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●表紙説明●

　雨に打たれながら、じっと見つめ合っているようにも見
える２機種の航空機。右が次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）、
左が次期輸送機（Ｃ－Ｘ）で、７月４日、川崎重工・岐阜
工場で行なわれたそのロールアウト式でのひとコマです。
　川崎重工は、防衛省の「Ｐ－Ｘ」「Ｃ－Ｘ」の国産開
発のプライム（主担当）企業に指名され、２００１年以来、
日本の航空機産業の総力を挙げて２機種同時開発に
取り組んできました。そして、機体・搭載システムの一部
共用化という画期的な成果をあげ、この日、試作１号機
を多数の関係者の前でロールアウトしました。
（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－◯

対人地雷を掘り出して爆破し、
鉄片のほぼすべてを回収する
対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」のしくみ
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マ イ ン ブ ル

　東京（羽田空港）から神戸空港へは、ひと眠
りする間もなく着く。改めて、近くなった神戸
を実感させられる。しかも、神戸空港は神戸市
街地から非常に近い。神戸新交通ポートアイラ
ンド線「ポートライナー」に乗れば、神戸の中心
地、三宮まで最短１６分台である。
　こうした利便性を持つ神戸空港の開港（２００６
年２月）は、周辺の開発事業に着実に効果を及
ぼしつつある。とりわけ、神戸空港のすぐ北側
にある人工島（海上都市）ポートアイランド第２
期で進められている神戸医療産業都市の開発
に、はずみをつけているようだ。神戸医療産業

都市構想は神戸市が、医療・バイオ関連の企業
や研究所の集積を目指して開発を進めている
ユニークな都市構想である。
　一方、神戸港は、国が国際拠点港を育成する
スーパー中枢港湾のひとつに、大阪港とともに
構成する“阪神港”として指定され、ポートアイ
ランド第２期の特定国際コンテナ埠頭で整備事
業が進められている。
　神戸空港から「ポートライナー」に乗ってポート
アイランド第２期へ－広大な海上都市で進む
さまざまな開発・整備の一端をカメラで追った。
※写真協力／神戸市広報課、神戸市みなと総局、神戸市企画調整局、先端
　　　　　　医療センター

開港１年余りの神戸空港が 神戸医療産業都市の開発にはずみをつけ、
スーパー中枢港（阪神港）の整備も進む
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整備が進む神戸医療
産業都市。ポートライ
ナー・先端医療センター
前駅を中心に公的研究
機関や医療バイオ関連
の企業進出が相次いで
いる。進出した企業は
約１００社、雇用者数は
約２，１００人（うち研究員
は４００人以上）にのぼっ
ている。

神戸空港ターミナルビルの
屋上階展望デッキから見た
神戸市街の夜景。
賑わう神戸空港ターミナル
ビル２階の出発ロビー。
ポートライナー・神戸空港駅
も多くの利用者で賑わって
いる。
出発ロビーはポートライナー・
神戸空港駅と同じフロアで
非常に動線がよい。
間近に飛行機を見られるの
も見物客に好評の一因。
空港島西北部の人工ラグー
ン（人工海水池）周辺の砂
浜・磯浜で楽しむ人々。

　川崎重工が３編成１８両を納入したポートライナー
の新型車両。　利用者の多さを物語る空港の駐
車場と川崎重工が製作・施工の一部を担当したス
カイブリッジ。　スカイブリッジをポートライナーが渡っ
ていく。

上：川崎重工が建設工事を担当した貨物ター
ミナル。右：空から見た広大な人工島（海上
都市）・ポートアイランド。ほぼ中央から手前が
「第２期」である。

　神戸空港（マリンエア）で、ターミナル
ビルを運営する神戸空港ターミナル（株）
の代表取締役常務、大下勝さんに利用
状況などを伺った。
　開港（２００６年２月１６日）から２００７年
３月末までの神戸空港の旅客数は約３０９
万人。開港後１年間で締めると約２７４
万人だが、地方自治体が建設した空港
としては旅客数第１位である。

　就航路線は東京（羽田）、札幌（新千
歳）、沖縄（那覇）など７路線。開港から
２００７年３月末までの旅客数では、東京（羽
田）が約１５０万人で断然多く、沖縄（那覇）
約６５万人、札幌（新千歳）約５８万人と
続く。廃止された路線もあるが、今年７月
１日から石垣便が加わり、仙台、鹿児島
とあわせて６路線が就航している。
　なお、神戸空港では２００６年９月から

