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現場を訪ねて

白い大理石を運ぶ
黄色いカワサキホイールローダ
アプアーネ・アルプスの白大理石採掘場
（イタリア・カラーラ）

新製品・新技術

円形・矩形・馬蹄形など多様な断面を掘れる
「アポロカッター工法シールド掘進機」が完成

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

亀山市関宿（三重県）
往時を彷彿させる、
東海道五十三次の
宿場町
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●表紙説明●

　巨大なアカヒトデ現る－？  それにしてもたくさん
の黒い突起物は何か－？  実はこれ、川崎重工と
鹿島建設（株）が共同開発した「アポロカッター工法シー
ルド掘進機」のカッターヘッドで、黒い突起物はトンネ
ルを掘削するカッタービット（刃）です。
　「アポロカッター工法シールド掘進機」は、カッターヘッ
ドが高速で回転（自転）しながら定められた掘削面を
公転します。この独自の発想が、円形や矩形、馬蹄形
など多様な断面の掘削を可能にしました。都市部のシー
ルドトンネル工事では非円形トンネルのニーズが増えて
おり、関係者の注目を集めています。
（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－◯

架線なしで走れる
次世代型路面電車ＬＲＶ
「ＳＷＩＭＯ」のしくみ

72

最新鋭旅客機用エンジン

「Ｔｒｅｎｔ1000」、量産へ
ト レ ン ト

ライト・レール・ビークル

ス イ モ

　最新鋭旅客機用エンジン「Ｔｒｅｎｔ１０００」は、
米国ボーイング社が開発中の新世代旅客機
「ボーイング７８７ドリームライナー」への搭載が
決定しており、世界の航空会社から受注が相次
いでいる。２００４年４月に開発が始まり、２００７年
８月、予定通りにＥＡＳＡ（欧州航空安全庁）およ
びＦＡＡ（米国連邦航空局）から型式証明を取
得し、航空機のエンジンとして承認された。
　川崎重工は、「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンの開発
にパートナー会社として基本設計段階から参
画し、エンジンの重要な部位である中圧圧縮
機（ＩＰＣ）モジュールの設計・製造および組み
立て、さらには開発プログラムの一環であるエ
ンジン運転試験の一部を担当している。
　そのエンジン運転試験が、８月初めに川崎重
工・明石工場で始まった。これは性能や耐久性
を確認する重要な試験である。一方、担当部位
であるＩＰＣモジュールの製造・組立を担当する
川崎重工・西神工場では徐々に部品の製造が
始まり、また、コンピュータ技術を駆使した最先
端の組立システムを開発するなど、量産態勢
が確立されている。
　「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンをめぐる川崎重工の
動きを、カメラで追ってみた。

英国ロールス・ロイス社の「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンの開発に基本設計段階から参画、
担当部位の量産態勢整う

最新鋭旅客機 用エンジン
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金森渉ガスタービンビジネ
スセンター長

ＲＲＳＰ契約２０周年記念式典でＲＲ社サー・ジョ
ン・ローズ社長に記念の盾を贈呈する川崎重
工の大橋忠晴社長。
両社の絆のさらなる深化を祈念して西神工
場に植樹されたイングリッシュオーク。根元に
は“絆の盾”が見える。

運転試験披露・見学会には多くの関係者が参加し、まず
スライド映像を用いての説明に聞き入った。
ジェットエンジン運転設備（テストセル）内で「Ｔｒｅｎｔ１０００」
エンジンを見学する参加者たち。
テストセルの制御室。運転試験の運転時間は７時～２１時
で、４人２交替制で行なっている。
テストセルにセットされた「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジン。全長約
４．１ｍの最新鋭エンジンである。
テストセルの外観。世界最大クラスの航空機エンジンの
各種試験を行なえるわが国有数の設備である。

　川崎重工・明石工場（兵庫県明石市）
のジェットエンジン運転設備（テストセル）
は、世界最大クラスの推力１０万ポンド（ト
ン換算で約４５トン）級の大型航空機用
ジェットエンジンの開発運転試験や整備
運転試験などを行なえる、わが国有数
の設備である。全長約８９ｍ、幅約１４ｍ、
高さ約２５ｍの鉄筋コンクリート構造で、
空気の通り道を上方吸い込み→上方
排気のＵ字型構造にして騒音を低減さ
せた環境重視型設計である。

　このテストセルは２０００年８月に完成し
たものだが、「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンの
特徴の一つである電気スタータに対応
できるように電気系設備を新設。また、油
圧系設備の増強や制御系の更新、試
験準備室の増設、地下燃料タンクの増
設などを行なって試験開始に備えた。
　今、このテストセルで最新鋭旅客機
用エンジン「Ｔｒｅｎｔ１０００」（推力５万
３，０００～７万５，０００ポンド＝約２４～３４トン）
の運転試験が行なわれている。英国
ロールス・ロイス社（以下、ＲＲ社）で組み
立てられた試験用エンジンは、今年６月
に明石工場に搬送され、準備作業を経

て８月初めに運転試験がスタートした。
「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンが日本に運ば
れてきたのも、日本で運転試験が行なわ
れるのも初めてのことである。

　この運転試験の披露・見学会が９月
３日に行なわれた。
　披露・見学会には、「ボーイング７８７ドリー
ムライナー」（以下、「７８７」）のローンチカ
スタマー（最初のユーザー）で、エンジンに
「Ｔｒｅｎｔ１０００」を選定した全日本空輸（株）

（ＡＮＡ）の牧信介上
席執行役員、ＲＲ社の
リチャード・ソーンリー
日本支社長、丸紅（株）
の遠矢源太郎民間
航空機部長などの関
係者や報道関係者な
ど多数が参加した。

　今回の運転試験について、川崎重工
ガスタービン・機械カンパニーの金森渉
ガスタービンビジネスセンター長は挨拶の
中で次のように述べた。
　「（略）明石工場での運転試験は
『Ｔｒｅｎｔ１０００』の開発試験のうち、エン
ジンの成熟度を高める試験、いわゆるマ
チュリティ試験と呼ばれるもので、商用運
航前に数千時間相当の運転試験を行
なうことにより、エンジンの性能や耐久性
を確認する重要な開発プログラムの一
環であり、今回は１１月末まで実施する予
定になっております。明石工場の運転試
験においては特に、全日本空輸殿の国

内線運航のような多頻度離着陸使用を
考慮し、単一エンジンでの１２年分の運
行に相当する２万４，０００サイクルのエン
ジン運転を計画しております。（略）」
　サイクルとは、エンジン始動から離陸、
巡航を経て着陸、エンジン停止までの運
転パターンのことで、１サイクルの時間は
試験内容によって異なる。

　「今回の運転試験は、『ボーイング７８７』
の運用開始に先立つ“リーダー試験”で、
１１月末までに１，４００サイクルのマチュリティ
試験を行なう予定です。９月２日現在で
約４００サイクルの試験を行ないました」（川
崎重工ガスタービン・機械カンパニーガス
タービンビジネスセンター技術総括部航
空エンジン技術部試験技術課の犬飼
保夫課長）
　金森ガスタービンビジネスセンター長の

挨拶にあった「１２年分の運行に相当する
２万４，０００サイクル」というのは、ＡＮＡの
飛行機１機の年間運航サイクルが２，０００
サイクル相当とされていることから、１２年
分に相当する試験ということである。川崎
重工では、ＡＮＡの「７８７」就航後のエン
ジン運用状況をもとに、６年ほどかけて耐
久試験を中心に２万４，０００サイクルの運
転試験を行なう予定である。
　「航空機のエンジンは、型式承認後も
２年くらいは開発期間内で、各種の運転
試験を行なって徹底的により高い信頼
性を追求します。開発期間を過ぎても運
転試験は続き、改良点が見つかれば、
即座に生産に反映させます」（川崎重
工ガスタービン・機械カンパニーガスター
ビンビジネスセンターの加納照之Ｔｒｅｎｔ
１０００プロジェクト・マネージャー）
　川崎重工・明石工場のテストセルでは
今日も、「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンが快調
に運転試験を続けている。

