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現場を訪ねて

山陽・九州新幹線直通用車両の走行試験
西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）

新製品・新技術

カワサキプラントシステムズ（株）が事業を開始した、
小さな自然エネルギーを活かす
最新型の「小水力発電装置」

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

加賀市加賀橋立（石川県）
北前船が運んだ
富が築いた、
船主たちの
豪壮な邸宅
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●表紙説明●

　何やら掴みどころのない、淡い青緑色の物体。側面に
景色が映り込み、前面には細長い切込みと二つの目（？）
－ますます面妖だが、実はこれ、山陽・九州新幹線直通
用車両の先頭部です。
　ＪＲ西日本とＪＲ九州が、東海道・山陽新幹線の「Ｎ７００系」
をベースに共同開発し、ＪＲ西日本が８両１編成で走行試
験中のものです。
　川崎重工は、先頭車両を含む４両を兵庫工場で製造し
て納入しました。
　２０１１年春の九州新幹線・博多－鹿児島中央間の全線
開通を機に、山陽・九州新幹線が相互直通運転を行なう
予定になっており、新大阪－鹿児島中央間が約４時間で
結ばれます。
（詳しくは「現場を訪ねて」（Ｐ．１０～１３）をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

最速に進化した
カワサキロボット
「Ｒシリーズ」のしくみ
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“技術のカワサキ”を支える
「匠」たち

　１８７８年（明治１１年）に創業した川崎重工グルー
プの物づくりの歴史は１３０年。この間、常に先
端技術で時代を切り拓きながら、陸・海・空にわ
たる広範な事業領域を構築した。そして、総合
エンジニアリングメーカーとして社会や時代の
要請に、物づくりの“心と技”で的確に応えてき
た。“物づくりこそ経済・社会発展の原動力”が、
川崎重工グループの一貫した経営哲学である。
　近年、物づくり関連の技術の発達は日進月歩
の感がある。しかし、いつの時代にも、物づくり
の最後のキメ手となり品質を左右するのは“人
の技”である。川崎重工グループ１３０年の物づ
くりの歴史は、多くの“手の技”が紡いできたも
のにほかならない。“技”は手から手へと受け
継がれ、磨かれ、熟達し、次の手へと渡されて
きた。
　川崎重工グループの製造現場では今日も、
卓越した技能を持つ多くの「匠」たちが高品質
の製品を生み出し、また、その技能の伝承に力
を注いでいる。その中から６人をピックアップし、
仕事の現場を訪ねた。

ハイテク時代といえど も物づくり の最後のキメ手は“人の技”―
「匠」たちの卓越した技 能
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力の入れ具合などを若い後輩に教える。指導
は「厳しく、そして優しく」が信条だ。

どの場所にどれくらいの力を加えたらいいかを指導する。
“師匠”も“弟子”もプレス機の圧力メータを見ることは
ない。見なくても目と手の感覚で分かっているからだ。

車両の塗装工程で最も重要なパテ付け作業は、塗り付けた下地パテ（塗料の
一種）をヘラを往復させて均していく。腕一つの職人芸である。

部品の歪みを取る歪取り作業。金槌を持つ手に全神経
を集中して正確に打ち下ろす。

　つややかに仕上げ塗装された美しい
新幹線車両－あの塗装が５層に塗り
重ねられているのをご存知だろうか。
　車両カンパニー兵庫工場（神戸市兵
庫区）で約４５年、車両塗装ひと筋に歩
んできた三浦喜太郎（６１歳）によると、まず、
錆止めを塗り、次に、下地パテ（塗料の
一種）を付ける。三浦の熟達した技能
が発揮されるのが、このパテ付けだ。
　新幹線車両はアルミなどの部材を溶
接などで組み合わせてつくるため、溶接
熱で部材が収縮し波打ち変形する。また、
先頭車両の鼻の部分はすべてハンドメー
ドなので、加工の過程で歪みなどが生じる。
こうした小さな凹凸をパテを塗って埋め、
平面にするのだ。
　塗り付けたパテを、ヘラを何回も往復
させて均す。パテの厚さの上限は３mm。
その条件下で手の感覚と勘を駆使し、
２～３回のパテ付けで車体の表面をきっ
ちり平面に仕上げていく。
　「パテ付けがうまくいかず、表面の歪
みなどがそのままでは仕上げ塗装しても
製品としては失格。塗装の仕上がりを
左右する重要な工程です」

　パテ付けの後、
仕上げ塗装として
中塗り、上塗り（指
定色１回目）、上塗
り（指定色仕上げ
塗り）がスプレーガ
ンで、いずれも塗布
厚さ１０００分の３０
～４０mm以内とい
う厳しい条件で行
なわれて５層になる
のである。
　三浦がこれまで
に関わった新幹線
車両は、初代の０系
から始まり累計で
２，０００両を超えて
いるという。

　三浦は、このパテ付け作業の高度技
能者として２００７年度の「現代の名工」
に選ばれた。「地味な仕事が評価され、
後に続く人たちの励みになるのが何より
の喜びでした」
　１５歳で入社し、技能養成工としてひ
と通りの基礎訓練を受けた後、塗装工
場に配属された。「配属先の仕事を天
職と思い定め、何が何でも一人前になろ
うと必死でした」
　下地パテが乾くと、研磨して一層平ら
に滑らかにする。作業は手作業だ。
　「当時は手袋をはめると怒られるので、
素手です。研磨は水砥ぎといって水を
かけて砥石で砥ぐので、冬は水が凍っ
て手の感覚がなくなりました。血マメやア
カギレで血だらけです」と“修業時代”を
振り返る。そんな風にして、手の感触な
どを身体に叩き込まれたのだという。
　「半人前の頃はよく叱られましたが、た
まに褒められるとうれしくてね」

　こうした体験から、若い人たちへの指
導は「厳しいこともいうけど、褒めるところ
は褒めて」が信条だ。
　指導といえば、社内の新人指導や技
能伝承はもとより、国の技能検定委員な
どとして後進の育成にも熱心だ。中国の
鉄道車両メーカーにも出向いて技術指
導を行なった経験を持つ。
　「マニュアル化が難しい技能で、見て、
やって、身につけていくしかありません。
要は、経験を積んで感覚、感性を磨き、
身体で覚えるのです」
　パテ付けはチームで行ない、先頭車
両では３日ほどかかるので「チームワーク
も大事」と言う。
　自ら、凝り性と言う。趣味の写真撮影
もゴルフも、納得できるまで徹底しないと
気が済まない。その凝り性が、パテ付け
で一人前になるには１０年かかったと述
懐する。
　「これで満足と思ったことは一度もなく、
反省ばかり。昨日より今日、今日より明日
です」

　台座の上に置いたアルミ製の部品に
打ち下ろされる金槌。タン、タン、タンとリ
ズミカルな金属音が、強く、あるいは弱く
響く。打つほどに、歪曲していた部品が
平らになっていく。
　米国ボーイング社のジェット旅客機
「７７７」や「７８７」などの部材製作、「川
崎式ＢＫ１１７ヘリコプター」の生産など
を行なっている岐阜工場（岐阜県各務
原市）。この工場の部品課で、鈴木幹男
（６０歳）は約４０年間、金槌や木槌を振
るい、あるいはプレス機やローラを用いて
各種航空機の金属部品の機械加工仕
上げ作業に取り組んできた。この工場で、
鈴木の右に出るものはいないといわれる
技能者である。
　「加工過程の熱や圧力により、歪みが

