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「ＣＫＫ」）である。
　「ＣＫＫ」は、ごみや下水汚泥をガス化し、セメ
ント生産過程の熱エネルギーとして有効利用
する。そのため、その熱源として燃やしている
石炭など化石燃料の使用量を減らせて、ＣＯ2
の排出量も削減できる。さらに、ごみ・下水汚泥
をガス化した後の灰などは、セメントの原料と

して再利用できるなど一石何鳥ものメリットが
あり、完全なゼロエミッションが実現できる世
界初の画期的なシステムだ。
　「ＣＫＫ」は、中国で１号機（安徽省）に続き、先
ごろ、２号機（貴州省）が運転を始めた。現地に
行ってみた。

配慮型ごみガス化システム）が運転

銅陵海螺水泥有限公司（中国・安徽省銅陵市）の
セメントプラントに併設された「ＣＫＫ」１号機。
2010年４月の運転開始以来、順調な運転でごみ
と下水汚泥を処理している。
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　中国で、これまでにない新しいごみ処理シス
テムが２機、運転中である。
　川崎重工が、中国最大手で世界有数のセメ
ントメーカー、安徽海螺水泥股份有限公司を傘
下に持つ海螺グループ（ＣＯＮＣＨグループ）と
共同開発した、環境配慮型ごみガス化システム
「ＣＫＫ」（ＣＯＮＣＨ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｋｉｌｎ）（以下、

中国で、
「ＣＫＫ」（環境

現場を訪ねて

スーパーコンピュータ  　　　　　　　    カワサキガスタービン・コージェネレーションシステム

「京」を支える発電設備
独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構
（神戸市中央区）
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川に見る・日本の四季⑬

中国地方の川の「春」を追う
吉備路の春は、
“桃源郷”の趣。

●表紙説明●
　フロントフェイスが精悍な印象を与える、カワサキモー
ターサイクル「Ｚ800」です。「Ｚ」シリーズは、1972年発売
の「Ｚ１」が世界に衝撃を与えて以来、常にモーターサイ
クルの常識を破るモデルを次々に開発し、多くのファンと
ともに時代の先端を走ってきました。「Ｚ800」は「Ｚ」シリー
ズ40年目の最新モデルです。
　カワサキモーターサイクル「Ｚ」シリーズ40年の軌跡に
ついては、「Ｃｌｏｓｅ－ｕｐ」（14～15ページ）をご覧ください。

中国で、「ＣＫＫ」（環境配慮型
ごみガス化システム）が運転

Ｃｌｏｓｅ－ｕｐ

時代の先端を走ってきた
カワサキモーターサイクル「Ｚ」シリーズ、
40年の軌跡

イラストぎじゅつ入門－◯

ごみの持つ熱エネルギーなどを
セメント生産に有効利用できる
「ＣＫＫ」（ＣＯＮＣＨ  Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｋｉｌｎ）」
システムの構造
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「ＣＫＫ」から隣接するセメ
ントプラントに向かうダク
ト。このダクトを通って、ご
みの熱分解で生成した
可燃性ガスとチャー（微
細な炭）をセメントプラン
トに供給している。

❼残渣選別設備でごみに含ま
　れていた金属類（鉄やアルミ
　など）と不燃物を分離し、取り
　除く。
❽回収された金属類。ごみを
　低温度域でガス化させるの
　で熱による劣化が少なく、
　有効利用しやすい。
❾回収された不燃物。粉砕処
　理してセメントの原料として
　有効利用する。

「ＣＫＫ」１号機につ
いて語る、安徽海螺
川崎工程有限公司
（ＡＣＫ）設計本部の
楊長青・部長助理
（左）と吉川充副部
長（中）。右はＡＣＫの
通訳、陳婕さん。

すべてが有効利用され、
二次廃棄物の発生がゼロ

ごみの一部分だけを燃やして
ゆるやかに熱分解

ゼロエミッション・システム■

　流動床で沸き立ち、ごみをガス化する
一助となった砂は、炉の下端から金属
類や不燃物と一緒に定期的に抜き出
し、それらを分離した後、循環利用して
いる。
　金属類や不燃物は、残渣選別設備
で分離する。ごみを低酸素域・低温度
域でガス化させるので、鉄やアルミなど
の金属類は酸化しない状態で回収で

き、より有効利用しやすい。
　不燃物は、粉砕処理してからセメント
の原料として有効利用する。また、灰も
セメントの原料として利用できるので、灰
処理設備が不要で、埋め立て処分の
必要もなくなる。
　このように、「ＣＫＫ」では、持ち込まれ
たごみや下水汚泥が持つ熱エネルギー
だけではなく、すべてが有効利用されて
灰など二次廃棄物がまったく発生しな
い。つまり、ゼロエミッション・システムなの
である。
　また、これらの有効利用によるセメント
の品質への影響はまったくない。
■「ＣＫＫ」のシステムフローなどは、本
　誌「イラストぎじゅつ入門（89）」（6～7
　ページ）で詳しく紹介していますので
　ご参照ください。