　航空機エンジンの開発には巨額の資
金が必要で、事業リスクも小さくない。そ
こで、その事業は国際共同開発・共同
生産が一般的となっている。しかも、事
業主体企業と有力なパートナー企業は
対等な立場で、ＲＲＳＰ（リスク＆レベニュー  
シェアリング・パートナー：開発・製造コスト
やリスクを応分負担し、利益の配分を受
けるパートナー）契約を結ぶケースが少
なくない。「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンの場
合でも川崎重工は、ＲＲ社とＲＲＳＰ契約
を結んでいる。“Ｇｌｏｂａｌ Ｋａｗａｓａｋｉ”を
掲げる川崎重工の国際企業としての事
業遂行能力や生産体制などが、航空機
エンジンの開発・生産・整備などに関す
る豊富な経験と高度な技術力とともに高
く評価されてのことである。
　川崎重工とＲＲ社との間では、すでに
２０年前から各旅客機用エンジン事業で
ＲＲＳＰ契約が結ばれており、２００８年
４月２１日には川崎重工・神戸本社でそ
の２０周年記念式典が開かれている。
実は、川崎重工とＲＲ社との航空エンジ

ン分野におけるパートナーシップにはもっ
と長い歴史がある。
　「１９６２年の防衛省Ｔ－１Ａ中等練習
機用ジェットエンジンのオーバーホールで
おつき合いを開始して以来、約５０年に
わたり協力、信頼関係を深めてきました」
（「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンの運転試験
披露・見学会での川崎重工・金森渉ガ
スタービンビジネスセンター長の挨拶から）
　とりわけ旅客機用エンジンの分野では

ＲＲ社の「ＲＢ２１１」、「Ｔｒｅｎｔ７００」、「Ｔｒｅｎｔ
８００」、「Ｔｒｅｎｔ５００」など各種エンジンの
開発・生産プログラムに参画。また、明石
工場のテストセルで「Ｔｒｅｎｔ５００」と「Ｔｒｅｎｔ
８００」の運転試験を担当した実績がある。
　こうした長い歴史が培った両社の強
く揺るぎない絆も、「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジ
ンの開発に関してＲＲＳＰ契約を結ぶ礎
になったといえる。

わが国有数のジェットエンジン
運転設備で運転試験

運転試験を重ねて
エンジンのより高い信頼性を追求

運転試験披露・見学会に
多数の関係者、報道陣が参加

共に国際企業として深める絆―川崎重工とロールス・ロイス社

わたる
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西神工場では新設した専用の第二工場（左中央の棟）で製造・組立を行なう。

ＩＰＣモジュールは「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンのこの
部分に組み込まれる。ＲＲ社・ダービー工場にて。

「ボーイング７４７」試験機を用いての機上試験。

川崎重工が設計・製作を担当して
いる中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュール。

「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジン透視イラスト。 エンジン部イラスト。

「ボーイング７８７ドリームライナー」。

IPC部

　「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンはジェットエン
ジンの一種で、ターボファンエンジンと呼
ばれる。
　ジェットエンジンは、装置前面のファン
から吸入・圧縮した空気を多段の圧縮
機でさらに高い圧力に圧縮する。次に、
燃焼器でその高圧空気と燃料を均一に
混合させて燃焼させ、高温（約１，５００℃）・
高圧の燃焼ガスをタービンに送り込む。
タービンでは、高温・高圧の燃焼ガスが
持つエネルギーの一部を回転エネルギー
に変え、ファンや圧縮機を回転させる。そ
して、残りのエネルギーは高速・高圧の
ガス噴流として後方へ送り、排気ノズル
から噴出させる。この噴出ガスが飛行
機の推力を生み出すのである。
　これに対してターボファンエンジンは、ファ
ンで吸入・圧縮した空気の一部を圧縮
機に送らず、バイパス（エンジンとエンジ
ンカバーの間の空間）にそのまま流し、排
気ノズルの中で燃焼ガスと合流させて
噴出する。こうすると推進効率が向上し
て騒音も減るので、今日のジェット機のほ
とんどがターボファンエンジンを搭載して
いる。

　ターボファンエンジンでは、ファンで吸入・
圧縮した空気のうち、圧縮機に送る空
気の量とそのままバイパスに流す空気の
量の比率をバイパス比という。一般にバ
イパス比が高い（バイパスに流す空気の
量が多い、３～４から高バイパス比という）
ほど燃費の向上や騒音低減につながる。
　「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンのバイパス比
は、これまでのエンジンでは最大の１１で、
静かで燃費のよいエンジンである。この
エンジンを搭載する「７８７」は、機体の
軽量化などと合わせて飛行機全体で約
２０％の燃費向上という非常に大きな効
果を生んだ。
　ターボファンエンジンは通常、高圧ター
ビン部の出力で高圧圧縮機を、低圧ター
ビン部の出力でファンと低圧圧縮機を駆

動する２軸式である。ところが「Ｔｒｅｎｔ」
シリーズは、高圧タービンと高圧圧縮機、
中圧タービンと中圧圧縮機、低圧タービ
ンとファンを組み合わせた独自の３軸構
造である。この方式では、空力的に最適
設計が可能なため、燃費をより一層向
上させられるメリットがある。

　「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンの開発にパー
トナー企業として基本設計段階から参
画した川崎重工が担当しているのが、
中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールである（川

崎重工の参画シェアは約８．５％）。ＩＰＣ
モジュールはファンと高圧圧縮機との中
間に位置する圧縮機で、全長１，２４０ｍｍ、
直径１，３５０ｍｍ、重量約６００ｋｇ。ほとん
どが軽量素材のチタン合金製である。
　ブレード（動翼）の付いた８段のディス
クを一体化したドラム（ロータ）、内側に
静翼が付いたケースなどで構成されて
いる。このＩＰＣモジュールで、ファンから
送り込まれた圧縮空気（約６気圧）を約
４０気圧に昇圧する「Ｔｒｅｎｔ１０００」エン
ジンの重要な部位である。

　川崎重工は２００４年８月、エンジニア
をＲＲ社ダービー工場に派遣し、ＩＰＣモ
ジュールの基本設計作業を開始した。
　以後、開発・設計作業は次のように進
んだ。
２００５年１０月：開発初号機用主要部品

（ＩＰＣモジュールの中核と
なるドラム）をＲＲ社に出荷。

２００６年２月：開発用初号機が完成し、
ＲＲ社ダービー工場で初号
機の運転試験を開始。

２００６年８月：ＩＰＣモジュールをＲＲ社に
初出荷。

２００７年６月：ＲＲ社所有のボーイング７４７

試験機を用いた機上試験
（４基のエンジンのうち１基
を「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジン
に替えて行なう飛行試験）
を開始。

２００７年８月：エンジン型式証明を取得。
２００８年８月：川崎重工・明石工場で運

転試験を開始。
　「設計開始から開発エンジン用の製造・

出荷までの期間が、航空エンジンとして
は異例といえる短さで、しかも２週間に
１台ずつ、計１２台のモジュールを順次
出荷するというハードスケジュール。その
間にも設計変更が繰り返されました。今
回は３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを駆使したコ
ンカレントエンジニアリングという手法で
進めたのですが、物はできても検査のた
めの図面が間に合わない、といったよう
なことが日常茶飯事でした。
　それでも、当社の担当部位が他のパー
トナー企業より早く製品化でき、きちんと
スケジュールを守れたのは、開発・設計
部門や製造・組立部門などとのチーム
ワークに秀でていたからだと思います」
（加納照之Ｔｒｅｎｔ１０００プロジェクト・マネー
ジャー）

　川崎重工が担当している「Ｔｒｅｎｔ１０００」
エンジンのＩＰＣモジュールの製造・組立
を行なうのが、西神工場（神戸市西区）だ。
そのため、西神工場では２００６年７月、専
用の第二工場棟を竣工させた。
　ＩＰＣモジュールの素材のほとんどを占
めているチタン合金は、軽量化に適して
いるが加工しにくい材料である。しかも、
製品には可能な限りの軽量化が要求さ
れており、できるだけ薄く加工することが
求められている。

　「加工しにくいうえに、薄く加工すれば
ひずみが生じ、ねらい通りの寸法に加工

することが非常に難しくなります。それを
クリアするためにさまざまなノウハウがあり、

加工方法や治具な
どにいろいろな工夫
をしています」（川
崎重工ガスタービン・
機械カンパニーガス
タービンビジネスセン
ター生産総括部生
産管理部生産企画
課の三島悦朗課長）
　加工素材は、材
料メーカーから鍛造・
鋳物などを調達し、