国際ビジネスジェット（自家用機およびオ
ウンユースチャーター機）の就航を受け
入れており、目標は年間３０機。国際ビジ
ネスジェットの就航は、外資系企業や国
際コンベンション誘致の推進、神戸医療
産業都市構想と連携した空港活用など
に大きな影響を及ぼすものと考えられて
いる。

　神戸空港は海上空港で、北側を向く
と神戸市街を一望でき、とりわけ夕景、夜
景がすばらしいため、空港ターミナルが
神戸の新しい観光スポットになっている
という。開港から２００７年３月末までの見
学者数は約２２６万人にのぼっている。
　「年間を通じてジャズ演奏会やファッショ
ンショーなどのイベントを展開し、楽しく親
しめる施設を目指しています」と大下さん。
　また、おしゃれな街・神戸にふさわしい

空港として「デザイン性を重視した」
（大下さん）という空港ターミナルは、動
線のスマートさが特筆ものだ。ポートライ
ナー・神戸空港駅の改札口を出て左に
曲がり、長さ約１０ｍの橋を渡ってターミ
ナルビル２階の出発ロビーに入ると、両
斜め前方に航空会社のチェックインカウ
ンターが並んでおり、視認性が高い。チェッ
クインを済ませると、その先が出発口（保
安検査場）で、さらにその先は搭乗口。

つまり、２階フロアを真っ直ぐに進めば飛
行機に乗れるのだ。
　神戸空港は、関西国際空港へのアク
セスも良い。高速船のベイ・シャトルが、
両空港を所要時間２９分で結んでいる。
２００６年７月１３日に運航を開始し、２００７
年３月末までに約１４万人が利用したと
いう。神戸空港は世界と直結しているの
である。

　神戸空港駅で「ポートライナー」に乗る。
　川崎重工が納入した「ポートライナー」
の新型車両はステンレス鋼製（従来は
アルミニウム合金製）。座席はボックス
シートで、車椅子スペースも設けた。窓に
はカーテンを付けて日差しを防いでいる。
さらに、駅ホームと車両の床の段差を縮

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より一層
向上している。
　「ポートライナー」は神戸スカイブリッジ
を渡り、ポートアイランド第２期に入っていく。
神戸空港駅から４分でポートアイランド
南駅である。

　ポートアイランド第２期は、ポートアイラン
ド第１期と一体となって新しい都市ニーズ
に対応するため、ポートアイランド第１期の
南側に地続きで造成された人工島（海
上都市）で、埋立面積は３９０ｈａと広大だ。

　ポートアイランド南駅から２分、つまり神
戸空港駅から６分で、今注目の神戸医
療産業都市の中核施設が集積する、
先端医療センター前駅に着いた。
　神戸医療産業都市構想は、１９９５年
に神戸市などを襲った阪神淡路大震災
からの産業復興を目的に始まった。
　「それまでは別の構想が進んでいた
のですが、震災で中止になりました。そこ
で、２１世紀に飛躍的な進歩が予見され
ていたライフサイエンス（生命科学）を柱
とする、日本で初めての医療産業の集
積を進めることになったのです。１９９８年
に神戸医療産業都市構想懇談会（座長：
井村裕夫神戸市立中央病院長（当時））
が設置されてスタートしました」と、神戸
市企画調整局医療産業都市構想推進
室長の三木孝さん。

　神戸医療産業都市構想とは、最先端
の基礎研究を実用化し、さらに新しい産
業創出に結びつけようという構想である。
具体的には、新薬の開発や細胞・遺伝
子治療、介護機器を含む医療器具などだ。
　その端緒となった懇談会の設置から
１０年にも満たない現在、この“産業都市”

には約１００社の医療・バイオ関連企業
が進出。雇用者数は約２，１００人（２００７
年３月末現在）で、このうち博士号を持
つ研究者・医師など研究員は４００名以
上。「中核施設の整備は順調に進み、ま
ず、足場はできたと思います。次の目標
は２００社です」（三木さん）