　ごみバンカに投入されたごみ（タンス
やソファー、机などの粗大ごみは破砕処
理してからごみバンカに投入）は、ごみク
レーンで投入ホッパからガス化炉に投入
される。
　このガス化炉は、流動床タイプ。炉の
下部から吹き込む空気により砂が沸き立
つように流動している部分を流動層と呼
ぶ。空気を吹き込むといっても、ごみの一
部分だけを燃やすのに必要な少ない量
である。そこに投入したごみを砂と混ぜ、
500～600℃の低温度域でゆるやかに
熱分解し、ごみから可燃性の熱分解ガ
スとチャー（微細な炭）をつくる。
　熱分解ガスとチャー（微細な炭）は、
隣接する日産5,000ｔのセメントプラントの
仮焼炉にダクトで送られる。
　「仮焼炉は、セメントの原料の石灰石
を部分的に焼成する炉で、石炭などの
化石燃料を燃やしています。この炉で、
『ＣＫＫ』から送られてきた熱分解ガスと
チャーを燃やすことで、化石燃料の使用
量を減らすことができ、それだけＣＯ2の
排出量を削減できます。」（ＡＣＫ設計本

部の吉川充副部長）
　熱分解ガスは、仮焼炉内で900℃の
高温で完全燃焼する。そのため、ダイオ
キシン類など有害物質の排出量は極め
て少なく、日本やヨーロッパの基準値の
10分の１以下となっている。
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❶「ＣＫＫ」のプラントに到着した
　ごみ収集トラックは、まず、ごみ
　計量装置に乗り、運んできたご
　みの重量を計量する。
❷その後、プラットホームでごみを
　ごみバンカに投入する。
❸将来の２号機の増設に備えて、
　ごみバンカは容量が非常に大
　きい。
❹下水汚泥（水っぽい粘土状）は
　ここから投入される。

❺ガス化炉への空気の供給
　装置。ごみの部分燃焼
　に必要な少量の空気を
　供給する。
❻世界最大級（１日のごみ
　処理量300ｔ）のガス化
　炉の下部。ここで、ごみ
　は砂と沸き立つように流
　動しながら部分燃焼で
　ガス化される。

１号機は日産5,000ｔの
セメント生産ラインに併設

ガス化炉（１日のごみ処理量300ｔ）
は世界最大級

■セメントの品質に影響のない

　上海から北京上海高速鉄道でおよそ
２時間、南京南駅（江蘇省南京市）に着
く。そこから車で約１時間半。蕪湖市（安
徽省）は2000年の歴史を有する中心部
人口約70万人の街だ。安徽省の南東
部、長江のすぐ南側に位置している。
　ここに海螺グループ（ＣＯＮＣＨグルー
プ）の本社がある。川崎重工の合弁
パートナーであるＣＯＮＣＨグループは、
セメントや建材、貿易などの事業を展開
している企業集団だ。中でもグループの
中核である安徽海螺水泥股份有限公
司は、中国最大手のセメントメーカーで
ある。
　「ＣＫＫ」の１号機は、安徽省銅陵市
にある安徽海螺水泥股份有限公司の
傘下の、銅陵海螺水泥有限公司（以
下、銅陵海螺）のセメントプラントに併設
された。銅陵市は、蕪湖市から車で南
へおよそ２時間。その名のとおり、古くか
ら銅の採掘、精錬で栄えた街だという。
　銅陵海螺には、セメントの生産能力
１日5,000ｔのラインが２ライン、同１万ｔの
ラインが２ライン設けられている。設計上

の合計日産能力は３万ｔ（日産実量３万
1,000ｔ）で、工場単位では世界最大の
セメントプラントとされている。
　「ＣＫＫ」は、日産5,000ｔラインの一方
に併設されている。

　銅陵海螺のセメントプラントに着くと、
折しもごみ収集トラックが「ＣＫＫ」のプラ
ントに到着した。
　ごみ収集トラックは、計量装置を経て
プラットホームでごみバンカにごみを投入
した。ここまでのごみの動きは、通常のご
み焼却プラントと同じである。
　ところで、この「ＣＫＫ」の１日のごみ処
理量は300ｔ。ごみのガス化炉としては世
界最大級だ。そして、現在、１日に運び
込まれるごみの量は約290ｔとか。
　「『ＣＫＫ』が運転を開始した2010年
４月当初は１日に約230ｔでしたが次第に
増えて、現在、中心部人口約30万人の
銅陵市で発生する一般家庭ごみ（一部
は建築廃材などが混入）のほぼ全量を
処理しています。それまではすべて埋め
立て処理で、衛生・環境面で問題があり

ましたが、『ＣＫＫ』の運転後はそうした
問題が解消されました。昨年からは下
水汚泥も処理しています」
　と、「ＣＫＫ」のプラントを川崎重工と
共同開発した安徽海螺川崎工程有限
公司（ＡＣＫ）（川崎重工とＣＯＮＣＨグ
ループの合弁会社、蕪湖市）設計本部
の楊長青・部長助理は話す。楊長青・
部長助理は、「ＣＫＫ」の実証プラントで
あるこの１号機の開発・建設に当初から
関わったという。
　「技術面はすべてカワサキがサポート
してくれましたが、こうしたプラントの建設
は中国では初めてなので、苦労しまし
た。カワサキとＡＣＫなど関係４社で何度
も検討会議を開き、問題をひとつずつ解
消していきました」（楊長青・部長助理）
　この「ＣＫＫ」１号機は、川崎重工の設
計を元に製作されており、ガス化炉も
含めて資機材のほぼ100％が中国製
だ。ちなみにガス化炉は、川崎重工と
ＣＯＮＣＨグループとの合弁企業である
安徽海螺川崎節能設備製造有限公司
（ＣＫＭ、蕪湖市）が製作した。
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左：ＣＯＮＣＨグループの本社ビル（安徽省蕪湖市）。中：同ビル内、ＡＣＫのオフィス。右：「ＣＫＫ」１号機を訪れた見学者を慰労する“カフェバー”。

