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現場を訪ねて

カワサキ勢が「国際Ａ級」2クラスを
完全制覇
全日本モトクロス選手権シリーズ第3戦（中国大会）
（グリーンパーク弘楽園／広島県世羅町）で
“ライムグリーン”が圧倒的な強さを発揮

新製品・新技術

大胆なカラーデザインのＪＲ東日本「秋田新幹線用新型車両（Ｅ６系）」
の量産先行車１編成（７両）のうち４両を納入

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

利根川水系の「夏」を追う
“川面の里山”
に感じた、
微かな涼風。
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●表紙説明●

　泥を跳ね上げながら、起伏の激しいコースを激走する“ラ
イムグリーン”（カワサキのレースカラー）の「ＫＸ４５０Ｆ－ＳＲ」
（４５０ｃｃ）。ライダーは、川崎重工直属のレーシングチーム
（ＫＲＴ）ＭＸの新井宏彰選手－５月１５・１６日に広島県
世羅町のグリーンパーク弘楽園で開かれた、モトクロスの
国内トップレベルのレース、「全日本モトクロス選手権シリー
ズ」第３戦（中国大会）でのひとコマです。
　この大会でカワサキ勢は、国際Ａ級の「ＩＡ１」（４５０ｃｃ）、
同「ＩＡ２」（２５０ｃｃ）の決勝４ヒートを完全制覇。シリーズ
ランキングでも「ＩＡ２」の勝谷武史選手が１位、「ＩＡ１」の
新井宏彰選手が６位と今年も快進撃を続けています。（詳
しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）

イラストぎじゅつ入門－◯

最新鋭の旅客機用
ターボファンエンジン
「Ｔｒｅｎｔ１０００」のしくみ

79

新開発の大型ＬＮＧ運搬船の
建造進む

最

前
線カメラル

ポ

　川崎造船・坂出工場の第３ドックで、新開発のＬＮＧ
（液化天然ガス）運搬船の建造が進んでいる。
　１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船（以下、「１７７型ＬＮＧ
船」）で、積載容量は１７万５，０００ｍ3※。船主の東京
エルエヌジータンカー（株）（東京ガス（株）の１００％
子会社）および日本郵船（株）から提供されたＬＮＧ
輸送に関するノウハウをベースに、川崎造船が新
たに開発した極めて大型のＬＮＧ運搬船である。
　川崎造船のこれまでの標準船型である１４万
７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船（積載容量：１４万５，０００ｍ3）
の、世界の主要なＬＮＧ基地に入港できる汎用性や

優れた推進能力などの特長をそのまま生かし、ＬＮＧ
を積載する球形のタンク容量を増やして輸送能力
を高めた。また、主機関に初めて導入する新開発
の「川崎アドバンストリヒートタービンプラント（川
崎ＵＲＡ型タービンプラント）」により、燃料消費率
が従来の蒸気タービンプラントに比べて約１５％も
向上した。
　貨物タンク（モス型球形タンク）は４基搭載され
るが、３つ目のタンクを搭載する日に建造現場をカ
メラで追った。
※非常に大まかにいって、人口２０～２５万都市の一般家庭消費量のほぼ１年分に
　相当。

川崎造船が新開発した「 １７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船」へ球形タンクを搭載

「１７万７，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船」の完成予想イラスト。

かつ　や
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２基の８００ｔ門型クレーンに吊
られて、重さ約１，１００ｔの球形タ
ンクが空中をゆっくりと移動し
てきた。甲板の大きな穴（手前）
がその“受け皿”だ。
“受け皿”にゆっくりと降ろさ
れていく球形タンク。
“受け皿”の底の中心で　を
見上げるとこうなる。
順調に降下する球形タンク。
“受け皿”の底部が少し見える。
“着地”間近の球形タンク。
球形タンクは、誤差の許容範
囲がミリ単位という厳しい条件
をクリアして計画通りに“着地”
した。

“着地”した球形タンクからワイヤロープを外す。
さまざまな作業の確実な履行が川崎造船だけ
の一体搭載法を支えている。

全長３００ｍ、型幅５２ｍという巨大な船体は写
真のフレームに収まりきらない。作業する人間
がこの通り小さく見える。

　川崎造船・坂出工場（香川県坂出市）
で、新造船の大型建造ドックとして使わ
れている第３ドック。ここで建造中の「１７７
型ＬＮＧ船」は、全長３００ｍ、型幅５２ｍと
いう巨大なサイズだ。
　「本船は船主殿の要望で、当社の標準

