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●表紙説明●

　曲線と直線が描く奇妙な、そして力感のある造形。
その向こうに広がる真っ青な空－実は、川崎重工が
開発中の次世代型路面電車ＬＲＶ（ライト・レール・
ビークル）「ＳＷＩＭＯ」の実験車両の先端部分です
（川崎重工・播磨工場で撮影）。
　昨秋完成したこの実験車両は、川崎重工が開発し
た高性能の車載用ニッケル水素電池「ギガセル」を搭
載し、架線なしで走行できる画期的な路面電車です。
　「ＳＷＩＭＯ」実験車両の実証走行が、播磨工場内
の実験線、実際の営業線で行なわれています。
（詳しくは「新製品・新技術」（Ｐ．１８～１９）をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

ＤＭＶ（デュアル・モード・ビークル）は
なぜ、線路と道路を
自由自在に走れるのか
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－日本初の有人宇宙施設－

本誌は再生紙を使用しています

ス イ モ

ス イ モ

Ｒ

国際宇宙ステーション
に近づき、船倉を開い
たスペースシャトル。

国際宇宙ステーション。

　今年、国際協力で建設中の人類史上最大
の宇宙構造物、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ：
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｓｐａｃｅ  Ｓｔａｔｉｏｎ）で、いよい
よ「きぼう」日本実験棟が組み立てられる。
　「きぼう」の構成部材は、今年３月、４月、来年
３月頃に米スペースシャトルに搭載されてＩＳＳ
に運ばれ、順次、組み立てられることになって
いる。
　今年３月には日本の宇宙飛行士、土井隆雄さ
ん、４月には星出彰彦さんがスペースシャトル
に搭乗し、「きぼう」の組み立てなどに従事する。
さらに、今年秋以降には若田光一さんが日本
人として初めてＩＳＳに数か月間長期滞在し、「き
ぼう」の最終組立準備や宇宙実験、ＩＳＳの運用
作業などを行なう予定だ。
　このように日本にとって、宇宙開発の飛躍の
年となる２００８年－国際宇宙ステーション
（ＩＳＳ）および「きぼう」とはどういうものなのか、
写真を中心に紹介する。また、総合技術を駆使
して早くから日本の宇宙開発に参画してきた
川崎重工の関連製品・技術は多岐にわたって
いるが、その主なものを写真でまとめた。
取材協力・写真提供／独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）

米国航空宇宙局（NASA）

３月、宇宙空間に建設中の 国際宇宙ステーションへ
「きぼう」の構成部材を運 搬する第１便が飛ぶ
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トラス
太陽電池パネルを支える柱。

実験モジュール
（「きぼう」日本実験棟）

ノード
実験モジュールなどのパーツ
をつなぐ役目。居住空間とし
ての機能もある。

熱制御放熱板

ロボットアーム

太陽電池パネル

　地上約４００ｋｍの宇宙に建設中の
国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）は、宇宙
空間という特殊な環境を利用して地

上では困難な各種の実験・研究や地球・
宇宙の観測などを行なうもので、日本、
米国、カナダ、ヨーロッパ各国、ロシア
など１５か国が協力している。人類初
の一大宇宙プロジェクトである。
　１９９８年に建設が始まり、およそ５０

回に分けて米スペースシャトルなど
で構成部材（パーツ）を運んで組み
立てる。スペースシャトルがＩＳＳに到
着すると、シャトル・ロボットアームを
操作してシャトル船倉から取り出した
パーツを、ＩＳＳ・ロボットアームの操

作や宇宙飛行士の船外活動によって
ＩＳＳに取り付けるのだ。パーツはこれ
まで３５回以上運ばれ、進捗率はほぼ
７５％で、すでに宇宙飛行士が３名滞
在して運用されている。
　ＩＳＳは、完成すると幅が約１０８ｍ、

長さが約７３ｍで、これは、サッカー競
技場のフィールドとほぼ同じサイズ。
重さは約４２０ｔ。来年前半からは宇宙
飛行士が常時６名滞在して運用される。
完成予定は２０１０年。

●ＩＳＳは、地球を１周約９０分、時速約
２万８，０００ｋｍというスピードで回っ
ており、肉眼で見ることができる
（詳細はＪＡＸＡのホームページ
http://iss.jaxa.jpへ）。

　日本人宇宙飛行士では、１９９７年１１月、１２月に土井隆雄
さんが日本人として初めて２回船外活動を行ない、船外活
動用装置の検証や人工衛星の回収を行なった。２００５年
７月には、野口聡一さんが日本人として初めてのリーダー
役としてＩＳＳの修理技術の検証などのために３回船外活動
を行なった。２００７年１０月の米国人宇宙飛行士による船外
活動では、極めて困難なＩＳＳ太陽電池パネルの修理作業が
無事に行なわれた。

　ＩＳＳの中は無重力だが、空気はあるので普段着で生活で
きる。しかし、外は真空で、宇宙放射線が飛び交う非常に厳
しい環境だ。船外活動を行なうには１４層で構成されてい
る船外活動用宇宙服を着用する。背中に酸素やバッテリー
などの生命維持装置が装着されており、最高で８時間活動
できる。
　無重力状態での船外活動では、手足を意図的に支えな
いと体を安定できないなど、一つ一つの動作が地上とは大
きく異なり、習熟した技術が求められる。そのため、地上で
の訓練・シミュレーションと、詳細な作業手順が不可欠であ
る。さらに、宇宙服の中は人体の生命維持のため０．３気圧
の圧力がかかっている。この宇宙服を着て０気圧の宇宙空
間に出ると、圧力差でパンパンにふくれる。手袋の部分も
ふくれるので、道具を用いた作業は非常に困難であり、船
外活動は極めて過酷な活動である。さらに、１気圧の室内
環境から０．３気圧の宇宙服環境に
短時間で移行すると、血液中の窒
素が気泡化して障害をもたらす
恐れがある（潜水病と同じ）。そこ
で、船外活動の前には減圧した室
内で純酸素を吸入するなど、長い
時間をかけて血液中に溶け込ん
でいる窒素を減らす必要がある。

　そこは重力の働きが地上の１万分
の１以下で限りなくゼロに近く、大気
が地上の１億分の１でほぼゼロ。太陽
や銀河からの宇宙放射線が飛び交う
異空間である。しかし、大気の影響を
受けずに宇宙や地球の観測ができ、
微小重力状態で実験・研究ができる
というメリットがある。

　ＩＳＳは、宇宙空間という地上とはまっ
たく異なる厳しい環境に置かれた有人
施設です。このため、人間が安全で快
適に長期間居住し、仕事ができる場所
でなければなりません。これを実現する
ためには、安全で操作性に優れたシス
テムを製作し、これをさらに１段階・２段階
上のより大きなシステムとして統合し、宇
宙で運用する技術が求められます。日
本は、ＩＳＳ計画という有人宇宙計画に

参加して、これまでの宇宙開発では得ら
れなかった新たな技術・知見や国際的
な信頼を得ることができました。
　人間の生存に必要な空気の扱いひと
つを例に挙げても、さまざまな技術的配
慮が必要です。ＩＳＳ内部は１気圧に保
たれ、地上の室内と同様の温度・湿度
が維持されています。しかし、これだけで
は宇宙飛行士は安全に生活できません。
無重力の宇宙では空気の対流がない
ので、呼吸で吐き出した炭酸ガスは拡散
せずに漂うことになります。宇宙飛行士
がその無酸素の固まりを吸い込むと窒
息してしまう。そこで、空気は常時、循環
させています。さらに、火災対策。火災は、
起こさない、延焼させないという視点か
ら使う材料は厳しく選別しています。もし
火災が起こっても、空気が循環していれ