すべてが有効利用され、
二次廃棄物の発生がゼロ

ごみの一部分だけを燃やして
ゆるやかに熱分解

の内外から引き合いなど多数■

初期費用を従来の３分の１～
４分の１に抑制可能

東南アジア各国で引き合い多数、
日本でも関心高まる

　連日のように多くの見学者が訪れると
いう銅陵海螺の「ＣＫＫ」１号機。見学
者の反応はどんなものだろうか。ＡＣＫの
楊長青・部長助理は、
　「評価は非常に高いです。具体的な
評価点は、プラント周辺に臭気がないこ
と、ダイオキシン類がほぼ完全に処理さ
れてほとんど排出されないこと、灰・不燃
物がセメントの原料に有効利用されるこ
と、回収した金属類もリサイクルできるこ
となどです。また、ごみ処理費用を地方
自治体から得られるメリットを指摘する声
もあります」
　と話す。
　費用といえば、従来の一般廃棄物焼
却処理施設は建設コストが高いうえ、灰
処理設備などが必要だ。これに対して
「ＣＫＫ」は、大まかにいえば、既存のセメ
ントプラントにガス化炉を併設するだけで
よく、新規に焼却処理施設を建設する
場合に比べて初期費用は３分の１から
４分の１に抑えることが可能である。

　「個人的な意見ですが、わが国の環
境意識の高まりに連れて、『ＣＫＫ』は必
ず発展していくと思っています」（楊長青・
部長助理）

　東南アジアなどでも経済発展に伴っ
てセメント需要が拡大し、また、都市部へ
の人口集中などによるごみ処理施設お
よび下水処理施設の整備が大きな課題
となっている。
　「ヴェトナムのハノイ市では１日に4,000
ｔもの一般廃棄物を埋め立て処理して
いるという現実があり、処理場が不足し
て困っているようです。そうしたことから
『ＣＫＫ』に関心が高く、ハノイ市の環境
部門の関係者と話しが進んでいます。イ
ンドネシアやタイのセメントメーカーなどか
らも問い合わせや引き合いがきていま
す。また、『ＣＫＫ』の販促活動はヨーロッ
パなどでも活発に行なっています。
　日本でも、あるセメントメーカーが興味
を示しており、需要があると確信してい
ます。セメントプラントが立地している自
治体という条件はつきますが、既存のご
み焼却処理施設が老朽化して建て替
え時期を迎えた場合など、『ＣＫＫ』のメ
リットを検討していただければ、需要は
少なからずあるものと思います」（ＡＣＫ
の 茂樹・総経理）

●
　既存のセメントプラントに併設するだ
けで、ごみ焼却処理施設のゼロエミッ
ションを実現̶川崎重工ならではの
ユニークなアイデアによる、環境配慮型
ごみガス化システム「ＣＫＫ」が本格的に
動き始めた。

ント建屋内に“カフェバー”を整備したほ
どである。
　ここで、楊長青・部長助理に敢えて聞
いてみた。「ＣＫＫ」へのごみ搬送となっ
て混乱はなかったのだろうか。
　「それまでごみは全量埋め立て処理
で、住民のごみは、個別のごみ箱→ごみ
ステーション（粗大ごみを分別）→専用ト
ラックで埋立地へという流れができてい
ました。『ＣＫＫ』への搬送といっても、専
用トラックの行き先が埋立地から『ＣＫＫ』
のプラントに変わっただけですので、住
民などに混乱はありませんでした」
　なお、銅陵海螺の「ＣＫＫ」では、銅
陵市だけではなく周辺自治体からもご
みを収集することになっている。そのた
め、ごみ収集量の増大を見越し、１号機
の隣にもう１基増設できるスペースを確
保している。将来、増設した「ＣＫＫ」で
つくる熱分解ガスとチャーは、もう一方の
日産5,000ｔラインに送られることになって
いる。
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中国・貴州省貴定県に
建設された「ＣＫＫ」２号
機（１日のごみ処理量
200ｔ）。隣接するセメント
プラントへ、ごみから生ま
れた可燃性ガスを供給す
るダクトが伸びている。

「ガス化炉とセメントプラ
ントの高度な技術を持
つ川崎重工ならではの
アイデア」と語るＡＣＫ
の 茂樹・総経理。

左：「ＣＫＫ」２号機のプラン
ト建屋。

右：建設工事中の「ＣＫＫ」
２号機。「プランニングか
ら工事まで、１号機（銅
陵海螺）の経験を十分
に生かして取り組み、よ
りスムーズに進めること
ができました」（ＡＣＫの
楊長青・部長助理）。

