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●表紙説明●

　巨大な円筒形の構造物と、その蓋－先ごろ完成した、
名古屋第一工場「７８７工場」に導入された世界最大級
のオートクレーブ（加熱加圧窯）で、サイズは内径８ｍです。
　川崎重工は、米国・ボーイング社の新型旅客機「７８７ドリー
ムライナー」の国際共同開発に当初から参画し、前部胴体
（直径約６ｍ、長さ約７ｍ）、主脚格納部、主翼固定後縁の
３部位の設計・製造を担当しています。この巨大なオートクレー
ブは、炭素繊維複合材をプリプレグ自動積層機で一体成
形加工するという、革新的な製法で製作する前部胴体を
焼き固める装置です。
（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

中等練習機（Ｔ－4）の
「ブルーインパルス」使用機は
どのような飛行機か

64
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　近年、地球環境保護やエネルギーセキュリ
ティーなどの観点から風力発電や太陽光発電、
あるいはバイオマス発電などのいわゆる分散
型電源の社会的ニーズが高まり、普及が進ん
でいる。しかし、風力や太陽光といった自然エ
ネルギーは、自然環境や季節、昼夜などの影響
を受けて発電出力が変動する。この変動への
対応は、電力会社の電力系統が負担している
のが現状である。
　この課題に対して、自然エネルギーとバイオ
マス発電や燃料電池などを地域事情に応じて
組み合わせ、これらを制御することで自然エネ
ルギーの出力変動および需要変動に対応し、
需要地域内に安定したエネルギー供給を行な
おうとする研究が進められている。
　これが今、注目のマイクログリッドである。
　マイクログリッドの考え方は、１０年ほど前に
米国で生まれたといわれ、日本では５年ほど前
から注目されるようになった。現在、独立行政
法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
（ＮＥＤＯ）からの委託によるものなど、公的、私
的研究が進められている。
　“明日の電力ネットワーク”といわれるマイ
クログリッドと、川崎重工の関連技術・製品など
をさぐってみた。

需要地域内で多様な分散型 電源を組み合わせ、
出力や需要の変動に対応し て制御する新しいエネルギー供給システム
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「あいち臨空新エネルギー研究発電所」（ＮＥＤＯの委託事業）の全景。（写真提供／ＮＥＤＯ）

マイクログリッドの構築例
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自営線

　マイクログリッドのＭｉｃｒｏは小さな、ｇｒｉｄ
は電力ネットワークの意味で、マイクログ
リッドとは複数の分散型電源を組み合
わせたエネルギー供給システムのことで
ある。特定地域内に小規模な電力ネット
ワークを構築し、その中で出力を需要の
変動に合わせて供給を制御するシステ
ムだ。究極の目標は、電力の“地産地消”
を目指し、電力会社の電力系統から独

立した運転ということになる。また、他の
マイクログリッドと連携した運転も考えら
れている。
　独立行政法人 新エネルギー・産業技
術総合開発機構（ＮＥＤＯ）新エネルギー
技術開発部系統連系技術グループ主
任研究員の諸住哲さんによると、マイク
ログリッドは例えば、電源に風力発電と
太陽光発電、燃料電池、マイクロガスター
ビンなどを用い、それに蓄電池などの電
力貯蔵装置、全体をコントロールするエ
ネルギー制御システムで構成する、といっ

たものだ。
　問題は自然エネルギーの不安定さで
ある。風力発電は風の強弱により、太陽
光発電は日照の程度・昼夜により出力が
激しく変動する。自然エネルギーの不安
定さは、風力発電や太陽光発電からの
電力を受け入れている電力会社にとっ
ても大きな問題である。
　「自然エネルギーの利用では以前から、
風力や太陽光の出力変動の波をできる
だけ平準化して、電力品質をコントロー
ルすることが課題でした」（諸住さん）

　ＮＥＤＯではこうした課題に対し、マイ
クログリッドの研究とは別に「太陽光発
電が集中的に導入された時の系統安
定化技術の開発（集中連系型太陽光
発電システム実証研究）」や「分散型電
源の出力不安定性の安定化策の確立
（風力発電電力系統安定化等技術開
発）」などの研究に取り組んでいる。
　風力発電や太陽光発電の電力変動
を平準化するのに役立つのが電力貯
蔵装置だ。電力変動の波の高い部分
を蓄電しておき、波の低い時に放電す
れば、変動幅の少ない電力になる。電
力貯蔵装置は急な需要変動への対応
という役割も果す。このように、自然エネ
ルギーの利用やマイクログリッド・システム
では、電力貯蔵装置が不可欠といえる。
　実例を見てみよう。
　ＮＥＤＯの委託事業として実証研究
が進められている「あいち臨空新エネ
ルギー研究発電所」（正式名称は
「ＮＥＤＯ連携・新エネルギープラント」、
愛知県中部臨空都市内）は、２００５年に
「愛・地球博」の会場内で建設・運営さ
れた新エネルギーシステムを移設したも
ので、２００６年８月に本格稼働を開始した。
「愛・地球博」での実証研究の成果を
生かしながら、より高度な新エネルギー
発電技術の開発と、地域（愛知県常滑市）

に密着した地域循環型システムの検証
が目的だ。
　同プラントは、３タイプの燃料電池発電
（合計７基、合計出力１，３９５ｋＷ）と太陽
光発電（出力３３０ｋＷ）、電力貯蔵装置
（５００ｋＷ）、エネルギー制御システムで
構成されており、このシステムにも電力貯
蔵装置が組み込まれている。
　燃料電池の燃料は主に都市ガスを
使用するが、地域から出る生ごみをメタ
ン発酵システムで発酵させたバイオガス
も使い、また、地域から出るペットボトルや
廃材を高温ガス化システムで燃料電池
の燃料に変えて使用している。吸収式
冷凍機も組み込まれており、燃料電池か
ら出る熱を利用して、冷暖房用のエネル
ギーをつくり出している。そして電力貯
蔵装置（ＮａＳ電池）が、電力を貯めたり
放出したりして電力需給調整を行なう。
これらのシステムをエネルギー制御シス
テムが統合し、それぞれのエネルギーを
最適に組み合わせて電力需要に対応
している。発電した電力は常滑市役所
と常滑浄化センターに送られ、冷暖房用
エネルギーは常滑浄化センターの冷暖
房用に供給されている。
　このようなＮＥＤＯからの委託によるマ
イクログリッド的な実証研究は、京都府
や青森県、宮城県でも行なわれており、
「わが国のマイクログリッドの研究は世
界の最先端に位置しているといえます」
（諸住さん）とのことである。

　マイクログリッドは、設置する地域によっ
て都市型と郊外型に大別される。
　都市型では、風力や太陽光などの自
然エネルギーを大規模に利用するシス
テムの構築は難しい。その分、自然エネ
ルギーの発電出力変動への対応課題
は相対的に小さくなるが、反面、需要変
動への対応が課題となる。
　郊外型は、風力発電や太陽光発電
などの自然エネルギーを多用して構築
する。発電出力の変動が激しい自然エ
ネルギーによる発電設備とバイオマス等
の新エネルギーを利用した分散型電源
を適切に組み合わせて需給バランスを
とるシステムである。現在、わが国で進め
られているマイクログリッド型の実証研
究は郊外型が多い。
　分散型エネルギーをネットワーク化す
るのがマイクログリッドだが、もともと分散
型エネルギーシステムは多くのメリットを
有している。
　まず、電気や熱を使う地域で発電す
るので、送電線で長い距離を運ぶ必要
がない。そのため、送電設備の建設など
の設備投資が低減される。送電の際に
必ず発生する送電ロスを下げられる。また、
使う場所で発電するので、発電の際に
発生する膨大な排熱の最大限の活用
が可能で、エネルギー効率が向上する。
このことは地球環境にとっても望ましいこ
とである。さらに、災害リスクを低減する
システムともいえるので、広い地域で社
会活動が機能停止になるような災害リ
スクを防げる。
　新エネルギーなどの活用でエネルギー
源を多様化することは、特定のエネルギー
源への依存度を下げることになり、エネ
ルギー供給の安定性が向上するという
メリットもある。
　こうしたメリットを有する分散型エネル
ギーをより有効に活用するマイクログリッ
ドへの注目度が高まるのは“時代の要請”
ともいえる。

