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●表紙説明●

　一見、巨大なアイロンの底部のようにも見えるこの構
造物－実は、１万個積みコンテナ船の舳先（船首）
に近い部分の断面です。隣接して製作している船首
部を合体して完成させるのです。
　これを撮影したのは、中国・南通市の南通中遠川崎
船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ）の第一ドックです。川
崎造船と中国遠洋運輸（集団）総公司（ＣＯＳＣＯ）と
の合弁事業として設立されたＮＡＣＫＳは、中国造船
界の好況を背景に順調に業績を伸ばしており、５月に
は第二ドックも操業開始の予定で一層の発展が期待
されています。
（詳しくは「最前線カメラルポ」（Ｐ．１～７）をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

林地残材や間伐未利用材などを原料にして、
電力や熱を生み出す
「木質バイオマス流動層ガス化発電システム」
のしくみ

70

発展する、
中国における生産拠点

本誌は再生紙を使用しています

南通中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ、江蘇省南通市）の
第一ドックで、１万個積みコンテナ船の建造が進む。

　事業展開のグローバル化を積極的に推進し
ている川崎重工グループでは、アジア・中国を
重点市場の一つに位置付けて生産・販売拠点
の拡充に努めている。
　中でも中国は、８月に北京オリンピックの開
催を控え、また、２年後には上海万国博覧会が
開かれることもあって世界の注目を集めてい
る。近年、経済発展の目覚ましい中国で、川崎

重工グループは１９７９年以来、さまざまな事業
を展開し大きな成果をあげてきた。
　川崎重工グループの中国における事業は多
岐にわたり、また、事業所は広大な中国の各地
に存在している。そこで今回は、長江流域の
事業拠点を訪ねてみた。いずれも想像を超え
る活況を呈していた。

船舶（江蘇省南通市）、舶用 機器（湖北省武漢市）、
精密機器（江蘇省蘇州市）の 生産拠点、そして上海の事業支援拠点を訪ねて
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南通中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ）

上：黄土色の長江を
いく通常汽渡の
カーフェリー。

下：カーフェリーが動き
出すと見えた蘇通
長江公路大橋。
全長３２．４ｋｍの長
大橋である。

艤装岸壁は第２期拡張計画で５４０ｍから９２０ｍに延伸される。

約２００名を擁する強力な設計・開発チーム。

ＮＡＣＫＳの総合事務所。

船舶の寿命を左右するといわれる塗装は、厳し
い新国際基準に則って行なわれている。

間もなく完成する長さ５００ｍ、
幅８０ｍ、深さ１２．８ｍの第
二ドック。２基の８００ｔ門型
クレーンが、操業開始を今
や遅しと待ち構えている。

徐凱総経理（左）と工藤仁志常務副総経理（右）。

　全長約６，３００ｋｍの中国最大にして
世界第３位の大河、長江。その河口の
上海からさかのぼることおよそ１１０ｋｍ。
江蘇省の南部、長江の北岸に位置する
南通市（人口約７８０万人）を目指す。
　上海から車で移動し、長江を通常汽
渡のカーフェリーで渡る。フェリーが黄土
色をした川面を動き出すと、進行方向右
手の靄の中に橋が見えてきた。蘇嘉杭
高速公路の蘇通長江公路大橋（４月
１８日全線開通）だ。この長大橋は全長
が３２．４ｋｍで、長江を跨ぐ部分の長さが
約８．１ｋｍ。この橋を使えば、カーフェリー
で３０分はかかる長江を１０分ほどで横
断できるという。こうした長大橋の建設
にも、発展する中国経済の一端をみるこ
とができる。長江を渡って南通市へ。
　南通中遠川崎船舶工程有限公司（以
下、ＮＡＣＫＳ）の本社・造船所は、南通
市の長江の河岸にあり、約１０２万ｍ2と
いう広大な敷地を有している。
　ＮＡＣＫＳは１９９５年、（株）川崎造船（当
時川崎重工）と中国遠洋運輸（集団）
総公司（ＣＯＳＣＯ）との合弁事業として
設立。中国の造船業界では初めての合
弁事業で、しかも大型の造船所だった。
以来、世界の先端をいく川崎造船の設計・
建造技術と、ＣＯＳＣＯの優れた船舶運
用能力の結集という合弁事業の目的に
向かい力を合わせて発展してきた。

