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現場を訪ねて

「ＸＣ－2」、大空へ
川崎重工がプライム（主担当）企業となって国産開発した
次期輸送機（ＸＣ－2）の試作１号機が初飛行に成功

新製品・新技術

ますます広がる大容量ニッケル水素電池
「ギガセル」の適用範囲

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

利根川水系の「春」を追う
深く澄んだ
渓谷で、
花に酔う。
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●表紙説明●

　青空を覆う巨大な傘（？）－実はこれ、ＬＮＧ運搬船
に搭載するモス型球形タンクの上半分を真下から見上げ
た光景です。傘の柄（中棒）のようなものは、荷役用の配
管などを収めたパイプタワーです。
　川崎造船・坂出工場では今、新開発の「１７万７，０００ｍ３

型ＬＮＧ運搬船」の第一船の建造が進んでいます。川崎
造船の標準船型である１４万７，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船が
持つ汎用性や推進性能などの特長を受け継ぎつつ、ＬＮＧ
タンクを可能な範囲で大型化した最新のＬＮＧ運搬船です。
　真円のモス型球形タンクは専用工場で二つ（北半球と
南半球）に分けて製作し、合体させます。その合体作業
で運ばれてきた北半球を、南半球の底部から撮ったもの
です。（「最前線カメラルポ」の５ページをご参照ください）

イラストぎじゅつ入門－◯

スーパースポーツ＋ツーリング性能、
カワサキ「１４００ＧＴＲ」の
快適走行と高い環境性能のヒミツ

78

最新のＬＮＧ基地を
短工期で竣工

最

前
線カメラル

ポ

　３月末、四国で初めての外航ＬＮＧ運搬船に対応
した「坂出ＬＮＧ（液化天然ガス）基地」が完成し、
操業を開始した。
　天然ガスは、クリーンで環境にやさしいエネルギー
源で、世界各地域に豊富に埋蔵されている。しかし、
日本ではほとんど産出されず、消費量のほぼ全量
を輸入している。天然ガスはパイプラインで送れる
が、島国の日本へは液化してＬＮＧ運搬船で運ばれ
てくる。天然ガスは、約－１６０℃という極低温に冷
やすと液体になり、体積が約６００分の１になるため、

船で大量に運べるのだ。
　産出国からＬＮＧ運搬船で運ばれてきたＬＮＧを
受け入れて貯蔵し、ガスに戻すなどして供給先に
送り出すのがＬＮＧ基地である。
　坂出ＬＮＧ基地は、四国電力（株）坂出発電所へ
の天然ガスの供給としており、川崎重工がフルター
ンキー契約で受注し、建設した。川崎重工は豊富
な実績で培ったＬＮＧタンク建設技術など高度な
ＬＮＧ関連技術を駆使し、最新のＬＮＧ基地を３年と
いう短工期で完成させた。

川崎重工がフルターンキー契　約で受注した「坂出ＬＮＧ基地」が完成し、順調に操業中

本州四国連絡橋・瀬戸大橋をバックにした
「坂出ＬＮＧ基地」の全景。容量１８万ＫＬの
世界最大級のＬＮＧタンクがひときわ大きい。
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ＬＮＧタンクの屋根のエアーレ
イジング。重さ約１，７００ｔの鋼
製屋根が地上で組み立てられ
（上）、約１．０３気圧の空気圧
でゆっくりと浮上する（下）。

間近に見る世界最大
級（高さ：約５５ｍ、外径：
約８２ｍ）のＬＮＧタンク。
ＬＮＧ（約－１６０℃）の
１日当たりの自然気化
率０．０５％以下という“巨
大な魔法瓶”である。

瀬戸大橋線の
快速マリンライ
ナーから見た、
ＬＮＧタンクの
偉容。川崎重
工はＬＮＧタンク
の建設に多く
の実績がある。

坂出ＬＮＧ（株）技術部長
の林  廣さん。

ＬＮＧタンクの屋上から見たＬＮＧ受入桟橋。マレーシアからの
ＬＮＧ運搬船が接岸しようとしている。
運ばれてきたＬＮＧは、ＬＮＧ受入桟橋のローディングアーム（荷
上げ用可動式パイプ）で荷揚げされる。

　ＪＲ西日本・瀬戸大橋線の快速マリン
ライナーが、瀬戸内海を渡って四国に上
陸する直前。瀬戸大橋のたもとに広がる
番の州工業地帯の突端に、坂出ＬＮＧ
基地が見えた。遠目にも、地上式では世
界最大級という容量１８万ＫＬのＬＮＧタ
ンクが目を引く。
　坂出ＬＮＧ基地（香川県坂出市番の
州緑町、敷地面積：約７万５，０００ｍ２）
はコスモ石油（株）坂出製油所の北東
端に位置し、ＬＮＧ受入設備、貯蔵設備、
ＬＮＧ払出設備などで構成されている。
　基地を建設し、運営している坂出ＬＮＧ
（株）（四国電力、コスモ石油、四国ガス
の共同出資）技術部長の林　廣さんに
うかがった。
　「当基地は、四国
電力グループの坂
出市番の州地区に
おけるＬＮＧ導入計
画に対応するもので
す。具体的には、坂
出発電所の４機の発
電設備のうち、１号
機の燃料を石油・コー
クス炉ガス焚きから
天然ガスに転換し、発電効率の高いコ
ンバインドサイクル発電設備※に建て替え、

また、石油・コークス炉ガス焚きの４号機
を天然ガス・コークス炉ガス焚きに改造し
ます。４号機の燃料転換工事は３月末に
完了してＬＮＧを供給しており、１号機の
建て替え工事は夏頃に完了予定です」
　ＬＮＧの導入により、四国電力では
ＣＯ２年間排出量の約５％に当たる約５０
万ｔを節減できるとされている。
　このほか、ガス導管やタンクローリーで
の出荷も計画されている。
※コンバインドサイクル発電設備
燃料を燃やして発生させた高温ガスでガスタービンを回して
発電し、さらにガスタービンの排ガスに含まれる熱を排熱回
収ボイラで回収して蒸気を発生させ、その蒸気で蒸気タービ
ンを回転させて発電する、熱効率の高い二段構えの発電シ
ステム。