自然を生かして
電力の“地産地消”を目指す

変動する発電出力を調整する
電力貯蔵装置

マイクログリッド・システムは
“時代の要請”
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「木質バイオマスのガス化
発電・熱供給システム」（積
水ハウス（株）浅井工場）。
製材の木くずなどを燃やす「森
の発電所」（東濃ひのき製
品流通協同組合）。

「ソーダ回収ボイラ」（北越
製紙（株）新潟工場）は、製
紙工程の廃液である黒液を
燃やした熱で発電し、ソーダ
を回収する。

大型ニッケル水素電池「ギ
ガセル」。高速充放電や
容易な大容量化などの
特長からマイクログリッド
の構成装置に適している。

“ハイブリッド環境調和型エネルギー供給システム”
「世界貿易センタービル別館屋上太陽光発電シ
ステム」もわが国初である。
わが国初の洋上風力発電である「せたな町洋上
風力発電設備・風海鳥」。

かざみどり

　多様な分散型電源や電力貯蔵装置
を組み合わせ、エネルギー制御システム
で全体をコントロールするマイクログリッド。
川崎重工は、マイクログリッドを構成する
機器・設備を幅広く手がけている。
　まず、風力発電。川崎重工は、風車の
世界トップメーカーであるＶｅｓｔａｓ社（デ
ンマーク）の日本総代理店・ヴェステックジャ
パン（株）に資本参加しており、風力発
電のエンジニアリングからアフターサービ
スまで一貫して行なっている。当社が設計・
施工する風力発電設備は、風速４ｍ／秒
から２５ｍ／秒までの風で最高出力が得
られるように、風を最大限にとらえるピッ
チ制御と、風の急激な変化で生じる出
力変化を抑えるスリップ制御機能を備え、
発電出力の安定を図っている。
　陸上は設置場所に限界があることか
ら洋上風力の開発を進め、２００４年、わ
が国初の大型洋上風力発電設備「せ

たな町洋上風力発電施設「風海鳥」（出
力６００ｋＷ×２基）」（北海道せたな町）
を完成させた。また、護岸水路部への
建設でも「サミットウインドパワー酒田発
電所（出力２，０００ｋＷ×８基）」（サミット
ウインドパワー酒田（株）、山形県酒田市）
がある。
　太陽光発電では、ピラミッド型に配置
した太陽電池の内側にガスタービンコー
ジェネレーション設備を設置した、わが国
初の“ハイブリッド環境調和型エネルギー
供給システム”である「世界貿易センター
ビル別館屋上太陽光発電システム（太
陽電池容量８５ｋＷ）」（（株）世界貿易
センタービルディング、東京都港区）や、
学校法人 八千代松陰学園の太陽光発
電システム（Ｐ.７で詳述）、浄水場の沈
殿池を覆うように設置した太陽電池が、
日射を遮ることで沈殿池中の藻やトリハ
ロメタンの発生を抑える効果もある「磯
部浄水場太陽光発電システム（太陽電
池容量１５２ｋＷ）」（三重県企業庁、三
重県磯部町）などの実績がある。

　川崎重工は、バイオマス発電の開発
にも積極的に取り組んでいる。
　木質バイオマスを直接燃やして発生
するＣＯ2は、樹木が光合成によって吸
収する分と相殺され、ＣＯ2の増加が無
いとみなされる。燃やした熱エネルギー
を電力に変えれば、他の発電所で燃や
す化石燃料を節約でき、その分のＣＯ2
発生量を削減できる。
　この直接燃焼方式の実績は、「森の
発電所（蒸気タービン発電の出力６００
ｋＷ）」（東濃ひのき製品流通協同組合、
岐阜県白川町）、「木質バイオマス発電
所（蒸気タービン発電の出力２３０ｋＷ）」
（静岡製材協同組合、静岡市）など。
　このほど、積水ハウス（株）浅井工場（滋
賀県長浜市）に納入した「木質バイオ
マスのガス化発電・熱供給システム」は、
独自開発の固定床ガス化炉で、固形燃
料化した製材くずを熱分解によってガス

化し、精製した合成ガスを用いてガスエ
ンジンで発電（出力１７５ｋＷ）するシステム。
ガスエンジンから発生する排熱は、熱交
換器を経て工場で使用する乾燥用熱
風および事務所の暖房用温水として利
用するというものである。日量２．２ｔの製
材くずから１日に１，７５０ｋＷｈの電力をつ
くれる。
　木質ガス化発電システムの分野では、
「加圧流動層ガス化・ガスタービン発電
システム」の開発にも取り組んでいる。こ
れは、６５０℃程度の比較的低い温度で
ガス化するので、可燃性ガスとタールを
含む合成ガスは、そのままの温度・圧力
で川崎重工製のガスタービン燃焼器に
導いて燃焼させられるというメリットがある。
この開発研究では、発電出力１５０ｋＷ
の実証実験（高知県仁淀川町）に参画
し、その設備を建設中である。

　製紙工場で出る廃液（黒液）やスラッ
ジを燃料とする大型ボイラ方式バイオマ
ス発電設備もある。
　黒液をボイラで燃やすと、薬品（ソーダ）
を回収できる。ソーダは後工程で化学処
理すると何度でもリサイクル可能だ。川
崎重工は「ソーダ回収ボイラ」のパイオ
ニアメーカーで、すでに約７０缶という納
入実績がある。
　最近の納入例は、北越製紙（株）新
潟工場向けの「８号回収ボイラ設備」で、
１日の黒液固形分処理量が２，７００ｔ、
１時間当たりの蒸気発生量は４７５ｔ。蒸
気タービン発電の出力８万５，０００ｋＷ（同
社所掌）。
　このほか、生ごみ・草木類などの有機
性廃棄物、家畜排泄物などからメタンガ
スを発生させ、電気・熱エネルギーを得
るバイオマスのメタン発酵設備の研究に
も取り組み、北海道などで実証試験を行
なった。

　マイクログリッドを構成するうえで不可
欠といえる装置に、電力貯蔵装置があ
ると前述した。
　川崎重工が社内に特別プロジェクト
を結成して独自に開発した大型ニッケ
ル水素電池「ギガセル」は、ＮａＳ電池や
レドックスフロー電池が構造上、ゆっくり

にしか充放電できないのに対して、内部
抵抗が小さいため高速で充放電できる。
また、平板状の電極を積層する構造の
ため、容易に大容量化が可能だ。「ギガ
セル」は、最小単位のセル（０．２３ｋＷｈ）
を１０直列したものを１スタックとしている。
負荷に合わせてスタックを直・並列に組
み合わせて、必要な容量に合わせた電
池ユニットを構成できる。これらの特長
から、マイクログリッドの構成装置として
最適といえる。
　同じ容量で比べた場合、他の電池に
比べて電池体積が小さく、重量も軽い。
鉛やカドミウムなどの有害・危険物質を
使用していない“環境にやさしい電池”で、
電池材料と電極を溶接していないので
分離・回収などのリサイクルが容易である。
　「自然エネルギー利用の発電は不安
定な出力が問題ですが、風力発電出力
を『ギガセル』で平滑化できます。また、
太陽光発電に『ギガセル』を組み合わせ、
蓄電した電力を負荷のピーク時に供給
すればピークカットが実現します」（川崎
重工技術開発本部プロジェクト部ギガ
セルプロジェクト室  石川勝也室長）
※「ギガセル」は川崎重工の登録商標です。