　米国ボーイング社が国際共同開発を進めて
いる新世代旅客機「ボーイング７８７」は、軽量
化のために機体全体に最先端複合材を使用し、
スーパーコンピュータによる計算流体学に基づ
く美しい流線型のデザインを採用。これに加え、
燃費のよい「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンを搭載する
ことで、同規模の他の航空機に比べて約２０％
という非常に高い燃費向上を実現した。
　広 と々した座席や通路、胴体外壁への複合
材の利用で実現した大きな窓、快適な湿度と
地上に近い気圧の維持、心地よい音響、やわ
らかい照明など空の旅の快適さを“究極まで
追求”した革新的な航空機である。

　川崎重工は「７８７」の国際共同開
発にパートナー企業として当初から参
画し、前部胴体、主脚格納庫および主
翼固定後縁という重要部位の開発・
製造を担当している。「７８７」は製造
手法も革新的で、とりわけ川崎重工が
担当する前部胴体は、従来のように何
枚かの胴体パネルを組み立てて丸くす
るのではなく、複合材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。その一
体構造に配管や配線などを艤装してボーイン
グ社に納入するという、大型機では前例のない
画期的な方法で行なわれる。

　これに対応して川崎重工では名古屋第一
工場の敷地内に「７８７専用工場」を建設し、
生産を行なっている。さらに、「７８７」の受注が
好調なことから、名古屋第一工場の南側にもう
１棟の専用工場を建設中である。

ターボファンエンジンとは
どういうものか

飛行機全体で
約２０％の燃費向上を実現

秀でたチームワークで
ハードスケジュールを克服

加工には
世界で１台だけの装置も活躍

エンジンの重要な部位である
ＩＰＣモジュールを担当

「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンが搭載される
「ボーイング７８７ドリームライナー」
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左：民間航空機用大型ファン
エンジンの世界三大メー
カーの一つであるＲＲ社
の広大なダービー工場を
空から見た全景。

右：ＲＲ社・ダービー工場にお
ける「Ｔｒｅｎｔ１０００」エン
ジンの組立風景。

組み立ての作業指示は、すべてパソコンに立体的な図
や写真とともに表示される。

コンピュータ計算で指示された位置にブレー
ドをセットしていく。

西神工場の加工エリ
アには、ＮＣ（数値制
御）加工機など最先
端の加工装置が並ん
でいる。

世界に１台しかない高速放電加工機。
納入されたチタン合金製の各種素材。
ＩＰＣモジュールの１段目のディスク。周縁にブレー
ド（動翼）がセットされる。
世界に数台しかない電子ビーム溶接機。
ブレードの長さを高精度で研削して揃えるブレー
ドチップ研削盤。
仕上げ加工後の部材の微小なバリ取り作業に
は「カワサキロボット」も活躍。
極めて高い精度が要求される旋盤加工。
ロータのごくわずかな回転アンバランスを計測
するバランシングマシン。

この工場で最終製品に仕上げる。加工
精度の許容範囲は少なくとも１００分の２
～５ｍｍという厳しさ。そのため、加工エ
リアには、最新のＮＣ（数値制御）加工
機などがずらりと並んでいる。また、ある
部品に６０ｍｍ以上の厚みを貫通して
直径２ｍｍの穴を斜めに明ける作業には、
世界に１台しかないという高速放電加
工機を、さらに、ＩＰＣモジュールのフロント
部（エンジンのファンに近い部分）である
フロントベアリングハウジングの溶接には、
世界に数台という電子ビーム溶接機を
用いるなど、最先端の加工装置を多数
導入している。

　川崎重工（以下、ＫＨＩ）は、ロールス・
ロイス社にとって最も大切なパートナーの
一社で、弊社の大型エンジン「Ｔｒｅｎｔ」
シリーズのすべてのエンジンの生産・開
発に参加していただいています。エアバ
ス社のＡ３３０向け「Ｔｒｅｎｔ７００」、ボーイ
ング社のボーイング７７７向け「Ｔｒｅｎｔ８００」、
エアバス社のＡ３４０向け「Ｔｒｅｎｔ５００」
ならびにＡ３８０向け「Ｔｒｅｎｔ９００」はす
でに量産段階にあり、ＫＨＩの明石工場、
西神工場で部品・モジュールの生産が
行なわれています。
　またＫＨＩが、「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジン
の開発・製造に参画している経緯は、本
誌の紹介のとおりです。「「Ｔｒｅｎｔ１０００」
エンジンのＩＰＣ（中圧圧縮機）は、ロール
ス・ロイスがこれまで開発した最も先進的
なＩＰＣであり、エンジン全体で５０：１以上

に及ぶ圧縮比率、さらに排気温度６５０℃
以上の性能に貢献しています。ＩＰＣモ
ジュールを一つの別個のマシンとしてと
らえることは困難ですが、そのパワーは、
バレル缶１杯分の空気を０．０１秒でコップ
１杯分に圧縮できる、と表現できます。
　ＫＨＩは「Ｔｒｅｎｔ１０００」ＩＰＣモジュー
ルにコンセプトの段階から携わり、全部
品の設計および組み立てのすべてを担
当しています。開発の初期の段階では
ＫＨＩから十数名のエンジニアがダービー
工場に駐在し、ロールス・ロイスのエンジ
ニアとチームを組んで開発に取り組みま
した。
　「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンは、ロールス・
ロイス社の３軸エンジンの最先端の技術
を投入したエンジンで、低燃費、低騒音、
高い整備性を持つ環境対策を十分に

盛り込んでいます。このエンジンを世界
で最初に選定し、さらに最も早く商業運
行に投入するのは全日本空輸です。
　ロールス・ロイス社とＫＨＩが共に開発
した「Ｔｒｅｎｔ１０００」エンジンが、世界で
最初に日本の空からお客さまを乗せて
飛び立つことを大変誇りに思います。
ロールス・ロイス社とＫＨＩのパートナー
シップはさらに発展し、拡大していきます。
「Ｔｒｅｎｔ」シリーズなど今後の共同開発
プログラムへの参画も期待しています。
　航空機エンジンのパートナーシップは
長期にわたり、世代を超えて続いていく
関係の構築が重要です。その意味で、ロー
ルス・ロイス社とＫＨＩの関係はまさに真
のパートナーといえるものであり、今後さら
にこの関係が深まっていくことを信じて
います。（寄稿）

　こうして極めて精密に仕上げ加工さ
れた部材をＩＰＣモジュールに組み立て

ていくのが、組立作業だ。
　「ＩＰＣモジュールの組み立てに対応
した『Ｔｒｅｎｔ１０００組立システム』を自社
開発しました。これは、作業手順と作業
実績記録の完全電子化（ペーパーレス
化）システムです。作業単位ごとにパソ
コンを設置し、立体的な図や写真を多
用して作業指示をわかりやすく表示。また、
主要部品に直接マーキングされたバー
コードを活用し、ポカミスを防止しました。

組立中、組立完了など各ステージの作
業状況を含めて、どのパソコンでもすべ
ての作業の進捗状況をリアルタイムで把
握できます」（川崎重工ガスタービン・機
械カンパニーガスタービンビジネスセンター
技術総括部航空エンジン技術部組立
技術課の松山哲夫課長）
　この「Ｔｒｅｎｔ１０００組立システム」は、
ＲＲ社から「２０年先を先取りしたシステム」
と高く評価されたという。

　組立作業にも極めて高い精密性が
求められる。一例をあげてみよう。
　ＩＰＣモジュールは中圧圧縮機という
名のとおり、ケースの中でブレード（動翼）
の付いたロータが高速回転（離陸時に
は１分間に約９，０００回転）して空気を昇
圧させる装置だ。それだけに、回転中の
振動が大きいと、エンジンや機体にダメー
ジを与える。
　振動の原因になるのがロータの回転
アンバランスだ。ロータは８段のディスクで
構成されており、ディスクにセットするブレー
ドは合計４１８枚。その１枚ずつの重量を
精密に測り、コンピュータ計算でバランス
を取りながらセット位置を決めていく。ブレー
ドをセットしたら、ロータをバランシングマシ
ンで回転させ、アンバランスを微小部品

の交換などで高い精度で修正する。
　また、ロータとケースの間の隙間はゼ
ロに近いほど、そこから漏れる空気量が
少なくなり、エンジンの性能がよくなる。そ
こで、重量バランスをとったロータをブレー
ドチップ研削盤にセットし、高速回転させ
ながらブレードの長さ（もともと２～３ｍｍ
長く仕上げてある）をミクロン単位の精
度で計測しながら研削仕上げする。
　この例だけでも、ＩＰＣモジュールの精

