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●表紙説明●

　この空は、中国の青空です。そしてこの設備は、セ
メント工場の排ガスが持つ熱を回収して蒸気をつくる
排熱回収ボイラのひとつ、ＰＨボイラです。
　緑豊かな美しい街、安徽省銅陵市。その郊外にあ
る、工場単位ではおそらく世界最大という日産約３万ｔ
のセメント工場（中国・ＣＯＮＣＨグループの銅陵海螺
水泥有限公司）の生産ラインに設置されたＰＨボイラ
です。
　川崎重工グループのカワサキプラントシステムズ（株）
が、ＣＯＮＣＨグループと中国で進めている合弁事業
が好調で、省エネルギー・環境負荷低減に大きな成
果をあげています。
（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－◯

地球環境にやさしい
下水処理場用ブロワ（送風機）、
「川崎ＭＡＧターボ」の構造

71

拡大する「Ｋプラント」の
中国における省エネルギー・
環境事業

本誌は再生紙を使用しています

　前号に続き、川崎重工グループの中国にお
ける事業拠点紹介の２回目である。
　経済発展が著しい中国では、省エネルギー
や環境負荷の低減が国家的な大きな課題となっ
ている。こうした中、川崎重工グループの総合
エンジニアリング企業、カワサキプラントシス
テムズ（株）（以下、略称の「Ｋプラント」）は、ア
ジア最大・世界第４位のセメント会社である安
徽海螺水泥股　有限公司を傘下に持つ海螺グ
ループ（ＣＯＮＣＨグループ）との合弁でＡＣＫ、
ＣＫＭを設立し、省エネ・環境対策分野で活発
に活動している。
　２００６年設立のＡＣＫは現在、セメントプラン
トの排熱発電設備の設計・調達・販売を、２００７
年設立のＣＫＭは現在、ＡＣＫが受注したセメン
ト排熱発電用ＰＨボイラを製造している。セメ
ント排熱発電設備の受注は好調で、導入したセ
メント工場では省エネや環境保全に大きな成
果をあげている。
　ＫプラントとＣＯＮＣＨグループは先ごろ、合
弁事業のさらなる拡大投資に合意した。
　そこで今回は、活況を呈しているＡＣＫ、ＣＫＭ
と、セメント排熱発電設備を導入した銅陵海螺
水泥有限公司などを訪ねてみた。

コ ン チ

安徽海螺川崎節能設備製造有限公司（ＣＫＭ）の第一工場は、セメント
排熱発電設備用ＰＨボイラのパイプ（水管）の製造で活況を呈している。

安徽海螺川崎工程有限公司 （ＡＣＫ）、
安徽海螺川崎節能設備製造  有限公司（ＣＫＭ）（いずれも安徽省蕪湖市）、
それにユーザーの銅陵海螺  水泥有限公司（安徽省銅陵市）などを訪ねて
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ＣＯＮＣＨグループの蕪湖海螺セメント工場。

設計部では約３０名の部員が好調な受注に対応して忙しく立ち働いている。
蕪湖市の中心部にある安徽海螺川崎工程有
限公司（ＡＣＫ）の事務所。 李朝暉部長が率いる工程部は調達や工程管理などを担当している。

李朝暉工程部長。

蕪湖市２景。賑わう歩行街（上）と市民の憩い
の場である鳩慈広場の鏡湖（下）。

ＡＣＫ設立の経緯や将来展望を語る何承発董
事長（左）と永迫浩久総経理（右）。

上海から約２時間、在来線高速化車両「ＣＲＨ２型」は
定刻に南京駅に着いた。

　６月初旬の蒸し暑い午後。
　中国の在来線高速化車両「ＣＲＨ２型」
は、利用客でごった返す上海駅を定刻
の午後２時２５分に発車した。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共
同で製造した車両で、愛称は子弾頭（弾
丸列車）。
　列車は快調に走り、蘇州、常州に停
車した後、およそ２時間で南京駅（江蘇
省）に到着した。南京駅からさらに車で
約２時間走り、蕪湖市に着いた。安徽省
南東部に位置する蕪湖市は、人口約
２１０万人（都市部は約７０万人）、美しい
自然と２０００年の歴史を有する安徽省
第二の都市である。
　ここに、ＫプラントとＣＯＮＣＨグループと
の合弁でＡＣＫが設立されたのは２００６
年のこと。

　「ＣＯＮＣＨグループと川崎重工グルー
プはそれ以前から、つまり１９９８年に川
崎重工がＣＯＮＣＨグループの寧国セメ
ント（安徽省）にセメント排熱発電設備の
第一号を納入して以来の付き合いです。
２００５年には、ＣＯＮＣＨグループからＫ
プラント（編集部注：２００５年に川崎重工
から分社独立）に、８工場１１セメント生
産ライン向け排熱発電設備を一括発注
し、両社の技術陣が協力して順次、納
入してきました。この間に両社が培った
確かな信頼感が、ＡＣＫ設立の大きな基
盤です」とＡＣＫの何承発董事長（会長）。

　ＡＣＫは従業員約７０名（うち日本人
は４名）。管理部のほか営業部、設計部、
工程部で構成されており、セメント排熱
発電設備の設計・調達・販売を行なって
いる。Ｋプラントのセメント排熱発電設備
に関する高い技術力と、ＣＯＮＣＨグルー
プの中国セメント業界における営業力や
信頼性、現地調達や操業に関するノウ
ハウなどの融合により、中国国内で極め
て順調に受注を伸ばしている。ＡＣＫが
２００７年度に受注したセメント排熱発電
設備は３９件にのぼる。
　「これらの稼働により、５年間の累計
予想で５，０００万ｔのＣＯ2削減を達成で
きる見込みであり、中国の環境保全、省
エネルギー分野で大きく貢献できるもの
と思います」（永迫浩久総経理（社長））

　このように活況を
呈するＡＣＫの実務
の牽引力が、３０代
の李朝暉工程部長
である。
　「工程部はセメン
ト排熱発電設備の
見積り、調達、工程
管理を担当しており、毎日が多忙です。
　例えば調達部門ではボイラや蒸気ター
ビン発電機、冷却塔、ポンプ類、補機など
の調達先である国内供給メーカーの信
用度調査、能力判断、それに最も大切な
品質確認など、また工務部門では設計
から機器供給、土木建築、試運転、運転
トレーニングまでさまざまな業務があり、納
期管理は容易ではありません」と話す。
　そんな李朝暉部長が最近うれしく思っ
ているのは、「多忙な中で各プロジェクト
が計画通りに進んでいることと、Ｋプラン

トの支援もあって新入社員が短期間に
飛躍的に成長したこと」だとか。そして「多
くのユーザー関係者が仕事を認めて、
信用してくれました。今後も信用を一層
高められるよう、さらに自分に厳しくして
頑張ります」と凛とした表情で話した。
　工程部員は２３名。相次ぐ受注にエ
ネルギッシュな李朝暉部長と一丸となっ
て立ち向かっている。

　「ＡＣＫは、今年の５月末で９工場１６
生産ラインにセメント排熱発電設備を

納入し、合弁設立１年余りの成果とし
ては、当初予想を大幅に上回りました。
ＣＯＮＣＨグループの営業力とＫプラント
の技術力がうまくかみ合った－中日
双方がお互いの優位性を生かしながら
強固なチームワークで取り組んだ結果で
す。ユーザーからの評価も高く、中国社
会に省エネや環境保全、つまり地球に
やさしくという意識をもたらす最初の一

歩になったことを誇りに思います。
　ＡＣＫの技術力は、中国では他社が
追随できないほど高いもので、将来は、こ
の技術力を生かして省エネ・環境分野
で世界でも知名度の高い大きな企業を
目指します」（何承発董事長）