　ＮＡＣＫＳは、ＣＯＳＣＯから受注した
第１番船「ＦＥＮＧＨＡＩ」（載貨重量４万
７，９８０ｔのばら積み運搬船）を１９９９年に
引き渡して以来、これまでにばら積み運
搬船やコンテナ船、ＶＬＣＣ（大型タンカー）、
５，０００台積み自動車運搬船など合わせ
て約５０隻を建造した。
　徐凱総経理（社長）はこう話す。
　「ドック一つでこれだけの実績を上げ
ることができました。この効率のよさは中
国で一番と言っても過言ではなく、中国
の関係者からも高く評価されています。
これは、川崎造船の支援を受けながら、
およそ２００名にのぼる強力な設計・開発
チームを育ててきたことが、大きな力になっ
ています。現在、ドックでは、１万個積み
の大型コンテナ船を建造中です」
　工藤仁志常務副総経理は、「約５０
隻という実績は、極めて順調な伸びと言
えます。この間、トラブルらしいトラブルは
ありませんでした。これこそが日中双方
の信頼感がもたらした大きな成果です」
と話した。
　徐凱総経理が話したように、第一ドッ
クでは１万個積みコンテナ船の建造が
佳境を迎えていた。
　ＮＡＣＫＳの第一ドックは長さ３５０ｍ、

幅６８ｍ、深さ１２．８ｍでクレーンは５基。
このうちの２基は３００ｔの門型クレーンで
ある。
　敷地内には、鋼材の１か月の加工能
力が最大２万１，６００ｔの内業工場、最大
ブロック（ドックで船舶を組み立てる単位）
重量２００ｔまでの組み立てができる組立
工場、１日の最大塗装能力６，０００ｍ2の
塗装工場、それに、パイプ（管）の１か月の
製作能力８，６００本の艤装工場が立ち
並んでいる。艤装岸壁は長さが５４０ｍ
あり、２基のクレーンを装備している。

　この造船所に、間もなく第二ドックが仲
間入りする。
　第二ドックは、造船所の第２期拡張計
画の一環として建設中で、長さが５００ｍ、
幅が８０ｍ、深さが１２．８ｍと、第一ドックを
はるかにしのぐ規模だ。クレーンは５基で、
うち２基は８００ｔの門型クレーンである。
　能力のより大きなクレーンが設置され

たということは、ドックで搭載するブロック
をより大きくできるということだ。
　「それだけ工期を短縮できるわけです。
第一ドックでは、１万個積み大型コンテナ
船の組み立てに約３か月かかりますが、
第二ドックでは約２か月で組み立てが可
能になると考えています」（工藤常務副
総経理）
　第二ドックの建設に伴い、各工場も増
強された。内業工場は約１．８倍、組立工
場は２倍、塗装工場は１．５倍という具合だ。
艤装岸壁も５４０ｍから９２０ｍに伸びる。

　第二ドックは４月末に完成し、５月初め
に操業開始の予定という。
　「中国の船舶市場は速いスピードで
発展しています。第二ドックが完成する
ので、人材育成により一層力を注いで設
計・開発チームをさらに強力なものにし、
独自の設計技術で今まで中国になかっ
た新しい船型、例えば３０万ｔＶＬＣＣや
６，０００台積み自動車運搬船、３０万ｔクラ
スの鉱石運搬船、２０万５，０００ｔばら積み
運搬船などを設計したいですね。品質
の向上やアフターサービスの充実はいう
までもありません」（徐凱総経理）
　「極めて高い技術を求められるＬＮＧ
（液化天然ガス）運搬船のメンブレン型
について、技術的検証は終了している
ので、今後は建造体制づくりを考えてい
きたいと思います」と工藤常務副総経
理が口を添えた。

もや

上海から長江を渡り、
ＮＡＣＫＳのある南通市へ

ドック一つで
各種船舶を５０隻建造

第二ドックは長さ５００ｍ、
幅８０ｍ

第二ドックでは
新しい船型の設計に取り組む

5月初めに第二ドックが操業を開始
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工程の打ち合わせをする崔峰職場長（右）。
崔峰職場長が技術者としての誇りを感じると
いう新造船の華やかな進水式。組立工場では大きなブロックの組み立てが進む。 ブロックをドックで組み立てて船舶を建造する。 第二ドックの建設 に伴って各工場も増強された。増設された新工場の一部。