実績豊富な風力発電設備と
太陽光発電設備

各種の
木質バイオマス発電システムを開発

マイクログリッドに
最適な蓄電池「ギガセル」

パルププラント向け
ソーダ回収ボイラ

R
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（左）清水建設（株）技術
研究所内の「ギガセル」
が設置された建物。
（右）その内部。「ギガセル」
の能力は定格出力５０ｋＷ
×８時間。

燃料電池車に液体水素を充填中。
（写真提供／（財）エンジニアリング振興協会）

川崎重工が開発した「液体水素輸送コ
ンテナ」を搭載したトレーラー。長距離走
行試験で「ＪＨＦＣ有明水素ステーション」
に到着した時の写真。

八千代松陰学園の第１体育館屋上に設置された
太陽電池モジュール。
第１体育館の地下に設置された「ギガセル」（定
格出力５０ｋＷ×１．５時間）。今秋の文化祭時のピー
クカットに威力を発揮した。
太陽光発電の総発電量など発電状況を伝える
電光標示板。「生徒たちの環境への認識が高ま
ることを期待しています」（同学園事務長の小関
和夫さん）
第２体育館屋上の太陽電池モジュール。

　“明日の電力ネットワーク”といわれる
マイクログリッドの研究は、さまざまな分
野で進められている。
　清水建設（株）が同社の技術研究所
（東京都江東区）に構築したマイクログリッ
ドは、主力発電設備（発電出力３５０ｋＷ
と９０ｋＷのガスエンジン各１基）と太陽
電池（容量１０ｋＷ）、それに出力５０ｋＷ
（８時間）のニッケル水素電池（川崎重
工製「ギガセル」）、出力１００ｋＷの電気
二重層キャパシタ（コンデンサ）で構成さ
れており、発電設備の排熱も利用してエ
ネルギー効率の向上を図っている。
　同研究所先端技術開発センター 
マイクロパワープロジェクト上席研究員
の沼田茂生さんに伺った。

　「総出力６００ｋＷの本格的規模の“都
市型マイクログリッド”で、この夏に実証
運転を開始しました。研究所内の各実
験棟を需要家に見立てて電力・熱を供
給しています。もちろん、マイクログリッド
で研究所が使用する電力のすべてを
賄えるわけではなく、不足分（約２００ｋＷ）
は電力会社の電力系統から受電してい
ますが、このマイクログリッドの大きな効
果は、電力系統からの受電量が安定し
て一定に抑えられることです」

　同研究所では、昼と夜の電力負荷は
大きく異なる。また、昼間でも大規模な実
験設備などを稼働させると電力負荷が
急速に増える。これに対して、例えば、従
来の自家発電では、その負荷変動に即
応できず、電力系統（電力会社）が負担

してきた。
　しかし、このマイクログリッドでは、「ギ
ガセル」を含む設備群の最適制御により
負荷変動に自前で対応している。つまり、
従来の自家発電などが一定量を自前で
発電し、負荷変動を含む部分を電力系
統に頼っていたのに対し、ここでは負荷
変動を含む部分を自前で対応している
のだ。これは、急激な負荷変動への負
担がなくなる電力会社にとっても歓迎す
べきことである。
　「運転を開始して以来、電圧、周波数
の安定した高品質の電力を供給できて
います。電力系統からの受電の変動量は、
３分間内のトータル受電量が差し引き一
定という極めて安定した運転が続いて
います」（沼田さん）
　なお、「ギガセル」がマイクログリッドに
組み込まれたのはこれが初めてである。

　八千代松陰中学、高校を運営する学
校法人 八千代松陰学園（千葉県八千
代市）では、２００２年に運用を開始した
第２体育館屋上の太陽光発電設備（太
陽電池容量７０ｋＷ、川崎重工が設計・
施工）に続き、この夏、第１体育館屋上
の太陽光発電設備（同１００ｋＷ）が運
用を開始した。合わせて１７０ｋＷの太
陽光発電は、国内の教育施設では最
大規模である。
　「太陽光発電の導入は、環境教育の
一環です。学園内の電光標示板で太
陽光発電による総発電量を見るたびに、
生徒たちの環境保護、地球の大切さへ
の思いが高まるものと考えています。電
気料金の節約もできますし、第１体育館
屋上の太陽光発電は蓄電装置を組み
合わせたシステムで余剰電力を蓄電し、

ピーク時に供給してピークカットを実現で
きたことも大きな効果です」（同学園事
務長の小関和夫さん）
　この蓄電装置（ニッケル水素電池「ギ
ガセル」）を含めた太陽光発電システム
を設計・施工したのがカワサキプラントシ
ステムズ（株）である。高速充放電が可
能なニッケル水素蓄電池を使ったピーク
カット機能付き太陽光発電システムとし
ては国内初である。

　同学園では例年、秋に行なわれる文
化祭で電力負荷のピークを記録していた。
電力会社とは、ピークの電力負荷に対応
して契約をするので基本料金が割高と
なる。ところが今秋の文化祭では、「ギガ
セル」（５０ｋＷ×１．５時間）に蓄電した電
力を供給することなどで、ピーク時の電力
系統からの受電電力を、「当学園の調べ
では例年より低く抑えることができました」
（小関さん）という。電力会社との契約
電力の低減が可能になったわけだ。
　今夏運用開始の１００ｋＷ太陽光発
電システムは自立運転機能により、災害
時などの停電時には太陽光発電電力
ならびに蓄電電力が職員室や警備員
室などに自動的に供給されるようになっ
ている。
　同学園の２基の太陽光発電設備は、
年間約１６万ｋＷｈの発電能力がある。
これを火力発電で行なうと仮定すると、
ＣＯ2排出量を約１０６ｔ（二酸化炭素換算）
削減できるなどの環境効果がある。
※本システムは、ＮＥＤＯの「太陽光発電新技術等フィールドテ
　スト事業」で、ＮＥＤＯと八千代松陰学園の共同研究事業と
　して建設されたものである。

　水素と酸素を化学反応させて発電する燃
料電池は、ＣＯ2（二酸化炭素）やＮＯｘ（窒素
酸化物）などを排出しないクリーンな電源である。
燃料電池は、マイクログリッドの研究設備にも
組み込まれる（Ｐ. ３の「あいち臨空新エネルギー
研究発電所」が一例）など各分野で期待され
ているが、燃料電池車の開発も注目の的である。
そして、燃料電池車に水素をどのように供給す
るかの研究開発も行なわれている。
　わが国初の液体水素ステーションである
「ＪＨＦＣ※有明水素ステーション」（東京都江
東区）は、経済産業省の水素・燃料電池実証
プロジェクトの一環として整備された。ここでは
圧縮水素、液体水素を燃料電池車に充填でき

る。こうした水素ステーションは、本プロジェクト
の事業実施者である（財）エンジニアリング振
興協会・水素プロジェクト室研究主幹の久保
山孝治さんによると、「全国に１０施設あり、今年
度中に２施設が完成の予定ですが、液体水素
を供給できるのは有明だけです。各水素ステー
ションでは、それぞれ原料や製造法の異なる水
素を用い、このプロジェクトに参加している約６０
台の燃料電池車で運用して評価を行なってい
ます」という。

※ＪＨＦＣ：Ｊａｐａｎ Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ＆ Ｆｕｅｌ Ｃｅｌｌ Ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｏｎ
Ｐｒｏｊｅｃｔ （水素・燃料電池実証プロジェクト）