ば煙が移動するので、火災検知器が地
上のように作動します。やはり、空気の循
環は極めて重要です。次に出てくる問
題が、空気の循環に使うファンの騒音対
策。この技術課題にも対処しており、「き
ぼう」はＩＳＳで一番静かだと評判です。
　ＩＳＳの安全確保や運用に必要な電
気系統・通信系統・コンピュータなどはそ
の重要度に応じて二重、三重系統とし、
設計審査・安全審査を徹底して行なっ
ています。
　ＩＳＳの運用は、各国の運用管制センター
が連携して行ないます。今後われわれは、
筑波宇宙センターから「きぼう」を運用
管制して、有人運用や宇宙医学という
人間の宇宙長期滞在に必要な新たな
技術・知見を獲得していきたいと考えて
います。

建設進捗率はほぼ７５％、
２０１０年に完成予定

船外活動の“知られざる真実”

地上４００ｋｍの
宇宙空間の実態

独立行政法人宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）
有人宇宙環境利用プログラムグループ企画推進室長

人間が宇宙に長期滞在するための高度な技術的対応
山浦雄一さん
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船内保管室

結合機構（川崎重工）
ロボットアーム

船外パレット

衛星間通信システム船外実験プラットフォーム

船内実験室

環境制御装置
（川崎重工）

エアロック（川崎重工）

環境制御装置（川崎重工）

空気調和装置。環境制御装置のひとつで、船
内実験室内に２基設置されている。

移動テーブルの作動テスト。エアロック。 エアロックの点検・整備。

「きぼう」の船内実験室（実物大模型／ＪＡＸＡ
筑波宇宙センター）。中に入ると、左右に実験
ラックが並んでおり、実験中の宇宙飛行士の
気分に浸れる。

ＪＡＸＡ筑波宇宙センターでは、「きぼう」の構
成部材の最終点検・整備が続いていた（撮影
／２００７年１２月）。

結合機構。宇宙空間で多数のコネクターを確実
に結合させるため、位置ズレを自動的に修正する
機能を備えている。

　ＩＳＳで日本が開発・運用を担当する「き
ぼう」日本実験棟は、ご覧のような構造物。
日本では初めての有人宇宙施設で、宇
宙飛行士による長期間の活動が可能だ。
　ＩＳＳの運用は、宇宙飛行士が地上と
交信しながら行なうが、地上での「きぼう」
運用管制機能の中心になるのがＪＡＸＡ
筑波宇宙センター（茨城県つくば市）の「き
ぼう」運用管制室である。同管制室では、
ＩＳＳ全体の運用を行なうＮＡＳＡ（米国
航空宇宙局）と協力しながら「きぼう」
の運用を行なうことになっている。

●船内実験室
　「きぼう」の中心実験室。大型バスとほぼ
同じ広さで、内部には、「きぼう」の運用・宇
宙実験などを可能にするコンピュータ・通信
装置・環境制御装置・熱制御装置・電力制御
装置や実験ラック（合計１０台）などが設置さ
れている。地上の室内と同様の環境で、宇
宙飛行士２名が実験を行なう。現在、微小重
力環境を利用してライフ・サイエンス（生命

科学）実験や新材
料の開発、流体物理
の実験などが準備
されている。大学・
研究所の実験・研究
が先行しているが、
民間出資の薬品開
発・コマーシャルや
教育・文化・芸術な
どユニークな利用
も期待されている。

●船内保管室
　実験装置や消耗品などの倉庫で、船内実
験室とつながっている。

●船外実験プラットフォーム
　実験装置を宇宙空間に晒し、高真空、広
大な視野などの宇宙環境を利用して宇宙
観測、地球観測や先端宇宙技術実験などを
行なう。これだけの規模の船外実験施設が
あるのは、ＩＳＳでも「きぼう」だけ。エアロッ
ク（別項参照）を通じて、ロボットアームで
船内と船外の荷物の出し入れを行なう。

●船外パレット
　３個の船外実験装置を保管。スペースシャ
トルで、実験装置をＩＳＳに輸送する。

●ロボットアーム
　宇宙飛行士が船内実験室から操作し、船
外プラットフォームの実験装置などの交換
を行なう。

※１便目：２００８年３月頃（土井隆雄さんが搭
乗し、「船内保管室」を運ぶ）

※２便目：２００８年４月頃（星出彰彦さんが搭
乗し、「船内実験室」と「ロボットアー
ム」を運ぶ）

※３便目：２００９年３月頃（「船外実験プラット
フォーム」と「船外パレット」を運ぶ。
すでにＩＳＳに長期滞在中の若田光
一さんが作業を行ない、この便で
帰還する）

　川崎重工は「きぼう」の開発に参画し、高
度なメカトロニクスなど幅広い技術を駆使
して「エアロック」や「結合機構」、さらには「環
境制御装置」の開発・製作を担当した。

●エアロック
　船内実験室と宇宙空間（船外実験プラッ
トフォーム）との間で実験機器などの搬出

入を行なう装置で、サイズは直径約１．５ｍ、
長さ２ｍ。アルミ合金（一部ステンレス）構
体で、内外にハッチ（開き蓋）を付け、内部
に移動テーブル、構体外部に加圧減圧装置
が設けられている。ハッチの蝶番などの潤
滑油は、地上で用いられる潤滑油は適さな
いため、真空用グリースを用いている。
　機器の出し入れは、エアロックの中に物

を入れ（移動テーブルにセット）、内側のハッ
チを閉め、エアロック内に満たされている
１気圧の空気を抜く（貴重な空気なので再
利用する仕組みになっている）。その後、外
側のハッチを開け、移動テーブルを船外に
伸展させる。船外でテーブル上の物をつか
む時はロボットアームを操作する。作業後、
空気を戻す。

●結合機構
　「きぼう」の船内実験室と船外実験プラッ
トフォームをつなぐ機構。まず４本のラッチ
により双方を引き寄せ、４本の電動ボルトで
固定する。その後、双方の電気や光ファイバー、
流体などのコネクター（一部は二重系統で
合計１８個）を確実に結合する。

●環境制御装置
　船内実験室用空気調和装置や船内保管
室用空気循環ファンなど３点。
　ＪＡＸＡ・山浦雄一さんのお話にあるように、
宇宙空間の船内では空気の対流が無いため、
強制的に循環させて人間や機器が発生す
る熱や水分を除去しつつ、船内の温度・湿
度や空気組成を均一にしなければならない。
これらの装置は、微小重力下では空気に混ざっ
て排出されてしまうエアコンの水を捕捉・
回収するなどの工夫がなされており、また、
騒音や振動が最小限に抑えられている。

●今年、いよいよ「きぼう」を
　宇宙に運ぶ

■「きぼう」と川崎重工
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上：ＪＡＸＡ筑波宇宙
センター・無重量
環境試験棟内の
大型プールで船
外活動に関した
試験を行なう若田
光一さん（水中用
宇宙服も川崎重
工が調達）。

左：実験装置などの
実物大模型がセッ
トされた大型プー
ルの全景。

JAXA種子島宇宙センター大
型ロケット発射場。
整備組立棟（左側の建物）で
組み立てて整備されたＨ－ⅡＡ
ロケットが、移動式発射台で射
点まで搬送されていく。
液化水素貯蔵供給所。
衛星フェアリング組立作業台。