森田博総経理。

ＫＰＭＣの本社・工 場。蘇州の春風に社旗がはためく。
出荷を待つ、主力製品の２０ｔクラスパワーショベル用油圧ポンプ。

組立ラインの作業は、ポカよけシステムの画面を見な
がら慎重に手早く進められている。

蘇州駅で見かけた在来線高速化
車両「ＣＲＨ２型」。ＪＲ東日本の東
北新幹線「はやて」をベースに、川
崎重工と中国の鉄道車両メーカー
が製造した。
蘇州の観光名所・虎丘の雲岩寺
塔（９６１年建立）は、ピサの斜塔の
ように少し傾いている。

　こうして発展を続けるＮＡＣＫＳ。その
原動力はいうまでもなく人である。
　従業員は事務・技術職、現業職合わ
せて２，６５０名（社外工、臨時工含む）で、
このうちＣＯＳＣＯからの派遣者は１６名、
川崎造船からは９名に過ぎない。
　人材育成について工藤常務副総経
理はこう話す。
　「設計などの技術職、組み立てなどの
生産職を中心に毎年、川崎造船・坂出

工場に派遣してほぼ１年単位の研修を
行なっています。これまでに延べ６７０名
がこの研修を受け、今年も２０名が研修
予定です。
　私は坂出工場で研修生を受け入れ、
指導した経験がありますが、みんな優秀
な人たちばかりで、何でも素直に吸収し
ます。うれしいのは、坂出工場の考え方
といいますか、文化といいますか、そうい
うものをきちんと理解して行動してくれる
ことです。この研修制度は、ＮＡＣＫＳを
支える根幹だと思っています」

　今、この造船所のキーマンとなってい
るのが、ＮＡＣＫＳ１期生で、坂出工場で
１年の研修を受けた人たちだ。
　その一人、建造部外業課の崔峰職
場長は、ＮＡＣＫＳによって南通市にそれ
まで無かった造船所がつくられたのを知
り、新しい造船所で働きたいと入社した
と言う。職場長としてドックでの船舶建
造の生産・工程管理を担当している。
　「一番の苦労は多くの関連部門と調

整しながら進める工程管理です。工程
会議は毎日で、その責任者として下す
決定が工程に影響を及ぼすので緊張
します。部下の指導も大きな仕事。新人
は品質や生産技術、工程、安全などを
トレーニングプランに沿って毎週指導し、
毎月のテストで効果を把握しています。
新人以外の社員にも新しい技術や管
理法などを勉強してもらうなど忙しい毎
日です」
　そうした苦労の毎日だけに、「さまざま
な問題をチームワークで解決してよい品
質の船が進水し、船主から高い評価を

受けたときは本当にうれしい。進水式に
は技術者として誇りを感じ、なお一生懸
命努力しなければと思います」と顔をほ
ころばせた。

　最後に、徐凱総経理はこう語った。
　「合弁設立１３年でここまできました。
第二ドックが加わってさらに発展の速度
が増すと思われます。中国と日本、お互
い意見の違いが生じることはありますが、

会社の発展という目的に向かって収斂
してきましたし、今後もそうなるでしょう。
ゼロから発展の過程を見てきた一人とし
て、川崎造船の技術面での支援には感
謝しており、貢献された人たちのことは
忘れません。
　２０１０年にはＮＡＣＫＳはより大きくなり、
中国でトップクラス、あるいはナンバーワ
ンの造船会社になる見込みです。そして
今後も、世界の造船業に貢献していき
たいと考えています」

　太湖のほとりの江蘇省蘇州市は、市
街地を水路が縦横に走る落ち着いた印
象の“水の都”である。
　その郊外にある工業団地の一角で
操業しているのが、川崎精密機械（蘇州）
有限公司（ＫＰＭＣ、従業員４０名）だ。

建設機械用油圧ポンプの販売台数で
世界一を誇る（株）カワサキプレシジョン
マシナリ（ＫＰＭ）の中国における生産
拠点として、ＫＰＭが１００％出資した現
地法人である。主力製品は２０ｔクラスの
パワーショベル用油圧ポンプで、２００６年
６月に第一号機を完成させ、以来フル稼
働が続いている。
　「日本と同じ生産設備と製造技術で、
日本と同じ品質の製品をユーザーに提
供するのが当社の使命です。品質の安
定と確保のために、毎月定期的にＫＰＭ
から技術者を派遣してもらっています」と
森田博総経理。
　現在、油圧ポンプが年産約１万２，０００
台、油圧モータが同約１，０００台。納入
先は柳工や三一重工など中国の企業
がほとんどで、一部が日本や韓国系の
企業となっている。