生じた部品が
いくつか発生
します。これを
修正し、設計
図通りの部品
に直すのが歪
取り作業です」
　鈴木のもと
に持ち込まれ
る部品は、一
枚の板材のよ
うに見えるもの
から複雑な形
状のものまで
千差万別。歪みの場所も状態もさまざま
だ。それを鈴木は瞬時に見極め、修正
法をシミュレーションできるという。
　「修正のためとはいえ圧力を加えるわ
けですから、力を加える場所、力加減の
判断を誤ると、部品・部材に一層の悪影
響を与えかねません」
　部品を見て、打ち下ろすハンマーの
場所と力具合を「１００％間違いなく判断
できる」と言う。４０年間の経験と習熟し
た技能による勘の世界としかいいようが
ない。事実、「７～８割は勘に頼る作業」
だ。プレス機を使う場合も、圧力メータは
見ない。「見なくても、かかっている力は
目と手の感覚でわかります」
　打つハンマーは“面発面中”といい、
正確に正面から当てなければならないが、
鈴木は百発百中である。
　「一発でもハンマーの角が当たったら、
その部品は使い物になりません」。こうし
た厳しい作業で、１０００分の１ｉｎｃｈ単位
の精度が求められる部品も、設計図通り
に修正していく。
　「航空機の外板は、とりわけ光の反射
で凸凹が目立ち、また、手触りでもわかり
ます。そのため、光の反射や手触りでわ
からないように、常に滑らかな仕上がりを
心がけています」

　１９６５年に入社し、板金の歪取りから
鈴木の職人の道が始まった。当初は見
よう見まねだったが、それでもできるだけ
難しい仕事に取り組んだ。失敗もしたが、
めげなかった。
　「今の若い人は、ちょっと難しいとすぐ
にあきらめてしまいがちですが、私は直ら
ないはずがないと思って取り組んできま
した。絶対に直してやると、気力を込め
てやれば何とかなるもの。何事も、やって
みなければ分かりません」
　今、鈴木の指導のもとで「３０代の後
継者が育ちつつある」とうれしそうに話す。
「難しくてどうしてもできない場合は、別
の直しやすいものをやらせ、自信を待た
せてから再びチャレンジさせる。最後ま
でやることで分かることがあり、技も身に
つくのです」。厳しくも優しい“師匠”で
ある。
　鈴木の休日の楽しみの一つが温泉。
だが難しい修正案件を抱えると「湯の
中でいつの間にか仕事の考えに熱中し、
リラックスできない」と苦笑する。
　「定規で測ってどうこうできるわけでは
なく、勘と手の感触がすべての技能。難
しいけどやり甲斐があります」

ヘラの往復で歪みを埋めて
平面にする

「マニュアル化が難しく、
身体で覚える技能」

打つハンマーは百発百中で
“面発面中”

「絶対に直せるという
気力で立ち向かう」

車両塗装のパテ付け作業に
熟達の技能
車両カンパニー
車両ビジネスセンター  生産本部  工作部  車両課  三浦喜太郎
２００７年度「現代の名工」に選ばれる。
ほかに「兵庫県技能顕功賞」、「鉄道車両工業会奨励表彰」を受賞。
国家技能検定１級などを取得。
川崎重工の訓練生指導員。国家技能検定の検定委員。

航空機部品・部材の歪みを直す
非凡な技
航空宇宙カンパニー  生産本部  部品工作部  部品課  鈴木幹男
社内技能検定ハンドフォーム（薄板成形部品の
成形後の微調整）１級を取得

なら

なら
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“匠道場”で全国技能グランプリ出場選手を特訓中。「課題に応じて作
業手順とバイト（刃）選択をいかに早く、的確にできるか」がカギだと言う。

舶用タービンの低圧ロータを加工する。大きな加工物だが、加工精度の許容範囲は１０００分の１mm
単位。作業が始まると、この道４０年の技能者の表情が一段と厳しくなった。

微動だにせず、切削箇所に視線を落とす。切削
音や切粉の出具合ですべてが分かるのだ。

大型の立旋盤の操作盤前
で若手技術者を指導する。
切削が一段落すると、二人
は切削箇所を入念に測定し、
真剣に話し合っていた。

　横旋盤（標準的な横型旋盤、普通旋
盤ともいう）の主軸台のチャック（固定具）
にセットされ、回転する工作物。そこに、
往復台の刃物台に固定したバイト（刃）を、
ハンドル操作で水平にゆっくりと近づける。
バイトが工作物に当たり、切削が始まる。
チリ、チリッと音がして、切粉（切り屑）が
伸びていく。
　小早川清一（５７歳）はバイトを動かす
ハンドルを握り、少し前かがみで工作物と
バイトの接触面に鋭い視線を落とす。そ
して、微動だにせず、切削音を聞き、切粉
の出具合を見つめる。切削が終わると
工作物を手に取ってマイクロメータで寸
法を測り、仕上がり面を指先でなでる。そ
の手触りの感覚に全神経を込めて－。
　１９６７年、当時の川崎航空機（１９６９
年に川崎重工と合併）に入社した小早
川の“旋盤人生”は４０年を超えた。「子
供の頃から機械類にさわるのが好き」で
選んだ道だ（現在は、ガスタービン・機械
カンパニー明石工場（兵庫県明石市）
に所属）。
　企業内養成工として３年学び、配属さ
れたのが航空機エンジンの部品製造だっ
た。当時から、旋盤の現場には飛び抜
けた技能の持ち主がいたが「基本以外
は何も教えてくれなかった」。ヤル気があ
るなら技は自分で覚えろ、という職人気
質の突き放した世界だ。だから「先輩た
ちのやり方を見よう見まねで覚えていった」
と言う。
　航空機エンジンの部品は、素材がチ
タン、ニッケル、コバルトなどの合金が多く、
粘りがあって削りにくい。しかも、加工精
度の許容範囲は１０００分の
１mm単位という厳しさだ。
削り方に応じたバイトの選
び方などひと通りの基本を
覚えるだけで「５年かかった」
とか。「やはり、一人前の職
人となるには１０年でしょうか」
　加工物の形状や材質に
よって最適な切削条件、バ
イトを選ぶなど作業の最良
条件を素早く整えることが
重要だが、小早川はこの面
において製造部の第一人
者である。
　一方で現在は、プログラ
ムを打ち込むと自動的に加

工するＮＣ（数値制御）旋盤が普及して
いる。
　「ＮＣ旋盤も部品の形状などによって
は使えない場合があり、手の作業は絶
対に必要です。それに、ＮＣ旋盤を使う
にしても、旋盤での手作業体験の有無
が製品の完成度に影響します」

　小早川は今、「第２５回全国技能グラ
ンプリ」（２００９年３月に兵庫県で開催）
に明石工場から「普通旋盤職種」に出
場する２人の選手のチーフ指導員として
訓練に当たっている（川崎重工からはこ
のほか「機械組立職種」に２人が出場
する）。
　ガスタービンビジネスセンターでは、２００６
年５月からガスタービン技能スクール・未
来工房を開設して若手技術者の訓練、
技能継承に力を注いでいるが、これとは
別に、明石工場に２００８年４月、技能グラ
ンプリを目指す訓練施設・匠道場を開い
て出場選手を特訓中だ。小早川は匠道
場に頻繁に足を運び、練習で仕上げた
工作物を入念に点検し、アドバイスを送
る毎日である。
　「グランプリでは素材を指定の複雑な
形にいかに正確に、効率よく仕上げられ
るかを競うので、素早いバイトの選定な
どがポイントになります」
　バイトの選定法や実技のキメ細かな
指導が、後輩たちから絶大な信頼を得
ているという小早川の指導法の基本は、
　「いいところは褒めます。大事なのはチャ
レンジ精神。これがあれば、ある時、グッ
と大きく伸びるものです」

　同じ旋盤でも、坂本光明（５９歳）が扱
う工作物はきわめて大きい。坂本は、神
戸工場（兵庫県神戸市）で、蒸気タービ
ン用ロータなど大型原動機製品の機械
加工に従事している。
　大型製品の機械加工に熟練の技を
有する坂本がこの日、加工していたのは
舶用タービンの低圧ロータだ。ＮＣ（数
値制御）旋盤で加工したロータに、ター
ビンの羽根（ブレード）を植える溝を掘り
込む作業である。
　「羽根を植える溝は、手作業でなけれ
ば加工できません。大きな工作物でも加
工精度は厳しく、許容範囲は１０００分の
５mmという部位もあります」
　素材は鉄とモリブデンやクロムの合金
で、粘りがあって工作しづらい。素材に
合わせて選んだバイト（刃）を、ハンドル
操作で移動させる。バイトと工作物が触
れ、切削が始まる。切削音を聞き、切粉
を監視する。視覚と聴覚を研ぎ澄まし、
慎重に削っていく－。
　「このバイトでいいのか、この削り方で
いいのか。最後の判断は長年の経験で
培った勘としか言いようがありません」
　徳島県の生まれ育ちで、地元の高校
を卒業して１９６８年、明石南工場（現明
石工場）に入社し、船舶のプロペラ製作
などに携わった。
　「旋盤作業が主でしたが、普通高校
の出なので図面が読めないのには困り
ました。でも私は先輩や上司に恵まれて、
何かあってもフォローしてくれました」
　明石南工場には２０年在籍し、横旋
盤だけではなく、立旋盤も扱った。横旋
盤はバイトが水平に移動するが、立旋
盤は上下に移動して加工する。この工