打ち上げ

固体ロケット分離

衛星フェアリング分離・放擲
１段／２段分離

衛星分離

ほうてき

　川崎重工は１９７０年代初めからわが国の宇
宙開発に関わり、これまでにさまざまな関連製品・
設備などを開発・製作してきた。ここに紹介した
のはその主なものにすぎない。
　このほか、再使用型宇宙輸送系の基盤技
術の確立を目指した技術開発では、宇宙往還
技術試験機（ＨＯＰＥ－Ｘ）の小型自動着陸
実験（ＡＬＦＬＥＸ）および極超音速実験機
（ＨＹＦＬＥＸ）の実験全体取りまとめ支援など、
さらには、再使用ロケット実験機の実験機設計、

飛行試験などを行なった。
　測地実験衛星ＥＧＳ（あじさい）を製作し、次
世代型無人宇宙システム（ＵＳＥＲＳ）再突入
モジュール（ＲＥＭ）では構造および熱防御系
を開発し、宇宙からの回収に成功した。また、月
着陸機の研究にも参画している。
　地上設備では、音響試験設備や閉鎖環境
適応訓練設備、宇宙医学研究設備の設計・
施工などその実績は多種多様である。

　川崎重工は、日本の大型ロケット、Ｈ－ⅡＡロケッ
トを打ち上げるＪＡＸＡ種子島宇宙センター大
型ロケット発射場の主要設備の設計・施工を
行なった。
　移動発射台上にロケットを組み立て、最終
整備を行なう「整備組立棟」（同時にロケット
２機の組立・整備が可能）、整備組立棟で組立・
整備したロケットを射点まで搬送する「移動式
発射台」、ロケット燃料の液化水素を貯蔵し、
ロケットへ供給する「液化水素貯蔵供給所」
（－２５３℃の極低温の液化水素を貯蔵できる
充填容量５４０ｍ3の液化水素貯槽（日本最大）
を３基）、ロケットからの排出水素ガスを燃焼処

理する「水素ガス処理場」、エンジンから放出
される未燃水素ガスを燃焼処理・拡散させる「高
圧ガス噴射設備」など。このほか、各貯蔵所か
ら燃料をロケットへ充填するための充填配管（特
殊構造の大口径真空断熱二重管）や防消火
用水供給設備といった多様な製品を川崎重
工が設計・施工している。
　この設備で、ギネス記録が誕生－整備組
立棟の前面扉は幅２７ｍ、高さ６７ｍ、重さ約４００ｔ
の扉２枚で構成されており、１枚の扉（テニスコー
ト４面分）としては世界最大と認定された。
　なお、衛星系設備の「衛星フェアリング組立
作業台」なども設計・施工した。

　ロケットの先端部分で人工衛星を収納し、
打ち上げから高度約１２０ｋｍの大気圏外に出
るまでの間（約２００秒間）、騒音・振動、空気圧
縮および摩擦熱による衛星フェアリングの表面
温度約３００℃などの過酷な環境から衛星を保
護。そして、大気圏に出た後、スムーズに開い
て人工衛星を宇宙空間に放つのが衛星フェ
アリングだ。
　川崎重工は自社開発で衛星フェアリングを
開発。現在は５種類の型式を揃え、収納する
人工衛星のさまざまなサイズに対応している。
これまでの納入実績は累計１４基で、すべて正
常に作動した。また、Ｈ－ⅡＡロケットの打上能

力増強型であるＨ－ⅡＢロケット（２００９年度打
上予定）対応型フェアリングも開発している。
　川崎重工の衛星フェアリングは、ハニカムサ
ンドイッチ構造（ハチの巣状のハニカムコアの
両面にアルミ板を接着）の二枚貝に似た形状
になっている。大気圏外の所定地点で、貝の
合わせ目にセットされた分離機構の爆薬端部
を電気的に起爆。爆薬は、一瞬のうちに爆発し、
発生するガスの圧力で分離機構のノッチ付き
結合ボルトが破断し、同時にバネが進展して
二枚の貝を放擲する。さらに、衛星分離部を作
動させて人工衛星を宇宙空間に放つ。

　宇宙飛行士は、宇宙飛行士候補者としての
基礎訓練の後、より進んだアドバンス訓練、技
量維持向上訓練などさまざまな厳しい訓練を
受けなければならない。訓練期間は合わせて
５年以上に及ぶ。
　そのひとつが無重量環境訓練。といっても
地上で長時間、無重量環境をつくることはでき
ないので、大型プール内で中性浮力を利用し
て無重量に似た環境を創出している。ＪＡＸＡ
筑波宇宙センターの無重量環境試験棟内の
大型プール（直径１６ｍ、深さ１０．５ｍ）は川崎重
工が設計・施工したものだ。中に実験装置など
の実物大模型をセットし、宇宙飛行士が水中
用宇宙服を着て船外活動試験・訓練などを行

なう。この訓練では、川崎重工もスタッフとして
支援した。

　地上から高度約２０ｋｍの成層圏は、雲がなく、
風も比較的穏やかで、飛行機などの輸送シス
テムと干渉することがない。何よりも見通し距離
が５００ｋｍ以上あるので、成層圏プラットフォー
ム（飛行船）を長期間定点滞空させて通信や
放送、観測、災害監視などの情報発受信基地
に利用すれば、最低７機で日本列島をすべて
カバーできる。
　川崎重工は、この成層圏プラットフォーム（飛
行船）の研究・開発に参画し、自動飛行制御
実験機（全長２５ｍ）を設計・製作して実験を実
施。その最大のテーマである大型化とともに、
強度を維持したままでの軽量化、さらには飛行
制御技術、運用技術などの開発・研究に取り
組んでいる。

川崎重工の宇宙開発関連製品・技術は多種多様

ＪＡＸＡ種子島宇宙センター

衛星フェアリング

無重量環境試験設備 成層圏プラットフォーム（飛行船）
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●油圧回路
油圧回路は、油圧ポンプ（油圧を発生させる、
サイズは大人のこぶしくらい）、電磁弁（油の流
れを制御する）、油圧シリンダ（車体前後の鉄
輪などを動作させる）などで構成されており、前
後鉄輪、前部タイヤ軸の上げ下げおよび後部
鉄輪の車重制御を行なう。コンパクトな装置で
大きな力を発揮できるのが最大の特徴である。

●連結走行
現在の試験的営業運行では１台
での運行だが、２台の連結走行
も可能で、その試験走行も実施
済みである。連結走行時は、前
の車両から後ろの車両のアクセル、
ブレーキ、昇降口の開閉を制御
する。後ろの車両の故障なども
前の車両で確認できる。

●鉄輪の形状
脱線防止のため、フランジ（車輪の円周に設
けられた鍔状の出っ張り）の角度と高さを通常
の鉄道車輪より大きくしてある。

●ゴムバネの仕組みと働き
ゴムバネは内外円筒（鉄）とゴムで構成され
ており、ゴム部に開いている穴でゴムの固さを
調整している。線路走行時の緩衝器と鉄輪
操舵機能の役割を果しており、鉄道車両の
コイルバネに相当する。

●ＧＰＳによる
　運行監視システムと
　運転支援システム
従来のシステムにとらわれず、ＧＰＳ（人
工衛星による全地球測位システム）な
どを用い、ＤＭＶの位置情報を運行管
理センターと駅に伝送する運行監視
システムを採用している。また、線路走
行位置、踏切接近警報、道路走行経
路案内などを運転士に知らせる運転
支援システムも搭載している。

●油圧による荷重配分の自動制御装置
後部タイヤ軸の駆動性能と後部鉄輪軸のレール追従性を最適に確保するため、
後部タイヤ軸と後部鉄輪軸にかかる荷重を６０：４０～３６：６４の間で調整している。
その方法は、後部タイヤ軸の上下の動きをセンサーで測定して荷重を判断し、そ
の荷重に見合うように後部鉄輪軸の油圧圧力を制御している。