１号機は日産5,000ｔの
セメント生産ラインに併設

ガス化炉（１日のごみ処理量300ｔ）
は世界最大級

■貴州省で2号機が運転開始、国
２号機（１日のごみ処理量200ｔ）
は貴州省貴定県に

川崎重工はガス化炉と
セメントプラントに高度な技術

　中国では、「ＣＫＫ」の２号機が、すで
に運転を始めている。場所は、貴州省の
行政区画のひとつの貴定県（中心部人
口約8万人）。上海から直線距離でも
1,500ｋｍ以上はあろうかという地方自治
体である。
　ここにある貴定海螺盤江水泥有限
公司のセメントプラント（日産5,000ｔの生
産ラインが２ライン）に併設された。１日の
ごみ処理能力は200ｔ。
　「銅陵の１号機の経験が生き、貴州
での２号機の建設はよりスムーズに進め
られました。ただ、場所が場所だけに、こ

こ（蕪湖市）からの出張は容易でありま
せん」（ＡＣＫの楊長青・部長助理）

　「『ＣＫＫ』は、川崎重工のアイデアを
もとに、ＣＯＮＣＨグループと共同開発で
実証プラント（銅陵海螺向け１号機）を
開発・建設しました」（ＡＣＫの 茂樹・
総経理）
　ごみをガス化してセメントプラントに熱
エネルギー源として供給し、また、灰や不
燃物をセメントの原料として有効利用
し、ゼロエミッションを実現させるというア
イデアは、ガス化炉とセメントプラントの両

分野の高度な技術を持つ、川崎重工だ
からこそ生まれたユニークな発想といえ
よう。
　ＣＯＮＣＨグループとの共同開発となっ
たのは、セメントプラントの排熱を有効利
用して発電する排熱発電などの合弁事
業を展開してきた経緯と実績があった
からだ。また、中国では急速な経済発展
に伴い、環境汚染やごみ処理の問題が
緊急の課題となっている。中国政府は
国策として“衛生的なごみ処理システ
ム”を最優先で確立しようとしているとい
う背景がある。こうしたことから、
　「『ＣＫＫ』への関心は非常に高く、中
国では現在、天津市など各地から10件
以上の引き合いがきています。環境汚
染やごみ処理の問題が中国社会に理
解され、広く浸透していけば、大きな需
要が期待できます」（ＡＣＫの 茂樹・総
経理）
　「ＣＫＫ」への関心の高さは、見学者
の多さにも表れている。銅陵海螺では、
連日のように訪れる自治体関係者などの
見学者を慰労するため、「ＣＫＫ」のプラ

おおち

おおち
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●不燃物
セメントの原料として利用できるため、灰処
理設備が不要となり、埋め立て処分も不要
になる。

●砂循環設備
ガス化炉から金属や不
燃物を砂と一緒に抜き出
し、それらを分離した砂だ
けを循環利用している。

●ロータリーキルン（回転する焼成窯）
予熱装置で加熱された原料を供給し、出口側
に設けた燃焼装置（キルンバーナ）で1,400℃
以上の高温に加熱し、原料を焼成するとクリン
カと呼ばれるセメントの原料ができあがる。

●仮焼炉
燃焼装置（仮焼炉バーナ）にて石炭などの化石燃
料を燃やすことで、セメントの原料の石灰石を部分
的に焼成する炉。この炉で「ガス化炉でごみを熱
分解して発生させた可燃性ガスとチャー（微細な
炭）」を化石燃料の代わりに燃やすことで。石灰石
の焼成に使用する燃料を減らすことができる。

●予熱装置（サスペンションプレヒータ）
パウダー状の原料を、最上段のサイクロンから下
段に移動させながら、仮焼炉からの排熱を利用し
て900℃程度に加熱する。廃棄物に由来する有
害な酸性ガスはアルカリ性の原料に中和される。

●エア・クエンチング・クーラ
高温のクリンカに冷風を送り急冷する。この
後、クリンカに石膏を加え、セメント粉砕機で微
粉にするとセメント（一般的なポルトランドセメン
ト）が完成する。

熱分解ガス＋
未燃チャー 排ガス処理設備

●残渣選別設備
ごみに含まれていた金属類、
不燃物を分離・除去する。

●燃料

バルクセメント車

ガス
原料

セメントの中間製品「クリンカ」

袋詰セメント

●投入原料

砂

砂

砂

ガ
ス
ガ
ス

　

原
料

　

原
料

ガ
ス

　

原
料

振動 網

セメントプラント

銅陵海螺水泥有限公司（中国・安徽省銅陵市）のセメントプラントに併設された「ＣＫＫ」の一号機。
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●ガス化炉
※１日の処理能力300ｔは世界最大級。
※流動床タイプのガス化炉。
このガス化炉は、流動床にごみの一部分だけを
燃やすために必要な少量の空気を送り込み、砂
を沸き立つように流動させる。そこに投入したごみ
を500～600℃の低温度で熱分解することによ
り、ごみから可燃性ガスとチャー（微細な炭）をつく
る仕組みになっている。
※熱分解ガスは、セメントキルンにおいて900℃の高
温で長時間完全燃焼するため、ダイオキシン類など
有害物質の排出量が極めて少ない（ダイオキシン
類の排出濃度は日本やヨーロッパ基準値の10分
の１以下）。