密度の高さがわかるが、こうした精密作
業が全工程で行なわれるのである。
　「現在、量産に向けて組立作業者の
訓練の最中。今年の暮れから年始にか
けて、量産作業が再開される予定です」
（松山課長）

求められる高精度に応える
高度な組立技術

「Ｔｒｅｎｔ１０００組立システム」を
自社開発

川崎重工とロールス・ロイス社は
強固なパートナーシップで結ばれています。

ロールス・ロイス社
取締役　リスク＆レベニュー・シェアリング・パートナーズ担当　ビル・ボイド氏
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●「ギガセル」
　シートの下にセットされている「ギガセル」は、車載用にコンパクトにし、出力を
増大させたもの。「ＳＷＩＭＯ」は世界で初めて、ニッケル水素蓄電池を動力源
にした路面電車である。
　「ギガセル」は、川崎重工が開発した“バイポーラ３Ｄ構造電極”に加え、強
制冷却用ファンの装着により大出力を瞬時に充放電しても温度上昇が少なく
安全である。解体が容易な溶接レス構造なので、部材のリサイクルがしやすい。
※充電時間
１０ｋｍ走った後の「ギガセル」の充電時間は３～５分。一般的な路面電車
の折り返しに要する時間内に充電できる。

●中間台車

●車体の屋上
　低床化実現のため、通常は床下に搭載している電機品などを屋根の上に配置している。

●充放電制御装置
　自社開発の装置であり、電池からの電力の安定供給
や回生電力の有効利用、架線からの消費電力変動の
抑制などに威力を発揮する。架線のない区間では加速
時に電池から電力を安定的に供給し、また、回生電力を
電池に高率回収する。架線区間では架線から電池に
充電し、回生電力を電池に高率回収する。

●ブレーキ装置
　（回生ブレーキ優先電気指令空気ブレーキ）
　通常、電車は架線から取り入れた電力で駆動モータ
を回すが、その駆動モータをブレーキ時に発電機として
使用するのが回生ブレーキ（発生した電力が回生電力）
という。回生電力は架線に送られるがムダになる場合
が多い。しかし「ＳＷＩＭＯ」では、すべての回生電力を「ギ
ガセル」に蓄えられ、発車時のモータ駆動などに活用
できるのでエネルギー効率が飛躍的に高まった。

●両先頭車両の台車
　両先頭車両の全面平坦な低床を実現したのが、この先
頭台車の開発。これまでは床を低くすると車輪（路面電車
の直径は通常６００ｍｍ程度）が床面に突き出してしまう。そ
こで、２軸ある車輪のうち、写真のように第２軸目の車輪（運
転席から見て後方）の直径を２５０ｍｍにした。こうすると、床
面に突き出さず、車輪の上にドアを設置することも可能だ。
大きいほうの車輪とモータは運転席の下に位置させればよい。
　一方で、車輪の直径が３６０ｍｍ以下では線路の分岐部
などで脱線するというのが鉄道界の“常識”。そこで、川崎
重工の車両製作・開発１００年余の間に蓄積した高度な技
術を駆使して工夫を重ね、小径車輪でも脱線しない独自の
制御ノウハウを開発した。

●省エネにつながる車体塗装
　揮発性有機化合物の発生源となる有機溶剤
使用量が約８０％削減された、人と地球にやさしい
水性二液ウレタン塗料を採用。この塗料は、太陽
光の赤外線を反射する機能があるのでエアコン
効率が高まり、車両運行時の省エネが実現する。

●車体
　３車体３連節構成で、車体の前後と中央に台車が設置してあり、
小さなカーブも容易に曲がれる。車体の組み合わせも自由だ。例
えば、５車体連節構成（車両長：２０～３０ｍ級）の場合はイラストの
ように組み合わせられ、台車は先頭台車２台、中間台車２台の設
置で済む。

●乗務員室
　全面窓の良好な視界を持ち、計器類
などが機能的にレイアウトされている。

●フランジ潤滑システム
　先頭車輪のフランジ部にグリースを塗
布しながら走行できるので安全走行性が
より向上した。走行抵抗が減るので省エ
ネにつながり、車輪摩耗も少なくなるので
省メンテナンス化も図れる。潤滑剤は生
分解性率９０％以上の生分解性グリース
を使用し、市街地環境に配慮している。

●客室部
　床の高さは３６０ｍｍで、両先頭車両
の客室の床は全面平坦。このため、さま
ざまなシートアレンジが可能になった。

●走り方さまざま
　架線のない区間では「ギガセル」から供給される電力で走り、ブレーキ時に回生電力を「ギガセル」に蓄える。パンタグ
ラフが設置してあるので、架線区間では架線からの供給電力で走行しながら、「ギガセル」に蓄電することもできる。
　つまり「ＳＷＩＭＯ」は新設、あるいは既設路線の延長の場合、架線は必要ない。さらに、既設の路面電車が相互に乗り
入れる場合、双方をつなぐ路線は架線なしでそのまま走れるので、乗客は車両を乗り替えるなどの面倒がない。これも広
義のバリアフリーで人にやさしく、また、事業者にとっても大きなメリットである。
※都市景観を損なわない
架線方式では、とりわけ曲線部で架線が複雑に配置されて都市景観に大きな影響を与えるが、架線不要の「ＳＷＩＭＯ」
はその心配がなく、観光対策上もメリットが大きい。

●出入り口部
　床の高さは３３０ｍｍ。従来の路
面電車は８００～８５０ｍｍなので、
乗降のしやすさは歴然としている。

●出入り口部の両開きドア
　開閉幅は１２０ｃｍ。路面電車と
しては世界最大幅で、同時の乗り
降りが可能だ。また、先頭車両は
客室部の床が全面平坦なので、
ドアをどこにでも設けられる。

川崎重工・播磨工場内での走行実験。

札幌市での冬季本線走行実験。

トラムシステム
ポンプユニット

ミキシングブロック パルプブロック

計量分配器 コンプレッサー

スプレーノズル

給電中

停留所 停留所

給電中

停留所 停留所

５車体連節構成
　電車はもともと他の交通機関に比べてエネ
ルギー効率が高く、ＣＯ2排出量が少ない乗り
物である。そのうえ、低床化や低騒音化などを
進めた次世代型路面電車ＬＲＶは、人にも環境
にもやさしい交通機関として近年、世界中で注
目されている。
　川崎重工が独自に開発したＬＲＶ「ＳＷＩＭＯ」
は、自社開発の車載用大型ニッケル水素蓄電
池「ギガセル 」を搭載して架線なしでの走行
を実現した。その実験車両は３車体３台車連節
構成で曲線部を曲がりやすくし、また、車体の
組み合わせによる車両サイズの自由な設定を
可能にした。
　実験車両は全長１５ｍで、出入り口部の床の
高さは極限まで低くしてある。車内の最小通
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。

イラストぎじゅつ入門―72

架線があってもなくても
スイスイ走行

　「ＳＷＩＭＯ」に搭載している「ギガセル」は、
川崎重工が開発した独自の構造により、瞬時に
大容量・高速の充放電をしても大きな発熱もな
く、また、発火しない極めて安全な蓄電池である。
　「ＳＷＩＭＯ」では、回生電力をすべて「ギガ
セル」に蓄えられるので、照明やエアコンなど
補機電源を除いた電車走行に必要な電力のほ
ぼ３０％～４０％を賄える。そのため、エネルギー
効率が非常に高いので、より一層環境にやさし
く、また、事業者にもやさしい。
　「ＳＷＩＭＯ」は、川崎重工・播磨工場内に設け
た実験線（約１，７００ｍ）で走行実験を重ね、また、
札幌市で冬季に本線走行実験（延べ約４０日間）
を行ない、寒冷地でも安定走行ができることを
確認した。
　「ＳＷＩＭＯ」には現在、内外から多くの問い
合わせや検討依頼が寄せられている。
※ＳＷＩＭＯ：Ｓｍｏｏｔｈな乗降、Ｓｍｏｏｔｈな非電化区間への直通運転を達成（Ｗｉｎ）

する移動手段（ＭＯｖｅｒ）というコンセプトから付けられた愛称。

人と環境、
そして事業者にもやさしい
「ＳＷＩＭＯ」

■全体に丸みを帯びたソフト
な感覚の外観に、臨海都市を
イメージした青と白が基調の
カラーデザインは、２台目の実
験車両に採用される。このデ
ザインの「ＳＷＩＭＯ」の模型を
９月にドイツで開かれた国際鉄
道技術見本市「Ｉｎｎｏ Ｔｒａｎｓ 
２００８」に出展したところ、来
場者の話題の的となった。