●鉄輪の上げ下げ機構
車両をレールに沿って案内するための
鉄輪、車軸、ゴムバネ、軸箱およびアー
ムなどで構成されている。車体に固定さ
れた油圧シリンダでアームを上げ下げす
ることで鉄輪を上げ下げできる。

●タイヤとレールの関係
線路走行時には、後部タイヤ軸の内側のタイヤ
（マイクロバスの後輪はダブルタイヤ）がレール
に乗って走る。タイヤの位置とレールの位置が
合うように改造してある。

●ブレーキの切り替え
レール走行時、前部タイヤは接地してない
（レールに接してない）ため、前部タイヤ軸
のブレーキ回路を手動のバルブで前部ガイ
ド鉄輪のブレーキ回路に切り替える。

■モード・インターチェンジ・システム （ガイドウェイ・タイヤガイド式）

道路走行
車体前後の鉄輪
を収納し、普通の
マイクロバスとして
走る。

モード・チェンジ
車幅と同じ間隔で設けられたゴムタイヤガイド
用ガイドウェイの間をゆっくり進み、レールに乗る。
車体前後に格納した鉄輪をレールに下ろし、
車体の前部を浮かして前部タイヤをロックする。
（所要時間１０～１５秒）。

線路走行
脱線しないように
車体前後の鉄輪
がレールをつかみ、
後部タイヤの動力
で走る。

穴

線路走行 道路走行

●油圧ポンプ

つば

　ＪＲ北海道と川崎重工グループの（株）日本
除雪機製作所が共同開発した、線路と道路を
自由自在に走れる“夢の乗り物”ＤＭＶ（ＪＲ北
海道の営業線区で試験的営業運行中）が話題
を呼んでいる。
　市販のマイクロバスを改造することにより、“線
路も走れるバス”をつくるという斬新な発想か
ら生まれたＤＭＶ。道路では一般のマイクロバ
スと同じく前タイヤと後タイヤ（内外輪）で走る。
線路では、車体の前後に収納した鉄輪（脱線さ
せないための案内用鉄輪で、動力はない）をレー
ルに下ろし、車体の前部を浮かして前タイヤをロッ
ク。後タイヤの内輪と後部鉄輪に荷重がかかっ
た状態により、マイクロバスのエンジンで後タ
イヤを駆動して走る。この、道路も線路もマイ
クロバスのエンジンで走る－“線路を走るバ
ス”という発想が、これまで国内外で成し得なかっ
たＤＭＶを成功させた大きな要因である。

　道路走行から線路走行へのモード切り替え
時間が、１０～１５秒と極めて短いのも特長のひ
とつ。また、既存のレールと道路を走れるので、
大規模なインフラ整備の必要がない。ベース
がマイクロバスなので、鉄道車両と比較すると
車両購入費で約６分の１、車両保守費・動力費
で約４分の１程度と推定され、全国の自治体な
どが、利用者低減に悩むローカル線再生の有
力な方法として関心を寄せている。
　このＤＭＶの共同開発に参画した日本除雪
機製作所は、鉄輪の上げ下げ機構や、線路走行
の場合の後部タイヤと後部鉄輪への荷重配分
を自動的に行なう自動制御装置などを、高度
な油圧技術を駆使して開発した。

イラストぎじゅつ入門―69

ＪＲ北海道の
“線路も走れるバス”という斬新な発想

日本除雪機製作所が
高度な油圧技術を駆使して開発に貢献
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高知

愛媛県

高知県

香川県

徳島県

仁淀川町（高知県仁淀川町）

現 場 を 訪 ね て
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木質ペレット製造設備の内部全景。省エネを徹
底するため、建屋の外装に太陽光が透過する素
材を用いて消費電力を極力抑えている。
バイオマス流動層ガス化発電設備の排熱ボイラ
の排熱を活用するチップ乾燥機。
乾燥チップは粉砕機を経て成型機で成型され、
ペレット充填機へ送られる。
生産された木質ペレットの形状。
木質ペレットを利用している温水プール。

地元の森林組合などが林地残材
などを集めてチップ化する。
そのチップを受け入れるバイオマ
ス流動層ガス化発電設備の受入
ホッパ。
チップは右手の搬送コンベヤから
ロックホッパを経て流動層ガス化
炉（緑色の円筒形の装置）に供
給される。

チェンソーの扱い方の説明を真剣に聞く。

同僚が見守る中、チェンソーで間伐。

ガス化炉で生成したままの温度・圧力のガスを燃焼させ
て発電するカワサキガスタービン発電設備。

排熱ボイラで生産した蒸気は、ほぼ全量を隣接する製
材工場の木材乾燥機に供給している。

このバイオマス流動
層ガス化発電設備
は、ワンタッチで起動、
停止が行なえる。

　高知県の北西部、清流で知られる仁
淀川の上流域に位置し、北に四国山地
を臨む仁淀川町。町の面積の約９０％
が山林という緑豊かな山里の町で、今、
バイオマスエネルギーの利用に関わるひ
とつの実験事業が進められている。「バ
イオマスエネルギー地域システム化実験
事業」といい、仁淀川町が独立行政法
人新エネルギー・産業技術総合開発機
構（ＮＥＤＯ）から委託を受けて取り組ん
でいる実験事業である。
　「山林が多いという地域特性から木
質バイオマス※が対象です。林地残材や
間伐未利用材などを集めてチップ化し、
それを原料とするバイオマス流動層ガス
化発電設備でエネルギー転換し、木質
ペレット製造設備を組み合わせることで
電力と熱（蒸気）、木質ペレットを生産し
ています」（仁淀川町産業建設課長の
三本哲さん）
　このバイオマス流動層ガス化発電設
備や木質ペレット製造設備を製作・施工
したのが、川崎重工グループのカワサキ
プラントシステムズ（株）（以下、Ｋプラント）
である。
※木質バイオマスを燃やして発生するＣＯ2は、樹木が光合成に
よって吸収する分と相殺され、ＣＯ2の増加がゼロと見なされる。
燃やした熱エネルギーを電力に換えれば、他の発電所で燃
やす化石燃料を節約でき、その分ＣＯ2の発生を削減できる。

　仁淀川町に隣接する佐川町の製材業、
（株）ソニア（第三セクター）の敷地内に
設置されたバイオマス流動層ガス化発
電設備は出力が１５０ｋＷ。Ｋプラントが
開発した流動層ガス化炉とガスタービン
による低カロリーガス燃焼技術を適用し
た独自のシステムで、木質バイオマスに
よる小規模分散型としては世界で初め
ての設備である。
　木質原料は、この実験事業向けに開
発した二重構造の流動層ガス化炉で、
炉の下部から吹き込まれる空気で流動
しながらガス化される。約６５０℃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・圧力でガスタービン燃焼器（川
崎重工製）に送って燃焼できる。そのため、
タール除去設備が不要で、タールの冷
却による凝固に伴うトラブルを回避できる。
これは、ガスタービンを用いるからこそ可
能になったシステムである。
　発電電力はほぼ全量がソニアの製
材工場に送られている。発電設備の排
熱は排熱ボイラで回収し、１時間当たり
４００ｋｇの蒸気を生産し、製材工場の木
材乾燥機に供給。さらに、排熱ボイラの
排熱と発電電力の一部を利用して、年

間６００ｔの木質ペレットを生産している。
木質ペレット製造設備は、チップ乾燥機
や粉砕機、成型機、ペレット充填機など
がコンパクトに機能的に配置されており、
生産しているペレットは直径６ｍｍおよび
８ｍｍで長さが約２０ｍｍ（水分１０％）。
このペレットは現在、地域の温水プール
や宿泊施設、養護施設、農業用温室ハ
ウスの４か所で重油の代替燃料として
全量を消費している。
　「このように、木質バイオマスが持つ
エネルギーを最大限に活用しているため
総合熱効率は非常に高く、約６５％です。
この実験事業は、製材工場の操業に合
わせて朝起動、夕方停止という稼働形
態で、素早い起動、停止が求められます
が、その要求に十分に応えた設備です」
（カワサキプラントシステムズ プロジェクト
開発部新規プロジェクト推進グループの
山田健一参与）