　セメントプラントでは、石灰石や粘土な
どの原料を高温で焼成処理するため多
量の熱を使う。その排ガスが持つ熱を
排熱回収ボイラで回収し、蒸気を発生さ
せてタービン発電を行なうのがセメント排
熱発電設備である。
　排ガスは、原料の予熱（予備焼成）を
行なうサイクロン状のプレヒータ（ＰＨ、利
用する排ガス温度約３２０℃）と、焼成し
てできた高温のクリンカ（中間製品で、粉
砕などの工程を経てセメントになる）を空
気で急速に冷やすエアクエンチングクー
ラ（ＡＱＣ、同約２５０℃）の２か所から排
出される。そのため、前者には「ＰＨボイラ」、

後者には「ＡＱＣボイラ」と呼ぶ排熱回
収ボイラを設置する。
　クリンカの生産量が１日５，０００ｔのロー
タリーキルン（予熱した原料を焼成する
装置）２基という標準的なプラントの場
合、セメント排熱発電設備の発電出力
は１万８，５００ｋＷ。発電設備の自己消費
電力を差し引いた電力で、プラント全体
の電力消費量の約３０％を賄えるのでそ
の省エネ・環境負荷低減効果は極めて
大きい。また、無燃料で発電できるため、
地球温暖化ガスの取引ビジネスにつな
げることもできる。

　Ｋプラントの合弁パートナーである
ＣＯＮＣＨグループは、セメントや建材、貿
易などの事業を展開している企業集団。
とりわけグループ中核のセメント会社、安
徽海螺水泥股　有限公司はこの１０年
ほどで急激に発展した。
　現在、中国国内に５０を超えるセメント
工場を有して年産約１億ｔ（ちなみに日
本は国内総生産量で約７，０００万ｔ）。し
かも年々工場を増やしつつあり、現在の
工場数を倍増する計画ともいわれる。年
産量では現在世界第４位だが、１位の
座に着くのもそう遠い日ではないとされて
いる。

両社の確かな信頼感が
合弁の基盤 日中双方の持ち味の融合で

好調な受注

現業の牽引力は
エネルギッシュな若き女性部長

世界でも知名度のある
大きな企業を目指す

●セメント排熱発電設備●●ＣＯＮＣＨグループとは●セメント排熱発電設備の受注が好調
安徽海螺川崎工程有限公司（ＡＣＫ）
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都市ごみ処理関連の共同開発の調印式（銅陵市）。

セメント排熱発電設備のＰＨボイラ。

日産１万ｔ×２の生産ラインの中央制御室。日産１万ｔ×２のセメント生産ライン。

セメント排熱発電設備のＡＱＣボイラ。

肖傑玉製造部長。

安徽海螺川崎節能設備製造有限公司（ＣＫＭ）
の事務所。 ＣＯＮＣＨグループ本社ビルの建設が進む。

建ち並ぶＣＫＭの工場棟。手前から第三、第二、第一工場と続いている。

「昨年は約４０台製造し、今年の目標
は５０台」と語るＣＫＭの関和幸総経
理（左）と汪寧副総経理（右）。                      
パイプとパイプをつなぐ継手部の溶
接作業が慎重に進められる。        
完成した水管ユニットは全品の水圧
検査を行なってから出荷となる。

李群峰総経理。

　ＣＫＭの事務所と工場（第一～第三
工場）は、蕪湖市の中心部から車でおよ
そ２０分ほどの郊外、安徽海螺白馬山
水泥有限公司のセメント工場敷地内に
ある。広大な敷地内では、ＣＯＮＣＨグルー
プの巨大な本社ビルの建設工事が進ん
でおり、竣工後はＡＣＫ、ＣＫＭとも入居
する予定という。
　関和幸総経理と汪寧副総経理に
伺った。
　「ＣＫＭは第一工場で２００７年７月に、

ＡＣＫが受注したセメント排熱発電設備
用ＰＨボイラの製造を開始しました。従
業員は約１００名（うち日本人３名）で、工
場ではほかに協力会社の約１５０名も働
いています。
　第一工場では現在、ＰＨボイラの蒸気
を発生させるパイプ（水管）を製造して
おり、２００７年は約４０台生産という成果
をあげ、今年は５０台が目標です」
　と関総経理が話せば、汪寧副総経
理が「第一工場はこの５月、ボイラ工場と
して最上級のＡ級に次ぐＢ級ライセンス
を取得しました。Ａ級取得も目指しており、
取得できればより高圧力のボイラ製造が

可能になります」と付け加えた。

　第一工場は１２０ｍ
×２２５ｍ（面積２万
７，０００ｍ2）という大
きなものだ。ここでは、
寸法に合わせてパ
イプの端部を切る、
端部を曲げるなど
７工程で水管１ユニッ
トを加工・組み立て、
最後に水圧検査を
行なう。
　肖傑玉製造部長に会った。ＣＫＭで
も製造現場を引っ張っているのは３０代
前半の若い部長である。
　「ボイラは特殊な設備なので、日本基
準の設計を中国基準に直す転換設計、
厳しい品質管理を行ないながらの目標
生産台数の順守、納期管理など業務は
多岐にわたります。生産計画をチェックし、
問題点を探り出し、反省を加えながら効
率アップを図ります。打ち合わせ会議な
どで毎日が忙しく、責任の重い仕事です
が、新しいモノを造る仕事は新鮮で、毎
日新しい発見があり、達成感があります」
　中国には「伝える、助ける、代行する」
という伝統的な言葉があるとか。
　「生産現場でもこの考え方に基づき、
技能の高い人がそうでない人を指導し
ながら、全体的なレベルアップを図りつつ
あります。Ｋプラントの人は、問題点に真
剣に対応して即答してくれるので助かり
ますし、私たちも見習いたい点です」
　そう話す肖傑玉部長が描くＣＫＭの
将来像は、「中国トップ、いや世界一を目
指します」という頼もしいものだった。

　第一工場に隣接した第二工場（８０
ｍ×２２５ｍ、面積１万８，０００ｍ2）、第三工
場（１２０ｍ×２２５ｍ、面積２万７，０００ｍ2）
の整備が最終段階に入っていた。
　ＫプラントとＣＯＮＣＨグループは先ごろ、
セメントプラント用の高効率竪型ミルのほ
か、セメントプラントを利用した新型のご
み処理設備、さらには下水処理設備な
どの環境対策製品を合弁事業の生産・
販売品目に加え、事業領域を広げるた
めの追加投資に合意した。
　その契約調印式と記念の桜植樹式
が４月初旬に行なわれた。先に行なわれた

植樹式の場所は３棟並んだ工場のそば
で、Ｋプラントの林敏和社長、蕪湖市の
　夏来書記長と陳樹隆市長、ＣＯＮＣＨ
グループの郭文　董事長など主だった
関係者が、Ｋプラントが寄贈した桜の苗
木を植樹した。また、両社のこれまでの
歩みを日中文で併記した大きな石造りの
記念碑も除幕され、両社の絆は一層深
まった。その後、植樹式の日と翌日にかけ
て、蕪湖市内のホテルで下水処理設備
と高効率竪型ミル、安徽省銅陵市内の
迎賓館で都市ごみ処理関連の契約調
印式が行なわれた。
　「高効率竪型ミルやセメント排熱発電
設備用ＡＱＣボイラを製造する第二工
場は８月頃には操業開始の予定です。

すでに竪型ミルは１６台の契約を得ており、
資材の手配中です。セメントプラントを利
用したごみ処理設備などを製造する計
画の第三工場は、９月に完成予定です」
（関総経理）

　蕪湖市から車で２時間弱の銅陵市（安徽省）
は、道路整備が行き届いた緑の多い美しい街だ。
　１９９６年の操業開始というＣＯＮＣＨグルー
プの銅陵海螺水泥有限公司は、セメント日産
５，０００ｔの生産ラインを２ライン、同１万ｔのライン
を２ライン所有。設計上の合計日産３万ｔ（日産
実量は３万１，０００ｔ）は、「工場単位では多分、

世界最大」と李群峰総経理。
　日産５，０００ｔ×２の生産ラインには４基のボイ
ラ（ＰＨ用、ＡＱＣ用各１基×２ライン）と蒸気ター
ビン発電機（出力１万８，０００ｋＷ、２００７年１月
発電開始）、日産１万ｔ×２の生産ラインにも４基
のボイラ（ＰＨ用、ＡＱＣ用各１基×２ライン）と蒸
気タービン発電機（同３万３，０００ｋＷ、２００７年