　それでは、この基地のＬＮＧの大まか
な流れを見てみよう。
　「ＬＮＧタンクの屋根に上ると、基地を
一望できます」（川崎重工  装置・土木
機械ビジネスセンター技術部装置技術
課の渡辺理孝担当課長）というので、高
さ約５５ｍのＬＮＧタンクの屋根に上った。
といっても、付属のエレベータを使ったの
であっという間に屋根に達する。目の前
に霞がかった瀬戸内海が広がり、左手
には瀬戸大橋が伸びている。

　海外（この基地へはマレーシア）から
ＬＮＧ運搬船で運ばれてきたＬＮＧは、
基地から配管連絡橋で結ばれている
ＬＮＧ受入桟橋のローディングアーム（荷
上げ用可動式パイプ）で荷揚げされる。
　この受入桟橋は、コスモ石油（株）坂
出製油所の原油受入用シーバースに、
今回の工事でＬＮＧ受入設備を付加し
た共用設備となっている。
　１月９日、ここにＬＮＧ運搬船が初めて
接岸し、一週間ほどかけてＬＮＧタンクを
クールダウン（ゆっくり冷やす）しながら
ＬＮＧを荷揚げした。

　荷揚げされたＬＮＧは連絡橋に配置
された配管を通り、ＬＮＧタンクに貯蔵さ
れる。
　このＬＮＧタンクは、ＰＣＬＮＧタンクと
いい、タンク本体とＰＣ（プレストレストコン
クリート：予め伸張処理を施した鋼線を
用いて圧縮応力を与えたコンクリート）
防液堤が一体化した形式のタンクである。
　内槽（低温に強い９％ニッケル鋼を使用）
の直径が８０ｍ，外槽の高さが約５５ｍと
いう巨大なもので、容量１８万ＫＬは世界

最大級である。この巨大なタンクを、強
固な地盤に打ち込んだ長さ約５０ｍもの
杭がしっかりと支持している。
　大きいだけではなく、タンクの性能も抜
群だ。この場合の性能とは、約－１６０℃
のＬＮＧを周囲の熱から守って気化させ
ないことだが、自然気化率は１日当たり約
０．０５％以下で設計されている。内槽と
外槽の間にセットする保冷材の効果で、
川崎重工が建設するＬＮＧタンクは、い
わば“巨大な魔法瓶”といえる。（なお、
自然気化した天然ガスは圧縮機で加圧
し、気化器で気化させた天然ガスととも
に有効利用している）。

　なお、川崎重工は
これまで、地上式や地
下式など各種ＬＮＧタ
ンクを国内外で２６基
の建設・納入した実
績がある。

瀬戸大橋のたもとに完成した
最新のＬＮＧ基地

川崎重工のＬＮＧタンクは
“巨大な魔法瓶”

ＬＮＧタンクの屋根から見た
ＬＮＧ受入桟橋

坂出LNG基地

●コスモ石油（株）
　坂出製油所

●四国電力（株）
　坂出発電所

●（株）川崎造船
　坂出工場

瀬
戸
大
橋

坂出市 香川県

よしたか
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モス型球形タンクは専用工場で二つ（北半球と南半球）に分けて製作し、
合体させる。その合体作業で北半球が運ばれてきた。

「１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船」の完成予想イラスト。

１日に最高約５００人が作業した基地建設工事。坂出ＬＮＧ（株）と一体になっ
た安全活動の徹底で安全成績は優秀だった。

現地で行なわれた竣工式の神事で、玉串を奉
げる川崎重工の小野淳所長。

中央制御室。基地内のすべての機器・装置をコントロールし、監視して
いる。

ＬＮＧタンクから汲み出したＬＮＧを、タンクローリーに積み換えるＬＮＧロー
リー出荷設備。５台同時に出荷できる。

ＬＮＧの気化に使う海水の取水口（手前）。取り入れた海水は、基地内にくま
なく張り巡らされた防消火設備にも利用される。

ＬＮＧ（液化天然ガス）をガスに戻すＬＮＧ気
化設備。
ＬＮＧ気化器の内部。垂直に並んだアルミ合
金製の伝熱管の中をＬＮＧが通っており、管
外に注がれる海水との温度差で気化する。
約－１６０℃という極低温のＬＮＧにより、パイ
プ周辺の水分が凍る現象が基地内で見ら
れる。

　坂出ＬＮＧ基地は、川崎重工がフルター
ンキー契約で受注し、現地工期３年とい
う短期間に竣工させた。
　「わが国のＬＮＧ基地の中でもトップ
クラスの設備と能力を備えた当基地を、
３年というおそらく最短工期で完成して
いただき、心から満足しています」（坂出
ＬＮＧ（株）の林　廣さん）
　「工期短縮の要因は、ＬＮＧタンクの
工期を短縮できたことです」（川崎重工  
装置・土木機械ビジネスセンター技術部
装置技術課の土田義夫課長）
　本工事では、土木工事と同時に内槽
工事を進め、さらに、同時にタンクの底部
で鋼製屋根の組み立てを始めた。そして、
内槽が完成すると、重さ約１，７００ｔの屋
根を大気圧よりわずかに高い空気圧力
（１．０３気圧）で浮上させて所定位置ま
で持ち上げて設置した。いくつかの作
業を同時に進められる、この屋根エアー
レイジング方式の採用で工期がぐんと縮
まったという。
　「今回採用した工法以外にも、屋根
エアーレイジング後に内槽を組み立てる
方式もあり、川崎重工はどちらの方式で
も施工できます」（土田義夫課長）

　ＬＮＧタンクにいったん貯蔵された
ＬＮＧは、タンク内のプライマリーポンプで
汲み出され、気化器に送られる（一部は
タンクローリー出荷設備に送られ、ＬＮＧ
のままで内陸部などの二次基地などに
運ばれる）。
　約－１６０℃のＬＮＧを気化させるには、
ＬＮＧが流れる細いパイプに海水をかけ