　実験事業は、２００７年５月に設備の火
入れ式が行なわれ、以後、「順調な運転」
（山田参与）が続いている。
　「実験事業の名称に『地域システム化』
とあるのは、将来的には地域で必要な
エネルギーの自給システムの構築を目指

すという意味です。まず、未利用のバイオ
マス資源をいかに効率的・経済的に収集・
運搬するかで、これには森林組合など
が取り組んでいます。次に、それをどのよ
うにエネルギー転換するかで、これはカ
ワサキさんの技術で実証していきます。
その転換エネルギーを地域のエネルギー
としてどのように活用していくか、を含め
たシステム化を目指すということです」
（三本哲さん）
　この実証運転は、Ｋプラントが運転・
管理を担当して２００９年度まで行なわれ
る。その後は仁淀川町の手により、運転
が行なわれる予定である。
　「バイオマス流動層ガス化発電設備
はワンタッチで起動、停止が可能なように
設計されており、係員の習熟訓練が不
要なのも大きな特長です」（山田参与）

　高知県では環境先進企業との“協働の森”
づくりを進めている。これは企業と県・市町村と
の協働で森林の再生を図りつつ、地域との交
流を深めようというものである。
　川崎重工およびＫプラントはこの事業に賛同し、
仁淀川町の「バイオマスエネルギー地域システム
化実験事業」への参画を機に、仁淀川町営林の
ひとつである“学びの森”（面積約１００ｈａ）のうち
の約３０ｈａを「カワサキ協働の森」として協賛した。
　その「カワサキ協働の森」で２００７年１０月中
旬、Ｋプラントの新入社員１３名が３泊４日の森
林体験実習を行なった。
　社員たちは山奥の人工林（植林後約３５年
という桧の森）で、“森の番人”を自認する三本
哲さんら町役場の職員や森林ボランティアの人
たちからチェンソ－など伐採器具の使い方を教
わった後、３班に分かれて間伐や枝落としなど
に汗を流した。体験実習では山林散策、登山
訓練なども行なわれた。
　社員たちは、「森に入ると気持ちが落ち着く
のが分かった。慣れない作業は大変で体中が
痛いけど、新鮮な体験。来てよかった」と口 に々
話した。
　実習二日目の夕べには、山腹の吾川スカイパー
クにて、地元の人たちとの楽しい交流のひと時
を過ごした。
　また、環境保全講座として、仁淀川町の自然
と環境保全活動、間伐の必要性と山林保全な
どの話を地元の人から聞いた。
　Ｋプラントでは、新入社員を対象としたこの森
林体験実習を今後、毎年行ないたいとしている。み   もと

あがわ

カワサキプラントシステムズ（株）が
バイオマス流動層ガス化発電設備などを製作・施工して実証運転中

“林業の町”が取り組む

木質バイオマス実験事業

出力１５０ｋＷの発電と

年間６００ｔの木質ペレット生産

Ｋプラント担当の実証運転は

２００９年度まで継続

「カワサキ協働の森」で
Ｋプラントの新入社員が森林体験実習

現 場 を 訪 ね て

Kawasaki News 149　2008/112 13



立ち並ぶ「こみせ」の柱越し
に見る中町通り（浜街道）。
道の両側に積まれた雪を伝っ
てきた冷たい風が通り抜ける。
薄暮になり灯が入った「こみ
せ」。およそ３５０年前、豪雪
の地に生まれた生活の知恵
を体験できる貴重な民俗遺
産である。

「こみせ」の柱に今も残る風化
した「さつなぎ」。

上：夕闇の「津軽黒石こみせ駅」。
下：人気の“こみせらいぶ”で津軽三味線の切 と々
した音色に聞き入る観光客。

「『こみせ』の残る津軽の商家町」選定地区の南端に位置する鳴海家住
宅（鳴海醸造店）。どっしりとした構えの蔵元で、写真左手に延びる「こみせ」
は２３．５間（約４４．７ｍ）もある。

　近年、雪国といえども雪の降り方は年によって
異なる。１月の黒石はさすがに雪に覆われていたが、
雪国のイメージほどには積もっていない。地元の
人は「生活するには楽でいいですよ」と言うのだ
が－。
　明暦２年（１６５６年）、黒石初代藩主津軽信英は、
弘前藩主津軽信義の急死により幕府から４代藩
主信政の後見役に命じられた。この時、弘前藩か
ら五千石を分知され、黒石津軽家を創立した。信
英は黒石陣屋を築造し、以前からの古い町並みに
侍町、職人町、商人町などを加えて新しい町割り
を行なった。その際、商人町に「こみせ」をつくらせ
たという。
　「こみせ（小見世）」は、町家の表通りの正面に
設けられた板張りの庇状の屋根（イメージとしては
木造のアーケード）である。雨や夏の強い日差しを
避け、冬の吹雪から人 を々守った。
　「この一帯は、戦後も２階から出入りするほど大
雪が降りました。往時、『こみせ』は冬期の人の移
動になくてはならないものだったと思います」（黒
石市教育委員会文化課）

●
　黒石市街で「こみせ」が往時の原形を保ってい
るのが、中町である。中町通りは青森へ通じる道
で“浜街道”と呼ばれ、商人町として栄えた。造り
酒屋や醤油屋、味噌屋、米屋、呉服屋などが建ち
並んでいたという。
　「こみせ」は幅が１間。しかし「この辺の１間は“津
軽サイズ”といって少し長く、およそ１９０ｃｍあります」
（「こみせ保存会」の鳴海文四郎さん）というように、
たしかにやや広く感じられた。
　「こみせ」は屋内でも屋外でもない、中間領域
的な屋根のある空間だという。だから誰でも自由
に通行できる。冬期には柱と柱の間に板戸（「しと
み」という）を落とし込んで吹雪を防いだ。また、「し
とみ」の上部に障子戸を入れる場合もある。これは、
雪の吹き込まない歩行空間としての機能をより高
めた装置といえよう。
　「こみせ」の柱には鉄の環が打ち付けられたも
のがある。これは「さつなぎ」といい、地方から米や
木炭などを運んできた馬や、買い物の人たちが引
いてきた馬の手綱を繋いだ環だという。中町が商
人町として栄えていたことを物語るひとつの物証
である。

●
　中町通りを歩く。
　鳴海家住宅は、文化３年（１８０６年）創業の酒
造店（鳴海醸造店／当主：鳴海文四郎さん）で、
母屋は創業以前の建築というほどに歴史のある
建物だ。横長の家で、「こみせ」が２３．５間（“津軽
サイズ”で約４４．７ｍ）もある。そのどっしりとした古
めかしい店構えと「こみせ」が、伝統ある町並みに
すんなり溶け込んでいる。
　鳴海醸造店の隣りが「津軽黒石こみせ駅」。
黒石の物産ＰＲと販売、観光案内の拠点のひとつ
だ。ところで、黒石は、「津軽じょんから節」の発祥
の地である。かつて非業の最期を遂げた浅瀬石
城主などの霊を慰めるため即興で唄われたのが、「津
軽じょんから節」の始まりとされている。城のあった
浅瀬石村を流れる浅瀬石川の岸に上河原（じょ