●選別後の金属類
ごみを低温度域でガス化させるため、含
まれている鉄やアルミなどの金属類が、
熱による劣化が少ない状態で回収可能
なので有効利用しやすい。

●選別後の不燃物
粉砕処理し、セメント原料
として有効利用する。

●プラットホーム

●ごみ
　家庭ごみなどの一般廃棄物。

●下水汚泥
下水処理場で下
水汚泥を濃縮・脱
水した、水っぽい
粘土状のもの。

●計量装置

●空気 ガ
ス

　

原
料

磁石

　本誌「最前線カメラルポ」（１～５ページ）で
現地取材を含めて紹介しているように、「ＣＫＫ」
は川崎重工が、中国最大手で世界有数のセメ
ントメーカー、安徽海螺水泥股份有限公司を傘
下に持つ海螺グループ（ＣＯＮＣＨグループ）と
共同開発した、ユニークな環境配慮型ごみ処理
プラントである。
　ごみや下水汚泥をガス化し、セメントプラント
の燃料として有効利用するという斬新な発想
による新システムだ。

イラストぎじゅつ入門̶89

中国の海螺グループ
（ＣＯＮＣＨグループ）と
共同開発

　ガス化炉でごみや汚泥を熱することで発生
する可燃性の熱分解ガスを、セメントの生産過
程の仮焼炉の燃料として供給する。現在、セメ
ント生産の熱源には石炭などの化石燃料を燃
やしているが、廃棄物の熱分解ガスの有効利用
により化石燃料の使用量を減らせて、ＣＯ2の排
出量も削減できる。ごみや汚泥をガス化した後
の飛灰はセメントの原料に取り込まれるので、
従来のごみ焼却処理に必要な高価な灰処理設
備や、灰の最終処分が不要などＣＫＫには一石
何鳥ものメリットがある。しかも、ごみに含まれ
る金属や不燃物は、ガス化炉内で分離・除去し
て再利用やセメント原料への有効利用が可能
なので、完全なゼロエミッションが実現する。
　その「ＣＫＫ」をイラストで解剖してみた。

化石燃料使用量・ＣＯ2排出量の
削減など多くのメリット

ごみの持つ熱エネルギーなどを
セメント生産に有効利用できる
「ＣＫＫ（ＣＯＮＣＨ  Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｋｉｌｎ）」システムの構造
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独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構
（神戸市中央区）

現 場 を 訪 ね て
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独立行政法人  理科学研究所
計算科学研究機構

山陽新幹線 新神戸駅

JR神戸駅

神戸ポートアイランド

三ノ宮駅

神戸

神戸空港

ポ
ー
ト
ラ
イ
ナ
ー

独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構
（神戸市中央区）
独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構
（神戸市中央区）

スーパーコンピュータ    　　　　　　　 　　　　　　  カワサキガスタービン・コージェネレーションシステム

「京」を支える発電設備
け い
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独立行政法人理化学研究所
計算科学研究機構。右端のモ
ニュメントは、ソロバンの玉で京
の単位（10¹⁶）を表現している。
提供：理化学研究所

「京」の運転には最大で約１万3,000ｋＷの電
力が必要だ。電気設備の管制室でエコなスパ
コンを目指して管制が続いている。

川崎重工は「京」を利用してガスタービンの空
気圧縮機の、羽根に当たる空気の動きなどを
シミュレーションし解析している。

　２基のＣＧＳのうち、１基は常に運転し、
もう１基は「京」の演算負荷が高まると運
転して商業電源を補完する。これにより、
商用電源のピークカットによる契約電力
の抑制、ひいては節電・省エネルギーを
実現している。
　「『京』は大量の電力を消費します
が、十分に節電を心がけたエコなスパコ
ンなのです」（関口芳弘さん）
　ところで、コンピュータの頭脳部の
ＣＰＵや通信用ＬＳＩ（大規模集積回路）
は、高発熱体なので冷却が非常に重要
である。「京」では、従来の冷気で冷や
す空冷式に加え、冷却水が流れる水冷
パイプをＣＰＵの上に張り巡らせ、直接
ＣＰＵを冷やす水冷式を採用した。両方
式の併用は世界でも例がない。これによ
り、ＣＰＵ自身の温度を30℃以下に保っ
ている。

　この冷風、冷水は、ＣＧＳの排熱ボイラ
から蒸気吸収冷凍機に熱が供給され
てつくられている。
　カワサキガスタービン・コージェネレー
ションシステム「ＰＵＣ60」の発電端効率
は30.7％、熱回収効率は42.8％で総合
効率は73.5％と非常に高い。貴重なエネ
ルギーを極めて効率的に利用できるシ
ステムである。
　川崎重工のＣＧＳを導入した「京」の
発電設備は、電源の多様化や安定供
給、メンテナンス性、省エネルギー、安全
性などに配慮した施設計画が高く評価
され、2011年度電気設備学会賞（技術
部門、施設奨励賞）を受賞した。同設備
はまた、2012年度コージェネ大賞（主催
／一般財団法人コージェネレーション・
エネルギー高度利用センター）の理事
長賞（民生部門）も受賞した。