場の工作物の中には、直径が４～５ｍと
いう大きな歯車などもある。こうした加工
物は水平にセットして加工する立旋盤
が用いられる。
　「横旋盤、立旋盤ともに習得でき、技
能の幅が広がったのは幸運でした」
　明石南工場から神戸工場に移って、
こちらも２０年になった。

　坂本は、製造部ものづくり推進課を
兼務し、若手技能者の育成に力を注い
でいる。ものづくり推進課は、ものづくりを
強化し、徹底した技能教育でレベルの
向上を図ることなどを目的に、川崎重工
が２００８年度から全社展開している活
動である。
　すでに、２０代の若手技能者から２名
の技能検定１級（普通旋盤）合格者を
育てるなど、坂本の指導力には定評が
ある。
　「今、２人の若手を指導中ですが、そ
れなりにできるようになりました」と相好を
崩す。
　ものを覚えるには、「素直なことが重要」
と言う。「教えられたことは素直にやって
みる。分からないことは素直に聞く。聞い
たことは必ずメモに取る。そうすれば何
度でも読み返せます」
　教え方は「ストレートで分かりやすく」
を心がけている。若い頃、「恵まれた」と
感謝する先輩や上司をお手本にしてい
るようだ。
　そんな坂本だが、自分にはことのほか
厳しい。「何十年も同じ仕事の繰り返し
ですが、１００％の満足はありません。ど
こまでいっても多分、満足できないと思い
ます」

昔気質の職人に鍛えられた
確かな技能

「『全国技能グランプリ』
出場選手を特訓中です」

視覚と聴覚を研ぎ澄まして
慎重に削る

「どこまで行っても
満足できない道です」

横
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盤
を
知
り
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社
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「
匠
」
を
取
得
。

Kawasaki News 153　2009/14 5



三次元測定機を用いた測定
法を指導する。話し振りは穏
やかだが、内に秘めた“技能
者魂”は熱い。若い頃は仕
事のことなら大先輩とも「厳
しい言葉でやり合った」とか。

鍛えられたこの鋭い“練達の目”が、総数では膨大な数にのぼる試作車用部品の寸法検
査に注がれてきた。試作車はテストを重ねるごとに完成度を増していき、量産車につながる。

ガスバーナで熱せられた鋼板は７００～８００℃になる。そこ
に水をかけて急冷し、焼き入れの要領で歪みを正していく。
熱し加減と水をかけるタイミングが重要な技能である。

「少しできるようになると『もう
できる』と思いがちだが、実は
そこからが始まりなんです」と
言いつつ、後輩の指導に熱
が入る。「耐えて頑張れば、
技能は必ず身につきます」

　カワサキモーターサイクルを、年間約２０
万台生産している汎用機カンパニー明
石工場（兵庫県明石市）では、毎年、新
型車が開発されている。
　新型車の開発は大まかにいうと、モデ
ル構想→イメージスケッチ→モックアップ
製作という工程を経て試作車を製作。
試作車を性能評価、耐久評価、機能評
価試験などを繰り返すことにより、量産仕
様が決定される。決定までには、改良の
ための試作研究品が数多く製作される
ことになる。
　その試作車用部品の寸法検査に練

達の目を光らせているのが、信川朋之
（５１歳）である。
　「新型車では大半の部品が新しい設
計図によってつくられます。それらの部
品が加工時などに何らかの原因で設計
図どおりに出来ていない状態で組み込
まれると、試作車の品質を保証できない
から検査工程があるのです」
　多種多様な各部品の検査を素早くど
の測定機でどのようにセットすれば１回で
正確に測定が出来るかという判断が求
められる。
　例えば、エンジンのクランクシャフト（ピ
ストンの往復運動を回転運動に変える軸）
を支持、収納するクランクケースの加工
工程はおよそ３０あるが、このうち２工程

ごとに寸法検査を行なうという厳しさだ。
　部品の加工精度の許容範囲は部位
によって異なるが、最も厳しいシリンダー（ピ
ストンが往復運動する円筒部）は１０００
分の６mmという極微の世界。一般的な
ノートの紙の厚さが１０００分の８０mmと
いうから、その厳しさが分かる。これらの
検査を素早く、正確に行なわなければな
らない。新型車の開発期間は限られて

おり、試作車の製作期間にも限りがある
からだ。
　形状の複雑な部品は、ノギスやマイク
ロメータではすべて測れない。寸法検査
室には三次元測定機や真円度測定機、
カムシャフト測定機、ギヤ測定機など最
新のＣＮＣ（コンピュータ数値制御）測定
機が並んでいる。「ＣＮＣ機能付きの測
定機でも、設計値データの入力に時間
のかかる部品は、部品ごとに考案した測
定用治具を使用し手動測定をすること
により、半分以下の時間で測定し判定し
ています」。これらの測定機が並ぶ部屋
は恒温室で、部品の製造現場と同等の
温度環境が保たれている。
　「温度変化で１０００分の３mmは変わっ
てしまいます」

　地元の工業高校機械科を卒業して
１９７５年に入社。配属されたのが試作
課で、以来この道ひと筋である。
　「早く一人前になろうと脇目も振らずに
頑張りましたが、ひと通り覚えるだけで３年、
一人前といえるまでには１０年かかりました」

　今は指導役として、若い社員の育成
も重要な役目だ。「私が入社した頃は三
次元測定機といってもレベルの低いもの
で、測定する部品のセットだけでもずい
ぶん時間がかかり、苦労したものです」
　「若い人は先端機器にも物怖じせず、
覚えが早いです」と言いつつ、「仕事に
はもっと前向きに、貪欲になってほしい」
と願う。「わたしらの若い頃は、部品の出
来具合をめぐって部品加工部門の先輩

とも厳しい言葉でやり合ったものです
が－」
　試作車の組立部品、数多くの試作研
究品などの寸法検査の数量は膨大だ。
その一つ一つの検査に、信川の鍛え上
げた鋭い目が光っている。
　「試作車の各部品が設計図どおりに
加工されていることを保証して次の工程
に送れた時が、仕事の達成感と喜びを
感じる時です」

　ＬＮＧ運搬船やＬＰＧ運搬船などを建
造している、川崎造船・坂出工場（香川
県坂出市）。これらの船種を含めて船舶
には操舵室や船長室、機関長室、乗組
員室、食堂、事務室などを整備した居住
区（上部構造ともいう）が設けられる。居
住区は多層構造で、船舶の規模などによっ
て異なるがビルの８～９階建てに相当す
るものもある。
　鈴木諭（６０歳）は、船舶居住区を組

み立てる鉄工・溶接作業に従事している。
居住区は１層ごとに鋼材を溶接で組み
立て、さらにブロック化して建造中の船
体に据え付けて艤装されるが、問題が
一つある。鋼板に骨材を溶接すると、溶
接熱による応力でどうしても壁や天井部
分の鋼板に歪みが生じ、強度などに影
響を及ぼす。鈴木は、この歪取りの卓抜
な技能で「現代の名工」に選ばれた。
　作業は、鋼板への骨材溶接部をガス
バーナで熱しながら、水（工業用水）をか
けていくというもの。「いわば金属の焼き
入れで、熱した後の急冷で歪みを取るの

