送機（Ｃ－Ｘ）の静強度試験機を納入

中国最大級の排煙脱硫装置を２基納入

香港・九龍廣東鐵路公司から鉄道車両を３４両受注

石川県珠洲市からバイオマスメタン発酵処理施設を受注

坂出ＬＮＧ基地をフルターンキーで受注

　川崎重工は、米国の大手エンジンメーカー、
カミンズ社からニューヨーク市向け７，０００ｋＷ級
ガスタービン発電装置２機を受注した。
　今回受注した装置は、ニューヨーク市環境
保護局向け下水道ポンプ電源用の非常用発
電装置「ＧＰＢ７０Ｄ」２機で、ニューヨーク市最
大の下水ポンプ施設であるマンハッタン・ポンプ・

ステーションに納入される。同施設は、１９６０年
代初めに作られた、マンハッタン島南半分全域
で排出される下水をイーストリバー対岸のニュー
タウンクリーク下水処理場に送り込むための施
設で、現在、能力強化を図るため老朽化した
施設の更新プロジェクトが進められている。本
装置は、その一環として主に停電時の非常用

電源確保のために新たに導入されるものである。
　本装置は軽油を燃料としており、ＤＬＥ（Ｄｒｙ  
Ｌｏｗ Ｅｍｉｓｓｉｏｎ）仕様により低ＮＯｘを実現し
ている。現地搬入は２００７年１１月、運用開始
は２００８年後半を予定している。

　（株）川崎造船は、神戸工場西浜岸壁にお
いて、潜水艦「やえしお」を防衛庁に引き渡した。
引渡式には齋藤隆海上幕僚長、河野美登海
上幕僚監部装備部長、村上康雄契約本部副
本部長をはじめとする防衛庁関係者が出席した。
　本艦は、潜水艦「おやしお」型の９番艦とし
て川崎造船が建造したもので、同社建造の潜
水艦としては２２隻目になる。船型には葉巻型
を採用して優れた水中運動性能と推進性能を
有し、船体には高張力鋼が使用されている。ま
た、各種システムの自動化、高性能ソナー装備
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、諸安全対策も十
分に施されている。

　川崎重工は、新設計の空冷並列２気筒エン
ジンを搭載したスポーツモデル「Ｗ４００」を全
国一斉に発売した。
　「Ｗ４００」は、趣味性やファッション性に強い
こだわりを持つお客さまを対象にした、高い品
質感を持つスポーツモデル。シンプルで格調高
い外観と各部に高品質な表面処理を行ない、
新設計の空冷４ストローク並列２気筒ＳＯＨＣ４
バルブエンジン（３９９ｃｍ3）を搭載するとともに、
７６５ｍｍという低シート高を実現するなど扱い
やすさを重視したモデルである。
　カムシャフトの駆動にはベベルギヤを使用し
た独特のシャフトドライブ方式を採用し、シンプ
ルなエンジン外観とした。セミアップハンドルによ
り、街乗りやツーリングなど、さまざまな乗り方に

適したライディングポジションがとれる。また、前
後輪ともに細身・大径のタイヤを採用し、スタイリ
ングの美しさと軽快なハンドリングを実現。さらに、
薄型電気式メーターや、バフがけ、クロームメッ
キなどの表面処理を施したパーツ類を採用す
るなど、細部にまで作りこまれた格調ある高品

質な外観デザイン－ライダーに乗る楽しみと
所有する喜びを与えるモデルである。

　カワサキプラントシステムズ（株）は、中国河北
省定州市の河北国華定州発電所向けに大型
排煙脱硫装置を２基納入した。
　今回納入した装置は、同発電所における６０
万ｋＷ×２基の石炭火力発電設備の新設に伴っ
て建設したもので、中国で最大級の排煙脱硫
装置である。同社は、本装置の設計および主
要機器の供給、吸収塔据付、試運転指導、運
転員のトレーニングを担当した。
　同社の排煙脱硫装置は、自社開発の湿式
石灰石－石膏法を用い、しかも世界的に最も

普及したスプレー塔方式の採用により、保守が
容易で安定した運転実績を誇っている。本装
置は、試運転期間中に中国各地から見学者
が訪れるなど注目の的となっており、性能と信
頼性が高く評価されている。
　同社の排煙脱硫装置の中国での実績は、
今回の納入で８基となった。なお、中国では現在、
当社の技術供与により、浙江省・寧海発電所
向け６０万ｋＷ石炭火力発電設備用に４基など
合計８基の排煙脱硫装置の建設が進められ
ている。