て温める方法が用いられている。
　ＬＮＧタンクの屋根の上から見ると、配
管連絡橋の上陸地点の右側に取水口
が設けられており、取り入れた海水は海
水ポンプで気化器に送られる。さらに、
取り入れた海水を利用する防消火設備
が基地内にくまなく張り巡らされており、
防災対策に万全を期しているという。
　気化器の中を見ると、林立するパイプ
に沿って大量の海水が間断なく流れ落
ちていた。
　ここで気化された天然ガスは、現在は
導管（長さ約５ｋｍ）を通って四国電力・
坂出発電所に送られている。
　気化の役目を終えた海水は放水口か
ら海に戻されるが、「温度管理など自然
環境に対する厳しい基準をクリアして放
水しています」（川崎重工  坂出ＬＮＧ
基地  建設事務所の小野淳所長）

　坂出ＬＮＧ基地は、川崎重工にとって
は初めてのフルターンキー契約による
ＬＮＧ基地の建設だった。小野淳所長
はこう語る。
　「工事期間中、１日の最高入構者は
約５００人で、全協力業者数は約６００社
という工事でした。各協力業者間の工
事日程の調整などなかなか厳しい局面
もありましたが、工程を遵守し、また品質
を確保しながら予定工期で無事に完成
させることができました。また、坂出ＬＮＧ
（株）のみなさんと一体になった安全活
動により、これだけの工事ながら非常に
優秀な安全成績で竣工を迎えることが
できました。
　もともと国内では、ＬＮＧ基地のフルター
ンキー契約による発注は数少ないため、

今回のプロジェクトを計画通りに完遂し
たことで、川崎重工グループのＬＮＧ基
地関連技術がさらに進化したものと確
信しております」
　工事中は、
　「国内の主要な電力・ガス会社の関
係者、さらには自治体の関係者などの見
学が引きも切らず、当基地建設への関
心がこれほど高いとは思いませんでした」
と、坂出ＬＮＧ（株）の林  廣さんは話し、

こう続けた。
　「一つひとつの設備・装置の信頼性、
各設備の配置の妙といい、さらには基地
全体の耐久性の高さといい、どこへいっ
ても自慢できるＬＮＧ基地が完成しました」

●
　坂出ＬＮＧ基地は３月２５日に操業を
開始し、３月３１日に各界から多数の関係
者の参加を得て盛大な竣工式が行な
われた。

　坂出ＬＮＧ基地がある番の州工業地帯の一角、
ほんの目と鼻の先に川崎造船・坂出工場がある。
今、坂出工場では、新開発の「１７万７，０００ｍ３

型ＬＮＧ運搬船」の第一船の建造準備が進ん
でいる。
　東京エルエヌジータンカー（株）（東京ガス（株）
の全額出資子会社）および日本郵船（株）と造
船契約を結んだ最新のＬＮＧ運搬船である。
　「川崎造船の標準船型であり、世界の主要な
ＬＮＧターミナルに入港できる汎用性と優れた推
進性能を備えた１４万７，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船（積
載容量：１４万５，０００ｍ３）の特長をそのまま受け

継ぎ、ＬＮＧタンクを可能な範囲で大型化して
ＬＮＧ積載容量を大幅に増加させたＬＮＧ運搬
船で、今後の標準船型となるものです」（川崎造
船技術本部造船設計部長の水野雅方理事）
　船のサイズは、全長が１４万７，０００ｍ３型の
２８９．５ｍに対して１７万７，０００ｍ３型は３００ｍ、
型幅は４９ｍに対して５２ｍと少し増えた程度。
真円のモス型タンクの直径も約４１．４ｍに対し
て約４４ｍなので微増といえる。エアドラフト（喫
水から船の最上部までの高さ）も、ヨーロッパの
主要なＬＮＧ荷揚基地で、エアドラフトの制限
があるモントアール港（フランス）に入港可能な

数値になっている。
　本船の推進プラントには、川崎重工が大型
タンカーの主機関として実績を積んだ再熱式
蒸気タービンプラント技術を応用して新開発し
た川崎アドバンストリヒートプラント（川崎ＵＲＡ
プラント）を初搭載する。これは、高圧タービンを
回転させた蒸気をいったんボイラに戻し、再加
熱してから中圧タービンに戻すというもので、熱
効率を大幅に高めた推進プラントである。その
燃料消費率は従来の推進プラントに比べて約
１５％も向上した。この川崎ＵＲＡプラントに加え
て本船は、船首尾形状の最適化などにより推
進性能を改善させている。
　直径約４４ｍのモス型タンクの製作など本船
の建造準備は順調に進んでおり、タンクの船体
への搭載工事は５月頃とされている。
　本船の引き渡しは２０１１年の予定。 

進む、新開発の「１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船」の建造
坂出ＬＮＧ基地にほど近い川崎造船・坂出工場で

屋根エアーレイジング方式の
採用で工期短縮

初のＬＮＧ基地の一括建設を
計画通りに完遂

海水を用いて
約－１６０℃のＬＮＧを気化
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●ＫＩＰＡＳＳ（カワサキ・インテリジェント・プロキシミティ・
アクティベーション・スタート・システム）
リモコンキーでエンジン始動が可能な電子式キー認証シス
テム。キースイッチからの信号を読み取り、正当なキーであれ
ばキーロックを解除し、エンジン始動を可能にする。便利で、
盗難防止効果が高い。

●電磁ロック付き小物入れ
エンジンを始動させると自動的に施錠される
電磁ロック付き。ハンドルに干渉することなく
開閉できるように工夫されている。

●エコノミカルライディングインジケーター
／フューエルエコノミーアシスタンスモード
走行中の燃料消費率を常時モニターし、燃料
消費効率が優れているとメーター内のエコノミ
カルライディングインジケーターで知らせること
／燃料消費を抑えたエンジン制御マップ（フュー
エルエコノミーアシスタンスモード）を選択できる
ことでユーザーが環境にやさしい走行をできる
ようにアシストする。二輪車では双方とも初の
装備。（７～８％の燃費向上を期待できる。）