んから）と呼ばれる場所があり、その名に由来して
るとか。
　その「津軽じょんから節」などの津軽民謡を、「こ
みせ駅」の“こみせらいぶ”（１日２回）の津軽三
味線の生演奏で楽しめる。
ハーアー  お国自慢の  じょんから節よ
若衆うたって  あるじの囃し
娘踊れば  稲穂も踊る

　　　　　　　　（「津軽じょんから節」）
　哀調に満ちた津軽三味線の音が、冷気を切り
裂いて切 と々響く。止んでいた雪が、また、ひとしき
り強くなった。

あ せ い し

のぶ ふさ

黒石市

（青森県）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○16

黒石市こみせ通り

青森
青森県

往時の「こみせ」が連続して残る、津軽の商家町
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高橋家住宅（国の重要文化財）。
囲炉裏のある“じょうい”（茶の間）
から“通りにわ”と呼ぶ土間を通し
て小庭を望む。津軽地方の典型
的な商家構造といわれている。
襖の桟も他に見られない独自のデ
ザインで、　はそのアップ写真。た
しかに珍しいデザインといえる。
２階の小部屋の明かり取り（高窓）。
名月を観賞できるように工夫して設
置されているという。
高橋家住宅の外観。道路に面し
て長い「こみせ」が構築されている。

大正２年（１９１３年）創業の中
村亀吉酒造。新酒ができたこと
を知らせる大きな酒林が下がっ
ている。

大正１３年（１９２４
年）建築の消防
署“三部屯所”。
屋上の櫓が時代
を感じさせる。

●
　「こみせ駅」の斜め向い側が高橋家住宅（国
の重要文化財）。黒石藩御用達だった商家で、
同家に伝えられている古文書によると、宝暦５年
（１７５５年）に現在地の屋敷を購入したとされており、
建築されたのは住宅、米蔵、味噌蔵、文庫蔵とも

に宝暦１３年（１７６３年）とされている。
　何しろ大きな造りの家で、１４代当主の高橋幸
江さんは「１２畳間２部屋を含めて１２部屋」と言う。
重文指定のため保存には十分に配慮しており、「補
修したのは壁くらい。何か影響があってはいけない
と思い、冬でも暖房を使わないようにしています」と
いう徹底ぶりだ。
　２階に通じる隠し階段（殿様がお忍びで来たと
か）、２階の小部屋から名月を鑑賞したという明か
り取り（高窓）、高橋家独自のデザインの襖の桟
など、藩御用達の商家にふさわしいさまざまな工夫
が凝らされている。記録によると、建具など細部に
いたるまで往時のものが残されているという。
　「保存には気を使いますが、この家にいると心
が安らぐんです。家が愛しいというか、そんな気持
ちで過ごしています」（高橋幸江さん）

●
　「昔は町内の何処へでも『こみせ』を通って行
けたものですが、今、まとまって残っているのは中
町だけになってしまいました」と地元の人が話す「こ
みせ」は、２００５年７月、「『こみせ』の残る津軽の
商家町」として全国で６７番目の重要伝統的建造
物群保存地区に選定された。保存地区は東西約

１７０ｍ、南北約２６０ｍ、面積約３．１ｈａの範囲で、保
存地区を南北に貫く中町通りには、東側に１５戸、
西側に１５戸の屋敷が面しており、母屋３２棟、付
属屋３８棟の建物が配置されている。
　その選定理由にこうある。
　「江戸時代から昭和初期にかけて繁栄した商
家町で、近世前期の町割の構成を良く残し、江戸
時代の大型の町家と現在では希少となった連続
する『こみせ』が特徴ある町並みを形成し、歴史的
風致を良く今日に伝え、我が国にとって価値が高い」

●
　「こみせ」を歩く。
　「こみせ」の空間は、昼でも薄暗い。その薄暗さ
が、いかにも北国の冬らしい。雪は降ったり止んだ
りで、冷気がじわじわと身を包む。
　「こみせ駅」から津軽三味線の音が流れて来た。
「津軽世去れ節」のようだ。
　－薄暮。「こみせ」に灯がともった。人のぬ
くもりのような小さな灯りが、行き交う人をぼんやり
と照らし出していた。 

黒石藩御用達の商家「高橋家」

黒
石
市
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左：新開発のコンパクトな台車の採用、電機品などの屋根上への配置により両先頭車両の床は全面フラットで、シートアレ
ンジの可能性が大きく広がった。右：川崎重工開発の「ギガセル」はシートの下にセットされている。

車載用にコンパクト化し、出力を増大
させたニッケル水素電池「ギガセル」。

真横から見た「ＳＷＩＭＯ」。新開発の極めてコンパクトな台車を車両の両端部とほぼ中央に配置
するという世界で初めての斬新な発想による３車体３台車連節構造である。

出入口部の床の高さは３３０ｍｍ。これは従来の路面電車の
半分以下で、一層乗りやすくなった。

播磨工場内に敷設された実験線（約１，６００ｍ）で続く
「ＳＷＩＭＯ」の電池駆動実験走行。

左：実験線を電池駆動で
快走する「ＳＷＩＭＯ」。
運転最高速度は時速
４０ｋｍ（路面電車の
規定最高速度）まで
可能だ。

下：実験車両内では走行
中にさまざまなデ－タ
が収集されている。

　川崎重工が開発中の次世代型
路面電車ＬＲＶ（ライト・レール・ビ－クル）
「ＳＷＩＭＯ※」の実験車両（以下、
「ＳＷＩＭＯ」）が完成した。
　完成した「ＳＷＩＭＯ」は写真のように
３車体３台車連節構造で、車体の前後
と中央に台車を設置している。３車体構
造にしたのは曲線部で曲がりやすくした
ためだ。川崎重工が開発した車載用ニッ
ケル水素電池「ギガセル 」を搭載してお
り、架線なしで走行できる画期的な路面

電車で、「ニッケル水素電池搭載の電
池駆動路面電車としては世界で初めて
の開発」（川崎重工車両カンパニー技
術本部長の奥保政理事）となった。
　車両は全長１５ｍで、床の高さは出入
口部が３３０ｍｍ（従来の路面電車は８００
～８５０ｍｍ）、客室部が３６０ｍｍ。最小
通路幅は８００ｍｍで車椅子が通れる。
定員は座席定員２８人を含めて６２人。
運転最高時速は４０ｋｍ（路面電車の規
定最高速度）。「ギガセル」（電池容量：
約２００Ａｈ）は１回の充電で架線のない
一般的な線路を１０ｋｍ以上走行できる。
　「わが国の路面電車の平均路線長

は１０ｋｍ以下なので、ほとんどの路線に
対応できます」（車両カンパニー技術本
部開発部の秋山悟上級専門職）
※ＳＷＩＭＯ：Ｓｍｏｏｔｈな乗降、Ｓｍｏｏｔｈな非電化区間への直通

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

　道路から直接乗り降りでき、環境にや
さしいＬＲＶは、近年、都市交通機関とし
て再評価が進んでいる。
　ＬＲＶは、騒音や振動が少ない。また、
建設コストは地下鉄の１０分の１ともいわ

れる。さらに、路面電車の利用が進めば、
自動車の排ガスによる環境悪化や交通
渋滞が緩和され、ＣＯ2（二酸化炭素）
の排出量を削減できるという利点もある。
　とりわけ、次世代路面電車は、低床式
なので高齢者や車椅子でも利用しやす
いという特徴がある。
　２００６年、国土交通省は２０１６年度
までの１０年間に、全国の約１０都市で、
ＬＲＶを整備する方針を決めている。
　「ＳＷＩＭＯ」は、停留所と電車の床と
の段差を極限まで小さくした超低床式で、
すべての人が乗降しやすいバリアフリー
電車だ。両先頭車両の客室の床は、従
来型では考えられなかった全面平坦で、
多彩なシートアレンジが可能である。これ
は、新開発の極めてコンパクトな台車を
車両の両端部とほぼ中央に配置すると
いう世界で初めての斬新な発想で実現
した。なお、通常は床下に搭載する電機
品などを屋根の上に配置している。