　「京」は2012年９月から共用運用が
始まっている。川崎重工も公募で選ば
れ、スパコンが得意とするコンピュータシ
ミュレーションを用いて、ガスタービンの空
気圧縮機の、羽根の形と設置位置の最
適化を目指して解析・研究に取り組んで
いる。
　「これまでは不可能だった羽根の一

つ一つについて、空気の流れなどを正確
にシミュレーションでき、解析できます。
『京』の利用により、ガスタービンの究極の
空気圧縮機を開発できる可能性が生ま
れたといえます」（川崎重工 ガスタービン
ビジネスセンター技術総括部要素技術
部圧縮機課の松岡右典課長） 

きる。
　このようにＣＧＳをＵＰＳのように使用す
るのは、計算機センターとして世界初で
ある。
　「『京』の運用開始（2011年４月から
部分運用を開始）後、瞬低は数回ありま
したが、計算機システムへの影響はまっ
たくありませんでした」（関口芳弘さん）

現 場 を 訪 ね て

ＣＧＳからの熱で

スパコンを空冷・水冷で冷却

ガスタービン圧縮機の

空気の流れを正確にシミュレート

ータ「京」の
け  い

けい

けい
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「京」に導入されたカワサキガス
タービン・コージェネレーションシ
ステム「ＰＵＣ60」（発電出力
6,000ｋＷ、前ページに全景）に
組み込まれているガスタービン
「Ｍ７Ａ－01」の中枢部（圧縮機
やタービン）を覗いた。

左：世界最高クラスの性能を持
つＣＰＵ（中央処理装置）が
９万個並列に連結された
「京」の頭脳部。「京」はあら
ゆる科学技術計算で高い
性能を発揮し、幅広い計算
要求に応えられる世界トップ
のパソコンといえる。

右：冷却（水冷・空冷）の仕組み
がよく分かる計算機ラック。

　2011年、スーパーコンピュータ（以下、
スパコン）の性能ランキング「ｔｏｐ500」
で、二度（６月と11月）も世界第一位を獲
得したスパコン「京」（以下、「京」）。そ
の性能は、「１秒間に１京回＝1016回の
計算をこなす」という。京は兆の１万倍を
表す単位で、「京」という愛称は、計算
速度の“桁の呼び方”に由来している。
　国家的プロジェクトで進められた
「京」の開発主体、独立行政法人理化
学研究所計算科学研究機構運用技術
部門施設運転技術チームのチームヘッ
ド関口芳弘さんはこう噛み砕く。
　「『京』は、例えば最新式のパソコンで
200年以上かかる計算を、たったの１日
でやってのけます」
　これでも実感が湧かないが、とてつも
ない性能であることは想像がつく。
　では、「京」開発のねらいは何か。
　「もちろん、世界トップクラスのスパコン
を採用して日本の科学技術を向上させ
ることです。それだけでなくスパコンは半
導体や通信、ソフトウエア、電源、冷却、
建築、さらには運用・設備管理などさまざ
まな技術の集大成であり、世界トップの
スパコンの開発は日本の総合的な技術
力の向上につながります。また、世界トッ
プのスパコンが、わが国の科学や産業

　「京」の電気設備の大きな特長は、こ
れまで計算機センターに不可欠とされて
きた無停電電源装置（ＵＰＳ）がないこと
だ。ＵＰＳは、商用電源の停電や瞬時電
圧低下（瞬低）時のバックアップ装置
（蓄電池）だが、運転に大量の電力を要
する「京」に対応するＵＰＳは非常に大
がかりなものになり、広い設置スペース
が必要になる。
　そこで「京」ではＵＰＳを設けず、ＣＧＳ
をＵＰＳとして使用している。つまり、商用
電源の異常時（停電や瞬低時）には、
ＣＧＳ（１基は常に運転）からの電力が、
『京』のデータ記憶装置など重要な装
置を保護するシステムになっているの
だ。ＣＧＳがＵＰＳの代わりに記憶装置な
どに通電して保護するので、復電後は
すぐに停電前の状態から演算を継続で

　「京」のとてつもない計算処理能力が
実現したのは、世界最高クラスの性能を
持つＣＰＵ（中央処理装置）を９万個並
列に連結し、超高速で動かせるようにし
たからだ。「京」はＣＰＵを中心に、ＣＰＵ
間の膨大なデータ通信を効率よく行なう
ネットワーク、「京」が行なう大規模計算
にかかわる大量のデータを瞬時に出し
入れするメモリー、膨大な計算結果を保
存する記憶装置などで構成されている。
　これだけの性能を持つ「京」を動かす
には大量の電力が必要だ。「京」が持
つ全能力を発揮させた場合の必要電
力量は約１万3,000ｋＷ。一般家庭のお
よそ3,000世帯分に相当する。
　「京」の電力は、関西電力からの商
用電源と、総合評価方式で納入が決
まった川崎重工のカワサキガスタービン・
コージェネレーションシステム（ＣＧＳ）で
24時間支えられている。
　ＣＧＳは、ガスタービン発電装置で発
電した後、ガスタービンからの排熱を排
熱ボイラ（川崎重工グループの川重冷
熱工業（株）製の水管式排熱ボイラ）で
回収して蒸気をつくる、熱・電併給システ