●アルミ・モノコックフレーム
カワサキ独自のフレーム形態であるアルミニウ
ム製モノコックフレームは、ボックス型で剛性が
高く、スリムでコンパクトな車体パッケージを構
成できる。そのうえ、エンジン本体を車体剛性の
強化に活かし、バッテリーケースなどのマスを集
中化させることで前後輪の荷重バランスがよくなっ
て運動性能が向上する。重心が低くなって安
定性も増す。

●テトラレバーリヤサスペンション
スーパースポーツのパワーをロスなく伝達するシャ
フトドライブだが、一方で加減速時にどうしても
上下運動を生み出すという特性がある。これを
解消するのが、カワサキが独自に開発したテト
ラレバーリヤサスペンションで、日本では初めて
の搭載である。上下運動をほぼ完全に抑制す
るため安定性、操縦性が一層向上した。

●Ｋ－ＡＣＴ  ＡＢＳ
Ｋ－ＡＣＴ（カワサキ・アドバンスド・コアクティブ・
ブレーキング・テクノロジー）を搭載した第二世
代のＡＢＳ（アンチロック・ブレーキシステム）。
通常のＡＢＳに前後連動ブレーキシステムをプ
ラスしたもの。誰がどのように前輪あるいは後
輪のブレーキをかけても、前後ブレーキに理想
的な制動力配分を行なう高性能の電子制御
システム。容易な操作で、あらゆる状況下で効
果的な制動力がスムーズに得られる。

●排出ガスの浄化
Ｏ2フィードバック制御方式。排出ガス浄
化装置の触媒（三元触媒）が機能を最
大限に発揮できるように、エンジンへの
燃料供給量をコントロールするため高
度な浄化が可能。米国はもとより、極め
て厳しいＥＵの排出ガス規制値（ユーロⅢ）
もクリアしている。

●電動スクリーン
無段階調整式の電動ウインドスクリーン。
前モデルより７０ｍｍ高く、上端部のワ
イド化などによる風防性能の向上で快
適性が向上した。メモリー機能で、好み
の高さに予め登録可能。

アイドリング時の風当たり解析

現行機 新型機ライダー温度分布（流線）
高

低

ライダーの膝部にエンジンルーム内の比較的温度の高い熱流
が当たっていたのが改善され、快適性が向上した。

●ＴＰＭＳ（タイヤ空気圧モニタリングシステム）
市販二輪車では初採用のシステムで、前後のタイヤ
内に装着した空気圧センサーがタイヤ空気圧を検
知し、メーターに表示。空気圧が正常でない場合はメー
ター部に警告が表示される。常に正常なタイヤ空気
圧で走れるので燃費の向上効果が大きい。

●サイドカウル穴の最適化
カワサキモーターサイクルでは初めて、車体内部の
風の流れを徹底的に解析してカウリングを新しく設
計した。サイドカウル穴のデザインを見直すことでエ
ンジン熱の効率的な排出を実現するとともに、ライダー
の膝などに当たる熱風の量が大幅に軽減。そのた
め、暑い季節でも長距離の快適走行を楽しめる。

●ハイパワーエンジン
量産車で初めて連続可変バルブタイミング・
システムを装備。このシステムは、電子制
御により吸気のバルブタイミングを常に最
適にコントロールする。そのため、低速域
から高速域までの幅広い領域で高出力の
エンジン性能を存分に発揮させるとともに、
低燃費と排出ガス低減によって環境性能
も向上した。

●ＫＴＲＣ（カワサキ・トラクション・コントロール）
前後輪の車速情報から後輪の空転を感知すると、サ
ブスロットルによる吸入空気量、点火時期、燃料噴射
量を制御し、エンジン出力を下げることで後輪のグリッ
プを回復させるシステム。荒れた路面や滑りやすい路
面などでも安定した発進、走行をサポートする。吸入空
気量、点火時期、燃料噴射量の３つのパラメータをコ
ントロールするのはＫＴＲＣのみである。

　カワサキモーターサイクルの海外向け２０１０
年モデル「１４００ＧＴＲ」は、“新時代のスーパー
スポーツ”を具現化したカワサキのフラッグシッ
プ「ＺＺＲ１４００」をベースに開発したもので、コ
ンセプトは“スーパースポーツにツーリング性
能をプラス”。
　強力な推進力を発揮する「ＺＺＲ１４００」の
エンジン（水冷４ストローク４気筒、総排気量：
１，３５２ｃｍ3）に、可変バルブタイミングシステム
を導入。低燃費化、低排出ガス化が進み、環境
性能がさらに向上した。また、カワサキ独自の
テトラレバーリヤサスペンション、カワサキ初
のＫＴＲＣ（カワサキ・トラクション・コントロール）、
Ｋ－ＡＣＴ（カワサキ・アドバンスド・コアクティブ・
ブレーキング・テクノロジー）搭載のＡＢＳユニッ
ト、市販二輪車では初のＴＰＭＳ（タイヤ空気圧
モニタリングシステム）、無段階調整式電動ス
クリーンなど最先端テクノロジーを満載して長
距離のツーリングを一層快適にした。
　カワサキ「１４００ＧＴＲ」は２００９年１２月にヨー
ロッパを中心に北米などで発売され、直後から
大きな反響を呼んでいる。

イラストぎじゅつ入門―78

「ＺＺＲ１４００」をベースに、
最先端テクノロジーを満載して
ツーリング性能をプラスし、
環境性能も一段と向上

：水冷４ストローク４気筒
：1,352cm3

：フューエルインジェクション
：114kW（155PS） / 8,800rpm
：136N･m（13.9kgf･m） / 6,200rpm
：304kg（パニアケース無）、312kg（パニアケース付）
：22L
：2,230mm
：790mm（パニアケース無）、1,000mm（パニアケース付）
：1,345mm（LOW）、1,465mm（HIGH）