です。例えば、
障子を張り替
えると、少したるみが出る。そこに水を吹
きかけ、日に照らしてしゃんとさせるような
もの。熱している鋼板の裏側に、障子の
桟のように骨材が溶接されていると想定
してください」
　言えば簡単だが、ことは容易ではない。
鋼板の厚さ（通常は７ｍｍほどだが５～６
ｍｍの場合もある）、歪みの状態などによ
り、どれくらい熱したらよいか（ガスバーナ
の移動スピードで加減）、水をかけるタイ
ミング・水量はどうするかを、瞬時に判断

しながら右手のガスバーナと左手の水ホー
スを動かしていく－。

　香川県の出身で地元の高校を卒業
して１９６７年、川崎重工・神戸工場（当時）
に入社し、翌年、現川崎造船・坂出工場
に異動した。以来約４０年、一貫して居
住区工事に携わってきたが、苦労したの

は歪取り作業だった。
　「その頃は各作業員が独自の“職人
技”を持っており、聞いても何も教えてく
れず、“技は盗んで覚えろ”という感じで
す。それで、昼休みも休まずに練習し、
先輩方の方法を見ては試行錯誤を重ね、
１０年でカンとコツが分かるようになりました」
　その後、鈴木は歪取り作業の合理化
に取り組んだ。例えば、強度を保てる範
囲で、骨材の溶接のすみ肉の厚さ（脚長）
を短くし、また、半自動溶接機の導入・拡
大により脚長を一定に保ちつつ、入熱
量を最小化して歪みの発生を少なくした。
さらに、それぞれが“職人技”で取り組
んでいた歪取り作業要領をマニュアル
化し、作業法を統一した。これらの改善
により、船舶１隻分の歪取りの作業時間が、
従来の約３分の１に短縮したという。

　こうした造船固有の高度な技能・知
識の継承に、坂出工場では「固有技能
継承計画」をつくり、１人１０年単位で取
り組んでいる。鈴木のもとからは３０代の
歪取り後継者が２人育ち、後進の指導
に協力している。
　「私流のスパルタ教育で、１０年かけ
て鍛えました」と２人を見やりながら頼も
し気に笑う。アメリカやイギリスにも赴い
て歪取りを指導した。
　その鈴木が、技能習得についてこう
話す。「知っていることと、できることは違
うのだから、身体を使って経験を積むこ
とが大事。技能は耐えて訓練すれば必
ず身につく。書で言えば楷書から行書と
進み、草書に達しなければだめです。そ
して、身についた技能は決して人生の“荷
物”になりません」

部品加工の工程に膨大な数の
厳しい検査

「技能習得には
もっと前向きに、貪欲に」

右手にガスバーナ、
左手に水ホース

「身についた技能は
人生の“荷物”にならない」

試作車の部品寸法検査に光る
練達の目
汎用機カンパニー
技術本部  技術管理部  試作課  信川朋之
国家技能検定機械検査特級を取得。
職業指導員免許を取得。
国家技能検定の検定委員。

船舶居住区工事の歪取り作業に
卓抜な技能
（株）川崎造船  坂出工場  工作部  艤装課  鈴木  諭
２００４年度「現代の名工」に選ばれる。
２００８年度「黄綬褒章」受賞。

さとし
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■ロボットコントローラ「Ｅシリーズ」

　「Ｒシリーズ」に合わせて開発されたロボットコン
トローラ（制御部）「Ｅシリーズ」は、ユーザーの声を
反映した新設計。
　最大の特長は、驚くほどコンパクトなこと。設置
面積も体積も小さいので、生産現場のスペースを
より有効に生かせて、高密度配置が可能になった。
性能は前身の「Ｄシリーズ」より格段に進化し、各
種アプリケーションの実行速度の飛躍的な高速
化などにより、快適な操作性とハイパフォーマンス
を実現した。最新のＣＰＵ（コンピュータの中央演
算処理装置）の採用で、より緻密な軌跡制御、より
高度なプログラム実行、より快適なセーブ／ロード
などを実現した。

●コンパクトな構造

●すべての配線を内蔵
中空型減速機の採用により、動力線・信号線
などすべての配線を内蔵。

●手首を強化
高出力／高回転小型モータの採用、アーム剛性の強化などで手首の負荷能力を強化。

●コンパクトな手首

●高い環境適応性
手首：ＩＰ６７
基軸：ＩＰ６５※
　　（※オプションでＩＰ６７に対応
　　 可能）
ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ  Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）は
ＩＥＣ（国際電気標準会議）の国際
規格の等級で、
ＩＰ６＊は、粉塵が内部に侵入しない、
ＩＰ＊７は、指定の圧力・時間、水中

（水深１ｍ×３０分）にあっ
ても有害な影響を受けない、

ＩＰ＊５は、いかなる方向から水を激し
くかけられても有害な影響
を受けない、

を表している。
この高い等級表示は「Ｒシリーズ」が、
各関節部には二重シール構造、コ
ネクタ部には防水コネクタの採用
など厳しい環境適応策を施してい
るからである。

●「ＲＳ２０Ｎ」の主要諸元
ア ー ム 形 式：垂直多関節型
動 作 自 由 度：６軸
最 大 リ ー チ：１，７２５ｍｍ
最大可搬重量：２０ｋｇ
位置繰り返し精度：±０．０５ｍｍ
合成最大速度：１１，５００ｍｍ／秒

●ハイスピード
アームの軽量化や高出力／高回転小型
モータの採用などで、ハイスピードを実現。

●動作領域の拡大
最大リーチ、各軸動作ストロークの拡大により、
ロボットの下方やすぐ近くの動作領域も拡大
したので、レイアウトの自由度がさらに高くなった。

FS20N RS20N

FS20N
RS20N

1,
59
0m
m

1,
36
0m
m

■イラストのモデルは、「Ｒシリーズ」の第一弾、「ＲＳ２０Ｎ」です。

95mm

14
6m
m

120mm

18
5m
m

①旋回駆動モータ

②前後駆動モータ

前
後 ②前後（２６０°）

④回転駆動モータ

④回転駆動減速機

下

上

③上下
　（３１３°） ⑥ひねり

   （７２０°）

⑤曲げ （２９０°）

④回転
　（５４０°）

⑤曲げ駆動モータ

⑤曲げ駆動減速機

⑥ひねり駆動減速機

⑥ひねり駆動モータ

①旋回駆動減速機

②前後駆動減速機

①旋回（３６０°）

③上下駆動減速機

③上下駆動モータ

  川崎重工の新しい産業用ロボット「Ｒシリー
ズ」は、前身の「Ｆシリーズ」の高速、省スペース、
作業条件の変更に柔軟に対応可能、などの優
れた性能をさらに進化させて誕生した。
  何よりの特長は、動作が速いこと。イラストで
紹介した「ＲＳ２０Ｎ」は、「Ｆシリーズ」の相当機
種と比べて（以下、同）最高速度が２０％向上し、
現在、わが国の産業用ロボットでは最速の動作
性能となっている。最高速度だけではなく加・
減速度も４０％アップしており、短ピッチの動作（細
かな動き）にも高速対応できる。
  手首の負荷能力も２０％アップ。人間に例える
なら手首が強化され、より遠くにある対象物を
動かすことができるようになった。

イラストぎじゅつ入門―73

最速のスピードで
手首も強化

  最大リーチは４％アップしてこのクラス最高
を実現。それでいて約１８％の軽量化を図った。
  さらなるコンパクト化で省スペースが一層進
み、丸みを帯びたデザインは生産現場に温かみ
のある空間を創出する。アームは極限までス
リム化し、なめらかな形状にすることで作業エ
リアをさらにコンパクト化した。配線はすべて
本体内蔵ですっきりしており、周辺装置などと
干渉し合うことがない。
  環境適応性も高く（別項参照）、また、内蔵の
空圧機器や信号線がオプションとして用意さ
れるなど拡張性も極めて高い。
  「Ｒシリーズ」は今後、最大可搬重量約５～
７０ｋｇの範囲でラインアップが図られるが、各種
ハンドリングや組み立て、アーク溶接など幅広
い分野への適用が可能である。