ムがワンセットに配置された装置だ。
　「『京』向けには、納入実績が豊富
で、運転実績に裏付けられた高い安定
性・信頼性が評価された『ＰＵＣ60』型
（発電出力6,000ｋＷ級）が選ばれ、2011
年１月末に竣工しました」（川崎重工 ガ
スタービン・機械カンパニーガスタービン
ビジネスセンタープロジェクト部常用発電
課の長谷川大輔基幹職）

の研究・開発に大きく寄与することはい
うまでもありません」（関口芳弘さん）

日本の総合的な技術力を

向上させるスパコン開発

商用電源の異常時には

ＣＧＳが記憶装置などを保護

安定性、信頼性が高く評価された

カワサキガスタービンＣＧＳ

世界トップクラスのスーパーコンピュ
発電設備を川崎重工が製作・施工

けい

けい

けい
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みかも

高梁市から国道313号で真庭市に
出ると旭川にぶつかった。やや広く
なった流れが春の陽に輝いていた。
流れに沿う出雲街道には満開の桜
並木（真庭市落合）が続き、道行く人
を暖かく出迎えていた。
旭川を少し北上し、支流の新庄川に
入った。並行して出雲街道。街道沿
いの新庄宿は、江戸時代に旅人で賑
わったとか。写真は美甘渓谷の新
緑。山藤の花が、光り輝く清流に色を
添えている。

（左）

（右）

国道180号で総社市を過ぎ、高梁市に入る。広瀬辺りで高梁川の谷が少しずつ深くなり、岸辺には
菜の花。木々が芽吹き、山里に春が訪れたようだ。

　岡山県の川に春を追った。
　まず、高梁川。鳥取県境の花見山に源を発し、全長約111ｋｍ。岡山県の三大河川
のひとつ（ほかは旭川と吉井川）である。
　岡山市街地を抜け、山陽道を下る。吉備津彦神社（備前国一の宮）、吉備津神社、
備中国分寺（聖武天皇の発願で創建された国分寺のひとつ）、総社宮（地域の神社
の祭神を集めて祀った神社）など吉備の国の文化と歴史に触れながら走ると、総社
市で高梁川に出会った。
　山陽道から国道180号に入り、北上する。しばらくするとピンク色に染まった畑が見
えてきた。岡山名産「白桃」の畑だ。高梁川沿いに満開の桃畑が延 と々続いている。
しかし、地元の農家は「手間がかかり、高齢化も進んでずいぶん減った」と寂しそうに
話す。目を転ずれば、山肌にはこれも名産の「マスカット」畑。
　作業用の脚立を借り、カメラ位置をやや高くして撮ってみた。“桃源郷”の趣である。
　この後、高梁川を上り、また、一転して旭川や新庄川沿いに走った。春爛漫の吉備
路だった。

川に見る・日本の四季⑬  中国地方の川の「春」を追う

吉備路の春は、“桃源郷”の趣。
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　国内のエントリーモデル、新興国のハイエンドモデルとして
注目される250ｃｃクラスに投入された、クラス初のストリートファ
イター「Ｚ250」。
　外観は、新世代Ｚシリーズのアイコンである大きくつり上
がったヘッドランプやアスリートのように引き締まったボディライ
ンを継承。エンジンを包み込むような斬新なデザインのエンジ
ンシュラウドやスタイリッシュな10本スポークホイールなど、クラ
スを超越した質感を追求した。パワーユニットは水冷並列
２気筒248ｃｃエンジンを採用。低中速回転域はパワフルに、
高速回転域は伸びやかに吹け上がるスポーティな出力特
性とした。
　軽量でスリムな車体とワイドなハンドルバーの組み合わせ
により、ライダーの積極的な操作を追求、Ｚシリーズに共通す
る“操る楽しさ”を実現した。

　「Ｚ１」以来の「世界最高のロードスポーツ
モデルを」という「Ｚ」シリーズの伝統にのっと
り、ライダーの“走る楽しさ”を最優先して開発
された。
　水冷４気筒の953ｃｃエンジンはスーパース
ポーツ「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－９Ｒ」がベース。シリンダー
ヘッドは専用設計で、フューエルインジェクショ
ン（電子制御の燃料噴射装置）を採用するな
ど大きな変更を施し、低中速域を重視した性
格にリファイン。４本出しのサイレンサーは「Ｚ１」
をイメージしたものだ。

☆世界初の250ｃｃストリートファイター
　ＮＥＷ  ＭＯＤＥＬ
　Ｚ250

☆“走る楽しさ”を最優先した
　スーパーネイキッドの先駆
　Ｚ1000

　鋭く睨みを利かせたフロントフェイス。エンジンを握り
込むようなフレームとボディワーク。刷新された「Ｚ800」
が、ストリートファイターの重要なファクターである“アグ
レッシブスタイル”を新たなレベルへと引き上げた。そし
て、極上のライディングエキサイトメントを追求した結果、
排気量は748ｃｃから806ｃｃへと拡大。車体も熟成を図っ
たことで、歴代最高ともいえる軽快なハンドリングを実現
した。
　「Ｚ１」のデビューから40年－再び既成概念の枠
から解き放たれた「Ｚ」の誕生である。