■「１４００ＧＴＲ」の主要諸元（欧州仕様）
エンジン形式  
総 排 気 量
燃料供給方式
最 高 出 力
最 大ト ル ク
整 備 質 量
燃料タンク容量
サイズ：全長
　　　　全幅
　　　　全高
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（次期輸送機（次期輸送機（ＸＣ－（ＸＣ－2）の試作１号機が初飛行にの試作１号機が初飛行に 成功）成功）（次期輸送機（ＸＣ－2）の試作１号機が初飛行に 成功）

現 場 を 訪 ね て
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「ＸＣ－２」試作２号機の組み立ても進んでいる。

多くの関係者が見守る中、「ＸＣ－２」試作１号機が初飛行から帰還した。

岐阜工場で行なわれた「ＸＣー
２」試作一号機の納入式での
テープカット。北澤俊美防衛
大臣（左から５人目）、川崎重
工・長谷川聰社長（その左）
と防衛省および経済産業省
の関係者。

「ＸＣ－２」試作１号機は初飛行に成功した後、
試験飛行を繰り返してそのデータを分析・検討
し、微調整を行なって完全なものに仕上げた。
その調整作業のひとコマ。

　１月２６日、午前１０時２０分。
　航空自衛隊岐阜基地の滑走路に
１機の飛行機が姿を現し、よく晴れた岐
阜の空にゆっくりと飛び立った。

　防衛省技術研究本部が開発を進め
ている航空自衛隊次期輸送機（ＸＣ－２）
の試作１号機である。
　この日の飛行は、その開発のプライム
（主担当）企業である川崎重工が行なっ
た、「ＸＣ－２」試作１号機の初試験飛行
である。

　同機は、岐阜基地に隣接する川崎重
工・岐阜工場飛行課所属の長谷部聡
が機長、石田進が副操縦士を務め、他
に乗員９名が同乗した。
　「ＸＣ－２」は離陸後、徐 に々高度を上
げ、岐阜の青空の中を快調に飛んでいっ
た。航空自衛隊飛行開発実験団の中
等練習機「Ｔ－４」（川崎重工が主契約
企業として開発・製造。その性能の高さ
から１９９６年、アクロバット飛行（展示飛行）
で知られる「ブルーインパルス」の３代目
の機体に採用された。２００２年度までに
総計２１２機を納入）４機が、寄り添うよう
にして随伴飛行した。
　「ＸＣ－２」のスムーズな離陸を、川崎
重工・岐阜工場の管制塔から見届けた
川崎重工・航空宇宙カンパニー大型機
設計チーム（ＭＣＥＴ）の久保正幸チーフ・
デザイナーは、「ヨシッ！」とひと言つぶや
いた。

　「ＸＣ－２」は、現在の主力輸送機で
ある「Ｃ－１」の後継機として、防衛省が
次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）とともに
２００１年度から開発を進めている。（ちな
みに、川崎重工は、防衛省に「Ｃ－１」輸
送機を３１機生産・納入の実績がある）。
　川崎重工は２００１年１１月、両機種の
国産開発のプライム（主担当）企業に指
名され、国内の主要な航空機メーカーと
共同で開発を進めてきた。
　「ＸＣ－２」は、全長４３．９ｍ、全幅４４．４ｍ、
全高１４．２ｍと国内開発の航空機として
は最大で、基本離陸重量は約１２０ｔ。
　川崎重工では岐阜工場内に、久保
正幸チーフ・デザイナーが「私だけの表
現ですが、“航空業界の百万トンドック”
と呼んでいます」という、幅１８５ｍ、奥行
き８４ｍ、高さ２７ｍの巨大な専用工場を
新たに建設して「ＸＣ－２」試作機を組
み立てた。

　「ＸＣ－２」は、順調に飛行し、およそ
７０分後に同基地に戻った。見守ってい
た大勢の関係者が拍手で迎えた。
　「当然とはいえ何の問題もなく滑走路
に着陸するのを見て、本当によかったと
思いました」（久保正幸チーフ・デザイナー）
　地上に降りた長谷部聡機長は、次の
ように語った。
　「初飛行を無事に終了できました。飛
行性・操縦性は申し分なく、防衛省の要
求に十分に応えられるすばらしい機体
であることを確信できました」

　初飛行に成功後、「ＸＣ－２」はほぼ
週に１度の割合で試験飛行を繰り返した。
　「スピードや高度などを変え、舵の利き
方や無線、空調、酸素など各系統を確
認しながらの試験飛行で、１回のフライト
で３時間ほど飛行します。試験飛行ごと
に山のようなデータを検討し、修正すべ
きは修正して完璧な航空機に仕上げます」
（久保正幸チーフ・デザイナー）
　こうした経緯を経て、「ＸＣ－２」試作
１号機は３月３０日、防衛省に納入された。

　「ＸＣ－２」は、航空自衛隊が保有する
「Ｃ－１」などの後継機として今後、有事
のほか、国際平和協力業務、国際緊急
援助活動などの国外運航を含む航空
輸送業務に使用される予定になっている。
　機体の大型化により、「Ｃ－１」と比較
した場合、航続距離で約３倍、貨物搭
載量でも約３倍の性能向上が図られて
いる。
　山岳地帯などでの低高度飛行を現
用機より軽負担で行なえる航法の自動

化（戦術飛行管理システムとヘッド・アップ・
ディスプレーの採用）、機内貨物の積み
降ろしを集中管理によって省力化した
搭載しゃ下システムなどの新技術が導
入されている。

　「ＸＣ－２」と「ＸＰ－１」の同時開発、
つまり大型固定翼機２機種の同時開発
は当時、おそらく世界初であろうといわれ
た画期的なプロジェクトである。しかも、
防衛省の共用化の方針に沿い、風防、
主翼、水平尾翼、搭載システム（統合表
示器、飛行制御計算機など）などの共
用化が大きな話題となった。こうした共
用化は世界的にみても過去に例のない
試みで、開発費の削減に効果があった。
　川崎重工は「ＸＣ－２」の開発で、主
担当企業として機体の最終組立、飛行
試験を担当するほか、前部胴体、水平
尾翼（川崎重工が開発した軽くて強く、
低コストの航空機用炭素繊維強化複
合材料「ＫＭＳ６１１５」を採用）の製作を
担当した。なお、川崎重工グループの日
本飛行機（株）が、「ＸＰ－１」の翼胴フェ
アリング（主翼と胴体の付け根の整形
部分）の製作を担当している。