最大可搬重量
約５～７０ｋｇの範囲で機種展開
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西日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ西日本）

現 場 を 訪 ね て
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客室内およびデッキ部の古代
桜の木目が、従来にない重厚
で洗練された雰囲気を醸し出
すグリーン席。
自由席の客室内・デッキ部は
柔らかなイメージの若桜調で
ある。
５号車の三面鏡のあるパウダー
ルーム。
～　の写真提供／ＪＲ西日本

山陽新幹線・新山口駅にほど近い跨線橋でとらえた走行試
験車両。初冬の陽に白藍色の車体を映えさせながら猛スピー
ドで走り去った。
山陽新幹線・新下関駅をゆっくりと発車していく。
建設工事が進む九州新幹線・鹿児島ルート（博多－新八代）
の高架橋工事。ＪＲ西日本・博多総合車両所にて。

各種の計測装置などが設置された走行試験
中の車内。川崎重工の技術陣も乗り込んでデー
タ監視や収集に余念がない。

車体側面には「ＫＹＵＳＨＵ」と「ＷＥＳＴ 
ＪＡＰＡＮ」の文字（上）と、鮮やかな濃藍
色と金色のライン（下）。

新鳥栖

久留米
筑後船小屋

新玉名

熊本
新大牟田

博多

博多

新八代

新八代

鹿児島中央 鹿児島中央

広島
岡山

新
大
阪

山陽新幹線

九州新幹線
（鹿児島ルート）
2011年全線開通

山陽・九州新幹線

ことう

しらあい

こいあい

のりなお

はなだ

　２００８年１２月半ばのある日の午前１１
時近く。場所は、西日本旅客鉄道（株）
（ＪＲ西日本）・山陽本線の厚東駅から
１ｋｍほど宇部駅寄り。鉄道ファンがよく
知る山陽新幹線の“撮影スポット”の一
つだ。
　待ち構えるカメラの目の前を、淡い青
緑色の８両編成の新幹線車両があっと
いう間に走り抜けた。車両の側面には
濃藍色と金色のライン。
　ＪＲ西日本と九州旅客鉄道（株）（ＪＲ
九州）が、東海道・山陽新幹線で走行
中の「Ｎ７００系」車両をベースにして共
同開発し、ＪＲ西日本が走行試験（性能
確認試験）を行なっている、山陽・九州
新幹線の相互直通運転用の新型車両
（愛称は公募作から選ばれる）である。
　川崎重工は先頭車両を含む４両を、
兵庫工場（神戸市兵庫区）で製造して
納入した。
　「新型車両のデザイン・コンセプトは『和』
です。そこから、伝統的な陶磁器の青磁
を連想させる白藍を選び、きりりと引き締
まった印象になりました。側面ラインの濃
藍は力強さとスピード感、金色は品格と
プレミアム感を表現しています」（ＪＲ西日
本・広報部の山田英輝さん）

　こうしたさまざまなデータ収集のため、
車両の室内は写真のような状況だが、
「和」をコンセプトにした内装デザインは、
木材をふんだんに使ってシックそのもの
である。
　グリーン席の客室内およびデッキは重
厚感のある古代桜の木目で、テーブル、
手すりは同じ色調の木材を使用。座席
は濃藍色の花唐草模様の生地、通路

部は金茶色の花唐草模様のジュータン
となっている。ふくらはぎを乗せて足を伸
ばせるレッグレストも導入されている。自
由席も客室内・デッキ部は柔らかな雰囲
気の若桜調の木目に、手すりは同じ色調
の木材、座席は桜の花柄と市松模様の
茜色と縹色の生地、といった具合だ。
　さらに、５号車には女性専用トイレや三
面鏡を備えたパウダールームが設けられ
ている。

　九州新幹線の博多－新八代間は
２０１１年春に開通予定。開通すれば、
現在営業運転中の新八代－鹿児島中
央とつながり、九州新幹線・博多－鹿児
島ルートが完成し、山陽・九州新幹線が
相互直通運転を行なうことになっている。
　ところで、線路の敷設工事が行なわれ
ている九州新幹線区間は急勾配が多
いという。
　「山陽新幹線の勾配は大半が１０００
分の１２～１５（水平距離１，０００ｍに対し
て１２～１５ｍ上がる）で、最高でも１０００
分の１８。ところが、九州新幹線では最
高１０００分の３５という倍近い地点があり
ます。そのためモータを、Ｎ７００系では取
り付けていない先頭車両にも付け、全車
両に動力を備えました」（ＪＲ西日本・鉄
道本部 車両部 車両設計室課長の則直  
久さん）
　「先頭車両には走行に関わる重要機
器類が設置してあるため、モータは付け
ません。モータのノイズが機器類に影響
を及ぼす可能性があるからです。しかし、
急勾配対策ということですので、シールド
でノイズを防ぐなど、車両製作の長い経
験で培ったノウハウを駆使して設置しま
した」（川崎重工車両カンパニー 技術本
部 プロジェクト設計部 第一プロジェクト

設計課の永田一行課長）
　博多－新八代間は工事中のため、ま
だ急勾配での走行試験ができない。そ
こで現在の走行試験プログラムの中で、
８両のうち５両の動力を停止した状態で
の起動・走行も行なっている。
　「主な回路機器への負荷が、九州新
幹線区間での勾配に見合った条件で
試験をするわけです」（ＪＲ西日本・則直  
久さん）

　この車両で山陽新幹線区間は最高
速度時速３００ｋｍ、九州新幹線区間は
同２６０ｋｍで走行するという。そして、
新大阪－鹿児島中央間約９００ｋｍを約
４時間で結ぶ予定になっている。
　走行試験は２００８年１１月中旬に始まり、
今年の３月まで続けられる。
　「走行試験ではさまざまなデータ収集
を行なっています。例えば、車体の強度。
トンネル内を高速走行するので、その圧
力変化に車体がどう反応し、どのような
影響を受けるのか。トンネル内で山陽新
幹線の車両とすれ違わせては、同じ試
験をしています。あるいは、走行中の車
輪がレールに及ぼす力や、パンタグラフ
の架線からの通電状態を測定し、確認
しています。そのほか、加速性能、ブレー

キ性能のチェックなどなどです。さらに、
ＡＴＣ（自動列車制御装置）を含めた地
上設備との適合についてもチェックして
います」（ＪＲ西日本・則直  久さん）
　走行試験はいうまでもなく、車両が計
画通りの性能を有し、安全に運行可能
であることを確認するための大切な試験
である。

　「これまでのところ、走行試験はきわ

めて順調に続いています」（ＪＲ西日本・
則直  久さん）
　山陽新幹線での走行試験の区間は
現在、当初の新下関－新山口間から博
多－姫路間まで伸び、最終的には新大
阪まで伸びるという。
　「走行試験は３月いっぱいの予定で
すが、４月からは、新幹線『のぞみ』の約
１０か月間の延べ走行距離に相当する
６０万ｋｍにものぼる長期耐久試験を行
ないます。この試験で車両の台車などを
徹底的に調べ、営業運転に向けてあら
ゆる面での安全を確認していきます」
（ＪＲ西日本・則直  久さん）

川崎重工が、新型車両（８両１編成）のうち先頭車両を含む４両を兵庫工場で  製造

淡い青緑色の車体、

側面には濃藍色と金色のライン

急勾配対策として

先頭車両にもモータを設置

安全運行を確認するための

さまざまな試験

“和の心”を演出した

シックな内装デザイン

走行試験区間は

最終的には博多－新大阪

現 場 を 訪 ね て
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かつて“日本一の富豪の村”と紹介された加賀橋立地区を高台から見下ろす。連なる屋根は往
時、富の象徴といわれた南加賀産の赤瓦葺きである。
連なる赤瓦の屋根をうっすらと雪が覆って、家並みは冬の風情を醸し出した。屋根を吹き来る風
が身を切るようで、左手奥の日本海も波が高く荒れ模様である。