ライト・レール・ビークル

ス イ モ ※

R
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フィレンツェ

フランス オーストリア

スイス

カラーラ

ローマ

イタリア

サルディニア島

シチリア島

現 場 を 訪 ね て
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地中海ブルーの空を
バックに、力強く白大
理石を運ぶカワサキ
ホイールローダ。

ルチアーニ社のシル
バーノ・ルチアーニ
社長。

山から採掘した大理石を“糸鋸”で小割りする。階段状に採掘されている様子がよく分かる。

採掘場の限られたスペースでの作業なので、カワサキホイールローダ
の小回りのよさが大きなメリットになっている。

ダンプトラックに効率よく白大理石を積み込むカワサキホイールローダ。カラーラ内
外の石材店などに運ばれ、高級内装材などに加工される。

採掘場へ向かう山道。運転に慣れた地元の
人でなければとうてい走れない。

山上の採掘場から見た地中海。

　イタリア半島の付け根に近いトスカー
ナ州の州都、フィレンツェはルネッサンス
発祥の地だ。そのフィレンツェ空港から
北西約１３０ｋｍに、世界一の白大理石
の産地、カラーラがある。前面が地中海
のリグーリア海、背後がアプアーネ山脈（ア
プアーネ・アルプス）で、オリーブ畑の丘に
囲まれた美しい都市である。ピサの斜塔
のあるピサまでは車で約１時間の距離だ。

　車がカラーラ近郊に入ると、目に映る
山々の山肌が白く輝き、まるで雪山のよう
だ。白大理石山の峰々である。
　大理石は変成岩の一種で、古代から
建築や彫刻に使われている。古代ギリ
シャのパルテノン神殿やローマのコロッ
セオなどはよく知られた大理石建造物だ。

かのミケランジェロも彫刻材捜しにカラー
ラを訪れ、この地の白大理石で多くの名
作を残しており、カラーラの大理石採掘
はおよそ２０００年の歴史があるといわれ
ている。
　大理石はエメラルドグリーンやオーロ
ラピンクなどさまざまな色があるが、中でも
カラーラの白大理石が最も有名で、建築
の高級内装材などに用いられている。

　採掘現場は、大理石に切り目を付け
るダイヤモンドカッターのついた糸鋸の音、
採掘した巨大な大理石を小割りにする
ブレーカの音、大理石を運ぶカワサキホ
イールローダの音などが混じり合って活
気に満ちている。
　この山の採掘法はベンチカットと呼ば
れる工法で階段状に採掘していく。この
方法はホイールローダなどの重機が使
いやすいというメリットがある。大理石に

ドリルで穴を明け、その穴にダイヤモンドカッ
ター付き糸鋸を通して切り目を付ける。こ
の方法で立方体の二方を切り、底部は
巨大な円形鋸で切る。
　採掘した大理石を、まず、仮置き場に
運ぶのがカワサキホイールローダの役目だ。
活躍しているのは、大型カワサキホイー
ルローダ「９５ＺＶ－２」や「１１５ＺＶ－２」な
どである。
　中でも「１１５ＺＶ－２」は、３０数ｔもの大
理石を軽 と々持ち上げて搬送していく。
また、仮置き場で小割りにされた大理石
のブロックをダンプトラックに積み込む。す
べての作業が力強く機敏で、効率的だ。
　「カワサキホイールローダは何よりも
持ち上げ力が強く、重い大理石も軽 と々
持ち上げられるのが最大の特長です」
（シルバーノ・ルチアーニ社長）
　切り出した大理石はカラーラ内外に
多数ある石材加工工場に運ばれ、厚さ
２ｃｍほどにスライスされ、磨かれて建築
内装材などに使われる。

　全山が大理石という山の麓には、観
光バスが観光客を運んでくる。みやげ物
屋があり、大理石の加工品などが売ら
れている。見上げれば、採掘中の大理
石の白い壁を遠望できるという具合で、
大理石の山は観光資源でもある。
　採掘場へ登る道は、細いガレキの道
路で、ちょっと運転を誤れば千尋の谷へ

真っ逆さまだ。馴れた人でなければ、とう
てい運転できない。カラーラの川崎重工
の代理店、ルチアーニ社のシルバーノ・  
ルチアーニ社長が運転してくれた。同社
長はカーラリーのドライバーで、昨年のイ
タリア国内のシリーズ優勝者でもある。
そう聞くと安心感が
倍加した。
　「この辺の山は
全山を国が管理す
る良質な大理石の
山で、採掘権を得
た民間の採掘業者
が、一つの山に何
社も入って採掘し
ています。カワサキホイールローダは１０年
ほど前から、こうした採掘業者約１０社に
合わせて約３０台納入しています」（川
崎重工車両カンパニー企画本部建設
機械企画部の入山博行副部長）

　２００７年夏に発売したカワサキホイー
ルローダ「９５ＺＶ－２」、「１１５ＺＶ－２」は、
排出ガスのクリーン化とハイパワーを高
次元で両立させた最新鋭エンジンを搭
載。排出ガスに含まれる大気汚染の原
因物質である窒素酸化物（ＮＯｘ）およ
び粒子状物質（ＰＭ）を大幅に削減し、
国の「特定特殊自動車排出ガスの規制

等に関する法律」（オフロード法）に適合
している。欧州にも厳しい排出ガス規制
があるが、カワサキホイールローダはこれ
もクリアしている。
　また、荷役作業の効率化により燃費
低減に貢献するＥＬＳ（エフィシェント・ロー
ディング・システム）の採用や、ブーム停
止位置を上げと下げのそれぞれに対し、
任意に設定することで荷役作業効率を
向上させるＤＢＫ（デュアル・ブーム・キッ
クアウト）と、故障診断機能などを備えた
ＭＯＤＭ（マシン・オペレーション・ダイアグ
ナスティック・モジュール）の搭載などにより、
作業効率の向上と燃費低減を図り、また、
操作性や耐久性・信頼性を向上させた
新型機である。

　切り出された巨大な白大理石の塊を
楽 と々運搬するカワサキホイールローダ
を見やりながら、シルバーノ・ルチアーニ
社長はこう話した。
　「『１１５ＺＶ－２』は小回りが利くのもよ
い点です。この山のように、階段状に採掘
する現場では作業スペースが限られてい
るので、これは重要な利点です。耐久性
のよさも重要です。カワサキのホイールロー
ダは非常に丈夫で、この『１１５ＺＶ－２』は
納車以来フィルターとオイル交換しかして
いません。また、別の現場ですが、サルディ
ニア島の花崗岩採石場の『１１５ＺⅣ』は、
１万時間ノートラブルで働いているほどで
す。日頃のオペレーターの話から、彼らが
カワサキホイールローダの信頼性を非常
に高く評価しているのがよく分かります」

●
　なお、欧州の南部からトルコ、インドに
またがる地域に大理石の山が多数あり、
カワサキホイールローダはトルコやスペイン、
ポルトガルの大理石採掘場でも活躍し
ている。

世界で最も有名な白大理石採掘に活躍する
カワサキホイールローダ

世界一の白大理石の産地、

カラーラへ

約３０台の

カワサキホイールローダが活躍

力強く機敏に運び、

効率的にダンプに積み込む
作業効率の向上と

燃費低減を図った新型機

「小回りが利き、

耐久性に優れたマシンです」
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２階正面を漆喰で塗り籠め、虫
籠窓を付けた典型的な意匠の
浅原家（左側の手前から２軒
目）。軒下に“ばったり”（上げ
下げできる棚）が備えられている。

関宿の東の入口、東の追分。東海道と伊勢別街道の分岐点
で、伊勢神宮ゆかりの大鳥居が立っている。

「関で泊まるなら鶴屋か玉屋
～」と謡われた関宿を代表
する大旅籠の一つ、玉屋の
２階客室。往時のままに再
現されている。
玉屋の虫籠窓。宝珠の玉（玉
から火焔が上がっている）を
かたどっている。
堂々たる玉屋（関宿旅籠玉
屋歴史資料館）の前景。屋
敷は奥行きが深い。