現 場 を 訪 ね て

川崎重工が国産開発のプライム（主担当）企業となり、
世界で初めて次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）と２機種同時開発

航空自衛隊岐阜基地から

飛び立った初飛行

「ＸＣ－２」は

国内開発の航空機としては最大

性能の大幅アップと

さまざまな新技術の採用

「飛行性・操縦性は申し分ない」

と機長

「ＸＣ－２」試作１号機は３月末、

防衛省に納入

前部胴体などの製作、

最終組立、飛行試験を担当
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次世代の低床式電池駆動路面電車
「ＳＷＩＭＯ」のニューデザイン。

「ギガセル」の活用でトランスファークレー
ンでも回生電力を有効利用できる。

高速充電で稼働時間を延ば
せるバッテリーフォーク。

川崎重工は一層のコスト低減を目指して大型
の「ギガセル」を開発中である。

「太陽電池＋ギガセルピークカットシステム」
が稼働中の学校法人八千代松陰学園。

「ギガセル」を搭載した国内初の電池駆動大型バス。
大阪市内で路線バスとして実証実験中。

「ギガセル」を用いた「鉄道システム用地上蓄電設備」（左）の実証実験が
行なわれた大阪市営地下鉄・谷町線（右）。

川崎重工が独自の技術で開
発した大容量ニッケル水素電
池「ギガセル」のラインナップ。

風力発電所（上はイメージ写真）の「電力安
定化装置」に組み込まれた「ギガセル」
（（株）ウインドパワー・西目風力発電所）。

　回生電力はほとんどの鉄道で利用さ
れており、発生した回生電力は架線に戻
すのが一般的だ。しかし、その電力を利
用するほかの電車が近くにいないと、架
線の電圧上昇を防ぐため安全システム
が働く。つまり、電車の駆動モータは発電
機として機能せず（回生失効という）、機
械ブレーキに切り替わるので電車の運
動エネルギーは熱となって発散してしまう。
　川崎重工が「ギガセル」を用いて開
発した「鉄道システム用地上蓄電設備」
（特許申請中）は、回生失効をできるだ
け少なくし、より多くの回生電力を利用で
きる設備である。
　回生電力は「ギガセル」に蓄え、電力
使用量が増えるラッシュ時などに放電す
る。こうすると、鉄道用変電所の受電量

が減り、ピークカットが可能になるので契
約電力を節約できるなどの効果がある。
　本設備は、大阪市営地下鉄・谷町線で
実証実験を行なった。また、海外の地下
鉄でも実証試験を行ない、国内外で成
功を収めている。

　川崎重工が開発した大容量ニッケル
水素電池「ギガセル」が、その高い省エ
ネルギー効果が評価され、環境省の「平
成２１年度地球温暖化防止活動環境
大臣表彰」（技術開発・製品化部門）を
受賞した。
　ニッケル水素電池は、ハイブリッド車に
も搭載されるなど安全で信頼性の高い
電池だが、大型化が困難とされてきた。
川崎重工は独自の技術で革新的な構
造を開発し、大電力の高速・高効率の
充放電を実現した。強制空冷ファン付き
で、大電力の充放電でも温度上昇が少
なく安全だ。溶接のない構造なので解
体・リサイクルが容易で、メンテナンスフリー
の密閉型である。

　回生電力の利用といえば、港湾でコ
ンテナの荷役、運搬などに使われるトラン
スファークレーンがある。ディーゼルエン
ジンで発電した電力でモータを回してコ
ンテナを上げ下げするが、コンテナを下
げる時にモータが発電機となって回生
電力が発生する。今まで有効利用して
いなかったこの回生電力を「ギガセル」
に蓄電して利用すれば、１時間当たりの
コンテナ取り扱い本数が３０本の場合、
従来に比べて５０％超の燃料削減率が
実現する。
　「ギガセル」を搭載したトランスファーク
レーンの実証実験は現在、名古屋港で
続けられている。

　世界中で風力発電や太陽光発電が
注目されているが、これらの自然エネルギー
は風まかせ、日照まかせで非常に不安
定な面がある。そのため、出力の平滑化
などが課題だが、「ギガセル」はこの分
野でも威力を発揮する。
　（株）ウインドパワー・西目風力発電所
（秋田県由利本庄市）の「風力発電電
力安定化装置」はその一つで、川崎重
工は他のメーカーと共同で実証実験を
行なっている。風速や風向の変動によっ
て生じる発電出力変動のうち、電力系
統に影響を及ぼす周期の変動分をカッ
トし、安定した電力を地元電力会社の
電力系統に送電するための装置で、「ギ

ガセル」は二次電池としてこの装置に組
み込まれている。
　日射量に左右される太陽光発電だが、
「ギガセル」を併設して太陽光による発
電電力を蓄電しておき、電力需要の多
い時に放出すれば、ピークカットによる契
約電力の削減、停電時のバックアップな
どの効果がある。
　学校法人八千代松陰学園（千葉県
八千代市）では、ピークカットを主目的と
した「太陽電池＋ギガセルピークカットシ
ステム」が稼働中で、大きな効果を上げ
ている。

　「ギガセル」搭載のバッテリーフォークは、
夜間はもとより昼休みなどに高速充電が
可能だ。そのため、稼働時間を延ばすこ
とができ、業務・設備計画の幅が広がる。
川崎重工の兵庫工場、明石工場で実
証実験中。
　電池駆動バスも考えられる。
　経済産業省と新産業創造研究機構
（ＮＩＲＯ、神戸市）が大阪市内で行なった、
大型バスとしては国内初の電池駆動車
両（「ギガセル」搭載）の実証実験では、
１回約２０分の充電で約３０ｋｍ走行できる
ことが確認された（大阪、神戸など都市
部の路線バスは多くの路線が１本３０ｋｍ
以内）。１台当たりのＣＯ２排出量をディー
ゼル車に比べて約８０％減らせるという。