　神戸空港と神戸中心部を結ぶ神戸
新交通ポートアイランド線「ポートライナー」
（１９８１年にわが国初の新交通システム
として開業。川崎重工がシステム全体
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）は、神戸空港の
建設に対応して神戸空港駅まで延伸さ
れた。この延伸に際し、川崎重工は新

型車両（３編成１８両）を納入した。
　川崎重工はまた、ポートアイランド第２
期と空港島を結ぶ神戸スカイブリッジ
（全長１，１８８ｍ）の一部約２９０ｍを製作・
施工。「ポートライナー」の延伸に伴う線
路の上部工などさまざまな付帯工事も
行なった。さらに、航空会社が貨物の仕
分けや受け渡しなどに用いる「貨物ター
ミナル」の建設工事を担当した。

東京（羽田）便は開港１年余りで約１５０万人が利用

神戸の新しい観光スポットになった神戸空港

快適な乗り心地の「ポートライナー」の新型車両

最先端の基礎研究の実用化から新しい産業創出へ

神戸空港と川崎重工
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　神戸医療産業都市構想推進の中核機関のひとつであ
る先端医療センター。　同センターの血管再生研究グルー
プの研究室。　同センターの細胞培養センター。　全国
の大学、研究機関の先端医療に関する情報が集まってい
る神戸臨床研究情報センター（ＴＲＩ）。　ＴＲＩの研究企画・
管理グループの生物統計・データマネジメントグループ。

世界最大級の発生・再生科学の研究センターといわれる、独立
行政法人理化学研究所神戸研究所発生・再生科学総合研究
センター（ＣＤＢ）。

同センターの高次構造形成研究グルー
プ研究室で指導する竹市雅俊研究所長・
センター長。

同研究室。

立地予定地（カーブする線路の向こう側）。

　神戸医療産業都市構想を推進する
中核機関のひとつが、先端医療センター
だ。（財）先端医療振興財団の常務理
事・企画室長で、神戸臨床研究情報セ
ンター長代行を兼ねる村上雅義さんは
こう話す。
　「現在の先端医療は、病気の発生を
分子、遺伝子のレベルで究明して新薬
の開発を目指したり、細胞そのものを培
養して治療に用いる、あるいは、抗体を
人工的に細工して治療しようという研究
が進んでいます。これらの基礎研究の成
果を実用化するためには、例えば試験
薬を対象とする病気の患者さんや健康
な人に投与して安全性・有効性を確認
する臨床試験（治験）が欠かせません。
先端医療センターでは、薬事法にもとづ
く治験を実施したり、また、厚生労働省
の厳格なルールにもとづいて骨や血管
など失われた組織や機能を回復させる
再生医療などの臨床応用などを行なっ
ています」
　そのほか、初期のがん発見などに効
果的なＰＥＴカメラ、患部を特定するＣＴ
（コンピュータ診断法）とがんなどの細胞
を焼くリニアック（放射線照射装置）を組
み合わせたＣＴ－リニアックを用いた診断・
治療、さらには超高磁場ＭＲＩ、高精度
四次元放射線治療装置の開発研究に
取り組んでいる。
　これらの研究・診療を行なうため先端
医療センターには６０床の入院ベッドや
手術室があり、外来診療を行なう病院
機能も有している。また今後、医師（研
究者）の主導で治験が実施できるよう体
制を整備している。
　「ひと言で言うと、基礎から臨床への
橋渡し研究を行なう－それが先端医
療センターの役割です」（村上さん）

　なお、村上さんがセンター長代行を務
める神戸臨床研究情報センター（ＴＲＩ）
は、新しい診断技術や治療法・予防法
の安全性・有効性を科学的に検証して
いくため、臨床試験の企画やデータの管
理・解析・評価を行なったり、個人の体質

に応じた医療（オーダーメイド医療）を目
指し、遺伝子情報を活用した医療の実
用化研究などを行なっている。
　「全国の大学、医療機関の先端医療
に関する研究情報が集まっています」
（村上さん）

　基礎研究の代表的な研究施設が、
先端医療センターと建物が歩廊でつな
がっている独立行政法人理化学研究
所神戸研究所発生・再生科学総合研
究センター（ＣＤＢ）（以下、理化学研究所）
だ。世界最大級の発生・再生科学の研
究センターで、生物の発生と再生のしく
みを研究し、成果を再生医療へ応用し