　川崎重工は先に、－２５３℃という極低温の
液体水素を輸送する「液体水素輸送コンテナ」
をＮＥＤＯからの委託研究で開発した。これは、
国際標準化機構（ＩＳＯ）規格の２０フィートコン
テナ（長さ約６ｍ、幅約２．４ｍ、高さ約２．６ｍ）に
容積約１５ｍ3の二重構造タンク（内槽が極低
温に強いステンレス鋼製）を組み込んだ構造で
ある。この「液体水素輸送コンテナ」は、２００５
年度に有明－君津（千葉県）間で何度か輸送
を行なって実証試験の目的を達成した。
　「有明水素ステーション」ではこれまで、総計
約４，１００ｋｇの水素を各種車両に充填したと
いう。
　ところで、このステーションで水素（圧縮水素）

を充填した燃料電池車に同乗させてもらった。
内燃機関エンジン車に比べて騒音や振動が
少なく、加速もなめらかな快適走行だった。

「ギガセル」活用の
“都市型マイクログリッド”

燃料電池車への水素供給法の研究開発 川崎重工は「液体水素輸送 コンテナ」を開発

電力負荷変動に
設備群の最適制御で対応

今秋の電力ピーク時の受電電力は
例年より低減

「ギガセル」を備えた
初の太陽光発電システム

水素の利用
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　現在、航空自衛隊の基本操縦教育などに使用され
ている中等練習機は、川崎重工が主契約会社として
開発・製造した「Ｔ－４」で、２００２年度までに総計２１２
機を納入し、各地の航空自衛隊基地に配属されている。
　「Ｔ－４」（２人乗り）は、軽くて丈夫な複合材の採用
により機体が軽く、双発エンジンのため高い推力を有
し、飛行範囲が広い。重心が機体のほぼ真ん中でバラ
ンスがよく、回転しやすい。また、主翼の形状が、長さ
も幅も小回りが利きやすいサイズで、優れた操縦性を
備えている。

　「Ｔ－４」は、その性能の高さからアクロバット飛行（展
示飛行）で知られる「ブルーインパルス」の３代目の
機体に１９９６年に採用された。現在、９機が活躍してい
る。１９９７年には「ブルーインパルス」として初めて米
国空軍創設５０周年記念エアショー（ネバダ州ネリス
空軍基地）に参加。全世界のアクロバットチームと競
演して絶賛されるなど、国の内外で極めてレベルの
高い曲技飛行を披露している。１９９８年の長野オリンピッ
クの開会式での華麗な飛行をご記憶の方も多いので
はないだろうか。
　「ブルーインパルス」への採用に当たり、「Ｔ－４」に、
コックピット装備の追加、風防の強化、発煙装置の装備、
低高度警報システムの追加、ラダー切替方式の変更、
機体外部塗装の変更などの改造が施された。
　これらの改造と、航空自衛隊選りすぐりのパイロット
たちの高度な操縦技術により、「ブルーインパルス」
は各地の航空基地祭などで、大空に縦横無尽に航跡
を描いて、観る人を驚嘆させている。

●コックピットに発煙油量計や
　低高度警報灯などを追加
アクロバット飛行に必要な発煙装置を装備した
ため、スモーク・オイル・ポンプおよび発煙のスイッ
チ・作動灯、スモーク・オイル量計を追加した。
また、ラダー切替方式の変更に伴い、切替ボタ
ンおよびモード表示ランプを、さらに低高度警報
システムが追加されたため低高度警報灯、高度
確認スイッチを設けた。このほか、バックミラー
（２個）、後席の把手などを追加した。

●風防の強化
通常の練習飛行と異なり、アクロバット飛行で
は低空高速飛行も行なうので、鳥など異物と
の衝突の可能性がある。そのため、風防は、
４５０ノット（時速約８３０ｋｍ）で飛行中に体重
約２ｋｇの鳥が衝突しても貫通・破壊しないよう
に、アクリルとポリカーボネートの４層構造に強
化した。また、鳥の衝突時、場合によっては変
形した風防が、各種計器の飛行情報を映し出
すＨＵＤ（ヘッド・アップ・ディスプレイ）のガラス
を飛散させ、パイロットにダメージを与えかねない。
そこで、ＨＵＤガラスを樹脂製に変更した。

●レーザー・ジャイロ方式の
　姿勢方位基準装置（ＡＨＲＳ）

●複合材構造（ＣＦＲＰ（炭素繊維
　強化プラスチック）など）

●低高度警報システムを追加
アクロバット飛行時の低高度での安全性を確
保するためのシステム。脚とフラップが上がった
ままで高度が警報高度設定値を下回った場合は、
ＨＵＤに警報指示を表示するとともに低高度警
報灯を点滅。さらに、警報音を鳴らしてパイロット
に警告する。

●主翼の前縁を強化
前縁の内側に三角形の補強桁を設置した。こ
の部分には主翼の補助翼やフラップなどを制御
するコントロール・ケーブルが通っており、鳥の衝
突による損傷を防止するため、補強桁の中を通
すことでコントロール・ケーブルを保護している。

●機体外部のカラー・デザイン
一般公募を行ない、約２，１００点の応募作の
中から３回の審査を経て選定された。「ブルー
インパルス」の名にふさわしいブルーを基調
とした精悍、華麗な印象の配色である。

●０高度－０速度（地上駐機状態）
　でも緊急時には射出（脱出）が
　可能な高性能射出座席

●脱出時に破砕され、
　脱出の安全性を高める
　キャノピー破砕装置

●パイロットに酸素を
　供給する、機上酸素
　発生装置（ＯＢＯＧＳ）

●ラダー切替方式の変更
ラダーは自動車のハンドルのようなもので、この操作
で機体を左右に向かせられる。「Ｔ－４」標準機では、
高速時に誤って大きなラダー操作が行なわれないよ
うにラダーリミッタを装備して制限している。「ブルー
インパルス」使用機ではアクロバット飛行のために、
制限舵角を標準機の５度に対して１０度に広げ、ラダー
能力を向上させた。また、必要時には、十分なラダー
能力を確保できるように、操縦桿のボタン操作で舵
角を１５度まで拡大できるようになっている。

■「ブルーインパルス」使用機の主な性能
最大水平速度／約５６０ノット（マッハ約０．９）
　　　　　　　（時速約１，０００ｋｍ）
失 速 速 度／約９５ノット（時速約１７５ｋｍ）
実用上昇限／約４万７，０００フィート
　　　　　　　（約１万４，０００ｍ）
航 続 距 離／約１，２００ｋｍ
※主に外装品なし・燃料半減時

●発煙装置
胴体後方の燃料タンク（３つある燃
料タンクのうちのＮＯ．３タンク）をスモー
ク・オイル用タンクに転用した。発煙
ノズルは右エンジンの排気口にセッ
トされており、スモーク・オイル（専用
オイル）を高温のエンジン排気中に
噴射すると気化して白煙となる。ち
なみに、赤色や黄色などはそれぞれ
の色素をオイルに混ぜて噴射する。
なお、背面飛行時にも発煙が途切
れないように、通常姿勢用に加えて
背面姿勢用のオイル・ポンプも装備。
発煙のＯＮ／ＯＦＦは、操縦桿のトリ
ガー・スイッチ（引き金式スイッチ）で
操作する。

上面カラー・デザイン

下面カラー・デザイン

イラストぎじゅつ入門―64

川崎重工が開発・製造して
総計２１２機を納入した「Ｔ－４」

３代目の「ブルーインパルス」に
採用され、現在９機が活躍

Kawasaki News 144　2006/108 9



現 場 を 訪 ね て

（名古屋第一工場787工場）（名古屋第一工場787工場）
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（左）自動積層機で
一体成形された製
造前確認試験用の
「前部胴体」（直径
約６ｍ、長さ約７ｍ）。
これをオートクレーブ
（加熱加圧窯、１０～
１１ページ写真）で
焼き固める。
（右）間近に見る「前
部胴体」はさすがに
大きい。