　川崎重工は、伊藤忠商事（株）、近畿車輛（株）
と共同で、香港の九龍廣東鐵路公司（ＫＣＲＣ）
から３４両の鉄道車両を受注した。
　今回受注した車両は、九龍半島西部を走る
西線と、２００９年の開業予定で同線へ乗り入
れる新規路線に投入される。この新規路線が
開通すると、既存の東線と西線が九龍地区で
つながり、乗客の利便性が大幅に改善される。
なお、今回の受注には７両４編成の新車に加え、
新規路線開通による輸送量増大に対応する
ための追加車両（中間車３両２編成）と、新規
開通区間を走行するための既存車両の改造
工事が含まれている。
　川崎重工を含む３社は１９９９年、車両２５０両
を受注したのをはじめ、ＫＣＲＣに合計３２２両を
納入している。今回受注した車両は、３社が過

去に納入した車両と同タイプのステンレス製で、
車内外の静粛性に優れ、快適性・対環境性が

高いという特長を有している。２００７年９月末か
ら納入開始の予定。

　川崎重工は、石川県珠洲市から、同市浄化
センター内に設置するバイオマスメタン発酵処
理施設を受注した。本施設は、国土交通省が
環境省と連携して推進するバイオマス利活用
に関する初の事業であり、国土交通省の「新
世代下水道支援事業制度」に採択されるとと
もに、環境省の支援を受けて設置されるもので
ある。

　本施設は、下水汚泥やし尿などの有機性廃
棄物と、珠洲市の主要産業である水産加工の
過程で発生する生ごみなどの事業系廃棄物を
集約混合処理し、同時に、処理過程で発生し
たメタンガスを施設の加温や汚泥を乾燥する
際の熱エネルギーとして有効活用する先進的
な施設である。また、本施設で製造された乾燥
汚泥は有機肥料として地域に還元され、循環

型社会の形成に貢献する。
　本施設は、各バイオマスの受入・前処理設備、
汚泥濃縮設備、メタン発酵設備、汚泥脱水設備、
汚泥乾燥設備、加温設備、脱臭設備などで構
成。バイオマスを混合してメタン発酵処理する
ので、従来の個別処理と比べてライフサイクル
コストの大幅な低減を図れる、など多くの特長
がある。

　川崎重工は、坂出ＬＮＧ（株）（四国電力（株）
７０％、コスモ石油（株）２０％、四国ガス（株）
１０％の共同出資会社）から坂出ＬＮＧ基地建
設工事を受注した。
　本基地は２００６年１０月、地盤改良工事に着

手し、２０１０年に運用開始予定で、土木および
機電一式のフルターンキー契約のＬＮＧ基地
建設は当社にとって初の受注である。今回の
受注範囲は、ＬＮＧ受入設備一式、貯蔵設備（容
量１８万キロリットルの地上ＰＣ式ＬＮＧタンク）、

ＬＮＧ払出設備一式。
　坂出ＬＮＧ基地は坂出市番の州緑町に位
置し、ＬＮＧ（液化天然ガス）の受け入れ・貯蔵・
気化・払い出しに関する業務を行ない、主に四
国電力坂出発電所へのガス送出を行なう。

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

　川崎重工は、次期輸送機（Ｃ－Ｘ）の静強度
試験機（＃０１号機）を防衛庁技術研究本部に

納入した。
　本試験機は２００５年末、岐阜工場から航空

自衛隊岐阜基地内の強度試験場に搬入され、
同試験場で組み立てを行なっていたもので、こ
の３月に納入となった。今後、架構、荷重負荷
試験および計測装置を据え付け、防衛庁によ
る各種試験が行なわれる予定である。
　次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）、次期輸送機（Ｃ
－Ｘ）は、防衛庁が２００１年度より２機種同時に
開発を進めているもので、２００７年度の初飛行
を予定している。当社は、防衛庁からこの開発
業務の主契約企業に指名され、協力機体会
社をはじめとする開発参画企業とともに開発作
業を進めている。現在、「Ｐ－Ｘ」の静強度試
験機（＃０１号機）、同飛行試験機（＃１号機）
および「Ｃ－Ｘ」の飛行試験機（＃１号機）の組
み立てを進めている。

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
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この100年で、私たちの暮らしは飛躍的に便利で快適なものになりました。しかし、その一方で、エネルギーの消費量を増やし、
環境負荷を大きくしてしまったことも事実です。 
この豊かさを維持しながら、環境への負荷を抑え、持続可能な地球生態系を守っていくために……川崎重工グループが「環境
革命」の達成に向けた技術・製品開発に全力を注いでいます。 
陸・海・空に送り出すさまざまな製品に、可能な限りの環境

保全・省エネルギー技術を注ぎ込むとともに、ボイラなどの
排ガスをクリーンにする排煙脱硫装置や、汚れた水を生物分
解によってきれいな水にする汚水処理装置など……、生活や
産業のさまざまな場面に、多彩な製品を送り出しています。 
地球と未来への責任を果たして、気持良く、安心して暮ら

せる地球を創っていくために－私たちはいかなる努力も
惜しみません。 排煙脱硫装置 汚水処理装置 

もっとステキな未来のために 