１０月発電開
始）が導入さ
れており、「順
調に運転中」
（李群峰総経
理）と言う。その効果を李群峰総経理はこう述
べた。
　「１年間に１０万ｔの石炭を節約でき、ＣＯ2
（二酸化炭素）を２０万ｔ、ＳＯ2（二酸化硫黄）を
２，０００ｔ低減できます。現在、発電した電力で
工場電力の約３分の２を賄っています。省エネ、
排ガス低減は国家の政策であり、また、資源の
有効利用を通じて企業に利益をもたらすこうし
た設備は極めて有益で、今後一層普及するでしょ
う。定期的に設備をチェックし、何かあれば即応
してくれるＣＫＭのアフターサービスにも満足し
ています」
　同工場では、Ｋプラントが開発した都市ごみ
を蒸し焼きにするガス化炉から発生したガスを、
ロータリーキルン用補助燃料として使用するシ
ステムの導入が決まっている。導入されるのは
日産５，０００ｔラインだという。
　「ＣＯＮＣＨのセメント技術とＫプラントのごみ
焼却技術との融合で生まれるまったく新しい省
エネ・環境対応システム。銅陵市内で１日に収
集する都市ごみ約６００ｔをすべて処理できます」
（李群峰総経理）
　こうしたシステムの導入はもちろん中国では
初めてで、その成果が注目されている。

第一工場は
ボイラのパイプ（水管）製造で活気

ＣＫＭの製造現場も
若い部長が先頭に立つ

記念植樹式などで
一層深まった絆

■セメント排熱発電設備を導入した

銅陵海螺水泥有限公司を訪ねて

第二工場、第三工場の操業開始も近い
安徽海螺川崎節能設備製造有限公司（ＣＫＭ）
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河北国華定洲発電所
で稼働中の排煙脱硫
設備。２００５年に納入
した当時、中国では最
大級の設備だった。

Ｋプラントが
２０年来研究
に取り組み、
林社長の夢
の技術開発
でもある流動
層セメント焼
成システムの
実証プラント。

川崎重工産業機械貿易（上海）有限公司・北
京分公司の呉強所長（右）と蘇雷副所長（左）。

新村修董事長兼総経理。

北京市２景。朝靄に霞む北京オリンピックのメインスタジアム“鳥の巣”（左）と景山公園万春亭から
見た故宮博物館（右）。

上海の有名な江南古典公園・
豫園の池の中央に立つ、上海
最古の茶芸館・湖心亭。

川崎重工産業機械貿易（上海）
有限公司の本社事務所。 

　Ｋプラントは、総合
エンジニアリング企
業としてグローバル
な事業展開を進め
ており、機器・装置な
どの調達網は世界
に広がっている。そ
のひとつに、川崎重

工産業機械貿易（上海）有限公司（上
海市、Ｋプラントの１００％出資）がある。
中国における調達品の品質管理、工程
管理など物づくりの推進、調整などが主
な業務である。
　上海市の本社で新村修董事長兼総
経理に伺った。
　「業務を実例でお話ししますと、Ｋプラ
ントがパキスタンから受注し、来年に完
成予定の『肥料プラント』では、圧力容
器や塔槽類、熱交換器、鉄骨、電気品
などを中国で調達しました。こうした機器・
装置は、引き合いから納品まで１年以上
かかるものもあり、また、当社社員が製作

工場に常駐して日々 起こる問題に対処し、
円滑な工事進行を支援するなど気の抜
けない仕事です。調達品の発注に当たっ
ては、中国企業の製造能力、信頼性な
どを十分調査しますが、中国の製造能
力のレベルは近年非常に向上しており、
生産設備も問題ないように思います」
　Ｋプラントからのさまざまな要求に応え
られるよう、協力先としてリストアップして
いる中国企業は２００社を超えるという。
　「合弁会社として誕生して間がない
ＡＣＫ、ＣＫＭについても、調達や物づく
りが円滑化するまで、お手伝いをしたい
と思っています」（新村董事長兼総経理）

　ところでＫプラントは２００５年、当時、中
国では最大級の排煙脱硫装置（排ガス
中のＳＯｘ（硫黄酸化物）を除去する設備）
の納入という実績がある。この案件をサ
ポートしたのが、川崎重工産業機械貿
易（上海）有限公司・北京分公司の呉

強所長と蘇雷副所長である。北京で二
人に聞いた。
　「納入したのは河北省定州市の河北
国華定洲発電所で、同発電所の６０万
ｋＷ×２基の石炭火力発電所の新設に
伴う導入でした」（呉強所長）
　細かい経緯は省くが川崎重工はそれ
までに、中国では化学工業集団や石炭
火力発電所向けに大小の排煙脱硫設
備を合わせて６基納入した実績がある。
この実績が高く評価され、定洲発電所
の案件を受注したのである。
　「技術的評価は川崎重工が一番高
かったそうです。建設期間は２１か月と
史上最短でした」（呉強所長）
　Ｋプラントの排煙脱硫設備は、自社開
発の湿式石灰石－石膏法で、粉砕した
石灰石と水を混ぜ、吸収塔の中で排ガ
スにスプレーで吹き付けると、排ガス中の
ＳＯｘと石灰石が反応して亜硫酸カルシ
ウムになる。これを酸素と反応させて石
膏として取り出すという方法だ。取り出し
た石膏はセメント原料や石膏ボードなど

に再利用できる。
　「定洲発電所のＳＯｘ除去率は９５～
９８．６％と非常に高く、もちろん厳しくなっ
た中国の大気汚染防止の規制値を大
幅にクリアしています。この設備は現在、
極めて順調に運転中です」（蘇雷副所長）
　Ｋプラントでは海外展開の一環として、
排煙脱硫技術の海外企業へのライセン

スを実施しており、現在は中国の北京博
奇電力科技有限公司に技術供与を行
なっている。経済発展の目覚ましい中国
では、毎年１００件を超す火力発電所建
設の申請が出されるといわれるほどで、
同公司は中国の大型案件で順調な受
注を続けており、そのシェアを大きく伸ば
している。

カワサキプラントシステムズ（株）
代表取締役社長

　林  敏和

　総合エンジニアリング企業である当社
の業務は、セメントプラントや化学プラント
などの産業インフラ関連、発電プラントや
各種ボイラ、原子力関連などのエネルギー
関連、それにごみ焼却プラントなど一般
廃棄物処理設備、水処理プラント、リサ
イクル・産業廃棄物処理設備などの環
境関連と３本の大きな柱で成り立ってい
ます。１社でこれだけの範囲を網羅して
いる企業は、世界的にも稀ではないでしょ

うか。それだけ技術の幅が広く、多種多
能なエンジニアが在籍しているということ
が他にない強みです。近年、この３分野
の垣根が一層低くなり、どの分野のプラ
ントも省資源や省エネルギー、環境への
負荷低減を考えないわけにはいきません。
当社の技術範囲の広さが、さらによく活
かされる状況になっていると思います。

　当社と、セメント業界の世界トップクラ
スである中国ＣＯＮＣＨグループとの合
弁事業が順調に発展し、さらなる事業の
拡大に向けて歩み始めたことは私として
もうれしい限りです。そして何よりも事業

を通じて、中国社会が省エネや環境対
策の必要性を認識する、そのエポックに
なったことが当社の最大の誇りです。
　中国では、銅陵市の銅陵海螺セメント
工場で、中国初の都市ごみガス化炉シ
ステムの導入が決まりました。都市ごみ
を処理しながらセメントプラントの省エネ
を図れるという画期的なシステムで、非
常に期待しています。今年の末には設計・
製造を始めます。
　中国・山東省では、当社が２０年来研
究に取り組んできた流動層セメント焼成
システムの商用プラント（日産１，０００ｔ）で
の実証試験が始まります。このシステムは、
セメント原料の予熱と焼成工程などを竪
型のひとつの構造体で構成するもので、
熱エネルギーを極めて高効率に利用で