　大容量で高速充放電が可能な「ギガ
セル」の特性を活かして、川崎重工がま
ず開発したのが、次世代の低床式電池
駆動路面電車「ＳＷＩＭＯ※２」である。
　もともと電車はエネルギー効率が高く、
ＣＯ２（二酸化炭素）排出量の少ない乗
り物だが、「ギガセル」を搭載し、回生電
力（ブレーキ時に電車のモータを発電機
として利用するシステムによって発生し
た電力）を利用することでエネルギー効
率はさらに高まった。「ＳＷＩＭＯ」は、ブレー
キ時に発生するすべての回生電力を搭
載した「ギガセル」に蓄え、走行時など
の電力として活用できる。そのため、従

来型に比べて３０～５０％の省エネルギー
が可能になる。
　「ＳＷＩＭＯ」の試験車は５分間の高
速充電で、１０ｋｍ以上走れることを走行
実験で実証した。電池駆動なので、架
線不要で路面電車を新設、延伸できる
というメリットもある。

　地域事情に応じて発電側と需要側双
方をコンピュータ制御し、効率的で安定
したエネルギー供給を目指すのが、“明
日の電力ネットワーク”といわれるスマート
グリッドだ。発電設備や送配電ネットワー
クおよび分散型電源と需要家の情報を
統合し、効率的に連携管理・運用する
電力供給ネットワークであり、ギガセルの
導入により、電力系統の短時間変動に
対する調整や非常時の電力供給が可
能となる。このような用途に向け、現在大
型ギガセルの開発を進めている。
　このほか、電気通信用施設やデータ
センター、医療施設などの各種バックアッ
プ電源、さらには外洋航海船向け二次
電池システム（「ギガセル」を活用する船
舶の補機用給電システム）など、「ギガ
セル」の適用範囲は広まる一方である。
※１：「ギガセル」は川崎重工の登録商標です。
※２：「ＳＷＩＭＯ」は川崎重工の登録商標です。
「ＳＷＩＭＯ」は、Ｓｍｏｏｔｈな乗降、Ｓｍｏｏｔｈな非電化区間
への直通運転を達成する（Ｗｌｎ）移動手段（ＭＯｖｅｒ）と
いうコンセプトから生まれた愛称です。

ス イ モ
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新 製 品 ・ 新 技 術

鉄道の電力消費量を
削減できる蓄電設備

困難とされてきた大型化を
革新的構造で克服

港湾の荷役機械での
高い省エネ効果を実証実験中

風力発電、太陽光発電の
有効利用に威力を発揮

スマートグリッドにも
「ギガセル」がひと役

フォークリフトや
路線バスなどの移動体にも

大幅な省エネを実現した
電池駆動路面電車

大容量・高速充放電などの特性を活かして用途拡大への実験など相次ぐ
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潜水艦「うんりゅう」を引き渡し「７８７ドリームライナー」増産対応の新工場が完成

第１９回「地球環境大賞」の大賞に輝く

トルクメニスタン最大の肥料製造設備を受注

大型汎用ロボット「ＭＸ７００Ｎ」を新発売

「アポロカッター工法シールド掘進機」を使用したトンネル掘削工事が完了

カワサキグリーンガスエンジンを用いた自家発電設備の運転を開始

「バケットホイールエキスカベータ（ＢＷＥ）」が「トミカ」シリーズに仲間入り

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

　川崎造船は神戸工場において、防衛省向
け潜水艦「うんりゅう」の引き渡し式を防衛省
関係者ほかの出席のもとに行なった。
　「うんりゅう」は、潜水艦「そうりゅう」型の２番
艦として川崎造船が建造した。本艦は、優れ
た水中運動性能と推進性能を持ち、船体には
高張力鋼を使用している。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捜索能
力の向上、ステルス性能の向上などが図られ
ているとともに、安全対策も十分に施されている。

　川崎重工は、航空機製品の組立・部品製造
拠点である名古屋第一工場（愛知県弥富市）
に、米・ボーイング社と共同開発中の新型旅客
機「７８７ドリームライナー」（以下、「７８７」）製品
の増産に対応するための新工場（南工場）を
完成させた。
　川崎重工は「７８７」の開発では、前部胴体、
主脚格納部、主翼固定後縁を担当している。
完成した南工場（建物延べ床面積：約４万ｍ２）
は、北工場（２００６年７月完成）と同じく、胴体を
一体成形（積層）するプリプレグ自動積層機や
胴体を一体加工（穴あけ・トリム）するトリム・ドリ
ル装置など各種の最新設備を導入し、複合部
材の加工から前部胴体の組み立てまでを一貫
生産できる製造ラインを構築している。北工場
では基本型機（７８７－８型機）の製造ラインを

立ち上げて順次、生産を行なっている。南工場
は、同機の今後の増産に対応するとともに、胴
体を延長させたファミリー機（７８７－９型機）の
設計開発が本格化してくることから、その生産

本格化にも備えたものである。
　「７８７」は２００９年１２月に初飛行に成功し、
現在、２０１０年中の型式証明の取得と顧客へ
の初納入に向けて飛行試験を重ねている。

　川崎重工は、産業の発展と地球環境との共
生を目指し、温暖化の防止や環境保全活動に
熱心に取り組む企業や団体を表彰する第１９回
「地球環境大賞」（主催・フジサンケイグループ）
の大賞を受賞した。
　川崎重工は、低炭素社会の実現に向け、「人
にやさしい・地球にやさしい」をコンセプトに大
型ニッケル水素電池「ギガセル」を自社開発し、
「ギガセル」搭載の次世代の低床式電池駆動

路面電車「ＳＷＩＭＯ」を開発した。「ＳＷＩＭＯ」
の走行実験では、ブレーキ時にモータを発電機
として使用することで発生する回生電力を「ギ
ガセル」に蓄え、加速時などに利用することで
使用電力量を平均で約３３％削減できることが
確認された。また、「ギガセル」を活用して開発
した「鉄道システム用地上蓄電設備」は、営業
路線での実証実験で使用電力量の約２０％削
減が確認できた。このほか「ギガセル」は、自然