豪華な仏間のある奥座敷を
中座敷から見る。左手に北
前船の模型（約２０分の１）
が展示してある。
３０畳のオエ（大広間）。柱は
欅の８寸角、梁は巨大な松、
座敷に通じる正面大戸（右
手）は秋田杉の１枚板である。
「北前船の里資料館」（酒
谷長平邸）。１３０年余り前
の建築という。
同資料館の外壁は船板で
覆われ、石垣の石は笏谷石
である。

　雪が激しく降り募り、かと思えば一瞬後には止
んで、雲が割れて陽が差す。その激変ぶりに驚い
ている間もなく、またも暗雲が空を覆い、風が激し
い吹雪を呼んでくる―。加賀橋立（加賀市橋
立町）の家並みを歩く。かつての北前船の船主や
船頭などが建てた、豪壮な邸宅が今も残る地域で
ある。

●
　日本海に面した橋立は、江戸時代中期までは
茅葺き農家が建ち並ぶ半農半漁の集落だった。
それが江戸中期を過ぎると、橋立の漁師、あるいは
仕事を求めて能登地方からやって来た人の中から、
近江商人に引き立てられて蝦夷への商船の船乗
りになる者が生まれた。その中から資力を蓄え、北
前船の船主になる者が現れたのが１８世紀の中頃。

船主たちは身内や村人を船頭や船乗りにしたので、
村は廻船業で急速に発展した。最盛期には１００
隻以上の北前船を擁し、寛政８年（１７９６年）の記
録（「船道定法之記」）では船主３４名とされている。

●
　“北前”は、瀬戸内地方では古くから日本海側
を意味したので、北前地方の船主の船を“北前船”
と呼んだとされる。
　北前船は長さ約４０ｍの帆船で、船頭を含む乗
組員は１５人ほどの買積船である。買積船というの
は、依頼された荷物を運んで運送費を得る運賃積
と異なり、船主が自分で仕入れた商品を各地の廻
船問屋に売り捌く商売だ。例えば、大坂で酒や綿
など、瀬戸内の諸港で塩や紙、砂糖、畳表、生蝋
などを買って積み込む。そして、日本海側の浜田な
どで塩を売り、鉄を買う。小浜・敦賀では生蝋を売り、
縄やムシロを買うといった具合だ。
　その航海の途中、故郷の橋立沖で半日停泊し、
船頭・乗組員はそれぞれみやげ物を持って伝馬船
で上陸した。何しろ、春先から秋の終わりまで続く
大航海である。家族はご馳走をつくってその労を
ねぎらったという。
　北前船はこうして港々で商売を繰り返しながら、
蝦夷の箱館（函館）や松前などを目指した。

●
　北前船が蝦夷に着く頃（４～５月）はニシンの漁
期だ。ニシンは背中の肉を取って食用（身欠き）に
し、残りは油を搾る。その絞り粕を乾かしたのが
〆粕で、農業の貴重な肥料だ。北前船は、〆粕が
できるのを待って船一杯に積み込み、また、昆布や
数の子、塩鮭、塩鱒などを積んで大坂に向かう。
　この商売は、無事に航海できれば船一艘で途
方もない利益があったという。船主の多くは複数
の船を所有しており、それこそ巨万の富を築いた。
大正期の雑誌には“日本一の富豪の村”と紹介
されたほどだ。その彼らが築いた邸宅が、豪邸でな
いはずがない。

●
　「北前船の里資料館」として公開されている
酒谷長平邸は、酒谷家の７代目長兵衛が明治
９年（１８７６年）に建てたという。
　敷地面積が実に約１，０００坪で、母屋と８棟の土
蔵がある。建築物の外壁には北前船の船底板を
再利用し、屋敷造成の石垣や基礎石には越前（福
井県）の淡緑青色の笏谷石を用いている。
　母屋は、オエ（大広間）の奥に左右２列に各３
室（畳敷の居室）ある。これは、加賀地方の典型
的な茅葺農家から変化した“橋立北前船主型”
といわれる独自の間取りと建築様式である。オエ
の柱に八寸角の欅、梁には巨大な松、大戸には
秋田杉の一枚板など最高級の建材が使われてい
る。笏谷石も建材も北前船の寄港地から取り寄
せたものが多い。
　足裏にひんやりとする長い廊下を歩くと、当時
の億万長者の豪勢な暮らしぶりに圧倒される思
いだ。
　酒谷家は江戸から明治にかけて６隻の北前船
を有していた。これでも船主としては中堅で、もっと
豪奢な邸宅もあったようだ。ただし、酒谷家は橋立
に現存する最大規模の北前船主の家だという。
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●橋立北前船主型の一般的な間取り
　模式図（オエ＋6室型）
出典／パンフレット「重要伝統的建造

物群保存地区 加賀橋立 船
主集落」（加賀市建設部整
備課  景観文化室）
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地区内の主要道路の一つ、山崎通り。右手奥は酒谷家の分家、
旧酒谷長一郎邸（明治３年の建築。「蔵六園」として公開）の
板塀。道路の雪が冬の陽にまぶしい。
雪に覆われた「蔵六園」の伝統的な庭園の太鼓橋。

保存地区のすぐ近くのジゲ
ハマ（ジゲ浜）。荒海の彼方を、
幻の北前船が遥かな蝦夷を
目指して進んでいく。

赤瓦の屋根。棟の上
には笏谷石を加工し
た棟石積が据えられ
ている。
棟石積の端部には扁
平な瓦（下がり破風）
が付けられている。

外壁を漆喰で仕上げた後、縦板で
全壁面を覆って保護した二階建て
土蔵。
外壁を覆う船板は、虫食いの跡が
奇妙な紋様を描いている（上の土
蔵とは別の建物で撮影）。

●
　買積船は予定通りに航海と商売ができれば法
外な富をもたらしたが危険も大きく、乗組員たちは
出航の際、家族と水盃を交わしたようだ。海が荒
れて沈没すれば、船も荷も海の藻くずと消える。船
主は、遭難した乗組員の遺族の面倒も見なけれ
ばならず、全財産を投げ出して没落した人もいたと
か。人の世の光と影というしかない。
　蝦夷を出て大坂に向かった北前船は、できるだ
け早く馬関（下関）に着こうとした。瀬戸内に入れば、
台風が来ても大丈夫という思いがあったからだ。
明治２０年頃でも「バカンチャクブジ」といった電報
が船主宅に届いたという。

●
　加賀橋立は２００５年１２月、国の重要伝統的建
造物群保存地区（面積約１１ｈａ、伝統的建築物
１０７棟）に選定された。
　保存地区内には５本の主要道路があり、道路
に面してほぼ短冊状に敷地が並んでいる。敷地は
周囲を笏谷石の石垣などで囲み、道路から少し離
れた位置に母屋を建て、道路に面した場所や母

屋の周辺に土蔵や納屋などが建てられている。
　建物の意匠では、笏谷石を加工して棟の上に
据えた棟石積、その端部に鬼瓦の代わりに付けた
下がり破風（扁平な瓦）、あるいは南加賀で生産
された赤瓦（富の象徴だったとか）などが特徴だ。
海に近い橋立では家を潮風から守る必要があり、
土壁は板で覆われた。
　土壁に縦に張る板材は、北前船の船板を虫食
いから守るために外側に張られていた板を再利用
したという。

●
　保存地区の目と鼻の先、地元でジゲハマと呼
ぶ海岸に立つ。ここは北前船が航海の途中に沖
合いで停泊し、乗組員らが伝馬船で上陸した場所
だという。
　波の激しい冬の日本海。その荒海に乗り出し、
遥かな蝦夷を目指した帆船の勇姿が目に浮かん
でくるようだった。