きます。横型の長大なロータリーキルンが
不要なので、設置面積も設備も削減でき
ます。実用化すれば、もちろん世界初です。
　当社はまた、沖縄で、サトウキビの絞り
粕や稲ワラ、もみ殻など農業系廃棄物
からバイオエタノールを生産する研究に
取り組んでいます。現在、パイロットプラン
トの運転でデータを集積しており、実証
プラントへの移行を目指しています。ここ
に挙げた二つの研究は、いずれも社会
に新たな貢献ができる技術開発であり、
ぜひ成功させたいというのが私の夢でも
あります。
　こうした夢とともに、Ｋプラントグループ
を質量ともに充実させ、より一層技術レ
ベルの向上を図り、社会にさらなる貢献
をしていきたいと考えています。（談）

Ｋプラントの
中国調達品の品質・工程管理

中国で最大級の
排煙脱硫設備を納入

世界的にも例が少ない
幅広い業務内容

うれしい中国事業の発展、
二つの技術開発に託す夢

総合エンジニアリング企業として他にない強みを発揮して

プラント関連機器を中国内外で取り引き
川崎重工産業機械貿易（上海）有限公司
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●タッチパネル
運転操作から日常監視まで、このタッ
チパネルで容易に操作できる。また、
補機を含めた全自動運転が可能。

●インレットベーン
風量を効率よく制御できる。ステン
レス製で耐食性に優れている。

●高速電動機
１分間に最高約３万回転という高速で回転する。
空気冷却なので冷却水設備は不要。

●ロータ
合金鋼製で熱処理後、高精度に仕上げられている。
磁気軸受なので極めて振動が少なく、安全な運
転が行なえる。

●磁気軸受
高速電動機のロータ（回転子）を電磁石の磁力
の吸引力を利用して浮上させる。ロータの位置を
常に位置センサで検知し、磁力を制御することでロー
タを基準位置に保てる。なお、下水曝気用ブロワ
に磁気軸受を採用したのはわが国で初めてである。
※磁気浮上式なので機械的ロスが極めて少なく、
電力消費量が低減する。また、潤滑油や潤滑
油の冷却水が要らないなど、潤滑油に関わる設
備、保守点検の必要がない。このように、ユニッ
ト全体のメンテナンス負荷も大幅に低減される。

●送風機本体
電動機に直結した羽根車を
高速回転させ、生物反応槽へ
曝気用空気を送る。

●磁気軸受コントローラ
送風機本体の磁気軸受の制御を
行なう。

●コンバータ
インバータへ供給される電気を交
流から直流に変換する。

●入出力フィルタ
インバータで発生する高周波を抑
制する。

●インバータ
送風機本体の高速電動機の回
転速度を制御するため、供給する
電気の周波数と電圧を変化させる。

「川崎ＭＡＧターボ」は、送風機本
体や制御装置などをコンパクトに
一体化したユニット構造になって
いるため、設置スペースが少なく、
据え付けも容易である。

●沈砂池
汚水管を流れてきた
汚水は、まずこの池を
流れる間に土砂類が
沈み、木切れなどの大
きなごみはスクリーン
によって取り除かれる。

●最初沈殿池
汚水がゆっくり流れ
る間に、小さなごみ
や泥などが沈んで
いく。

●生物反応槽
汚水に活性汚泥を加え、水
槽の底から空気を吹き込む。
微生物は汚水中の汚れを
食べて繁殖し、沈殿しやす
い固まりになる。

●最終沈殿池
繁殖した微生物の
固まりが沈殿する。

●消毒設備
最終沈殿池から
送られてきた水を
塩素で消毒した後、
川や海に流す。

●羽根車
高速電動機ロータの軸
の端に取り付けられる羽
根車は、耐食性のある高
力アルミニウム合金製ま
たは同等以上のもの。
３次元加工マシンによる
削り出しで信頼性が高く、
流体工学的にも理想の
形状である。

●低振動・低騒音
機械的接触のない磁気
軸受のため、振動が非
常に少ない。また、高速
電動機のロータの軸端
に羽根車を直接取り付
けているためギアの機械
音がなく、気流音のみの
低騒音が実現した。

●停電対策
仮に運転中に停電する
と電磁石が働かなくなり、
浮上しているロータが高
速回転のまま軸受部に
接触して損傷する可能
性がある。「川崎ＭＡＧ
ターボ」は停電と同時に、
惰性で高速回転する電
動機が発電機に変わっ
て発電（回生電力という）
し、ロータが落下しても安
全な範囲に電動機の回
転速度が低下するまで、
電磁石に必要な電力を
供給する。そのため無停
電電源装置などの装置
が必要ない。

■ユニット構造

■「川崎ＭＡＧターボ」
には「ＭＡＧ－Ｒ２０」、
「ＭＡＧ－Ｍ２０」、
「ＭＡＧ－Ｒ３０」、
「ＭＡＧ－Ｍ２５」の
４タイプがあり、幅広い
要望に対応できる。

吐出

吸
込

「川崎ＭＡＧターボ」を納入した下水処理場の一例。岐阜市・北西部プラント下水処理場。 「川崎ＭＡＧターボ」

　家庭などから出る汚水をきれいにして川や
海に放流する下水処理場では一般的に、集め
た汚水を沈砂池→最初沈殿池→生物反応槽→
最終沈殿池→消毒設備という過程で浄化、消
毒している。
　このうち生物反応槽は、微生物の働きで汚
水を浄化する装置である。生物反応槽に、活性
汚泥と呼ぶ“微生物の固まり”を入れて空気
（曝気用空気）を吹き込むと、活性汚泥と汚水
はよく混じり合う。そして、微生物は吹き込ま
れた空気中の酸素を得て活動が活発になり、
盛んに“汚れを食べて”繁殖し、綿のような固
まりになっていく。
　この生物反応槽に空気を送り込むのが、下
水曝気用ブロワ（送風機）である。

イラストぎじゅつ入門―71

下水処理場の“浄化過程”に
不可欠の送風機

　川崎重工の下水曝気用ブロワの最新型「川
崎ＭＡＧターボ」は、高速電動機のロータに、羽
根車をギア（変速装置）を介さずに直接取り付
けた構造で、高速電動機のロータの軸受に磁
気軸受を採用した。ロータが電磁石の磁力で
浮上し、機械的に接触することなく高速回転す
るのでエネルギー利用効率が高く、省エネ効
果も高い。つまり、ＣＯ2排出量の抑制につなが
る、地球環境にやさしいブロワなのである。
　下水処理場では、電力消費量の４０～６０％を
下水曝気用ブロワが占めているほどで、その
高効率化・省エネ化の要望は年々高まっている。
こうした“時代の要請”に的確に応えたのが「川
崎ＭＡＧターボ」で、すでに約２０台を受注し、そ
の多くを納入している。最近では、日本下水道
事業団から、香川県中讃流域下水道大束川浄
化センター向けに２台受注したほか、多くの問
い合わせが寄せられている。

高効率で省エネ効果が高く、
ＣＯ2排出量を抑制

ばっき
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福岡県

佐賀県

長崎県 熊本県
宮崎県

大分県

オートポリス

現 場 を 訪 ね て
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カワサキ「ＺＸ－１０Ｒ」を
操って激しい３位争い
を演じる柳川明選手。
観客と一体となってレー
スを楽しみながら放送
しようとロイヤルルーム
に移動した場内放送
チーム。プロのアナウ
ンサーの実況放送が
レースの興奮を一層盛
り上げる。
柳川選手の激走にカ
ワサキ応援旗が激しく
うち振られる。

サーキット場のメインコースを激走するママ
チャリの勇姿（！）。春・夏に開かれる「お買
物カゴ付き自転車４時間耐久レース」のひ
とコマ。
こちらは「４時間耐久リレーマラソン」大会。
完走して歓喜のバンザイとなった。
親子バイクスクールではモーターサイクル
で走る楽しみを体感し、安全運転の基本を
身に付ける。