　旧東海道・関宿（亀山市関町）の東の入口を
東の追分という。かつての東海道と伊勢別街道
の分岐点で、大きな鳥居が立っている。これは２０
年に一度の伊勢神宮式年遷宮の際、習わしによ
りここに移築した内宮宇治橋南詰の大鳥居で、
伊勢神宮を遥拝するためのものという。ちなみに、
伊勢神宮外宮までは約１５里（約６０ｋｍ）とされて
いる。
　関宿から江戸への次の宿は亀山宿、京都へは
鈴鹿峠直下の坂下宿である。
　関宿は、東の追分（江戸方）から木崎の町並み、
中町の町並み、新所の町並みに大別され、西の
追分（京都方）に至る。

●
　関は、古代に愛発（越前）、不破（美濃）ととも
に三関といわれた伊勢鈴鹿関が置かれた所で、地
名も鈴鹿関に由来している。現在の関宿の基礎
は天正１１年（１５８３年）、関盛信が“関地蔵”を
中心に中町の町建てを行なって築いたといわれて
いる。
　慶長６年（１６０１年）に徳川幕府が設けた宿駅

制度では、東海道に５３の宿場が定められ、関は品
川から数えて４７番目の宿場町として整備された。
関宿は、東の追分で伊勢別街道、西の追分で大
和街道と分岐するため、参勤交代や伊勢参りなど
の交通の要衝として江戸時代を通じて繁栄した。
　幕末の「東海道宿村大概帳」（天保１４年
（１８４３年））によると、戸数６３２戸、人口１，９４２人、
本陣２、脇本陣２、旅籠屋４２とあり、その繁栄ぶり
が偲ばれる。

●
　晩秋の柔らかい陽を浴びながら、東の追分から入っ
て旧東海道を歩く。空が青く高い。
　木崎の町並みは東の追分から御馳走場に至る
区域とされており、平屋あるいは中二階の町家が
多い。御馳走場は、関宿に出入りする大名行列
の一行を、宿役人が送迎した場所で、その跡地に
標識が立っている。
　関宿の町家の特徴を最もよく備えている一軒
が浅原家だ。米屋や材木屋を営んでいたというこ
の家は、万延（１８６０年）以前の建築と推定されて
いる。二階前面を土壁で覆った塗籠、虫籠窓（漆
喰で塗籠た竪格子窓）、庇の下に取り付けられた
幕板（庇が短いので風雨から店先を守る霧除け）、
店の前に取り付けられた“ばったり”（上げ下げで
きる棚で、商品を並べたり、通りを通る人が座った
りした）などが見られる。

●
　ところで、関宿は１９８４年、国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定されたが、東海道の宿場
町としては唯一の選定である。なぜ、往時の面影
がよく残されてきたのか。
　「江戸時代の交通の要衝も明治２０年代に鉄
道が開通し、隣の亀山が関西本線と紀勢本線の
分岐点になって物流の中心になると、関は時代の
流れから外れました。今、町並み保存という視点か
ら見れば幸運でしたが……」（亀山市教育委員会
まちなみ・文化財室）
　加えて、人の思いがあった。
　１９２９年（昭和４年）、関宿を視察した都市美術
協会理事の橡内吉胤氏が、当時の関町長に「貴
町の如きも今より適当なる保存計画を樹てられなば、
真に立派な名所となる事と堅く信ずる者にて有之
候」と、町並み保存を手紙で進言した。町長はこ
の手紙を大切に保存し、その進言を町長の申し送
り事項にした。以降、歴代の町長は町民とともに
町並み保存に努めてきたという。

●
　関宿の中央部の中町に入ると、町並みはさらに
“江戸の雰囲気”を濃くしていく。標識にも本陣
（跡）や脇本陣、高札場などといった文字が見られ

るようになる。
　関宿旅籠玉屋歴史資料館は、「関で泊まるなら
鶴屋か玉屋、まだも泊まるなら会津屋か」と謡われ
たほどの大旅籠に手を入れ、江戸時代に栄えた旅
籠を再現している。二階正面の虫籠窓は、玉屋の
屋号にちなんで宝珠の玉（玉から火焔が上がって
いる）をかたどった意匠だ。
　入口を入ると店の間や帳場などが続き、その奥
に貴賓室も兼ねた離れがある。関宿では旅籠屋
も町家も奥行きが深く、玉屋も離れの先に土蔵や
納屋などが建っている。地元の人の話では「奥行
きの深い屋敷は５０ｍはある」というから驚く。
　２階には客室がずらりと並んでおり、往時の喧騒
が聞こえてくるようだ。
　中町から木崎の町並みの北側には、寺院や神
社の多い静かな雰囲気の北裏の町並みが続い
ている。

こざき

あらち

せきじゅく

ぬりごめ

まくいた

むしこまど

とちないよしたね

亀山市

（三重県）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○19
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　関宿の西の入口、西の追
分。東海道と大和街道の
分岐点である。

　西の追分方の新所の家
並み。

旧東海道に面した眺関亭の２階
展望台から見た関宿の家並み。
奥に関地蔵院の大屋根が見え
る。その昔、旅人はこの屋根を
見て「やっと関に来た」と安堵
の感慨に浸ったという。

関地蔵院門前の家並み。関宿の代表的旅籠の一つだった会津屋や２階
に洋風の窓が付いた洋館屋など風情ある町家が並んでいる。

看板で薬局だったことが分かる。
こうした町家が多い。

地元だけではなく旅人の信仰も集めて賑わっ
た、関宿のシンボルの関地蔵院。 掲げられた庵看板が、老舗を

一層風格あるものにしている。

東の追分方の木崎の家並み。
中二階の町家が多い。
町家の中二階の壁に見つけ
た漆喰彫刻。これは鶴。
は龍。　は鯉の滝昇り。
虎と　高砂は細工瓦。家運
長久などを願ったという。

●
　中町と新所の町並みの境になっているのが関
地蔵院（国の重要文化財）。天平１３年（７４１年）、
行基菩薩の開創とされる古刹で「そもそも関は地
蔵院の門前町として成立し、そこに宿場機能が整
備されたのです」（亀山市教育委員会）という。地
蔵院は近郷の人々だけではなく、東海道を旅する
人の信仰を集めて賑わった。旅人は、地蔵院本堂
の屋根を見ると、「やっと関まで来た」と感慨を深く
したとか。地蔵院の本堂は東海道に面して建って
おり、宿場のほぼどこからでも屋根が見えるようになっ
ている。
　百六里庭・眺関亭（関宿が江戸から１０６里余り
あることからの命名）の２階展望台からも、しっとり
とした江戸情緒の町並みの先に地蔵院・本堂の
屋根が見え、さらにその先に紅葉の鈴鹿の山々が
望めた。

●
　新所の町並みは、地蔵院の近くには中二階が
多いが、そのおよそ西半分には軒の低い平屋が建
ち並び、落ち着いた雰囲気の町並みとなっている。
　新所の町並みの中ほどで、中二階の壁に漆喰
彫刻の鯉の滝昇りを見つけた。その真向かいの
家には鶴と亀。「職人が子孫繁栄や家運長久な
どの願いを込めて腕を振るったものと思われますが、
家主には他家との差別化という意識もあったよう
です」（亀山市教育委員会）。漆喰彫刻は中町に
も見られ、また、意匠を凝らした細工瓦も少なくない。
　こうした漆喰彫刻や細工瓦を捜しながら歩くの
も楽しみのひとつである。

●
　西の追分は、関宿の西の入口だ。大きな道標
が立っており、京都へは鈴鹿峠を越えて１９里半（約
７８ｋｍ）。左へ折れる大和街道は、加太越えをして
伊賀から奈良へ至る。
　振り向くと、軒の低い古風な家々が、少し西に
傾いた秋の陽の下で閑かに建ち並んでいた。

東海道唯一の
「重要伝統的建造物群保存地区」

亀
山
市

かぶと

いおりかんばん

こざき
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工法説明会ではスライド映像を使いながらア
ポロカッター工法についての詳しい説明が
行なわれた。