船型（１２隻の建造実績）の１４万７，０００ｍ３

型ＬＮＧ運搬船よりも貨物容量を約２０％
増量しました。しかし、既存のＬＮＧ基地は、
従来の標準サイズである１２万５，０００ｍ３

～１４万５，０００ｍ３のＬＮＧ船の受け入れ
を想定して建設されており、むやみに大
型化すると、既存のＬＮＧ基地を利用で
きなくなる怖れがあります。そこで、既存
基地の状況を綿密に調べ、できるだけ

多くのＬＮＧ基地が利用できるサイズとし
て全長を３００ｍ、計画喫水（水面から船
底までの深さ）を１１．５ｍとしました。当社
の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機装設
計グループ長の鹿野健司参与）
　また、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仏・
モントアール港に入港可能な数値になっ
ている。
　ちなみに、これまでの標準船型の１４万
７，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船の全長は２８９．５ｍ
なので、全長はプラス１０．５ｍ、また、型幅
は４９ｍに対して５２ｍと、いずれも少し増
えた程度である。
　それにしても全長３００ｍ、型幅５２ｍで
ある。ドックのそばで船体を一望すると、
その巨大さに唖然とさせられる。

　工事用エスカレータで、その甲板に昇る。
　すでにブリッジ側に２基のモス型球形
タンク（以下、球形タンク）が搭載済みで、
その隣に３つ目のタンクを受け入れる巨
大な“受け皿”が構築されている。球形
タンクは、従来の標準型の直径４１．４２ｍ
に対して４４．０５ｍとやや大きくなり、４基と
も同一直径（同一容量）である。
　「４基とも同一容量のタンクにすることで、
貨物装置がシンプルになり、また、メンテ
ナンスやオペレーションが容易になるといっ
たメリットがあります」（鹿野健司参与）
　球形タンクは、１５０枚近いパネル（厚
さ約３０ｍｍのアルミ合金製厚板）を組
み合わせ、特殊な自動溶接で球形にし
たものだ。素材のアルミは低温に強く、球
体にすると収縮圧力が均等にかかり、

力学的に安定する。いずれも、約－１６０℃
という極低温のＬＮＧを運ぶＬＮＧタンク
に必要な高い信頼性と安全性に対応
する要素だ。
　タンクは完全な球形ほど強固になるが、
そのためにはアルミ合金製パネルの一
枚一枚を設計図通りの曲面に仕上げな
ければならない。パネルの微妙な仕上げ
作業は、プレス機と人間の手の技との合
作で行なわれる。川崎造船が豊富な経
験で培ったこれらの高度な加工技術が
あってこそ、球形タンクの製作が可能な
のである。
　球形タンクは、坂出工場内の専用工
場でふたつ（地球に見立てて“北半球”、
“南半球”という）に分けて製作する。そ
して、船体への搭載は、以前はまず“南
半球”を搭載し、その上に“北半球”を
かぶせて合体させる方法だった。しかし、
川崎造船では２００３年から、専用工場
で“南半球”と“北半球”を合体させ、
球体に完成させたものをそのまま運んで
据え付ける方法（一体搭載法）で行なっ
ている。
　現在、国内の造船所で、一体搭載法
を全面的に行っているのは川崎造船だ
けである。

　そのために設置した国内最大級の
８００ｔ門型クレーン２基が、３つ目の球形
タンク（重量約１，１００ｔ）を吊り揚げる。ゆっ
くりと空中を移動していく球形タンク。
　甲板上の係員がクレーンのオペレーター
と通信装置で頻繁にやり取りしながら指
示を出し、球形タンクは巨大な“受け皿”
に向かって着実に進む。そして、その真
上に達すると慎重に位置の微調整が行