名古屋第一工場７８７工場。巨大な装置群が開発・導入された。 ２００７年夏頃の初飛行が予定されている開発中の中型旅客機「７８７ドリームライナー」。

７月１０日、盛大に行なわれた竣工式。

空から見た「名古屋
第一工場」の全景。
右の白い建屋が「７８７
工場」。

川崎重工の担当部位（赤色部分）

前部胴体 主翼固定後縁
主脚格納部

　米国・ボーイング社が国際共同開発
を進めている新型旅客機「７８７ドリーム
ライナー」（以下「７８７」）の、川崎重工
担当部位の製造と組み立てを行なう７８７
工場。この工場では先ごろ、製造前確
認試験用の前部胴体を製作した。
　「工場の新設備で造った前部胴体の
第一号です。新設備を調整しつつ、一
つひとつの工程を検証しながら、時間を
かけて慎重に造りましたが、作業そのも
のはほぼ計画どおりに進みました」（川
崎重工航空宇宙カンパニー生産本部
生産技術部  谷口明参与）
　この前部胴体は、１か月半ほどかけて
さまざまな試験で検証された。その検証
を基に、ボーイング社が行なう各種試験
用機体、数機分の前部胴体などを造る
が、その製造作業も始まっている。

　これより先、川崎重工の航空機製品
の組立工場である名古屋第一工場（愛
知県弥富市）の敷地内に完成した「７８７
工場」の竣工式が、７月１０日に行なわれ
た。竣工式の招待者は神田真秋・愛知
県知事、川瀬輝夫・弥富市長、地元選
出衆議院議員の武藤容治氏、園田康
博氏、ボーイング社バイス・プレジデントの
ランディ・ハーレー氏などボーイング関係者、
鹿島建設・中村満義社長など施工関係
者など合わせて約１１０名にのぼった。
　式典の挨拶で、川崎重工の大橋忠晴
社長は、「この７８７プログラムは、当社の
航空宇宙カンパニーの中でも最重要プ
ログラムのひとつであり、当工場は今後
の川崎重工の中核工場として、地元愛
知県そして弥富市にも貢献できる工場
になるものと考えております。当社はこの
工場で、『７８７』の前部胴体をはじめと
する当社担当部位を最新鋭の設備に
て生産します」
　などと述べた。
　また、ボーイング社バイス・プレジデント
のランディ・ハーレー氏は、「私は、組立開
始、川崎重工業からの初号機出荷、ロー
ルアウト、初飛行、初号機引き渡しといった、
今後２年弱の短い期間にこの工場とエ
バレット（編集部注／米国ワシントン州エ
バレット市、ボーイング社の主力工場の

エバレット工場がある）で予定されてい
るいくつかのイベントを共に祝えることを
楽しみにしています」
　と新工場の完成を祝った。

　川崎重工が当初から国際共同開発
に参画している「７８７」は、２００～３００席
の中型旅客機だ。軽量化のために航空
機全体に高度な複合材料を使用し、スー
パーコンピューターによる計算流体学に
基づく斬新な流線型のデザインを実現。
同クラスの航空機と比べて燃料効率が
約２０％向上し、貨物搭載スペースが最
大４５％増加した。快適な湿度に保たれ
た機内、幅の広い座席・通路、大きな窓
など斬新な機内環境を創り出した“革
新的な航空機”である。
　製作手法も革新的だ。川崎重工の

担当部位（イラスト参照）のひとつ、前部
胴体の製造では世界で初めて、全複合
材製の一体成形構造が採用された。
従来法のように何枚かの胴体パネルを
組み立てて丸い胴体にするのではなく、
軽量の複合材料（炭素繊維に固まって
いない樹脂を沁み込ませたもの）を自動
積層しながら継ぎ目なしの胴体を一体
構造として製作する。しかも、その一体
構造にフレームなどを取り付け、配管や
ダクト、配線など艤装も行なう。そして、中
部国際空港からボーイング７４７の改造
機で輸送するという。大型航空機では
前例のない方法がいくつも採用されて
いる。

　こうした“革新的な製作手法”に対
応した「７８７工場」は、延べ床面積が約
２万ｍ2。導入された各種の最新鋭設備
は多岐にわたっている。
　一体成形構造の前部胴体は、①積
層工程→②オートクレーブ工程→③部
品位置決め穴のドリルおよびトリム工程
→④非破壊検査工程→⑤フレーム取
付および自動ファスナー取付工程→⑥
床その他の部品取付工程、といった流
れで製作されるが、それぞれの工程に
世界最大級や世界初と形容される設
備がずらりと並んでいる。
　たとえば①の工程のプリプレグ自動
積層機は、直径約６ｍの胴体成形型に
複合材料を巻き付けて「７８７」の前部
胴体を形成する。０．５インチ幅の材料を
３２本同時に積層可能で、１６インチ（約４１
ｃｍ）の同時積層は世界最大級のサイズ。
②では、積層成形された前部胴体を高
温高圧で焼き固めるが、これを行なうの
がオートクレーブ（加熱加圧窯）（川崎重
工グループが設計・製作）。内径が８ｍ、
長さが１７ｍで世界最大級。炉の蓋の

重量だけでも約１２０ｔという超大型炉で、
１００ｔ級の部材を数時間で最高２００℃ま
で加熱できるという。
　④に用いる超音波非破壊検査装置
は直径６ｍ、長さ１２．５ｍの試験体を検
査できる世界初の大型機用一体成形
複合材胴体の検査装置、などといった
具合だ。各設備間の搬送は、オートクレー
ブ用無人搬送車が行なう。

　「７８７」は現在、２００８年の運航開始
を目指して開発の最終段階にある。ちな
みに「７８７」は、２００４年春に開発を宣言
し、２００７年夏に初飛行を目指すという「異
例の短期間による開発」（谷口参与）が
国際協調によって進められている。なお、
「７８７」の受注は世界的な航空機需要
の拡大を背景に好調で、世界の航空会
社からの受注累計は約４００機に及んで
いる。
　この新工場から２００７年初めに、ボー
イング社に向けて前部胴体を初出荷す
る予定である。そして、２００７年夏頃には
「７８７」の初飛行が予定されている。

現 場 を 訪 ね て

名古屋第一工場に「７８７」専用の新工場が竣工
「前部胴体」の初出荷は２００７年初めの予定

新設備を調整し、
各工程を検証しながら製作

「最先端の技術・設備を導入」と
大橋忠晴社長

「前部胴体」の製作に
“革新的手法”を導入

世界最大級や
世界初の設備が並ぶ新工場

２００７年初めに
「前部胴体」を初出荷の予定
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青藍を発酵させた“すくも”を搗き固めた
藍玉をカマスに入れて全国に発送した。

うだつは明治期になると次第に鬼瓦も含めて装飾的になり、隣
家と華美を競い合ったようだ。２階の窓は虫籠窓。

うだつは、２階の壁面から突き出した漆喰塗りの袖壁で、火除け壁ともいった。
江戸時代、裕福な商人はうだつをあげた立派な家を競ったという。

明治時代初期の建築と推定される元醤油醸造業の建物。
藍染めの作業工程や藍染め作品を見ることができる。

脇町の南町通り（“うだつの町並
み”）。江戸期・明治期の商家が軒を
連ねている。軒下の大輪の菊が芳香
を放ち、町は秋の気配に満ちている。

通りの軒下にあった鉢植えの藍。この小 さな植物が、
かつての脇町の繁栄を支えたのである。

　青より濃く紺より淡い－藍染めの色調は心
なごむ独特の色合いだ。
　その藍の産地といえば阿波。藍づくりは江戸時
代、蜂須賀藩主の奨励もあって急速に広まった。
そして、吉野川の中流域北岸に位置する脇町（現
美馬市脇町）は、その水運と、撫養街道と讃岐街
道が交差する陸上交通の双方の便に恵まれ、藍
の集散地として栄えた。
　藍はタデ科の植物で、その葉に水をかけて発酵
させた葉藍には数％の青藍が含まれており、この
青藍が天然の染料となる。葉に水をかけて発酵さ
せたものを“すくも”というが、これを原料にした藍
染め用溶液で染めるのが藍染めの一般的な方法
である。
　明治期までの阿波藍の集散地として繁栄した
姿を今に残すのが、南町通り（通称“うだつの町
並み”）である。