自転しながら公転するカッターヘッド。 後ろ側から見たシールド掘進機の内部構造。

目の前で駆動するカッターヘッドを見ながら係員の説明に
聞き入る参加者たち。
この画期的なシールド掘進機への関心は高く、見学会に
は多くの関係者が参加した。

完成した２連型の「アポロカッター工法シールド掘進機」。高さが７．４４ｍで幅は１０．６４ｍ。

●アポロカッター工法の掘削メカニズム ●アポロカッター工法による多様な掘削断面

カッターヘッド

揺動フレーム公転ドラム

公転

自転

　シールド掘進機は鋼製のトンネル掘削
機で、前面の回転カッターを回転させな
がら地盤を削っていく。機械本体を頑丈
な外枠（シールド＝盾）で覆っているの
でこう呼ばれる。
　地下鉄や共同溝などのトンネル工事
の際、交通障害になる道路の掘り起こし
がなく、安全に掘れるので、最近の都市
部でのトンネル工事の多くがシールド掘
進機によって行なわれている。
　シールド掘進機は、開発当初は円形
断面だけだったが、川崎重工ではさまざ
まな断面の特殊なタイプを開発してきた。
例えば、横２連多円形シールド掘進機や
急曲線施工対応シールド掘進機、着脱
式３連型駅シールド掘進機（地下鉄工
事で、駅の部分だけシールド機の左右
に半円形の側部シールドを取り付け、横
幅の広い駅部トンネルを掘る）などだ。こ
れらの特殊タイプはしかし、適用断面が
限定されている。
　ところがこのほど、鹿島建設（株）（以下、
鹿島）と共同開発した「アポロカッター工
法シールド掘進機」は、円形はもとより矩
形や馬蹄形など多様な断面に対応でき、
しかも硬質地盤に強いなどの特長を有
している。前例のない特殊なカッター機
構を備えたシールド掘進機である。
※Ａｌｌ（あらゆる）Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ（可能性を秘めた）Ｒｏｔａｒｙ（回転式）
　Ｃｕｔｔｅｒ（カッター）との意を込めた愛称。

　「近年の都市部のシールドトンネル工
事では、余分な掘削断面を減らして工
事を効率化したい、既設トンネルに近接
して掘らなければならない、あるいは地中
支障物との十分な距離を確保したい、な
どの理由で矩形断面など非円形シール
ドのニーズが増えています」（川崎重工  
装置・土木機械本部技術部土木機械
技術課の小田誠主事）
　今回の開発の契機となったのが「東急・
東横線と東京地下鉄・副都心線との相

互直通運転に伴う渋谷～代官山間地
下化工事（土木工事第１工区）」（施工者：
鹿島・西松・鉄建建設共同企業体）で、
河川（渋谷川）と民地の地下の横断部、
および下水道管とトンネルとの隔離距離
をできるだけ長く確保したい、などから非
円形シールドが要求された。また、掘削
部分のほとんどが固結シルトと呼ばれる
硬質地盤なのでカッターヘッドの切れ味
が問題になった。さらに、到達部は土被
りが浅く掘削断面の管理条件が非常に
厳しい、などが課題とされた。
　こうしたことから川崎重工と鹿島は新
しい掘削方式の開発に取り組み、「新し
いメカニズムを考え、さまざまな技術的計
算をし、当社技術研究所で流体解析な
どを行ないながら開発研究を重ねました」
（小田主事）。
　そして考案したのが「アポロカッター
工法」（川崎重工と鹿島が共同で特許

申請中）だ。両社は、実証実験（鹿島機
械技術センター／神奈川県大和市）による
技術検証と実際の地下通路工事での
矩形断面掘進による実証を経て、東急・
東横線地下化工事向け「アポロカッター
工法シールド掘進機」（ダブルヘッド（２連）
型）を完成させた。鉄道の複線断面形
状を一度に掘り進められる２連矩形断
面のシールド掘進機である。

　アポロカッター工法は、シールド掘進機
の前面先端部のメイン回転ドラム（公転
ドラム）上に揺動フレームを介して回転
式カッターヘッドを設置。カッターヘッドが
高速で回転（自転）し、公転ドラムによっ
て公転を行ないながら掘削する。自転と
公転を組み合わせるという独自の発想

から生まれたシールド掘進機である。
　公転ドラムの回転角度と揺動フレーム
の揺動角度を変化させることで多様な
断面を掘削でき、カーブ部に必要な余掘
り掘削も容易に掘削できる。片刃のカッター
が、従来型のおよそ３倍の高速で回転
するため、硬い地盤でも切れ味鋭く掘り
進められる。
　完成したダブルヘッド（２連）型シールド
掘進機は、高さが７．４４ｍ、幅が１０．６４ｍ
で、機械長さは８．９５ｍ。カッターヘッドは
１分間に４．７回転し、東急・東横線地下
化工事のトンネルを１分間に約３ｃｍ掘り
進むことができる。
　東急・東横線渋谷～代官山間地下
化工事は、東急・東横線と、２００８年６月
に開業した東京地下鉄・副都心線（地
下鉄１３号線）とを相互直通運転化する
ための工事だ。現在、高架橋で運行し
ている東急・東横線渋谷駅～代官山駅
間（１．４ｋｍ）を地下化して“新・東横線”
を新設する。
　「アポロカッター工法シールド掘進機」
で掘削する第１工区は、延長５７７ｍである。

　このシールド掘進機の見学会が８月２１、
２２日の両日、川崎重工・播磨工場（兵庫
県播磨町）で開かれた。
　見学会には報道陣のほか、道路や鉄
道、コンサルティング、インフラ関係企業
などから１５０名近い関係者が集まり、関
心の高さをうかがわせた。
　会議室での工法説明の後、工場に
設置された「アポロカッター工法シールド
掘進機」の実物の前で、係員が「赤い
部分が自転するカッターヘッド、黄色い
部分が揺動フレーム、グレーが公転ドラ

ムです」などと詳しく説明し、駆動スイッ
チが入れられた。
　２連型の掘進機に向かって左側のカッ
ターヘッドは時計回り、同右側は反時計
回りに自転を始め、定められた断面を掘
削するようにゆっくりと公転していく。これ
を見た見学者の間に感嘆の声が広がっ
ていった。

●
　「２００８年１０月から現地搬入および
組み立てを始め、２００９年４月から掘削
開始の予定と聞いています。計画の日
進量は初期には１日４．４ｍ、本格化した
ら同６．６ｍ。掘削期間はおよそ１年間の
予定です」（小田主事）

新 製 品 ・ 新 技 術

前例のないカッター機構を装備した
シールド掘進機

増える非円形断面
シールドトンネルのニーズ

自転するカッターヘッドが
公転しながら掘削

播磨工場での見学会に
関係者など多数が参加

鹿島建設（株）と共同開発した「アポロカッター※工法シールド掘進機」を 報道陣・関係者に披露
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国内初のムービングベルト付き実車風洞を富士重工に納入

時速３５０ｋｍの新型高速鉄道車両
「ｅｆＳＥＴ※」の自社開発に着手

竹を燃料とする農業用バイオマスガス化発電・熱供給設備を受注

国内初の下水汚泥活性炭化設備を納入

中・小型ロボット「Ｒシリーズ」とロボットコントローラ「Ｅシリーズ」を新発売

新型ロードホールダンプ「ＭＸ８０」を新発売

次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）試作１号機を納入

ＬＰＧ運搬船「ＬＯＴＵＳ  ＧＡＳ」を引き渡し

　川崎重工は、国内初のムービングベルト付き
実車風洞を富士重工業（株）に納入した。
　本風洞は、実走行に近い状態を風洞試験
で実現するため、道路に相当する自動車下の
部分を風速と同じ速度で移動させるムービング
ベルト（移動地面板）を装備しているのが大き
な特長である。ムービングベルトは、車体の下に
１つ、車輪用に４つの合計５ベルトで構成。車
輪用ムービングベルトは、車輪周りの空気の流
れを模擬するため、車輪荷重を支持しベルトの
移動により車輪を回転させる。したがって、試

験車両に作用する空力荷重を計測する六分
力天秤装置は、車輪用ムービングベルトを組み
込んだ構造としている。
　本風洞は全長６５ｍ、幅４０ｍ。水平な風路
内を気流が回流する水平回流式で、測定部は
天井面、２側面、床面のうち床面を除く３面が
開放している４分の３セミオープン型だ。吹き出
しノズルサイズは幅５．１ｍ、高さ３ｍで、最高時
速１８０ｋｍまでの試験が可能である。

　川崎重工は、新型高速鉄道車両「ｅｆＳＥＴ」
の自社開発に着手することを決定した。高速
鉄道車両の分野では、日本の鉄道車両メーカー
として初めての取り組みである。
　今回開発する鉄道車両は、営業運転時速
３５０ｋｍを実現するとともに、これまで国内の新
幹線車両の設計で培った乗客の快適性向上
や周辺環境への負荷低減を実現する技術を
適用した新型車両である。その主要コンセプトは、