　通常、電車は架線から電力を取り入
れて駆動モータを回す。その駆動モータ
を、ブレーキ時には発電機として使用し、
周波数や電圧を制御して電力を生み出
し、架線に返している。これを回生ブレー
キといい、発生した電力を回生電力という。
これによりエネルギー効率を高めるのだが、
せっかく電力を架線に返しても、その回
生電力を利用するほかの電車が近くに
いないと、駆動モータは発電機として働
かず（回生失効）、機械ブレーキに切り
替わるので電車の運動エネルギーは熱
となって発散してしまう。
　これに対して「ＳＷＩＭＯ」は、
　「すべての回生電力を『ギガセル』に

蓄え、発車時のモータ駆動や補機の電
源として活用できるのでエネルギー効率
が飛躍的に高まり、より一層環境にやさ
しい電車となっています」（秋山上級専
門職）
　なお、「ＳＷＩＭＯ」搭載の「ギガセル」
の充電時間は約５分が目安。これは、一
般的に路面電車の折り返しに要する時
間である。

●
　２００７年１０月１７日に始まった
「ＳＷＩＭＯ」の実験走行は、播磨工場
内に敷設された約１，６００ｍの実験線で
順調に行なわれた。現在は実際の営業
線で実証走行を行なっており、海外も含
めて多くの照会・検討依頼が寄せられ
ている。

　川崎重工が開発したニッケル水素電
池「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、危険物を使用して
いない安全で環境にやさしい電池だ。こ
の「ギガセル」を車載用にコンパクトにし、
出力を増大させたものを座席の下に搭
載している。
　「ＳＷＩＭＯ」は「ギガセル」から供給
される電力を利用するので、架線区間
の場合、変電所から遠い所で発生する
ことがある架線電圧低下にも対応できる。
そのため、変電所区間を広げることがで
きるので、変電所の数が減り、メンテナン
スが軽減される。

　いうまでもなく、「ＳＷＩＭＯ」の新設で
は架線がいらない。既設路線を延長す
る場合も、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。
　架線方式の場合、特に曲線部では架
線がクモの巣のように複雑に配線される
ので都市景観に大きな影響を与えるが、
「ＳＷＩＭＯ」ならそのような心配はない。

Ｒ

新 製 品 ・ 新 技 術

３車体３台車連節構造の
実験車両が完成

回生ブレーキで得た
回生電力のすべてを活用

電池駆動だからこその
さまざまなメリット

人にも環境にもやさしい
路面電車の再評価進む

川崎重工が開発中の超低床電池駆動の
次世代型路面電車「ＳＷＩＭＯ」が、播磨工場内の実験線を快走
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韓国から「Ｌ２０Ａ」を主機とするガスタービン発電設備を初受注

国内最大級の大型ＬＮＧタンクトレーラを初納入鉄道システム用地上蓄電設備による回生電力の再利用実験に成功

新開発の１７万７，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船を初受注

Ｈ－ⅡＡロケット１４号機用衛星フェアリングを出荷

自社開発の高効率「グリーンガスエンジン」を用いた発電設備の運転を開始

ヴィッセル神戸にリラクセーション・エア・カプセル「Ｄｒｅａｍ-Ｐｌｕｓ」を寄贈

世界初のハイブリッドシステムによる風力発電電力安定化装置の実証試験を実施中

　（株）カワサキマシンシステムズは、韓国の（株）
韓火建設から、川崎重工が自社開発したカワ
サキ「Ｌ２０Ａ」ガスタービンを搭載する「ＧＰＢ
１８０Ｄ」ガスタービン発電設備（出力１万７，０００
ｋＷ×２基）を受注した。韓国からの「Ｌ２０Ａ」
受注は初めてである。
　今回受注したのは、光明駅地域熱電併給
事業の主要構成機器となるものだ。このプロジェ
クトは、韓国大手の都市ガス供給会社（株）三

千里が、ソウル市西の光明市に建設する住宅・
商業・公共施設などから成る総面積約２００万
ｍ2の新開発地区向けに電力と温水を供給す
るものである。
　本システムは、「ＧＰＢ１８０Ｄ」ガスタービン発
電装置２基、排熱ボイラ２基、可変抽気背圧式
蒸気タービン発電機１基で構成されるコンバイ
ンドシステムで、蒸気タービンの抽気および排気
蒸気を熱交換機に通気して温水を供給する。

「ＧＰＢ１８０Ｄ」を２基とし、その他の機器を最適
に組み合わせることにより、電熱需要の時間お
よび季節変動に柔軟に対応可能で、最大で約
４万５，０００ｋＷの電力と１時間当たり９５ギガカ
ロリーの温水による熱を供給できる。
　２００９年に完成予定。

　川崎重工は、断熱方法を改良して大型化し
た最大積載量１４ｔクラスのＬＮＧタンクトレーラ
を（株）ニヤクコーポレーションに初納入した。本
タンクトレーラは、大阪ガス（株）および（株）リキッ
ドガスのＬＮＧ輸送に使用される予定である。
　今回納入したタンクトレーラは、断熱法に真
空多層断熱※を採用して軽量化を図ることで
約１４ｔのＬＮＧ積載を可能にするとともに、加圧
蒸発器の設置も可能にした。加圧蒸発器の設
置でトレーラの持つＬＮＧの払い出し能力を高め、

運行効率が向上する。
　ＣＯ2の排出量が少ないクリーンエネルギー
のＬＮＧは需要拡大が続いており、ＬＮＧ一次
受入基地から各地の都市ガス会社のＬＮＧ基
地（サテライト基地）への陸上輸送も増大して
いる。タンクトレーラの大型化は輸送回数を低
減でき、輸送の効率化および環境負荷の低減
に大きく貢献する。
　川崎重工は２００６年４月に、タンクトレーラおよ
びタンクローリの生産拠点を、加古川工場から、

ＬＮＧなどの極低温大型タンクを製造している
播磨工場に移転し、タンク関連製品を同工場
で効率的に幅広く生産している。
※真空多層断熱：タンク周辺に層状の断熱材を使用し、さらに

断熱領域を真空状態にすることで熱の侵
入を抑える断熱法。

　川崎重工は、自社開発の大型ニッケル水素
電池「ギガセル 」を利用した鉄道システム用地
上蓄電設備により、車両がブレーキをかける際
に発生する回生電力を再利用する実証試験
に成功した。
　今回の実証試験では、大阪市交通局および
交通サービス（株）の協力のもと、大阪市営地
下鉄の変電所に「ギガセル」を用いた蓄電設
備を設置した。そして、車両がブレーキをかけ
る際に発生した回生電力を蓄電し、車両の発進・
走行時や電車が次 に々走るラッシュ時の電圧
降下対策として有効利用できることを確認した。
これにより、回生失効（Ｐ．１８～１９「新製品・新

技術」を参照）が防止され、鉄道システム全体
の電力使用量や契約電力を削減できるほか、
変電所の新設コスト抑制が期待できるなど鉄
道の省エネルギー化や環境負荷の低減に貢
献できる。また、停電時の列車運行を想定した
実証試験では、蓄電設備からの電力供給により、
空調や照明を維持したまま最寄り駅まで移動
できることを確認した。
　川崎重工が開発した鉄道システム用蓄電
設備は、大容量で急速充放電が可能な「ギガ
セル」の特長を生かし、制御装置なしで架線と
直結できるため、充放電時の電力損失が最小
限に抑えられる。また、１ユニット約５．４ｍ3とコン