阿蘇の大自然に抱かれた「オートポリス」。諸設備が完備した国際格式公認サーキット場である。

イベント広場では大分・熊本「食と観光物産展」が開
かれ、多くの来場者で賑わった。「地域振興に役立つ
施設でありたい」と里平所長。

パドックビルの映像センター室にはさまざまな映
像が集められ、場内に送られる。
計時室では、疾走するマシンからの無線情報を
係員が素早く確認・チェックしている。
管制室では、多くの競技役員がフェアなレース運
営などに目を光らせる。
メディカルセンターでは医師と看護師などが万一
のアクシデントに備えている。

　５月２５日（日）。
　熊本県との県境に位置する大分県
日田市上津江町。阿蘇外輪山の北方
（標高７５０～８５０ｍ）、延 と々続く緑の丘
陵地の一角に設けられた「オートポリス」
を目指して、モーターサイクルや自動車に
乗った人々が続 と々詰め掛けた。その数、
約３万人。
　この日は、「２００８ＭＦＪ※１全日本ロード
レース選手権第３戦 スーパーバイクレース
ｉｎ九州」の決勝の日である。この大会は、
モーターサイクル・ロードレースとしては
国内最高峰に位置付けられている。４月
６日にツインリンクもてぎ（栃木県）で開幕
し、１０月５日の岡山国際サーキット（岡山
県）まで、全国６か所のサーキットで激戦
が繰り広げられ、ポイント制で順位を争う。
　川崎重工からは、川崎重工グループ
の（株）カワサキモータースジャパン（ＫＭＪ）
のレーシングチーム「チームグリーン」所
属の柳川明選手が「ＪＳＢ※２１０００」クラ
スに出場する。今年のポイントランキング
では２戦を戦って５位に付けている。
※１：（財）日本モーターサイクルスポーツ協会
※２：Ｊａｐａｎ  Ｓｕｐｅｒ  Ｂｉｋｅの略。マシンは公道走行が可能な
４ストローク６００～１，０００ｃｃ（２気筒以上）の市販車をレー
ス仕様に改造して使用するが、参戦マシンのほとんどが
１，０００ｃｃモデルである。

　さて、メインコース１８周で争う「ＪＳＢ
１０００」クラスの決勝は午後２時３０分に
スタートした。前日からの雨が止んだとは
いえ曇り空で、時折、コースをうっすらと
霧が覆う天候である。
　カワサキ「ＺＸ－１０Ｒ」に乗った柳川
明選手は、前日に行なわれた予選順位
に従って１２番目のスタートとなったが、快
調に飛ばして１周ごとに順位を上げてい
く。３周目で４位へ。
　パドックビルの場内放送室から放送
機材をロイヤルルーム（東棟）に移して
実況放送中のアナウンサーが、「柳川選
手、１２番手から４番手に上がってきまし
た！」と絶叫。グランドスタンドに設けられ
たカワサキの応援席で、ライムグリーン（カ
ワサキのレースカラー）の応援旗が熱狂
的にうち振られる。
　さらに、６周目で３位へ。興奮するカワ
サキ応援席。その後、柳川選手は３位を
維持しつつ、後続の選手と激しいバトル
を展開。しかし、１６周目の１コーナーで
４位に後退し、惜しくもそのまま４位でゴー
ルした。

　「オートポリス」では、今大会のほか、
２輪車では「ＮＡＮＫＡＩｍｉｎｉ－ＭＡＸ
４時間耐久レース」（４月２６・２７日）、「サ
ウスチャレンジカップ九州ロードレース」
（４月６日・７月２０日・９月２１日）などが開か
れる。また、４輪車の「全日本フォーミュラ３」

（４月２６・２７日）、「Ｄ１グランプリ」（８月２・
３日）、「スーパーＧＴシリーズ」（１０月１８・
１９日）などの舞台にもなる。
　公式レース以外には、「ママチャリグラ
ンプリ（お買物カゴ付き自転車４時間耐
久レース）」（春（３月９日）夏（８月９日））
や「４時間耐久リレーマラソン」（６月１５日）
などユニークなイベント予定が並んでいる。
　このほか、「カワサキ車の愛好者が
集まり、コーヒーを飲みながら歓談する
『カワサキコーヒーブレイクミーティング』
や新車試乗会を中心としたカワサキの
お祭りイベント『Ｋ’ｓ Ｍｅｅｔ』などのユー
ザーイベントもＫＭＪ主催により積極的に
開催しています」とオートポリスの里平司
代表取締役常務（オートポリスコース

所長）。
　過去には、２輪車メーカーの親子バイ
クスクールを年７～８回、２輪車ショップな
どが主催する初級・中級ライディングスクー
ルを同５～６回開いていたという。
　「当社は、この開かれたサーキット場
での活動を通じてモーターサイクルレー
スへの理解を深めていただくとともに、
２輪車の安全運転の普及に寄与したい
と願っています。また、モータースポーツファ
ンにとって魅力あるサーキットを目指して、
これからも各種イベント開催などに取り
組んでいきます」（里平所長）
　２輪・４輪車メーカーの貸切テスト走行
などにも利用されており、各メーカーのよ
り効率的な研究・開発に貢献している。

　「オートポリス」は、２００５年に川崎重
工が大分県日田市上津江村から引き渡
しを受けた国際格式公認サーキット場で、
管理・運営は、ＫＭＪの子会社、（株）オー
トポリスが行なっている。
　「オートポリス」のメインコースは１周
４，６７４ｍで国内有数の規模。レースで
最もスピードが出るグランドスタンド前のホー
ムストレートは９０２ｍあり、見応え十分だ。

勾配１０％の下りストレート、ヘアピンカー
ブなど豪快な走りと高度で繊細なテクニッ
クを必要とするコースである。（他に全長
１，７６０ｍのレイクサイドコースがある）。
　観戦施設は、グランドスタンド（収容能力：
１万人）やファイナルコーナースタンド（同：
２万人）、ホームストレートとピットが見渡
せるユニークなガラス張りのロイヤルルー
ム（東棟・西棟）などがある。
　パドックビルには、１階にピットガレージ、
２、３階にはＶＩＰルームやプレスルーム、
映像センター室、場内放送室などを完
備している。また、メインコントロールタワー
には、出場マシンに設置したトランスポン
ダ（無線計測器）からの信号を利用して
各選手の１周タイムや順位などを素早く
正確に場内掲示端末に表示する計時室、
レースによっては約２００人もの競技役員
が詰めてレースコントロールを行なう管
制室など。さらに、メディカルセンターでは
医師と看護師、それに救急車８台、レー
ス時にはヘリコプターが待機してアクシ
デントに備えている。

レースの興奮をかげで支え、モーターサイクルの安全運転普及などに尽力－
川崎重工グループが諸活動を展開

国内最高峰レースの決勝に

約３万人の観衆

メインコースでの激戦を支える

舞台裏の諸設備

２輪・４輪車レースや

各種イベントがめじろ押し

柳川明選手は接戦の末、

惜しくも４位でゴール

現 場 を 訪 ね て
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「舟屋の里公園」から一望
した伊根湾。中央が青島。
観光船がゆっくりといく。

道の駅「舟屋の里公園」のモニュメント。

波洗う入り江に建ち並ぶ舟屋（船のガレージ）。
木製和舟の漁業が生んだ独特の景観である（亀島地区）。

　伊根町の道の駅「舟屋の里公園」の展望台
に登ると、Ｕ字形をした伊根湾の全貌を一望できる。
　伊根湾は丹後半島の北端に近く、日本海側に
は珍しく南に開けている。東、西、北の三方を山に
囲まれ、湾口のほぼ真ん中にある青島が防波堤と
なり、湾内は非常に穏やかである。しかも、潮の干
満の差が極めて小さい（年間４０～５０ｃｍ程度）天
然の良港だ。その海岸線の水際に舟屋が建ち並
び、独特の景観を生み出している。
　折しも太陽は中天に輝き、時折、伊根湾から涼
やかな風が吹き上がってくるとはいえ、身を焦がさ
んばかりに暑い。マリンブルーの海面を観光船が
横切り、時間がゆっくりと過ぎていく－。