　工場では、日本（ＫＰＭ）から輸入した
重要部品などを、仕上げ・洗浄→組み
立て→出荷試験→塗装の流れで製品
化している。
　「現地採用の従業員は日本のベテラ
ン技術者が指導し、訓練しました。また、
組立工程では組立順序を画面表示す
るポカよけシステムを導入するなど、効率
と品質にこだわっています」（森田総経理）
　出荷エリアには次々に新しい製品が

運び込まれ、出荷の時を待っていた。
　「中国のインフラ整備の必要性から
建設機械の好況はしばらく続くと思い
ます。そこで第二工場を立ち上げます。
すでに近接して工場棟を確保しており、
９月から量産開始の予定です」（森田総
経理）
　第二工場が加わると、油圧ポンプの
年産は１万５，０００～６，０００台に増え、油
圧モータは同１万台に増大するという。
　「少なくとも２０１５年までは今の好況
レベルで推移するものと見ています」と、
森田総経理は自信を込めた口調で
語った。

会社を支える人を育成する
坂出工場での研修

日本と同じ生産設備・技術で
品質を確保

２０１５年まで
今の好況続くと想定

苦労の結実である
進水式に感じる誇り

「より大きくなって
世界の造船業に貢献します」

設立以来フル稼働で、9月に第二工場 が操業開始
川崎精密機械（蘇州）有限公司（ＫＰＭＣ）

しゅうれん
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ほぼ完成した舶用サ
イドスラスタの前で打
ち合わせをする方波
職場長（左）。
舶用サイドスラスタに
プロペラを組み込む
準備が進む。
天井クレーンから見
下ろした加工棟。右
側にマシニングセン
ターなど最新の加工
装置が並んでおり、
整理整頓・清掃が行
き届いている。

“商業の首都”ともいわれる上海の賑わう市街。

６つの貿易型法人・連絡事務所などが集結し
た上海の事業支援拠点の総合受付。

水川博総経理（右）と斉初凡副総経理（左）。

ＷＫＭの工場棟。手前が組立・試験棟。

１，５００年ほど前の建立といわれる江南３大名
楼の一つ、黄鶴楼から見た武漢市街には高層
ビルが建ち並んでいる。

川崎重工諮詢（上海）有限公司の事務所内部（左奥が小林
文彦総経理）。他の事務所もほぼ似たつくりである。

上海人民公園から見た高層のＣＨ
センタービル。このビルの１０階に事
業支援拠点として６つの事務所が
入居している。

　上海から武漢へ向かう。
　飛行機で１時間３０分ほどだ。長江の
河口から約１，２００ｋｍ上流に位置する
湖北省武漢市は、長江をはさんで武昌、
漢陽、漢口の３地区から成り、人口は８００
万人近い。街を横断する長江に架けら
れた武漢長江大橋（全長１，６７０ｍ、道
路と鉄道併用）は、長江に最初に架けら
れた橋である。
　この地で、舶用サイドスラスタを生産し
ているのが武漢川崎船用機械有限公
司（以下、ＷＫＭ）だ。１９９５年、中国船
舶工業総公司（当時）の傘下で有数の
船用補機メーカー、武漢船用機械有限
責任公司との合弁で設立された。
　舶用サイドスラスタは、船の船首、ある
いは船尾の水面下に設けた空洞に設
置する推進機（一般的にはスクリュープ
ロペラ）で、主に港内での船舶の方向転
換や横方向への移動に用いられる。
　近年の中国造船業界の活況の中、コ
ンテナ船やケミカルタンカー、各種作業
船などサイドスラスタを搭載する船舶の
建造が堅調で、ＷＫＭの業績は極めて
好調である。
　水川博総経理は、
　「生産台数の推移では、２００２年に比
べて２００７年は３倍近くに伸びており、
２００６年６月には累計生産１，０００台を記
録しました。今年は、年間３８０台の生産
達成が目標の一つです」と話す。ちなみ
に２００７年実績は３０５台。このうち、中国
国内への出荷は１５９台だった。