「環境にやさしい車両」「省エネルギー性能の
向上」「快適な移動空間」「高い安全性と信
頼性の確保」など。
　近年、鉄道は、温暖化ガス排出量が少ない
大量輸送手段として世界的に見直されている。
現在、米国やブラジル、ロシア、インド、ベトナムな
どが高速鉄道の新規建設計画を進めており、
今後２０年ほどの間に世界中で１万ｋｍ前後の
高速鉄道路線が増設されると見込まれている。

こうした市場環境のもとで川崎重工は、欧州の
鉄道車両メーカーとの競争を制して世界市場
での受注を獲得するために、世界基準に沿っ
た高速鉄道車両の自社開発に踏みきったもの
である。
　２００９年度末までに開発完了の予定。

※ｅｆＳＥＴ：Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｌｙ Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ｓｕｐｅｒ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｔｒaｉｎ
からつけた愛称。

　川崎重工は、キタジマ食品（株）（福岡県八
女郡立花町）から、竹を燃料とするバイオマス
ガス化発電・熱供給設備を受注した。本設備は、
竹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。竹のみを燃料とするガス化炉として
も、また、製造した電力と熱を農業ハウスに供給
する設備としても世界で初めての設備となる。
　国内では放置竹林が年々増え、衛星画像
解析などによると森林面積の１割に及ぶとか。

竹は生長速度が速いため、隣接森林の侵食な
ど環境問題になりつつある。こうした状況のもと
で、タケノコの加工事業を手がけているキタジ
マ食品では、放置竹林の整備で発生した竹廃
材の有効利用を進めている。その一環として、
ガス化発電・熱供給事業を導入し、農業ハウス
へ電力・温熱・冷熱を供給するための実証事
業を、独立行政法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（ＮＥＤＯ）と共同で取り組むこと
になったのである。２００９年２月までに竣工の予定。

■設備の概要

設備構成：燃料供給装置、ガス化炉、ガス精製
装置、ガスエンジン発電機、熱交換器、
吸収冷凍機

燃　　料：竹廃材
発電出力：７０ｋＷ
処理能力：１時間当たり０．１ｔ

　カワサキプラントシステムズ（株）は、国内初
の下水汚泥活性炭化設備を胎内市中条浄化
センター（新潟県）に納入した。
　本設備は、下水汚泥を乾燥・炭化・賦活（炭
化物に開いた微細な孔の構造を発達させ、吸
着能力を大きくする操作）し、市販の活性炭の
代替利用が可能な活性炭化製品を製造する。
本設備で製造される活性炭化製品は、ごみ焼
却炉で使用されているダイオキシン類除去用
活性炭の代替品として利用可能なことから、循

環型社会の形成に貢献できる。
　本設備は、下水汚泥の「搬送貯留設備」、
塊状の汚泥を解砕しながら熱風と接触させ、
高い熱効率で乾燥できるコンパクトな「乾燥設
備」、顆粒状の乾燥汚泥を炭化コンベヤで搬
送しながら、乾燥・熱分解・炭化・賦活させ、炭
化コンベヤ内の後半部分を８００～９００℃の高
温にすることで表面に微細孔を穿ち、吸着性
能に優れた活性炭化製品を製造できる「炭化
設備」で構成されている。カワサキプラントシス

テムズは、機械・電気を含むシステム全体の設
計から機器の製作・据付・試運転を含む施工ま
での現地工事一式を担当した。

　川崎重工は、中・小型ロボット「Ｒシリーズ」と
ロボットコントローラ「Ｅシリーズ」を新発売した。
いずれもフルモデルチェンジとなるカワサキの意
欲作である。
●中・小型ロボット「Ｒシリーズ」

　前身の「Ｆシリーズ」の優れた性能をさらに
進化させ、「ハイスピード、ラージトルク、ワイ
ドワーキングレンジ」をコンセプトに、最大速度の
約２０％の向上や、強くした手首でより遠くの対
象物の把持・搬送を可能にした。さらに、動作
領域の拡大などを実現。しかも、約１８％の軽
量化も実現した。「Ｒシリーズ」は、組立・ハンド
リング・シーリングなど幅広い用途に適用できる。

●ロボットコントローラ「Ｅシリーズ」

　ユーザーの声を反映して新設計したコントロー
ラ。前身の「Ｄシリーズ」の性能をさらに進化させ、
各種アプリケーションの実行速度の飛躍的な

向上などにより快適な
操作性とハイパフォー
マンスを実現した。また、
大幅なコンパクト化によ
り小さな設置面積で済
むので、生産現場のス
ペースをより有効に活
用できる。さらに、平均
故障間隔（ＭＴＢＦ）の
向上、平均修復時間
（ＭＴＴＲ）の短縮、自己
診断機能の充実などメ
ンテナンス性についても
十分な工夫を施した。

　川崎重工は、作業環境と安全性を大幅に向
上させた新型ロードホールダンプ（坑内用ローダ）
「ＭＸ８０」（標準バケット容量：３．１ｍ3）を新発
売した。
　本機は、坑内の狭い作業空間の環境改善
のため、ＣＯ（一酸化炭素）やＮＯｘ（窒素酸化
物）、黒煙など有害な排気成分の少ない高出
力新型ディーゼルエンジンを採用し、国の定め
る「特定特種自動車排出ガスの規制等に関す
る法律（オフロード法）」の排出ガス基準をクリ
アしている。

　また、ＲＯＰＳ（転倒時保護構造）、ＦＯＰＳ（落
下物保護構造）および冷暖房を備えたオペレー
タキャビンを標準装備し、運転者の安全と居住
性を飛躍的に改善した。
さらに、フェイルセーフの
観点から湿式ネガティブ
ブレーキを採用しており、
走行中にエンジンやブ
レーキ油圧系統が破損
した場合も安全に停止
できる。そのほか、新油

圧システムの採用や積載容量のアップにより、
作業効率の向上と低燃費を実現した。

　川崎重工は岐阜工場において、次期固定
翼哨戒機（ＸＰ－１）の試作１号機を防衛省に
納入した。本機は現有機「Ｐ－３Ｃ」の後継機
として、防衛省が２００１年度より次期輸送機
（Ｃ－Ｘ）と同時に開発を進めており、川崎重工
は防衛省指名の主担当企業として、開発作業
に他の参画企業とともに取り組んでいる。
　本機は、耐電磁干渉性に優れた実用機とし
ては世界初のＦＢＬ（Ｆｌｙ Ｂｙ Ｌｉｇｈｔ）システム、
探知能力を向上させた新開発の音響システム
およびレーダ・システムを採用。また、新開発の

国産エンジンを搭載し、
現有機を上回る速度、
航続距離などが実現さ
れる。試作１号機は川
崎重工・岐阜工場で製
造され、２００７年７月に
ロールアウト後、地上試
験を行なったのち、同年
９月に初飛行した。その後、順調に社内飛行
試験を重ね、予定したすべての各種社内試験
を完了して今回の納入となった。川崎重工では、

続いて試作２号機の社内飛行試験を実施中で、
２００８年中に防衛省に納入の予定である。

　（株）川崎造船は、ＬＰＧ ＨＯＲＩＺＯＮ 
ＰＡＮＡＭＡ Ｓ．Ａ．向けＬＰＧ運搬船

「ＬＯＴＵＳ ＧＡＳ」を引き渡した。
　本船は、川崎造船が開発した新船首形状

（ＳＥＡ－ＡＲＲＯＷ）を採用し、航走の
際に発生する船首波による抵抗を極
限まで減少させ、推進性能の大幅な
向上を図った。また、石油ガスを低温
で液化させたＬＰＧ（液化石油ガス）を
積むため、船体から独立して収縮する
貨物タンクを４区画の船倉内に４基設
けている。さらに貨物タンクには、－４６℃
までのＬＰＧを積めるように低温用特殊
鋼材を使用し、周囲には発泡ウレタン
を用いた防熱を施している。

■主要目

全　　　　長：２２６ｍ
幅　　　（型）：３７．２ｍ
総 ト ン 数：４万５，８１１トン
貨物タンク容量：８万１８５ｍ3

主 機 関：川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ ７Ｓ６０ＭＣ
－Ｃ型ディーゼル機関×１基
（連続最大出力：１万４，０００ｋＷ
×９４回転／分）

航 海 速 力：約１７ノット

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

建設機械ビジネスセンター　kenki@toh.khi.co.jp
お問い合わせ先

中・小型ロボット「Ｒシリーズ」 ロボットコントロ－ラ「Ｅシリーズ」

ロ ー タ ス 　  ガ ス

イーエフセット

は じ
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