●
　この入り江の一帯（伊根町伊根浦）は海岸線
に沿って舟屋“船のガレージ”が建ち並び、２００５
年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
された。
　海岸通りを歩くと、海側の水際に舟屋、道を隔
てて山側に母屋が建てられている。舟屋は間口
２間（約３．６ｍ）、奥行き６間（約１０．９ｍ）が一般的
なサイズという。海から舟を直接揚げて格納する
ため、石敷きのスロープが設けられている。１階は
船の格納庫と漁具の手入れなどを行なう仕事場、
２階は居室など生活の場となっていたり、近年では
民宿として利用されている例もある。
　伊根町地域整備課にご紹介いただいた加藤
久夫さんを訪ねた。奥さんの君枝さんは、この地域
の“観光案内人”（伊根浦散策ガイド）で、町の
歴史に詳しい。

伊根町

（京都府）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○18

京丹後市
伊根町

伊根町

伊根浦
宮津市

京都府

京都

天橋立

青島

Kawasaki News 151　2008/714 15



江戸時代に建てられた舟屋。
石敷きのスロープを波が洗う。

海側から見た加藤さん宅の舟屋。
釣りを終えて加藤さんが舟屋に戻っ
てきた。
船は石敷きのスロープを通して舟
屋内に引き入れる。こうして格納す
ることで、船を舟食い虫や腐敗など
から防いだのである。

舟屋が連なる平田地区の昼下がり。中天の陽の下、時がゆっくりと過ぎていく。

亀島の耳鼻地区を出発した祭礼船が、
対岸の高梨地区の八坂神社を目指し
て伊根湾を賑やかに横切っていく。

入り江に沿って延びる海岸道路。右手が海側。かつては
蛇の目傘がすれ違うのに難渋する狭さだった。

湾の入口の青島はまるで自然が築い た防波堤のようだ。地元の人
にとっては極めて神聖な場所で、気軽 に上陸できない。

●
　加藤さん宅の舟屋は間口２間、奥行き６間で、ま
さに標準的なサイズだ。昭和２５年、“ブリ景気”
の折りに建て替えたとか。「その頃はブリが豊漁で、
舟屋の多くが茅葺き屋根から瓦葺き２階建てに建
て替えられました」と加藤さん。それより前、昭和初
期に行なわれた海岸道路（府道伊根港線）の拡
張工事に伴い、それまで母屋と近接して建ってい
た舟屋や土蔵が海側へ移設され、これを機に２階
建てに変えた例も少なくない。ただし、その規模や
形態は伝統をしっかり守ってきたという。

　「それまでは海岸道路といっても蛇の目傘を広
げたらすれ違うのが困難なくらいの幅で、母屋の
玄関から３歩で舟屋に行けたんです」と君枝さん。
　現在の道路幅は約４ｍ。
　加藤さんによると、舟屋は伊根湾沿いに約２３０
軒ある。江戸時代に始まったといわれている舟屋は、
木造和船を舟食い虫や腐敗などから防いで長持
ちさせるため、水から揚げて日陰で収容する格納庫
だった。しかし、近年は漁船の大型化が進み、「実
際に船を出し入れしているのは、うちを含めて５～６
軒ではないでしょうか」（加藤さん）というのが実態だ。

●
　渡船「成洋丸」（倉治成船長）のご協力を得て、
湾内を一周した。
　地元の人は大まかに、伊根湾の最深部から湾
の開口部に向かって左手を亀島地区、右手を平
田地区と呼ぶ。亀島地区は湾の開口部に近い地
域に、平田地区は湾の奥に近い地域に舟屋が集
中している。いずれも舟屋が、それこそ軒を接して
建ち並んでおり、他の漁村には見られない独特の
景観だ。穏やかな海面に映り込む舟屋を見ている
と、舟屋とともに漁業で過ごしてきた、ゆったりとし
た海辺の静かな生活がしのばれる。

●
　湾の入口の青島は、伊根浦にとってなくてはな
らない存在である。この島のおかげで湾内は波が
静かなのだ。そうでなければ、水際に舟屋を建てる
ことは不可能だったろう。案内書にも「この島があっ
て舟屋が成り立つ」とある。青島は人々にとって
極めて神聖な場所で、普段は上陸できない。原生
林の樹木は、海の生物を育てる森の栄養分を生
み出す“魚付き保安林”で、伐採禁止となっている。
島には蛭子神社のほかに“鯨の墓”などがある。
　伊根浦では昭和初期まで、湾内に追い込んだ
鯨を捕らえる捕鯨が行なわれていた。記録では明

暦２年（１６５６年）から昭和２年（１９２７年）までに
約３５０頭を捕獲したとある。ある時、母鯨の乳にし
がみついていた子鯨が一緒に捕れ、間もなく死んだ。
漁師たちは子鯨を哀れに思い、丁寧に埋葬し、墓
を建てて供養したという。それが、青島の“鯨の墓”
で、人々の優しい心根を伝えるエピソードである。

●
　毎年７月２７、２８日にはおよそ３００年の伝統があ
る伊根祭（亀島４地区の祭り）が行なわれる。海
上の安全、大漁、五穀豊穣を祈願する祭りで、２８
日が本祭。本祭では、亀島の耳鼻地区を出発した
祭礼船（伝馬船を組み合わせた船）と神楽船が
湾内をゆっくりと巡りながら対岸の高梨地区を目
指し、八坂神社に太刀振りや神楽などを奉納する。
　櫂を漕いで進む祭礼船は、男の子たちが演奏
する笛や太鼓の音も賑やかに対岸に向かう。また、
４地区の幟を立てた祭礼船の舳先では、男の子た
ちが太刀を回す。
　沿岸では町民たちが祈りを込めて祭礼船を見
送り、伊根浦は夏の盛りを迎える。

軒を接して  並ぶ“舟屋”

伊
根
町

に び

に び
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起動式では、川崎重工の松　昭副社長（右端）ら関係者５人が起動ボタンを押した。

挨拶をする川崎重工の長谷川聰ガスタービ
ン・機械カンパニープレジデント。

見学会では多くの来訪者が、実証プラントの間近で
係員の説明に熱心に聞き入った。

実証プラントの建屋。
「カワサキグリーンガ
スエンジン」は軽量・
コンパクトで据付性
に優れているという特
長もある。

世界最高の発電効率を維持しつつ実証運転中の「カワサキグリーンガスエンジン発電設備」の実証プラント。

●ガスエンジンの構造および
　ガス燃料供給・着火システム

●グリーンガスエンジンの高い環境性能

ディーゼル
エンジン

グリーンガス
エンジン

ガスエンジン
従来レベル

0

CO2 約30％
低減

約90％
低減

5％以上
低減

約50％
低減

NOx

　川崎重工が開発した「グリーンガスエ
ンジン」を用いた発電設備の実証プラン
トが、日本エネルギーネットワーク（株）（東
京都千代田区）の関連会社、上越エネ
ルギーサービス（株）（新潟県上越市）
内に建設され、２００７年１２月から系統連
係運転を実施している。
　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「ＫＧ－１８」を用い
ており、発電出力は７，８００ｋＷ。実証運
転では、系統連係運転の中で世界最高
発電効率４８．５％を安定して維持してい
る。４月には累計運転時間１，３００時間を
達成し、安定稼働することが確認された。
　これを機に４月２２日、「カワサキグリー
ンガスエンジン発電設備」の披露および
見学会が開かれ、多くの関係者や報道
陣に公開された。