なわれ、球形タンクはゆっくりと降ろされて
いく。
　直径約４４ｍの巨大な球形タンクが目
の前を降下していく。その迫力は圧倒
的だ。
　そして、“着地”。その誤差の許容範
囲はミリ単位という厳しさ。
　「球形タンクを工場内で合体、完成さ
せられるので、品質が非常に向上しまし
た。また、高度な加工技術で“受け皿”
の加工・据え付けも１～２ｍｍという厳し
い精度をクリア。こうしたそれぞれの高
い精度と品質が、球体のまま船体に搭
載する、一体搭載法を可能にしたといえ
ます」（川崎造船・坂出工場工作部外
業課船殻係の谷口尚係長）

　“受け皿”に着地した球形タンクは、“赤
道部”がタンクスカートで支持され、タンク
スカートの下端は船体に直接溶接で固
定される。また、北半球に鋼製のタンクカ
バーを設置。そして、溶接などの火気工

事を済ませた後、タンクの防熱工事を行
なう。
　防熱工事は、川崎造船が独自に開発
した川崎パネル方式という断熱パネルで
タンクの外側全面を覆う。この断熱パネ
ルは、フェノールフォームとポリウレタンフォー
ムを用いた二重構造になっており、さらに
外側にアルミニウムの薄い膜が張り付け
てある。極めて高い断熱効果があり、ボ
イルオフレート（自然気化率）は１日当たり
積み荷の０．１％と非常に低い。

■ＬＮＧ（液化天然ガス）って？
　天然ガスは、主成分がメタンで不純物をほと
んど含んでいない。そのため、燃やしてもＳＯｘ
（硫黄酸化物）の発生量はゼロで、ＮＯｘ（窒素
酸化物）、ＣＯ２（二酸化炭素）も石油、石炭に
比べると極端に少ない。地球にやさしいクリー
ンなエネルギー源として世界中で需要が増大
している。
　天然ガスに圧力をかけながら約－１６０℃まで
冷却して液化したものがＬＮＧ（液化天然ガス）
だ。液化すると体積がガスの約６００分の１に
なるので、船での輸送や貯蔵が容易になる。
ＬＮＧを輸送する専用船が、ここに紹介した
ＬＮＧ運搬船である。 

視野を圧倒する大きさ―
全長３００ｍ、型幅５２ｍ

空中を移動する
重量約１，１００ｔの球形タンク

タンクの外側全面を
自社開発の断熱パネルで覆う

川崎造船が行なっている
球体での一体搭載法
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（左）新開発の川崎アドバンストリヒートタービンプラント（川崎ＵＲＡ型
タービンプラント）の搭載で、燃料消費率が飛躍的に向上する。

（上）船内のエンジンルームに設置された川崎ＵＲＡ型タービンプラント。

川崎造船が開発したプロペラの効率を向上させるコントラフィ
ン付きセミダクトやフィン付きラダーバルブなども採用されている。

ドックサイドで組み立てられたブリッジ（下５階分）。 クレーンで甲板に吊り上げられる。 甲板に据え付けられた。 ドックサイドで据え付けを待つブリッジの上５階分。

　３基目の球形タンクの搭載後、クレーン
でブリッジを吊り揚げ、船尾側に据え付
けられた。１０階建てのビルに相当する
高さがあるブリッジの下５階分だ。ブリッ
ジはドックサイドで５階相当分ずつ組み
立てられている。
　ブリッジに限らず、ドックサイドでは、船
体ブロックの大型化が行なわれる。大組
立工場で組み立てた船体ブロックをいく
つか組み合わせてさらに大きなブロック
にするのである。
　「１７７型ＬＮＧ船」の場合、大組立工
場で製作されるブロックはおよそ３００。そ
れをドックサイドで９５ほどに大ブロック化
する。大ブロックといっても、仕上げ精度
１～２ｍｍをクリアした精密加工品だ。ドッ
クサイドでのこうした大ブロック化により、
建造期間（ドックでの建造作業）はおよ
そ３か月という短さだ。
　「『１７７型ＬＮＧ船』は開発１号船な
ので通常よりやや時間がかかっています
が、同型２号船からはもっと短縮できると
思います」（谷口尚係長）

　ブリッジのさらに船尾側の甲板が大き
な矩形に切り取られており、見下ろすとカ
バーのかかったさまざまな機器装置がびっ
しりと並んでいる。エンジンルームだ。
　従来より貨物容量が約２０％増えたに
もかかわらず、船型の工夫で世界の多く
の既存ＬＮＧ基地に入港できるという特
長に加えて、「１７７型ＬＮＧ船」のもうひと