加
賀
市

起伏に富む地形と笏谷石の 石垣と船主屋敷
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水流水流

発電機

水潤滑軸受

ガイドベーン
インライン型
プロペラ水車

取水堰貯水池など

河川などへ

リング水車

バイパス管

既設配管

小水力発電システム

操作室制御
タッチパネル

（電力系統へ）

系統連系盤
タッチパネル

流量計

所内電力
管理棟電力

ゲート開閉用電動機

等

ダム

取水口

流量計主ゲート

放流口

減勢池

流量調整弁 発電機一体型
リング水車

下流域への水量を一定に維持するため
主ゲートと流量調整弁で流量調整

電力制御盤

上：開発した「小水力発電装置（リン
グ水車）」の実証試験は、兵庫
県内の多目的ダムの放流施設
を利用して行なわれている。

下：放水管のバイパス配管に設置さ
れた発電装置（出力４０ｋＷ、緑
色の部分）。

「小水力発電装置（リング水車）」の外観

●設置イメージ（例）

●「小水力発電装置（リング水車）」の構造

●実証機小水力発電システムのしくみ

  水力発電といえば、河川にダムをつくっ
て大量の水を貯め、その水を利用する
大型水力発電がイメージされよう。しかし、
水力は、そうした大がかりなものばかりで
はない。水の流れはどんなに小さくても
エネルギーを生み出せる。わが国では、
大型水力発電の開発はほぼし尽くした
ともいわれている一方で、また、地球環
境にやさしい純国産のリサイクルエネル
ギーという観点から、これまで見過ごされ
てきた小規模の未利用水力エネルギー
を活用しようという動きが強まっている。
こうして生まれたのが小水力発電で、発
電した電力は主に自家用や地域向け
電力として利用される。
  小水力発電は、太陽光発電や風力発
電に比べて出力変動が少ないのが特
徴だ。一般的に風力発電の設備稼働
率は２０％程度、太陽光発電は同１２％
程度とされているが、小水力発電は７０
％以上（上水道では９９％の例もある）と
非常に高い。これは小水力が、気象条
件に左右されない安定したエネルギー
源であることを示している。太陽光・風
力発電などに比べて、設備の耐用年数
が長いという利点もある。さらに、石炭、
石油、ＬＮＧ（液化天然ガス）などの発電
エネルギー源のＣＯ2排出量（１ｋＷ当たり）
を比較すると、小水力発電が最も少ない。
つまり、極めて地球環境にやさしいエネ
ルギー源なのである。
  利用する小水力発電導入地点は、ダ
ム河川維持放流水・利水放流水や上
下水道、工場処理水、農業用水などで、
１，０００ｋＷ以下の発電出力が『新エネ
ルギー』として認定されている。

  カワサキプラントシステムズ（株）が、こ
のほど営業活動を開始した「小水力発
電装置」は、水が流れる配管の途中にすっ
ぽりと収めて設置するインライン型といわ
れるタイプだ。そのため、対象となるのは
ダム河川維時放流水・利水放流水や上
下水道、工場処理水など配管内を流れ
る水力である。
  この水車の共同開発者である川崎重
工が、２００３年から小水力発電装置の
開発に取り組んだのは、その必要性が
叫ばれながら、従来の小水力発電は建
設コストやメンテナンスコストが大水力発
電に比べて割高などの理由から採用さ

れ難く、小水力発電に適した新しい発
電システムの開発が望まれていたという
背景がある。
  開発した「小水力発電装置」は構造
断面イラストのように、水流によって回転
する水車（インライン型プロペラ水車）に
永久磁石が埋め込まれている。そして、
発電機を水車の外周にリング状に配置
した、つまり、水車と発電機が一体になっ
ている点が最大の特徴である。これによっ
て、サイズは従来のインライン型水車に
比べて半分以下と非常にコンパクトになっ
た。これまで小水力発電の導入が難し
かった既設の狭い配管スペースにも設
置できるようになり、設置工事もきわめて
容易になった。

  この“発電機一体型リング水車”では、
水車の軸受に水を潤滑液として利用す
る水潤滑軸受を採用しているため、固
体接触がまったく発生しないので、騒音
や振動がほとんど発生しない。そのため、
住宅の近くに導入する場合でも、特別な
騒音対策は不要である。
  水潤滑軸受は、発電用水流の一部を
使用し水車の回転を支え、オイルをまっ
たく使わないクリーンな機構なので、水の

汚染などの心配がない。さらに、従来型
のプロペラ水車型発電機に必要なオイ
ルの補充・交換、ベルト交換などの日常

メンテナンスが不要である。また、プロペ
ラ翼は、異物が混入しても壊れないよう、
従来型のプロペラ形式よりも丈夫な設
計となっている。
  開発した「小水力発電装置（リング水
車）」は、出力２０ｋＷから５００ｋＷのライ
ンアップを揃えている。
  例えば、出力４０ｋＷタイプを導入して
本格運用し、稼働率が約７０％だった場
合、年間約２５万ｋＷｈ（一般家庭約７０
世帯が１年間に消費する電力量に相当）
の電力を生み出すことができ、また、これ
により年間約９０ｔのＣＯ2排出量を削減
できる。

  実証試験は、社内での性能試験（出
力３ｋＷ）で水潤滑軸受の性能確認、目
標効率（７０％以上）の達成、耐久運転
などを経て、出力４０ｋＷタイプで行なわ
れている。
  実証試験が行なわれているのは兵庫
県内の多目的ダムで、下流域への水流
を一定に保つための放水管（主ゲート）
に設けたバイパス配管に設置した。有
効落差は８．４ｍで、流量は毎秒０．７２ｍ3。
水車の直径は４５０ｍｍ。
  ２００７年夏から続いているこの実証試
験は現在、冬の渇水期のため休止中だ
が、水量が戻る３月から再開の予定になっ
ている。
  なお、この「小水力発電装置（リング水
車）」は国内特許（基本特許１件、周辺
特許４件）、海外特許１件をそれぞれ出
願中である。

新 製 品 ・ 新 技 術

小水力発電の設備稼働率は
７０％以上

水車と発電機の一体構造で
コンパクト化

水を汚染しない機構で
日常メンテナンス不要

２００７年夏から
出力４０ｋＷタイプで実証試験中

カワサキプラントシステムズ（株）が事業を開始。兵庫県内の多目 的ダムで実証試験中
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播磨工場内で川崎サイドスラスターの生産工場が操業を開始

ニューヨーク市交通局から地下鉄電車を追加受注

農林水産省がＫプラントをバイオエタノール製造実証事業の事業主体として採択

沖縄電力から世界最大規模のディーゼル発電設備を受注

国内専用の大排気量ロードスポーツモデル「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ※」を新発売

ＬＮＧ運搬船「ＬＮＧ  ＢＡＲＫＡ」を引き渡し

潜水艦「うんりゅう」が進水

建設機械事業で日立建機と提携

お問合わせ先   （株）カワサキモータースジャパン
お客様相談室　　０１２０－４００－８１９

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

　川崎重工は、播磨工場内に建設を進めてい
た川崎サイドスラスターの生産工場を完成し、
操業を開始した。
　新工場「スラスター第１工場」は、川崎サイド

スラスターの増産を目的に神戸工場から生産
拠点を移転した。サイドスラスターは、船舶を横
方向に推進させる装置で、離着岸時の操船用
としてコンテナ船、フェリーなどに広く利用され

ており、近年の海運業の隆盛を背景とした造
船需要の拡大に伴い生産台数が急増している。
新工場は、これらの需要増に対する新たな生
産拠点として大きな役割を果すことになる。
　また、海底油田開発の活発化に伴うオフショ
ア船需要の拡大などに対応し、その主推進機
である旋回式スラスター「レックスペラ®」の増
産を図るため、播磨工場で「スラスター第２工場」
の建設計画を進めている。
■「スラスター第１工場」の概要

所　在　地：兵庫県加古郡播磨町新島８番地
生 産 品 目：川崎サイドスラスター
生 産 能 力：約５００台／年
延べ床面積：約１万ｍ2

　川崎重工は、ニューヨーク市交通局（ＮＹＣＴ：
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ Ｔｒａｎｓｉｔ）から地下鉄電車
「Ｒ１６０」１４０両を追加受注した。
　今回の受注は、２００２年１０月にアルストム社
（仏）と共同受注したベース契約６６０両（うち
川崎重工は２６０両）に付随するオプション契約
（オプション２）が行使されるもの。すでに２００７
年７月にオプション１として２６０両の追加受注を
受けており、川崎重工の「Ｒ１６０」の受注総数
は６６０両となった。本プロジェクトで川崎重工は、
「Ｒ１６０」の車両設計および６６０両の車両製
作を担当するほか、アルストム社製車両を含む