ていくための基礎の確立を目指している。
研究所長・センター長の竹市雅俊さんに
お話しいただいた研究内容の一端は次
のようなものだ。
　「トカゲのしっぽは切ってもまた生えて
くる、つまり再生します。人間の皮膚や毛
髪なども毎日少しずつ再生して身体の
機能を維持していますが、失った手足が

元に戻ることはありません。この違いはな
ぜなのか。再生の前に発生のなぞがあ
るので、動物の発生のしくみの解明から
研究が始まります。動物の受精卵は分
裂を繰り返して胎児へと成長しますが、
胚盤胞と呼ばれる段階になると、胎盤を
つくる部分と将来体をつくる細胞の塊に
分かれます。後者は、体の各部分をつく

るようにそれぞれの細胞が役割を分担し、
特定の機能を持つようになります。この
細胞の塊を培養したものをＥＳ細胞といい、
分化や増殖を制御する因子を加えるこ
とで、神経や筋肉などさまざまな組織を

人工的につくることが可能と考えられます。
こうした研究はこの１０年ほどで急速に
進んでいます」
　この取材後、新聞などで同センターが、
脳梗塞などの治療、アルツハイマー病な

どへの応用が期待できるヒトの胚性幹
細胞（ＥＳ細胞）の大量培養技術を開
発し、この方法で脳の神経細胞を効率
よくつくることにも成功したと報じられた。
　先端医療の研究開発は日進月歩である。

　先端医療センターや理化学研究所
はポートライナー・先端医療センター前駅
の西側にあるが、東側にあるキメック
（ＫＩＭＥＣ）センタービルに（財）新産業
創造研究機構（ＮＩＲＯ、理事長：田　
雅元（川崎重工会長））を訪ねた。
　ＮＩＲＯは１９９７年、阪神淡路大震災

で大きな被害を受けた地域の復興と産
業再生を図るため、兵庫県や神戸市、
川崎重工、（株）神戸製鋼所など地元
企業の協力で設立され、今年３月に設
立１０周年を迎えた。
　「国や地方自治体の各種の産学官
支援制度を有効に活用しながら、地域

の中小企業の新製品開発支援や産学
連携による大学が保有する技術の種の
育成などの活動を進めてきました。機構
内には、技術の種の発掘、育成を図り、
本格的な研究開発につなげるための一
連の研究開発活動を行なう研究所とイ
ノベーションセンター、中小企業の技術

　国の第３期科学技術基本計画で国
家基幹技術のひとつに位置付けられ、
その整備・運用を担当する理化学研究
所が立地点の検討を進めていた次世
代スーパーコンピュータ施設が、神戸地
域（ポートアイランド第２期）に設置される
ことになった。これは現在、世界最速の
処理能力を誇るコンピュータ（米国）の
約３０倍ものスピードのコンピュータを設
置する事業である。
　世界最先端・最高性能の次世代スー
パーコンピュータは、基礎研究から産業
利用まで幅広い分野での利用が見込ま
れ、大学や研究機関・民間企業などの
立地を促進させ、最先端の研究者の集
結による研究開発の進展や新しい産業
の創出が期待される。神戸市では、ポー
トライナー・ポートアイランド南駅にほど

近い地点に立地予定地を確保し、建設
着手（２００７年度）に備えている。運用
開始は２０１０年度末の予定。
　「客観的・科学的・コスト評価に加え、
神戸医療産業都市構想の存在、十分
な広さの土地を確保できる点、それに、
神戸空港から内外へのアクセスが良く

なった点などが立地決定の要因になっ
たと思います。神戸医療産業都市の今
後の発展にも大きく寄与するはずです」
（神戸市医療産業都市構想推進室長
の三木孝さん）

基礎から臨床への橋渡し研究を行なう先端医療センター

動物の発生のなぞに迫る発生・再生科学の基礎研究

神戸医療産業都市に次世代スーパーコンピュータ施設

特許出願や新製品・新技術開発支援などで大きな成果
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　盛んに利用されている共同デポ。　スー
パー中枢港へ向けて整備されるポートアイラ
ンド第２期の特定国際コンテナ埠頭。　ポート
アイランド第２期のコンテナ埠頭では川崎重
工製のコンテナクレーンが活躍中。　ＰＣ－
１８東バースで進む耐震岸壁工事。　工事用
ケーソン。