　傍らで斉初凡副総経理は、
　「中国造船業界の好況が背景にあり
ますが、当社の品質第一の姿勢がユー
ザーに信頼されたことも好業績の要因。
新入社員には品質教育を徹底して行なっ
ており、何か問題があれば原因を厳しく
究明・分析して対策を立てます。
　アフターサービスは、トラブルが発生し
たら２４時間以内に現場に行って解決
するのが基本方針。中国ではサイドスラ
スタの操作に慣れておらず、そのための
トラブルもあるのですが、とにかく解決し、
ユーザーに納得し、満足してもらうのが先。
どんな時にも安心して使えるようにという
当社の努力が信頼されています」と話
した。
　工場は溶接、加工、組立・試験棟が
隣接して機能的に配置され、よく整理さ
れて清掃も行き届いている。
　加工棟にはマシニングセンター（複合
ＮＣ工作機械）など最新の加工装置が
導入され、全社（従業員１９６名）を挙げ
て「年間３８０台生産達成」へ取り組ん
でいる意気込みが伝わってくる。
　工場で働く社員のほとんどが、クレー
ン操作士や溶接士など何らかの公的資
格を有している。女性の現業員も多く、
工場の天井を忙しく往復する天井クレー
ンのオペレーターは全員が女性だという。
　組立工場の方波職場長は、ＷＫＭ
の設立時に応募して入社した一人で、
１９９６年に川崎重工で６か月、研修を受
けたと言う。一緒に入社した仲間ととも

に会社を支える中堅として力を発揮して
いる。
　「部品の手配などを通じて組立工程
がスムーズに動くように配慮しています。
考えることは生産性アップであり、会社の
発展。みんなが安心して気持ちよく働け
ていると感じる時が、仕事のやり甲斐です」
と話した。

　「サイドスラスタは近年、タンカーやばら
積み船などにも採用されるようになってお
り、シンガポールやマレーシアなどの船主
からも注文が寄せられますが、２００９年ま
ではとにかく受注は手一杯です。殺到
する引き合いにさらなる増産を検討して
います」と、こもごも話す水川総経理と
斉初凡副総経理の言葉が、ＷＫＭの好
調ぶりを端的に物語っている。「合弁は
正しかったですね」（斉初凡副総経理）

　本誌に紹介した３法人のほか、川崎
重工グループでは中国各地でさまざまな
事業を展開している。それらの事業を支
援する連絡事務所などのうち、上海市
内に点在していた６つの貿易型法人・
連絡事務所などが２００７年１２月、上海
市の新築の高層ビル、ＣＨセンタービル
１０階に集結した。
　川崎重工グループへの各種コンサルティ
ング、営業案件支援、事業進出サポート
などを業務とする「川崎重工諮詢（上海）
有限公司」、調査・連絡業務の「川重商
事（株）上海事務所」、油圧プレスに関
する調査・連絡業務の「川崎油工（株）
上海事務所」、ガスタービン発電設備関
連の調査・連絡業務の「（株）カワサキ
マシンシステムズ上海事務所」、油圧機
器販売の「川崎精密機械（蘇州）有限
公司上海分公司」、カワサキプラントシス
テムズ（株）関連機器の中国内外にお
ける取引、設計コンサルティング、アフター
サービスなどの「川崎重工産業機械貿
易（上海）有限公司」である。

　川崎重工諮詢（上海）有限公司の小
林文彦総経理（川崎重工業華東地区
代表）は、
　「６社が隣接して活動することで、情
報の共有化、人の交流が容易になり、相
乗効果もねらえます。リスクマネジメントも
しやすくなります。一つの情報が回り回っ
て、新規のユーザー開拓につながれば
結構なことです。それこそ、川崎重工グルー
プの総合力というものでしょう。その総合
力で、上海を含む華東地区にカワサキ
ブランドを構築、発展させ、ひいては中国
全土に『カワサキ』を強力にアピールし
ていきたいと考えています」と話した。
　上海市の中心部・人民公園を臨む新
築ビルの１０階。「Ｋａｗａｓａｋｉ」のロゴを
掲げた６つの真新しい事務所が整然と
並んでいた。

今年は年間生産
３８０台を目指して努力

「品質第一」の姿勢が得た
ユーザーからの信頼

「２００９年までは受注満杯です」

上海における
連絡事務所などが集結

人の交流などの相乗効果で
「カワサキ」をアピール

この５年間で約３倍に伸びた生産台数
武漢川崎船用機械有限公司（ＷＫＭ）

上海発  ＨＯＴ  ＮＥＷＳ
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