すべての「Ｒ１６０」車両（１，６６２両）の台車に
川崎重工製が採用される。
　「Ｒ１６０」地下鉄電車は、ステンレス車体に
信頼性の高い制御装置や空調装置、ドア開閉
装置、放送装置などを備え、安全性や快適性
に配慮した車両である。川崎重工では車体構
体製作をリンカーン工場（米国ネブラスカ州）で、
機器取付と最終組立、試験をヨンカース工場（米
国ニューヨーク州）で行なって順次、ＮＹＣＴに
納入している。
　今回受注した１４０両は２０１０年３月までに納
入される予定。

　カワサキプラントシステムズ（株）（Ｋプラント）は、
農林水産省が公募した「ソフトセルロース利活
用技術確立事業（第２回ソフトセルロース利活
用モデル）」において、（社）秋田県農業公社と
ともに稲わらなどを原料とするバイオエタノール
製造実証事業の実施主体に採択された。
　本事業は、食糧供給と競合しない未利用資
源の稲わらや籾殻などのソフトセルロースから
バイオエタノール製造技術の確立を目指すもの。

今回の事業では、秋田県の全面的な支援のもと、
大潟村（八郎潟干拓地）で採れた稲わらを使
用し、バイオ燃料製造実証および走行実験に
ついてＫプラントが事業主体となり、２００８年度
から２０１２年度にかけて実証実験を行なう。そ
のバイオ燃料製造システムは、原料の前処理・
糖化工程・発酵工程・蒸留工程で構成される。
今回、Ｋプラントは稲わらの糖化工程で、新技術
の「熱水式バイオエタノール製造技術」（Ｋプラ

ントとＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構）が共同開発中）を採
用する予定。この方法は、硫酸を使わずに熱
水を用いてセルロースの糖化処理を行なうもの。
これにより硫酸の分離・回収・固定するための
設備を必要とせず、反応容器の腐食対策の
低減や硫酸回収設備削減などでコストを抑え
ることができる。

　川崎重工は、沖縄電力（株）から単機出力
１万８，０００ｋＷというディーゼル発電設備として
は国内最大（従来は単機出力１万ｋＷが最大）
で、世界でも最大規模の発電設備を受注した。
　受注したのは石垣第二発電所５号機増設
工事で、発電設備の設計、機関・発電機・配電
開閉装置・制御装置の供給および据え付け、

建屋などの土木建築工事からなる発電所建
設工事一式を契約範囲とするフルターンキー
方式での引き渡しとなる。現地試運転後の最
終的な引き渡しは２０１１年６月の予定。
　石垣島ではすでに川崎重工が納入した単機
出力１万ｋＷの大型ディーゼル発電設備３機が
主力機として順調に運用されており、今回の受

注はこの運転実績が高く評価されたものである。
■主要諸元

主　機　関：川崎－ＭＡＮ１８Ｖ４８／６０型
４サイクルディーゼル機関Ｖ型
１８気筒  過給機付き

発電端出力：１万８，０００ｋＷ／６０サイクル
燃　　　料：Ｃ重油（発停時はＡ重油）

　川崎重工は、大排気量ロードスポーツモデル
「ＺＲＸ１２００ ＤＡＥＧ」を２月１日に新発売する。
　「ＺＲＸ１２００ ＤＡＥＧ」は、独自のスタイリング
と高い走行性能で人気の「ＺＲＸ１２００Ｒ」の後
継機種で、峠や市街地など日本固有の道路状
況や、日本のライダーのニーズに合わせて造り
込みを行なった、国内専用のフラッグシップモデ
ル。スムーズでしかも力強いエンジン性能やコ
ンパクトで扱いやすい車体といった従来モデル
の良さを熟成させながら、さらなる走行性能の
向上を追求した。水冷４ストローク並列４気筒
ＤＯＨＣエンジン（１，１６４ｍ3）は各部に改良が
加えられ、高回転域の心地よい伸びとパワー
フィールを実現しながらも、低中速回転域での
扱いやすさをさらに向上させた。幅広い層のラ
イダーがスポーツライディングを楽しめるロードス
ポーツモデルである。

※車体にも刻まれている「　
（ＤＡＥＧ）」とは古代ルーン文
字の一つ。英単語「ＤＡＹ」の
語源となったもので、「着実な
成長」「進歩」「終わりと始まり」
「新しい展開」などを意味する
文字として占術や護符に用い
られている。「ＺＲＸ」というブラ
ンドを「熟成」させながら、新た
なステージへ「飛躍」を遂げる
という本モデルのコンセプトを
「    」の文字に表現した。

　（株）川崎造船は、Ｌｌｏｙｄｓ ＴＳＢ  Ｇｅｎｅｒａｌ  
Ｌｅａｓｉｎｇ（Ｎｏ．３）Ｌｉｍｉｔｅｄ向けに、４個のモス
型球形独立型ＬＮＧタンクを持つ大型ＬＮＧ
運搬船「ＬＮＧ  ＢＡＲＫＡ」を引き渡した。
　本船は、川崎造船が開発した１５万３，０００ｍ3

型ＬＮＧ運搬船の第１番船で、世界の主要な
ＬＮＧターミナルへの入港可能な１４万５，０００ｍ3

型ＬＮＧ運搬船の船体寸法を保持したまま、
ＬＮＧ積載容量を従来よりも約８，０００ｍ3 増量し
ている。
　本船は、ＬＮＧタンクに川崎造船が開発した
川崎パネル方式防熱システムを採用。その高い
防熱効果により、ＬＮＧの蒸発率は１日約０．１５％
ときわめて低い。また、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
に設置されているため、万一の船体損傷時で
も直接タンクに損傷が及ばないようにしている。
■主要目

全　　長：２８９．５ｍ
幅    （型）：４９ｍ
深さ（型）：２７ｍ
総トン数：１２万１，５１４トン
主 機 関：川崎ＵＡ－４００型蒸気タービン機

関×１基
（連続最大出力：２万７，６００ｋＷ
×８２回転／分）

航海速力：約１９．５ノット 

　（株）川崎造船は神戸工場において建造中
の、防衛省向け潜水艦「うんりゅう」の進水式を、
防衛省関係者ほかの出席のもとに行なった。
　本艦は優れた水中運動性能および推進性
能を持ち、船体には高張力鋼が使用されている。
また、スターリング機関採用による潜航性能の
向上、各種システムの自動化、高性能ソーナー
装備による操作能力の向上、ステルス性能の
向上などを図るとともに、諸安全対策も十分に
施されている。

　川崎重工は建設機械のホイールローダ※

事業などに関して、日立建機（株）およびＴＣＭ
（株）（日立建機の子会社）との共同研究開発、
および資本提携を決定。併せて、建設機械事
業の組織再編（会社分割）を行なうことを決定
した。
　川崎重工、日立建機、ＴＣＭの３社は保有す
る技術力を結集し、２０１１年から実施が予定さ
れている次期排ガス規制に対応するため、新
型ホイールローダの研究開発を共同で行なう。

また、共同開発した製品はそれぞれ分担製造し、
相互に供給し合う体制を整えることで３社のホイー
ルローダ事業の競争力強化を図る。
　川崎重工は、２００９年４月１日を目処に、ホイー
ルローダ事業を１００％子会社として分社独立
させる。日立建機は分社独立させるこの新会
社に、２００９年度中を目処に第三者割当増資
の形で資本参加し、出資比率３４％を保有する
予定。さらに、それから３年後以降に新会社の
過半数の出資比率を取得するオプションを保

有している。
※ホイールローダ：建設現場などで土砂などをすくい上げるため
に使う建設機械。川崎重工は、１９６２年にホイールローダの
生産・販売を開始して以来４０年以上にわたり、総合技術力
を活かして幅広いニーズに応えるホイールローダなどの建設
機械を数多く生産してきた。

エ ル エ ヌ ジ ー   バ ル カ

ダ エ グ

Kawasaki News 153　2009/120 21