パクトなサイズで、変電所の空きスペースなど限
られた敷地でも４ユニットを並列で設置可能な
どの特長を有している。

　（株）川崎造船は、東京エルエヌジータンカー
（株）（東京ガス（株）の１００％子会社）および
日本郵船（株）から、１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運
搬船１隻を受注した。
　今回受注したＬＮＧ運搬船は、船主のＬＮＧ
（液化天然ガス）輸送に関するノウハウの提供

を受け、川崎造船が新開発した１７万７，０００ｍ3

のカーゴタンク容量を持つモス型ＬＮＧ運搬船
である。本船は、川崎造船の標準船型であり、
世界の主要なＬＮＧターミナルへ入港できる汎
用性と優れた推進性を有する１４万７，０００ｍ3 
型ＬＮＧ運搬船の特長を保持したまま、カーゴ

タンクを大型化させる
ことによりＬＮＧ積載
容量を大幅に増加さ
せた。主機関には、
新開発の川崎アドバ
ンストリヒートタービン
プラント（川崎ＵＲＡプ
ラント）を初搭載する。

川崎ＵＲＡプラントは、高圧タービンを回転させ
た蒸気を一度ボイラに戻し、再加熱後に中圧ター
ビンへ送り返す再熱サイクルの採用により熱効
率を大幅に高めたもので、燃料消費率は従来
の蒸気タービンに比べて約１５％向上する。
　川崎造船坂出工場で建造し、引き渡しは
２０１１年の予定。
■主要目

全　　長：約３００ｍ
型　　幅：５２ｍ
タンク容量：１７万７，０００ｍ3

速　　力：１９．５ノット

　川崎重工は、Ｈ－ⅡＡロケット用衛星フェアリ
ングを岐阜工場での設計・部品製造を経て、
播磨工場で組み立てて種子島宇宙センターに
向けて出荷した。この衛星フェアリングは、種
子島宇宙センターから今冬に打ち上げ予定の
Ｈ－ⅡＡロケット１４号機に組み込まれる。
　今回出荷した衛星フェアリングは、直径４ｍ
のシングル・タイプ（４Ｓ型）。収容できる衛星の

大きさ（長さ約１０．２ｍ、直径３．７ｍまで）は、米
国スペースシャトルや欧州のアリアンＶロケットと
同等である。Ｈ－ⅡＡロケット１４号機には超高
速インターネット衛星「きずな※（ＷＩＮＤＳ）」が
搭載される。
（「衛星フェアリング」については「最前線カメ
ラルポ」（Ｐ．１～７）で詳述しています）。

※きずな：宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が開発した、インター
ネット、教育、医療、災害対策、ＩＴＳ（高度道路交通シ
ステム）などへの衛星利用を目的とした大容量データ
通信分野の技術実証を担う衛星。

　川崎重工は、自社開発のガスエンジン「グリー
ンガスエンジン」を用いた発電設備の実証プラ
ントを建設し、２００７年１２月に系統連系運転を
開始した。                          
　本発電設備は、日本エネルギーネットワーク（株）
の関連会社である上越エネルギーサービス（株）
（新潟県上越市）に建設され、同社所有の発電
設備と連携して運転を行なっている。この実証プ
ラントは、「グリーンガスエンジン」シリーズ最大機
種のガス専焼Ｖ型１８シリンダの「ＫＧ－１８ガスエ
ンジン」を用いた発電設備で、発電出力は７，８００

ｋＷ。川崎重工は本プラントの長期間の運転によ
り、「グリーンガスエンジン」の信頼性を実証する。
　川崎重工が開発した「グリーンガスエンジン」
は、世界最高の発電効率４８．５％とともに、ＮＯｘ
（窒素酸化物）排出量についても１６０ｐｐｍ（Ｏ2
＝０％換算）の低排出量を実現。経済性に優
れ、環境にやさしい画期的なガスエンジンである。
「グリーンガスエンジン」シリーズは、シリンダ数
１２、１４、１６、１８の４機種を揃え、出力域として
５，０００～７，８００ｋＷまでをカバーしており、多様
なニーズに対応できる。

　カワサキプラントシステムズ（株）は、子会社の
川崎エンジニアリング（株）が自社開発した最
新型リラクセーション・エア・カプセル「Ｄｒｅａｍ-
Ｐｌｕｓ」１台を、川崎重工グループ全体でユニホー
ムスポンサーなどで応援しているＪ１サッカークラ
ブのヴィッセル神戸に寄贈した。  
　今回寄贈した「Ｄｒｅａｍ-Ｐｌｕｓ」は、自動制御
システムが組み込まれたハードタイプで、耳抜き
支援システム付きの高気圧空気チャンバーで
ある。本装置は、大気圧（１．０気圧）より高い
１．３気圧（水深３ｍでの水圧に相当）の清浄な

空気を送り込んだ高気圧状態のカプセル内に、
利用者が４０～５０分横たわることで体内に効
率よく酸素を摂取させ、気分を爽やかにし、身
体をリラックスさせる。本装置は、ヴィッセル神戸
の練習グラウンド・いぶきの森球技場のクラブハ
ウス内に設置され、選手が練習の疲労をリフレッ
シュするのをサポートしている。
　「Ｄｒｅａｍ-Ｐｌｕｓ」は、操作が簡単で手軽なリ
ラクセーション装置として、健康増進関連施設
やスポーツ関連施設などに納入実績を増やし
つつある。

「Ｄｒｅａｍ－Ｐｌｕｓ」ホームページ
http://www.dream-plus.jp/

　川崎重工は、富士電機システムズ（株）、新
神戸電機（株）、日産ディーゼル工業（株）と共
同で（株）ウインパワー西目風力発電所（秋田
県由利本庄市）に、環境にやさしい風力発電
の電力安定化装置（以下、風力発電電力安
定化装置）の実証試験設備を設置し、２００７
年８月から実証試験を行なっている。
　風力発電電力安定化装置は、風速や風向
の変動によって生じる発電出力変動のうち、電
力系統に影響を及ぼす周期の変動分をキャン
セルし、安定した合成出力を電力系統に送電
できるようにする装置である。　                  
　本装置は、二次電池（鉛蓄電池・ニッケル水
素電池）と電気二重層キャパシタを利用した世
界初のハイブリッドシステムで、数秒から数１０
分までの幅広い周期の電力変動の安定化を
最適な装置容量で実現可能で、また、装置の

超寿命化が図れる特長がある。本装置は、二
次電池である鉛蓄電池（新神戸電機製）、ニッ
ケル水素蓄電池（川崎重工製）、電気二重層キャ
パシタ（日産ディーゼル工業製）の単独あるい
はハイブリッド運転によって電力安定化運転を
行なうもので、実際にはニッケル水素蓄電池用
システムコントローラ付き双方向インバータ（川

崎重工製）、鉛蓄電池・電気二重層キャパシタ
用コントローラシステムおよび双方向インバータ（富
士電機システムズ製）などにより構成されている。
　川崎重工が開発を進めている大容量新型ニッ
ケル水素蓄電池「ギガセル」は、ニッケル水素
電池固有の高速充放電が可能で充放電効
率が高い、常温作動で使い勝手に優れている
などの利点をそのまま生かし、大容量化が可能
でサイクル寿命も長いという特長を有している。
そのため、急激な出力変動に追従して大電流
の充放電が求められる風力発電の電力安定
化に極めて有効な蓄電池といえる。
　この実証試験では、最適な運転規制方法の
検討・評価を行ない、電力安定化装置の容量
削減および電池類の長寿命化を目指して各種
試験、データの蓄積を行なっている。

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
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