　披露・見学会では、川崎重工ガスター
ビン・機械カンパニーの長谷川聰プレジ
デントが、
　「（略）グリーンガスエンジンの
ＧＲＥＥＮは、  Ｇｅｔ  Ｒｅｌｉａｂｌｅ，  Ｅｃｏ－
ｆｒｉｅｎｄｌｙ  Ｅｎｅｒｇｙ  Ｎｏｗ の頭文字を
並べたもの。グリーンという爽やかな言
葉のイメージをこのガスエンジンに冠し、
『環境にやさしいエンジン』を表現しま
した。燃料にクリーン燃料の天然ガス・
都市ガスを使用し、効率や環境性能を
上げることで環境負荷をより一層低減
させたガスエンジンです（略）」などと述
べた。
　その後、上越市長（代理）の澤海雄一
産業観光部長、引場良男・妙高市副市
長、松塚啓一日本エネルギーネットワーク
（株）副社長、久保一史上越エネルギー
サービス（株）社長、川崎重工の松　昭
副社長の５人が改めて「グリーンガスエ
ンジン」の起動式を行なった。

　エンジンは一般的に、シリンダ（気筒）
内部で燃料を爆発（膨張）させる→その
圧力でピストンを往復運動させる→往復
運動を回転エネルギーに変える、という
仕組みになっている。ディーゼルエンジン
やガソリンエンジンなどは燃料に液体燃
料を用いる。ガスエンジンもエンジンの仕
組みに変わりはないが、燃料にガスを用
いる点が異なっている。
　１９１９年にディーゼルエンジンの製造
を開始して以来、さまざまなエンジンの技
術開発を行なってきた川崎重工が自社
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％を実現した
のが何よりも大きな特長である。発電効
率は、使用するガス量（エネルギー量）
に対して、得られる電力量から算出され
るが、これまでのガスエンジンでは４６％
程度だったので、約２．５ポイント（この分

野では非常に大きな数字）も向上した。
（しかも、「カワサキグリーンガスエンジン」
の排熱を利用するコージェネレーション
システムを構築すると、総合効率は８５．３
％という高さになる）。
　これは、主室（シリンダ内部のことで燃
焼室ともいう）形状の最適化と、シリンダ
ごとのガス・空気量の制御による。これに
より異常燃焼（ノッキング）が起こりにくく
なり、燃焼効率が高まった。主室の形状は、
川崎重工が長年の各種エンジン開発
の経験で培った流動解析技術などを活
用して最適化した。
　これまでは、着火用に液体燃料（軽油）
を使用するものもあるが、これに対して「カ
ワサキグリーンガスエンジン」は、点火プ
ラグによる着火方式で、文字通りのガス
専焼である。そのため、着火用の液体
燃料を準備する必要がない。
　副室（予燃焼室）形状も流動解析技
術などの活用によって最適化されており、
効率向上と安定燃焼に貢献している。
また、主室および副室には、それぞれ独
立した電磁弁でガスを供給しているため、
噴射タイミングや噴射量などを常に最適
にすることが可能である。

　ガスエンジンは通常、燃料がクリーン
な天然ガスのため、液体燃料を使用す
るディーゼルエンジンに比べてＣＯ2（二
酸化炭素）は約３０％、ＮＯｘ（窒素酸化物）
は約９０％低減する。
　「カワサキグリーンガスエンジン」の環
境性能はこれよりさらに高く、ＣＯ2はガス
エンジンの従来レベルより５％以上、ＮＯｘ
は同約５０％低減する。ＮＯｘ排出値は
１６０ｐｐｍ（Ｏ2＝０％換算）で、これは世
界最高レベルだ。そのため、脱硝装置
に必要なアンモニアや尿素の使用量が
少なくて済み、規制値が２００ｐｐｍ地域
の場合は脱硝装置そのものが不要だ。

　「カワサキグリーンガスエンジン発電
設備」の実証プラントは、帝国石油（株）
から供給される新潟産出の天然ガスを
使用して運転しており、発電した電力は
上越エネルギサービス（株）が売電事業
に利用している。
　「少ないガスで多くの電力を生み出す、
非常に効率のよいガスエンジン発電設
備です。ここでは毎日、朝起動して夜停
止するＤＳＳ（Ｄａｉｌｙ ｓｔａｒｔ  ａｎｄ  ｓｔｏｐ）
が基本ですが、何の問題もありません。
操作性、使い勝手も非常によく、現在、
運転は順調です」（上越エネルギーサー
ビス（株）管理グループサブリーダーの

田中勝さん）
　実証運転は２００８年度末ま
で行なわれ、累計運転時間は
約４，０００時間に及ぶ見込み
である。

●
　「カワサキグリーンガスエン
ジン」ＫＧシリーズには１２気筒、
１４気筒、１６気筒、１８気筒（発
電出力５，２００ｋＷ～７，８００ｋＷ
／５０サイクルの場合）がライン
アップされており、多様なニー
ズに対応できる。

新 製 品 ・ 新 技 術

関係者や報道陣を招いて
披露・見学会を開催

自社開発で世界最高の発電効率
４８．５％を実現

従来型よりさらに環境性能を高めた
ガスエンジン

「操作性、使い勝手もよく、
運転は順調です」

実証運転（他の発電設備との系統連係運転）で
世界最高発電効率４８．５％を維持し、累計運転時間１，３００時間を達成
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ガス燃料

排気 給気

主室（燃焼室）電磁弁

副室電磁弁

逆止弁

点火プラグ

副室（予燃焼室）

シリンダ
主室（燃焼室）



ＬＮＧ運搬船「エネルギーナビゲーター」を引き渡し

中国・南通中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ）
で第２ドックが完成

ＣＣＡ処理木材対応の「木質バイオマスガス化発電・熱供給設備」を初受注

東京２３区清掃一部事務組合に最新鋭の「ごみ処理施設」を納入

韓国初の「洋上ガスコンプレッションモジュール」を出荷

「細胞自動培養装置」を創薬研究用に新発売

ＪＥＳＣＯから北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設（増設）設置工事の設計業務を受注

ブラジルＣＳＮ社から「炉頂圧回収発電設備」を受注

　川崎造船は、東京エルエヌジータンカー（株）
および（株）商船三井向けＬＮＧ運搬船「エネ
ルギーナビゲーター」を引き渡した。
　本船は、４個のモス型球形独立型ＬＮＧタン

クを持ち、１４万７，５５８ｍ3の液化天然ガスを輸
送できる大型ＬＮＧ運搬船である。ＬＮＧタンク
には、川崎造船が独自に開発した川崎パネル
方式による防熱システムを採用しており、その

高い防熱効果によりＬＮＧの蒸発率は１日当た
り約０．１％と極めて低い。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
側に配置されているため、万一の船体損傷時
にもタンクに直接、損傷が及ばないよう安全に
保護されている、などの特長を有している。
■主要目

全　　長：２８９．５３ｍ 
幅　（型）：４９ｍ 
総トン数：１１万８，８４２ｔ 
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

　（株）川崎造船が中国遠洋運輸（集団）総公司（ＣＯＳＣＯグループ）と中
国南通市で共同運営している南通中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ）
で第２ドックがこのほど完成し、本年５月に第１番船となるＣＯＳＣＯグループ向
けＶＬＯＣ（大型鉱石運搬船）を起工した。
　第２ドックは、世界的に旺盛な大型商船の建造需要に対応するため、現
有の造船所に隣接する約５０万ｍ2の敷地を使用した第２期拡張計画の一
環として建設を進めていたもので、長さ５００ｍ、幅８０ｍという規模を有してい
る。８００ｔ門型クレーン２基を含む５基のクレーンを装備し、建造ブロックの大
型化を可能とするなど生産性の向上を図っている。
　今回の第２期拡張工事では第２ドックの建設に加えて内業や組立、塗装
の各工場を拡張・増強した。また、艤装岸壁を５４０ｍから９２０ｍに延長して
大型船２隻の艤装工事を同時に行なえるようにするなど生産能力の大幅な
増強も図っている。

　川崎重工は、「木質バイオマスガス化発電・
熱供給設備」を、越井木材工業（株）（大阪市）
から受注した。本設備は、木質バイオマスを独
自技術のガス化炉でガス化して可燃性ガスを
製造し、ガスエンジンで発電と熱供給を行なうも
ので、ＣＣＡ処理をした木材に対応可能な仕
様としては初の受注である。
　ＣＣＡは、木材の防蟻・防腐処理のために使