●
　本瓦葺きの豪壮な商家が連なった“うだつの
町並み”の通りを歩く。
　商家の二階の壁面から１ｍくらい突き出した漆
喰塗りの袖壁が「うだつ（卯建）」だ。防火が目的
で、火除け壁とも呼ばれる。店が繁盛しない（ある
いは一向に出世できない）ことを“うだつがあがら
ない”という諺があるが、うだつを造る費用が相当
にかかったことからその語源になったとか。
　うだつは明治時代になると次第に華美になり、
装飾的な意味合いが濃くなった。そのうだつには
魔除け・火除け・雷除けの鬼瓦が載っている。鬼
瓦といえば、本屋根の鬼瓦は、鳥が止まりやすい
形の鳥衾（船の帆形、水の波形など）型、あるいは、
あ・うん型、舌だし型などさまざまなデザインがある。
　二階の窓は、明かり採りと風通し、それに盗難
除けの虫籠窓。木の窓の表面に、練り土に漆喰
を塗り込めて堅牢に固めてある。虫籠窓の内側に
は漆喰を塗り込んだ戸があり、これも防火の役目を
果たしている。こうした厳重な防火対策は当時、人々
がいかに火災を恐れたかを示している。脇町も江
戸時代、たびたび大火に見舞われた歴史があると
いう。

む や

は  あい せいらん

とりぶすま

むしこまど

つ

み ま

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○

美馬市
（徳島県）

11

脇町

徳島県

高知県

香川県

美馬市

吉野川 徳島市

愛
媛
県
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脇町随一の豪商「佐直」
（吉田家）の正面。
裏から見た吉田家。藍蔵な
どが立ち並んでいる。
かつては石段から直接、吉
野川の舟着き場に下りられ
たという。
「佐直」が仮本陣となった
際の御成玄関。「佐直」の
格式の高さを表している。
「佐直」の帳場（左側）跡。
“しとみ戸”（内に押し上げ
られている、格子を組んだ
板戸）が開けられている。
「佐直」の座敷。透かし欄
間が美しく風格がある。

町の図書館も“うだつの町並み”を意
識した設計となっている。

“うだつの町並み”望遠。秋の陽がやわらかい。

“四国三郎”と呼ばれる吉
野川。脇町はその中流域
に位置し、阿波藍の集散
地として吉野川の水運を利
用して発展したのである。

●
　脇町で重要伝統的建造物に選定されているの
は８８戸。このうち５０戸が通りに面しており、そのう
ち２２戸が間口４間半（約８ｍ）以上という豪邸であ
る。敷地の奥行きは間口に比べて一層深く、８０ｍ
以上の商家もあるという。
　折しも、商家の軒下には菊の鉢が配置され、黄
色や白、薄紫など大輪の菊が馥郁たる芳香を放っ
ている。聞くと、町の菊愛好家による菊祭りの最
中とか。
　藍色の空には菊の花がよく似合う。

●
　通りのほぼ中央にある吉田家住宅（町指定文
化財、有料開放）を、脇町うだつの町並みボラン
ティアガイド連絡会の正木文子さんに案内してい
ただいた。
　吉田家は、藍染めの原料を販売していた藍商で、
寛政４年（１７９２年）の創業。往時の当主を佐川
屋直兵衛といい、屋号は佐直と称した。敷地は間
口十一間（約２０ｍ）、奥行き五十間（約９０ｍ）。
母屋には玄関がふたつあり、ひとつは仮本陣となっ
た際の御成玄関で、身分の高い人しか使えなかっ
た。いかに格式の高い商家だったかが分かる。
　母屋には店の間や帳場がそっくり残っている。
全体にがっしりとした造りで、二階の梁の太さには
圧倒される。「部屋数２５で当時の家族が約２０人、
使用人が約５０人だったそうです」（正木さん）
　母屋のほかに質蔵、中蔵、藍蔵、味噌蔵（跡）、
離れ屋が中庭を囲むように配置されており、藍商
の典型的な配置形式が残っている。敷地の奥の
端は石段から直接、吉野川に下りられた。かつて
の吉野川は歪曲して“うだつの町並み”の近くを
流れていたのだという。石段を下りてすぐの所が

舟着き場で、藍を積んで全国の紺屋（藍染め業者）
に出荷したのである。

●
　“四国三郎”の異名を持つ日本三大河川のひ
とつ、吉野川の整備された堤防にのぼると、重厚
な瓦屋根が連なった町並みが見える。目を転ずれば、
吉野川が悠 と々流れている。
　“うだつの町並み”をもう少し高い所から見下
ろそうと、土蔵造りを模したショッピングセンター・パ
ルシーの屋上駐車場からパチリ。ついでに吉野川
もパチリ。
　町も河も小春日和の下、ゆっくりと時を刻んで
いる。

”四
国
三
郎
“が
育
く
ん
だ
美
馬
市

さ なお

ふくいく
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川崎重工が開発した車載用ニッケル水素電池
「ギガセル」。大容量・高速の充放電が可能だ。

１０万人目の入館者に川崎重工から記念
品が贈呈された。

兵庫工場構内を実験走行中のテスト車両。電池駆動で順調に加速し、安定して走った。

歴代のカワサキの名車がずらりと並んだ「モ－ターサイクルギャラリー」の賑わいぶり。

テスト車両のため「ギガセル」は座席にセットした。 「０系（初代）新幹線」の実物（左）、「船のシアター」（中）、「パフォーマンスロボット」（右）も人気。

開発中の「ＳＷＩＭＯ」の完成予想イラスト。

　新しい都市交通機関として、次世代
型路面電車への注目が高まり、各地で
導入に向けた検討が行なわれている。
　川崎重工が開発中の次世代型路面
電車「ＳＷＩＭＯ※」は、当社が開発した
車載用ニッケル水素電池「ギガセル」の
搭載により、架線がなくても走行できる
画期的な超低床電池駆動路面電車
（ＬＲＶ：Ｌｉｇｈｔ  Ｒａｉｌ  Ｖｅｈｉｃｌｅ）である。
この「電池駆動実験車」の走行実験が
８月、当社兵庫工場構内で行なわれ、成
功した。今回の走行実験は、筑豊電鉄
（株）より譲り受けた２１０３形車両に「ギ
ガセル」（容量：約１００ｋＷｈ）を搭載し、
工場構内の線路を走ったもの。
　「『電池駆動実験車』は、順調に加
速して時速３４～３５ｋｍで安定して走り、
『ギガセル』の基本性能を確認でき、また、
５分間の充電で１０ｋｍ以上走行できる
ことを実証しました」（川崎重工車両カン
パニー技術開発担当の奥保政理事）
※ＳＷＩＭＯ：Ｓｍｏｏｔｈな乗降、Ｓｍｏｏｔｈな非電化区間への直通