つの大きな特長が、燃料消費率の飛躍
的な向上である。
　主機関に新開発の川崎アドバンスト
リヒートタービンプラント（川崎ＵＲＡ型ター
ビンプラント）を搭載したからだ。「川崎
ＵＲＡ型タービンプラント」の搭載は、本
船が初めてである。
　ＬＮＧ運搬船の推進プラントは、貨物
タンクからのボイルオフガスの取り扱いが
容易、信頼性が高いなどの理由で、これ
までほとんどが蒸気タービンプラントを採
用してきた。しかし、従来の蒸気タービン
プラントは効率が低いことから、最近、二
元燃料ディーゼルエンジン搭載の電気
推進システムなど新しい方式が登場し

てきた。しかし、まだ技術的な評価が定まっ
ていないことなどもあり、船主からは蒸気
タービンプラントの効率向上を望む声が
依然として強くある。
　そこで川崎造船では、過去にＶＬＣＣ
（２０万ｔ級の大型タンカー）などで多くの
実績がある再熱（リヒート）タービンプラン
ト「川崎ＵＲ型タービンプラント」をベースに、
最新の材料、制御技術、電子・パワーエ
レクトロニクスおよび解析技術などを駆
使して、新たに効率も信頼性も高い再
熱タービンプラント「川崎ＵＲＡ型タービン
プラント」を開発。その第１号プラントが、
この「１７７型ＬＮＧ船」に導入されたの
である。

　ＬＮＧ運搬船では、貨物タンク内で自
然気化したボイルオフガスをボイラで燃
やして（必要に応じて燃料油を燃やすこ
とも可能）蒸気をつくり、その蒸気でター
ビンを回して推進エネルギーとしている。
　従来型の蒸気タービンプラントでは、ボ
イラから送られた蒸気は、まず、高圧ター
ビンを回し、高圧タービンを回し終えた蒸
気がそのまま低圧タービンに送られ、低
圧タービンを回すという流れになっている。
　これに対してリヒートタービンプラントは、
　「高圧タービンを回し終えた蒸気をいっ

たんボイラに戻し、排
ガスエネルギーを利用
して再加熱してから
中圧タービンに送る点

が異なります。中圧タービンを回し終えた
蒸気は、そのまま低圧タービンに送って
低圧タービンを回転させます。これに加
えて蒸気の高温高圧化やタービン、ノズル、
ブレードの改良などを行なうことにより、燃
料消費率が約１５％も向上しました。
　リヒートタービンプラントは配管量が増
える分、加工数が増え、限られたスペー
スのエンジンルームでの設置工事も容易
でありません。しかし、当社には設計を形
にする加工技術、それを配置・施工する
工事技術があります。これらの高度な技
術と船舶の設計が“クルマの両輪”となっ
て、ＬＮＧ運搬船の建造を支えているの
です」（鹿野健司参与）
　「１７７型ＬＮＧ船」は、リヒートタービン
プラントの導入に加え、船体形状（船首部・
船尾部）の最適化、川崎造船が開発し
たプロペラの効率向上にかかわるコント

ラフィン付きセミダクトやフィン付きラダー
バルブなどの省エネルギー付加物の採用、
さらには、プロペラの低回転化による推
進性能の改善なども図られた。その結果、
「１７７型ＬＮＧ船」の総合エネルギー効
率（単位貨物当たりの燃料消費量）は、
約２０％の向上という驚異的な数値になっ
たのである。

●
　「１７７型ＬＮＧ船」は、５階分とはいえ
ブリッジも据え付けられて一層船らしい
形を整えてきた。
　この後、６月下旬に進水し、ほぼ今年
末までかけて艤装工事が行なわれる。さ
らに、年末から３か月ほどかけて川崎造
船による調整や試験、それに海上での試
験運転などが計画されており、２０１１年に
船主に引き渡される予定になっている。
■取材は６月７日に行ないました。

開発１号船でも
ドックでの建造期間は約３か月

総合エネルギー効率は
約２０％も大幅に向上

新開発の
“リヒートタービンプラント”を初搭載
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