われるクロム、銅、ひ素化合物を含む薬剤で、
加圧処理によりＣＣＡを注入した木材は、１９９５
年頃まで家屋の土台や外構材として使われて
きた。ＣＣＡ処理木材は現在は使われていない
が、家屋の解体材の中には含まれていることが
あり、解体材を有効利用する上での課題とされ
てきた。川崎重工は越井木材工業と協力して、
ＣＣＡ処理木材を安全・適正に、しかも効率よく

エネルギー利用するための技術を開発。本設
備では、ＣＣＡ処理木材を産業廃棄物として処
理することで、直接燃焼に比べて環境への負
荷を抑えることが可能になった。
　川崎重工のガス化技術は、独自の固定床ダ
ウンドラフト型ガス化炉の採用により、起動時間
が約３０分と短く、ガス中のタール濃度が低いと
いう特長がある。２００９年２月までに竣工の予定。

　カワサキプラントシステムズ（株）（以下、Ｋプ
ラント）は、東京２３区清掃一部事務組合（世田
谷清掃工場）向けに最新鋭の「ごみ処理施設」
（ごみの１日（２４時間）の処理能力：３００ｔ（１５０ｔ
×２炉））を納入した。
　本施設は、環境との共生、資源・エネルギー
の循環、地域との共生というコンセプトのもとに、
Ｋプラントが開発した川崎－流動床式ガス化
溶融炉※１や川崎－プラズマ式灰溶融炉※２など
で構成され、ダイオキシン排出基準、排ガス規制、
排水規制および灰などの溶出規制などの厳し
い基準をクリアしている。
　本施設はまた、余熱利用の発電設備として

蒸気タービン発電機１基（出力：６，７５０ｋＷ）お
よび太陽光発電パネルを備え、発電した電力
は主に当施設の稼働電力として使用している。
本施設は、一般都市ごみ用として稼働中の流
動床式ガス化溶融炉としては国内最大規模
であり、東京や政令指定都市などの大都市で
は初めての導入である。

※１：高温に熱した流動する砂の層（流動床）の中にごみを入
れて乾燥し、熱分解でガス化する。高温燃焼により有害
ガスの発生量を大幅に抑えるとともに、ガス化炉で回収さ
れる鉄・アルミや無害化された溶融スラグはリサイクルに
より埋立処分量を最小にとどめることができる。

※２：焼却灰を高温（中心部で２万～３万℃、外周で約３，０００℃）
の弱電離プラズマで溶融する。灰は約３分の１に減容され、
性状の安定した溶融スラグになる。

　川崎重工は、韓国石油公社が推進する東
海－１ガスプラットフォーム改修工事向けに「洋
上ガスコンプレッションモジュール」１基を神戸
工場から出荷した。
　「洋上ガスコンプレッションモジュール」は、天
然ガスを洋上で昇圧して海底パイプラインによっ
て陸上へ圧送するための設備である。洋上プラッ
トフォームの限られたスペースを有効に活用す
るため、圧縮機を中心とする駆動機、ガスクーラー、
スクラバー（天然ガスの液分除去装置）、バルブ、
制御装置などをコンパクトにまとめてある。モジュー

ルの特長は一点吊りが可能な構造になってい
ることで、さらに出荷前にモジュール全体として
運転試験を終えていることから、洋上プラットフォー
ムへの据え付け、運転準備作業は最小限になっ
ている。
　今回出荷したモジュールは、韓国ウルサン沖
の既設のプラットフォーム上に設置されるため、
重量制限が特に厳しく、２系列の圧縮機設備
を搭載しながら総重量を７００ｔ以下に抑えている。

　川崎重工はカワサキプラントシステムズと共
同で、「細胞自動培養装置」の製造・販売事業
を開始し、創薬研究用に新発売した。
　川崎重工は、これまで再生医療分野を対象に、
クリーンロボット技術、画像処理技術、システム
化技術などを活用して培養操作を自動化する
システムの試作機を２００６年１２月に発表し、信
州大学医学部附属病院先進医療推進センター
にて実証実験を行なってきた。このほど発売し
た装置は、この成果を活用して創薬分野の研
究向けに新たに開発したもので、従来困難とさ
れていた、接着系細胞（培養容器の底に接着
して増殖する細胞）の人手による一連の培養

操作を自動化できる。
　本装置では、多種類の細胞の培養が容易
に自動化できるので、高次スクリーニング（新薬
候補の多数の化合物の中から、開発すべき新
薬候補を絞り込む最終段階の操作で、多種類
の細胞が必要となる）用の細胞培養にも使用
できるのが特長である。また、画像処理を使っ
た細胞観察や自動記録、細胞の回収や継代（細
胞を複数の培養皿に分植する）のタイミング決
定の支援、毎回の培養操作のスケジューリング
などの機能のほか、クリーンロボットの使用とア
ルコール自動噴霧機能によって培養細胞の汚
染を防止できるため、従来、手作業で行なって

いた細胞培養の一連の作業を、安全かつ安
定した細胞品質でそのまま自動化できる。装置
寸法はコンパクト（幅約３ｍ、奥行き約１ｍ、高さ
約２ｍ）で２面を壁付けできるため、研究室など
に容易に設置できる。

　カワサキプラントシステムズ（以下、Ｋプラント）
は、日本環境安全事業（株）（以下、ＪＥＳＣＯ）
から、北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設（増設）設
置工事の設計業務を受注した。
　本件は、ＪＥＳＣＯが北海道室蘭市に建設中
の北海道ＰＣＢ廃棄物処理施設に続く増設工
事に関する設計業務で、全体の施工は２０１０
年度中に完工の予定。Ｋプラントは、プラズマ
溶融炉（ＰＥＭＴＭ炉）を中核とするＰＣＢ汚染物

等処理システム（前処理設備、ＰＣＢ処理設備、
後処理設備）全体の設計・施工（外構工事を
除く）および試運転を担当する。ＰＥＭ炉は、
Ｋプラントが琉球大学（沖縄県）でＰＣＢ汚染
物などや廃ＰＣＢの無害化処理の実証試験を
行ない、その後、ＰＣＢ等処理技術調査検討委
員会の技術評価を受けて認定された技術で
ある。
　本システムでは、ＰＥＭ炉に投入された処理

物は３，０００～５，０００℃の高温のアークプラズマ
に晒された後、炉内で１，４００℃以上の高温溶
融ガラス層に溶け込む。この過程でＰＣＢは熱
分解され、完全に無害化する。また、溶融ガラ
ス層に溶け込んだ処理残渣は、物質の成分が
解け出さない性質を持つ溶融固化ガラスおよ
び固化金属として炉底から排出される。

　川崎重工は丸紅（株）と共同で、ブラジルの
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
（ＣＳＮ、リオデジャネイロ市）から、同社第３高炉
向け「炉頂圧回収発電設備」（発電能力：２万
２，０２０ｋＷ）を受注した。
　「炉頂圧回収発電設備」は、製鉄所の高炉
から発生する高炉ガスの圧力をタービンにより、
電気エネルギーとして回収する。本設備は、高
炉ガスの有効利用が可能で省エネ効果が高

いことに加え、高炉ガスをタービンで回収する際
の騒音低減や除塵などの機能も備えており、環
境対策にも大きな効果がある。
　川崎重工の「炉頂圧回収発電設備」は、高
炉炉頂圧の制御を、タービンの可変静翼で行
なうのが特長。この制御方式は、高炉ガスの全
量をタービンに流し込み、タービンの静翼の角
度変更で制御するもので、タービン内を通過す
るガス量および圧力が変動してもエネルギーロ

スが少なく、低騒音で高効率の発電が可能で
ある。
　近年ブラジルでは、電力不足が深刻化する
とともに工業用の電気料金が上昇傾向にあり、
ＣＳＮ社でも電力コスト削減を迫られていた。同
社が「炉頂圧回収発電設備」を設置するのは
初めてで、これにより電力料金を大幅に節約で
きる。完成予定は２００９年５月頃。

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.jpKawasaki News 151　2008/720 21