運転を達成する（Ｗｌｎ）移動手段（ＭＯｖｅｒ）という
コンセプトからつけられた愛称。

　当社が開発した「ギガセル」は、大容量・
高速の充放電に最適な電池で、鉛やナ
トリウム、リチウムのような有害物、危険物
を使用しない環境にやさしい電池である。
もともと電車はエネルギー効率が高く、地
球温暖化の一因とされるＣＯ2（二酸化
炭素）排出量が少ない地球環境にやさ
しい乗り物だが、「ギガセル」を搭載し、
回生電力を利用することで「ＳＷＩＭＯ」
はエネルギー効率をさらに高めた。回生
電力というのは、ブレーキ時に電車のモー
タを発電機として使用するシステムで発
生した電力をいう。「ＳＷＩＭＯ」は全速
度域回生蓄電システムにより、ブレーキ
時に発生するすべての電力を車上の「ギ
ガセル」に蓄え、電車走行などの電源と
して有効活用できる。
　「ＳＷＩＭＯ」は電池駆動なので、路
面電車の新設では架線が不要だ。また、
既設路線を延長する場合、延長部の架
線は必要ない。さらに、既設路面電車が
相互乗り入れをする場合も、双方の路
線をつなぐ部分は架線なしで走れる、な
どのメリットがある。

　「ＳＷＩＭＯ」は、床と乗降場の段差を
極力小さくした超低床バリアフリー電車
で、客室の床は従来型では考えられなかっ
た全面平坦である。これは世界で初めて、
新開発の非常にコンパクトな台車を車
両の両端部とほぼ中央に配置し、電機
品などを屋根上に配置するという斬新
な発想によって実現した。そのため、「ギ
ガセル」の座席下への収納が可能になっ
た。全面平坦なので多彩なシートアレン
ジが可能。ドアも大きく、乗降がスムーズ
になる。

●
　走行実験の成功を受けて、「ＳＷＩＭＯ」
の実験車両の詳細設計が進んでおり、
「２００７年中の完成を目指して鋭意作業
中です」（奥理事）

　５月１７日にオープンした川崎重工グルー
プの企業ミュージアム「カワサキワールド」
（神戸・メリケンパークの神戸海洋博物
館内）の入館者が、１０月４日、１０万人を
突破した。これは、「カワサキワールド」の
オープンを機に再オープンとなった神戸
海洋博物館の１０万人突破でもある。
　この日、１０万人目とその前後の入館
者には、神戸海洋博物館を管理・運営
している（社）神戸港振興協会および川
崎重工から船の模型や置物などの記
念品が贈られた。
　「カワサキワールド」は、神戸海洋
博物館の１階の大展示室（床面積約
２，０００ｍ2）にある。“技術のカワサキ”を
みて・ふれて・体感でき、大人から子供ま
で世代を超えて楽しめる企業ミュージア
ムである。

　「カワサキワールド」には、川崎重工グ
ループの１世紀を超える歴史や陸・海・
空に広がる製品紹介など“カワサキの
すべて”が展示されている。
　「９月の３連休には、３，０００人近い来
場者があった日もあり、本物の運転席に
座れる新幹線は長い行列ができるほど

でした。子供には、カワサキモーターサイ
クルにまたがれるモーターサイクルギャラ
リーも人気です。また、大人には、船の建
造工程や進水の仕組みを学べる船の
シアターが好評で、立ち見が出るほどで
した」（カワサキワールド・三浪晴生ゼネ
ラルマネージャー）
　このほか、パイロット気分を味わえるフ
ライトシミュレーター、油圧機器を活用し
たゲーム、パソコンによるカワサキワール
ドクイズ（陸編・海編・空編・地球環境編）、
あるいは最新の産業用ロボットの腕を利
用したパフォーマンスロボットのルービック

キューブへの挑戦など、「重工」らしから
ぬ楽しくてためになる展示物が評判を
呼んでいる。
　「入館者からは想像以上に楽しく、川
崎重工の『ものづくり』の幅の広さに驚い
たといった声が寄せられています。これか
らも、多くの方にご来館いただきたいと思
います。館内では川崎重工のＯＢがボラ
ンティアで展示物の説明などを行なって
いますので、どんなことでもお気軽にお尋
ねください」（三浪ゼネラルマネージャー）
「カワサキワールド」ホームページ
http://www.khi.co.jp/kawasakiworld/

超低床電池駆動路面電車（LRV）「SWIMO」の開発に向け、
兵庫工場構内で電池駆動路面電車の走行試験を実施

新 製 品 ・ 新 技 術

兵庫工場構内の線路を

順調に加速して走行

「ギガセル」搭載で

エネルギー効率が一層向上

さまざまな工夫で

“人にやさしい”車両

川崎重工グループの企業ミュージアム
「カワサキワールド」が１０月４日に達成

速報

１０万人目の入館者に

記念品を贈呈

９月の三連休には

１日に約３，０００人の日も

ス イ モス イ モ
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ＬＮＧ運搬船と大型タンカーを引き渡し

世界最高性能の８，０００ｋＷ級ガスエンジンを開発米国ニューヨーク州のメトロノース鉄道から通勤電車３００両を受注

ロールス・ロイス社のエンジン「ＴＲＥＮＴ１０００」の中圧圧縮機モジュールを初出荷

中国で建設機械用油圧ポンプの生産を開始

韓国から岩盤対応型トンネル掘削機（ＴＢＭ）１基を受注

アスベスト溶融無害化処理システムの販売事業を開始 　（株）川崎造船は、坂出工場において、１４万
５，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船「ＬＮＧ ＤＲＥＡＭ」と、
大型タンカー「ＡＳＩＡＮ ＰＲＯＧＲＥＳＳ Ⅳ」をそ
れぞれの建造主に引き渡した。

● １４万５，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船

　「ＬＮＧ  ＤＲＥＡＭ （エルエヌジー ドリーム）」

　本船は、ＬＬＯＹＤＳ  ＴＳＢ  ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ  
ＬＥＡＳＩＮＧ （ＮＯ．７）  ＬＩＭＩＴＥＤ（ロイズ  ティー
エスビー エクイップメント リーシング ナンバーセ
ブン リミテッド）から受注したもの。４個のモス型
球形独立型ＬＮＧタンクを持ち、１４万５，０００ｍ3

のＬＮＧ（液化天然ガス）を輸送する。ＬＮＧタ
ンクには、同社が独自に開発した川崎パネル方
式の防熱システムを採用し、高い防熱効果によ
り１日当たりのガスの蒸発率を約０．１５％に抑え
ている。貨物タンク区画は二重船殻、二重底
構造で、ＬＮＧタンクはその内側に配置されて
おり、万一の船体損傷時にも直接タンクに損傷
が及ばないよう安全が確保されている。
■主要目

全　　長：２８９．５ｍ 
幅   （型）：４９ｍ
総トン数：１１万８，８７６ｔ
主 機 関：川崎  ＵＡ－４００型

蒸気タービン機関×１基 
（連続最大出力：２万６，９００ｋＷ×８０
回転／分）

航海速力：約１９．５ノット

●大型タンカー（ＶＬＣＣ）

　「ＡＳＩＡＮ  ＰＲＯＧＲＥＳＳ Ⅳ

　（エイシャン プログレス フォー）」

　本船は、ＰＲＩＭＯ ＳＨＩＰＰＩＮＧ Ｓ．Ａ．（プリモ  
シッピング エスエー）から受注した３１万５，０００
重量ｔ型ＶＬＣＣ。川崎造船が新たに開発した

最新鋭タンカーで、マラッカ海峡を通行でき、日
本の主要なバースに入港できる船としては最
大級の積載能力を有している。万一の際の海
洋汚染防止対策として、燃料油タンクを貨物タ
ンクと同じく二重船殻構造としている。
■主要目

全　　長：３３３ｍ 
幅   （型）：６０ｍ

総トン 数：１６万２９２ｔ
荷油槽容積：３５万１，５８０ｍ3 
主 機 関：川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ

