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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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