エネルギーやスマートグリッドを含む幅広い分
野での活用が考えられ、地球の温暖化防止に
貢献できる。
　川崎重工のこうした取り組みが高く評価さ
れて今回の受賞となった。（本誌「新製品・新
技術」をご参照ください） 

　川崎重工グループのカワサキプラントシステ
ムズ（株）（以下、Ｋプラント）と双日（株）は、トル
クメニスタンの国営化学公社、トルクメンヒーミヤ
社（社名：ＳｔａｔｅＣｏｎｃｅｒｎ“Ｔｕｒｋｍｅｎｈｉｍｉｙａ”、
本社：アシカバード市）から、同国最大の肥料
製造設備を受注した。
　受注した設備は、アンモニア製造設備および
尿素製造設備と、発電・水処理・窒素製造など

の付帯設備で構成され、トルクメンヒーミヤ社が
トルクメニスタン東部のマリ市に建設を計画し
ている肥料工場向けに納入される。当設備は、
同国で産出する天然ガスを原料とし、１日当た
り１，２００ｔのアンモニアと同１，９２５ｔの尿素を製
造する。
　Ｋプラントは肥料製造設備全体のエンジニ
アリングおよび機器の供給を、双日はファイナン

スアレンジをはじめとする全体の取りまとめを担
当する。
　トルクメニスタンは、天然ガスや石油などの天
然資源が豊富で、ＧＤＰ成長率が約１０％の伸
びを示すなど中央アジアの中で高成長を続け
ている国である。

　川崎重工は、大型汎用ロボット「ＭＸ７００Ｎ」
を国内向けに新発売した。
　「ＭＸ７００Ｎ」は、最大可搬質量が７００ｋｇで、
川崎重工の大型汎用ロボット「Ｍシリーズ」の
中での最大機種である。特に、手首トルク（第５
軸）がこのクラス最大なので、ハンドの設計やワー
クの搬送姿勢の自由度が高くなり、大型重量
物のハンドリングがより容易になった。また、最
大可搬量を７００ｋｇとしたことで、一度に複数の
ワークの搬送や搬送用パレットごとハンドリング
することが可能になり、生産性が向上する。

　第３軸に新型リンク機構を採用し、カウンター
ウエイトのないコンパクトな腰回りを実現した。こ
のため干渉範囲や作業スペースが小さくて済み、
適用上使いやすくなった。また、基軸モータと同
じモータを使用することで手首トルクを５，４８８Ｎ・ｍ
と非常に大きくできた。
　この新機種をラインナップに加えたことで、
Ｍシリーズは床置型４機種（３５０～７００ｋｇ）、
棚置型１機種（４００ｋｇ）、パレタイズ型２機種
（４００， ５００ｋｇ）が揃い、種々の適用に応じて
最適な機種を選定できる。

　東京・渋谷で行なわれている「（１３号相直）
東横線渋谷～代官山間地下化工事（土木工
事第１工区）」（発注者：東京急行電鉄（株））で、
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」を使用したト
ンネル掘削工事（約５０８ｍ）が完了し、２月１日、
「シールド到達式」が開かれた。
　式典には工事発注者や施工会社、協力会
社などの関係者多数が参加。現地（シールド
掘進機が到達した立坑内）で関係者が挨拶
や除幕を行なってトンネルの貫通を祝った。
　「アポロカッター工法シールド掘進機」は、

両社がこの工事のために共同開発したもので、
１台でさまざまな断面形状のトンネルを掘れるの
が特長だ。地盤を掘り進むシールド掘進機前
面の回転式カッターヘッドが、回転（自転）しな
がら公転するという、前例のない特殊なカッター
機構を備えている。
　工事に使用した「アポロカッター工法シール
ド掘進機」は、鉄道の複線断面形状を一度に
掘り進められる２連矩形断面タイプである。

　川崎重工は神戸工場に建設した、「カワサ
キグリーンガスタービン」を用いた自家発電設
備「神戸パワーセンター」の運転を開始した。
　「神戸パワーセンター」は、「カワサキグリーン
ガスタービン」シリーズのうち、１２シリンダのＫＧ
－１２モデル（発電出力：５，０００ｋＷ）１基を使用。
当発電設備を導入し、自ら運用することで運用
ノウハウを蓄積し、設備導入からオペレーション
およびアフターサービスにわたる課題解決のた
めの提案力を強化し、ガスエンジン事業の積
極的な展開を目指す。
　「カワサキグリーンガスエンジン」は、世界最
高水準の発電効率４８．５％を実現するとともに

ＮＯｘ（窒素酸化物）排出量についても２００ｐｐｍ
以下（Ｏ２＝０％換算）の低排出量を誇る、経済
性・環境性に優れた画期的なガスエンジンであ
る。また、同出力クラスのガスエンジンと比べて
燃料費を５％以上削減可能であり、ＮＯｘ排出
量が低レベルのため全国ほぼ全域で脱硝装
置が不要である。さらに、軽量・コンパクト、電気
着火方式の採用で液体燃料が不要などの特
長がある。
　「神戸パワーセンター」は、試運転を経て商
用運転を行なう予定で、そのなかでガスエンジ
ン単機での発電効率をさらに向上させるため
の取り組みを実施する。

　カワサキプラントシステムズ（株）（Ｋプラント）
が設計・製作している「バケットホイールエキス
カベータ」が、（株）タカラトミーの人気商品「トミカ」
シリーズに仲間入りすることになった。
　「バケットホイールエキスカベータ」は、全長

約５０ｍ、全高が１５ｍを超える超大型の重機で、
山を切り開くような大量の土砂を掘削するとき
などに使われる。機体前部のバケットが多数付
いた回転ホイールが回転して連続的に土砂を
掘削し、機体外のベルトコンベヤで後方に運ぶ

仕組みになっている。
　タカラトミー社から２月２０日に発売され、全国
のおもちゃ屋の店頭で人気を呼んでいる。

トミカＮＯ．１４０  カワサキプラントシステムズ  バケットホイールエキスカベータ ©ＴＯＭＹ
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