健康な右手の動きに同期してマヒし
た左手が動くリハビリ支援ロボット（前）。
はその裏側。
汎用型小型探索ロボット（研究代表者：
高森年（ＩＲＳ））。

キメック（ＫＩＭＥＣ）センタービル。

上：３つの大学キャンパスと海岸部のポーアイ
しおさい公園。練習帆船「海王丸」など
３隻が同時着岸している。

下：市民に人気のポーアイしおさい公園。

上：先端医療センター・エネルギー棟の「ＰＵ
１０００」（出力８００ｋＷ）。

下：その同型設備のガスタービン本体。

「臨床棟向け医療情報システム」の端末機が活躍
している先端医療センターの総合案内。

川重冷熱工業の「蒸気吸収式冷凍機」（冷却
能力８４４ｋＷ）２基が順調に運転中。

　ポートライナー・先端医療センター前
駅から三宮へ向かう。
　途中、市民病院前駅から大学生の
客が増え、車内は急に賑やかになった。
というのも、神戸市立中央市民病院（場
所はポートアイランド第１期。先端医療セ
ンター前駅近くに新築移転の計画が進
行中）がある西地区のコンテナターミナ
ルがポートアイランド第２期へ移転した跡
地に、神戸学院大学（ポートアイランドキャ
ンパス）、兵庫医療大学、神戸夙川学院
大学が、いずれも２００７年４月に開設あ
るいは開校したからだ。こうした医学系

を含めた大学の開設・開校は、神戸医
療産業都市の発展に好影響を及ぼし
そうだ。大学生たちのおしゃべりを乗せて、
コンピュータ管理で無人運転の「ポート
ライナー」は心地よく走っていく。
　なお、これらの大学のキャンパスが並
ぶ海岸線は、都心ウォーターフロント緑地
「ポーアイしおさい公園」（公募で決定）
として整備され、開放されているキャンパ
スとともに市民の格好の散策路となって
いる。

　三宮駅には１２分で着いた。神戸市
役所で、みなと総局参事の豊田巖さん
にスーパー中枢港について伺った。
　その前に、豊田さんによると、神戸港
が近代港として開港（慶応３年（１８６８年）
１月１日）して今年で１４０年。今年は神
戸港のウォーターフロントを中心に、市内
各所で記念事業や各種イベントが開か
れている。

　近年、アジアの主要港の躍進に比べ
て日本の港湾の地位が相対的に低下
しつつある。そこで、官民が力を合わせ、
とりわけコンテナ港湾の国際競争力を
強化しようというのがスーパー中枢港構
想だ。
　スーパー中枢港の目標は、入港料や
施設使用料など港湾コストの３割削減、
コンテナが本船から港に陸揚げされて

から引き取り可能となるまでのリードタイ
ムの現状（３～４日）から１日程度への短
縮で、そのためにはコンテナターミナルの
ハードウエア、ソフトウエア両面での改革
が必要だ。スーパー中枢港は２００４年、
国土交通省により阪神港（神戸港・大
阪港）、京浜港（東京港・横浜港）、伊勢
港（名古屋港・四日市港）が指定された。

　神戸港では、大阪港との広域連携の
強化、２４時間フルオープン化、船舶の大
型化への対応などによる次世代高規格
コンテナターミナルをイメージし、その実
現に取り組んでいる。ポートアイランド第
２期の特定国際コンテナ埠頭には、すで
に２か所の共同デポ（空コンテナを含む
コンテナの共同中継・集配所）が設けられ、
活発に活動している。
　「最近はコンテナ運搬船の大型化が
進み、２０フィートコンテナ換算で１万個以
上の積載可能な船も就航しています。
これに対応するには、今のバース（船の
停泊水域）の水深１２～１５ｍを１６ｍに

しなければなりません。現在、特定国際
コンテナ埠頭のＰＣ－１８東バースを水深
１６ｍとする耐震岸壁工事を進めてい
ます。また、ＰＣ－１５東～１７のバース（現
在の水深約１５ｍ）は浚渫することになる

と思います」（豊田さん）
　そのＰＣ－１８東バースでは、２隻の工
事船が海中工事中で、南に目を転じると、
夏空の神戸空港から飛行機が東に向
かって飛び立っていった。