７Ｓ８０ＭＣ－Ｃ型
ディーゼル機関×１基 
（連続最大出力：２７，１６０ｋＷ×７６
回転／分）

航 海 速 力：約１５．５５ノット

　川崎重工は、世界最高性能をもつ発電出
力８，０００ｋＷ級ガスエンジンを開発した。新開
発のガスエンジンは、発電効率が世界最高と
なる４８％を達成するとともに、ＮＯｘ（窒素酸化物）
排出値も世界最高レベルの環境性能を実現
した。（Ｏ2＝０％換算で１２０ｐｐｍ）。
　このガスエンジンは、ミラーサイクルの採用に

加えて、他社機関よりもストローク・ボア比を大き
くとっているのが構造上の特徴で、耐ノッキング
性と燃焼効率を改善させ、サイクル効率の向
上を図っている。
　また、副室式電気着火方式を採用したガス
専焼機関で、着火用の液体燃料を準備する
必要がなく、経済性、ハンドリング性が高い。副

室は流動解析技術などを活用して最適化を図
り、安定燃焼を実現した。
　当社開発のガスエンジンは、シリンダ径３０ｃｍ、
シリンダ数１２、１４、１６、１８の４機種をラインアップ。
出力域は５，０００～７，８００ｋＷまでをカバーして
おり、広範囲な市場ニーズに対応できる。

　川崎重工は、当社の米国現地法人Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｒａｉｌ  Ｃａｒ，  Ｉｎｃ．（ＫＲＣ：ニューヨーク州ヨンカー
ス市）を通じて、ニューヨーク州交通局傘下の
メトロノース鉄道（ＭＮＲ：Ｍｅｔｒｏ－Ｎｏｒｔｈ Ｒａｉｌ-
ｒｏａｄ）より初めて、交直流通勤電車３００両を
受注した。本受注では、ベース契約２１０両とあ
わせてオプション９０両が履行された。今回の契
約にはさらに最大８０両のオプションが付随して

いる。
　受注した通勤電車は、老朽化した既存電車
の更新計画、並びに旅客サービス向上計画に
伴って導入されるもの。ニューヨーク市マンハッ
タン区のグランドセントラル駅と北東方面の郊
外ニューヘイブン（コネチカット州）を結ぶ通勤
路線（路線長約１１６ｋｍ）で営業運転される。
本車両はステンレス鋼製で、交直流電源で運

転され、通勤電車としては長さ（２６ｍ）、幅（３．２
ｍ）ともに最大級となる大きさが特徴。
　車両の構体製作および取り付け、最終組立
はＫａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｃｏｒｐ．， 
Ｕ．Ｓ．Ａ．のリンカーン工場（ネブラスカ州）、主要
機器の調達および納入整備などはＫＲＣヨンカー
ス工場（ニューヨーク州）で行なう。

　（株）カワサキプレシジョンマシナリ（ＫＰＭ）は
中国に子会社、川崎精密機械（蘇州）有限公
司（江蘇省蘇州市）を設立し、油圧機器の現
地生産を行なう新工場の建設を進めてきたが、
このほど、新工場が完成し、油圧ショベルに組
み込まれる高精度油圧ポンプの生産を開始した。
操業当初は月産１００台だが、２００８年までには
現地従業員を増員して月産７００台の供給体制
を整える計画である。
　ＫＰＭは、中国向け油圧ポンプの供給を本社
工場（神戸市西区）より行なってきたが、今後は
本社工場から基幹部品を新工場に供給し、現
地でノックダウン生産する体制が整った。これに
より、需要の増大とともに高まる顧客からの短納
期の要請にも応えていくことが可能となった。
　中国では、急速な経済発展に伴う大規模な
国土・都市開発を背景に、油圧機器・システム

の主要供給先である油圧ショベル市場が世界
最大規模に拡大している。また今後も、２００８年
の北京五輪や２０１０年の上海万博に加え、水利、

ガス、電力、交通などの旺盛な国家インフラ整
備が見込まれており、中長期的にはさらなる伸
長が見込まれている。

　川崎重工は、韓国ソウル市の電力ケーブル
溝建設工事に投入されるトンネル掘削機１基を、
韓国の東亜地質（株）から受注した。
　受注したトンネル掘削機は、現在、韓国電力
が進めているソウル市チャムシル地区のギョヨ
カラク電力ケーブル溝建設工事（２００９年１２月

完成予定）に投入され、全長約２．４ｋｍを掘削
する。このトンネル掘削機は、水圧下の軟弱土
層の掘削に用いられるシールド掘進機の技術と、
岩盤や礫層などの掘削に用いられるＴＢＭ
（Ｔｕｎｎｅｌ  Ｂｏｒｉｎｇ  Ｍａｃｈｉｎｅ）の技術を融合
した硬岩掘削用ＴＢＭで、複雑な土質を１台で

掘削することができる。掘削径は４．５５ｍ。
　今回の受注は、２００３年のソウル市地下鉄
９号線工事向け、２００５年の仁川高速鉄道建
設工事向けに続く、東亜地質からの連続受注
である。

　カワサキプラントシステムズ（株）は、アスベス
ト溶融無害化処理システムの販売事業を開始
した。本システムは、プラズマ溶融炉（ＰＥＭ炉）
を中心に構成し、処理の難しい有害廃棄物の
効率的な無害・再資源化が可能なＰＥＭ炉の
特長を生かして、アスベストを溶融し無害化処
理するものである。 
　同社では、今回の販売事業の開始に先立ち、

川崎重工内の工場でＰＥＭ炉による実証試験
を行なった。試験は、飛散性の白石綿および青
石綿、非飛散性のアスベスト（建材スレート）を
高温で熱分解して溶融無害化を図ったもので、
その結果、すべて無害化されたことを確認する
とともに、廃棄物処理時に生成するガラス状の
副生成物も有用資源として再利用可能なこと
も確認した。また、試験中の作業場内、周辺環

境の大気モニタリングも行ない、安全性を確認
した。ＰＥＭ炉のラインアップは、１日の処理能力
２～３ｔから２０～３０ｔの設備があり、現在、環境
省が進めている全国の飛散性アスベストの早
期処理方針に大きく貢献できるものと確信して
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

　川崎重工は、ロールス・ロイス社（英国）の最
新鋭旅客機用エンジン「ＴＲＥＮＴ１０００」の中
圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの組立を完了し、
同社ダービー工場に初出荷した。
　当社は、「ＴＲＥＮＴ１０００」の開発・生産プロ
グラムに参画し、現在、同社と共同で開発を進
めている。同プログラムで当社はＩＰＣモジュー
ルの設計・製造・組立を担当し、２００５年１０月よ
りＩＰＣドラムなど部品単位で納入しているが、
今回、ＩＰＣモジュールの部品製造から組立ま
での工程を完了し、モジュールとして初出荷し
たものである。
　ＩＰＣモジュールはエンジンの非常に重要な

部位。今回、出荷したものはフライング・テストベッ
ド用エンジン（飛行状態でエンジンの運転試験
を行なうため、同社が所有する機体、ボーイング
７４７に搭載する）に組み込まれ、２００６年末より
同試験が行なわれる予定である。当社は今後、
飛行試験用エンジンに組み込まれるＩＰＣモジュー
ルの製造に入り、引き続き量産エンジン用ＩＰＣ
モジュールの製造を行なう計画である。
　「ＴＲＥＮＴ１０００」は、ボーイング社（米国）
が開発中の新型旅客機「７８７ドリームライナー」
（本誌「現場を訪ねて」参照）への搭載が決
定している。

「ＬＮＧ  ＤＲＥＡＭ」

「ＡＳＩＡＮ  ＰＲＯＧＲＥＳＳ  Ⅳ」
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