　成果のひとつが、神戸市が打ち出し
た神戸ＲＴ（ロボットテクノロジー）構想に
基づき、その中核機関としてＮＩＲＯ内に
設立された神戸ロボット研究所が取り組
んだ医療・介護分野のロボットや災害時
の救助ロボット開発。
　同研究所はこれまで、全方向移動型
電動車椅子、指輪型脈波センサー、障
害者対応リモコン（次世代環境制御装
置）などを研究開発してきたが、最近の
成果がリハビリ支援ロボット。病気で上
肢あるいは下肢がマヒした患者のリハ
ビリを支援する。写真のようなジャケット
型で、「例えば、健康な右手を動かすと、
マヒした左手がそれに同期して動きます。
これにより、左手のリハビリ（反復運動）
を集中して行なうことができます」（神戸
ロボット研究所副所長の三隅隆也さん）

　災害救助ロボットでは、ＮＰＯ法人国
際レスキューシステム研究機構（ＩＲＳ）と
連携し、瓦礫の上を移動して情報を収
集する汎用型小型探索ロボットを開発
した。不整地での走破性と障害物の乗
り越え能力に優れたロボットである。
　こうしたロボット開発事業とは異なるが、
ＮＩＲＯでは地域の中小企業への産業用

ロボット導入支援活動を行なっている。
その一環として生産システムの合理化
セミナーやロボット体験スクールなどを
開いている。こうした活動では川重テク
ノサービス（株）、川崎重工のロボット技
術者のＯＢなどが産業用ロボットを導入
している大手工場の案内やロボット導入
の相談に応じて支援している。

相談や新製品開発支援などを行なう技
術移転センター、大学が持つ技術や発
見を特許化し、技術移転を行なうＴＬＯひょ
うご（技術移転機関）、の各部門があり、
地域の企業や大学などの教育機関、行
政などとネットワークを組んで事業に取り
組んでいます。ＮＩＲＯの協賛企業は現在、
１６４社にのぼっています。
　こうした活動には有為な人材が不可
欠ですが、当機構には常勤職員のほか、
大手企業のＯＢらが登録している技術
移転アドバイザーが約１３０人もいます。
彼らの専門分野は経営から技術、環境
などすべてを網羅しており、幅広い相談
に即応できます」（ＮＩＲＯ専務理事（取
材時）の松井繁明さん）
　ＮＩＲＯは１０年間の活動で、特許出
願約２５０件、新製品・新技術開発支援
７０件、ベンチャー企業設立支援８社と
いう大きな成果をあげた。

　１９９９年に発足した神戸医療産業都
市研究会に参加した川崎重工は、都市
インフラ整備ワーキンググループの主幹
事会社の一員として、先端医療センター
などの具体化と活用法などに関し活発
な提言を行ない、先端医療センターなど
の建設（第１期、２期、３期）では、（株）大
林組・太平工業（株）・川崎重工・（株）
神戸製鋼所のＪＶの一員として建築工
事を担当した。また、先端医療センター
のエネルギー棟に非常用発電設備「カワ
サキＰＵシリーズ」の「ＰＵ１０００」（出力
８００ｋＷ）と「ＰＵ５００」（出力３２０ｋＷ）を
納入。なお、「カワサキＰＵシリーズ」は、神
戸臨床研究情報センター、神戸バイオメ
ディカル創造センター、キメック（ＫＩＭＥＣ）
センタービルにも納入されている。
　先端医療センターのエネルギー棟では、
川重冷熱工業（株）の「蒸気吸収式冷
凍機（冷却能力８４４ｋＷ）」２基が運転
中で、同センターと理化学研究所に冷
水を供給している。
　先端医療センターの「臨床棟向け医

療情報システム」も川崎重工がインテグ
レーターとして構築・納入した。医用画
像情報システムやオーダリングシステム、
医事・会計システム、臨床検査システム、
看護支援システムなどで構成されており、
将来の電子カルテの導入、機能追加な
ど発展性のあるシステムである。

大学生のおしゃべりを乗せて快走する「ポートライナー」

阪神港（神戸港・大阪港）としてスーパー中枢港に指定

次世代高規格コンテナターミナルへの取り組み

リハビリ支援ロボットや災害時の小型探索ロボット

神戸医療産業都市と川崎重工
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