☆再び既成概念の枠から解き放たれた、40年目の「Ｚ」
　ＮＥＷ  ＭＯＤＥＬ
　Ｚ800

　1978年に登場した「Ｚ1300」は、水冷ＤＯＨＣ
並列６気筒という他に類を見ないエンジンで、
当時の量産車最大排気量1,286ｃｃを誇る究
極のロードスポーツモデルであった。
　写真は、電子式燃料噴射装置ＤＦＩ、空気
圧により減衰力を調整できるエア式リヤサス
ペンションを採用した1984年モデルである。

☆世界が驚嘆した水冷６気筒モンスター
　Ｚ1300

　スーパースポーツモデルをベースとした従
来の設計方法から脱却。すべてをゼロから
開発し、2010年に登場した三代目「Ｚ1000」。
　新設計の1,043ｃｃエンジンやアルミ製ツイン
チューブフレームなどが最高出力や最高速と
いった数値では表すことのできない“ストリート
でスポーツする快感”を実現した。力強く、ダイ
ナミックなフォルムには、ライダーが初めて出会
うビジュアルインパクトという“刺激”が宿る。

☆自由な発想でゼロから開発し、
　“刺激と快感”を追求
　Ｚ1000

グループの企業ミュージアム、神戸市・神戸海洋博物館内）で
「モーターサイクルＺフェア」（２月５日～２月17日）を開催。「Ｚ１」
をはじめ歴代の「Ｚ」モデルを多数展示した会場は連日、多くの来
場者で賑わった。
　そこで本誌でも、“Ｚ40年”の歩みをＺモデルとともに振り返ってみた。

開かれた「モーターサイクル Ｚフェア」は、多くのファンが訪れて盛況だった。
モデル「Ｚ250」のシートにまたがって体感する来場者。
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2010 2012
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　当時カワサキが持つ技術の粋を集め、５年がかりで開発
した。レーサーやごく少数のロードスポーツだけのメカニズム
だったＤＯＨＣ並列４気筒を、世界で初めて量産車に投入し
たのだ。４本のマフラーも特徴的で、発売時には、アルファ
ベットの最後の文字で究極を意味する「Ｚ」と、世界一を表す
「１」を冠した名前になった。

　海外限定モデルだった「Ｚ１」に対
し、746ｃｃ化により国内向けとしたモデ
ルが、「Ｚ２」の愛称で呼ばれた1973
年発売の「750－ＲＳ」である。エンジン
はシリンダー、コンロッド、クランクにまで
手を入れた専用設計だった。
　「Ｚ750  ＦＯＵＲ」は、初代モデルで
はオプションだった前輪のダブルディ
スクを標準装備するなど、各部にマイ
ナーチェンジを施した1976年モデル。

　「Ｚ１」の優れた基本設計を受け継ぎつ
つ、デザインを一新して1979年に発売したモ
デルが「Ｚ1000  Ｍｋ－Ⅱ」である。
　角ばったタンクやサイドカバー、テールラン
プなど直線的なイメージで統一。ブラックに塗
装されたエンジンは、1977年に排気量を
1,015ｃｃに拡大した「Ｚ1000」を進化させたも
ので、トランジスタ点火の採用により93馬力を
生み出した。

　大排気量スポーツモデルの主な市場だった北米では、市販
車ベースのレーサーで争うスーパーバイクレースが人気で、世界
トップクラスのライダーがしのぎを削っていた。1981年のチャンピオ
ンに輝いたのが、エディ・ローソンとカワサキワークスの「Ｚ1000Ｓ」
だ。その勝利を記念してつくられたモデルが「Ｚ1000Ｒ」である。
　「Ｚ1000Ｓ」と同じライムグリーンのカラーを身にまとい、日本で
は「ローソンレプリカ」と呼ばれて人気を博した。

☆世界に衝撃を与えた「Ｚ」シリーズの元祖
　900  Ｚ1

☆「Ｚ１」譲りのＤＯＨＣ４気筒搭載の
　“ナナハン”
　Ｚ750  ＦＯＵＲ

☆シャープな造形で生まれ変わった
　「Ｚ」の旗艦
　Ｚ1000  Ｍｋ－Ⅱ ☆スーパーバイクレースの勝利を記念したハイスペックモデル

　Ｚ1000Ｒ

　この「1000  Ｃｌａｓｓｉｃ」は、北米でのモー
ターサイクル生産開始を記念して1976年
に発売された「ＫＺ900  ＬＴＤ」をベースと
した限定車である。灯火類や小型のティ
アドロップ（涙滴）型タンクのサイドなど、各
部にクロームメッキを施すなど豪華な装備
が特徴である。

☆北米専用の“高級クルーザー”
　1000  Ｃｌａｓｓｉｃ　1970年代には“カフェレーサー”と呼ばれ

る、スポーティなデザインが流行。「Ｚ１」の後
継機、「Ｚ1000」をベースに生まれ変わらせ
たモデルが「Ｚ１－Ｒ」である。
　主市場であったアメリカでデザインされた
直線的なスタイリング、集合管マフラーやア
ルミダイキャストホイールの採用など、以降の
「Ｚ」シリーズに多大な影響を与えた。

☆独特のスタイルで衝撃を与えた
　“カフェレーサー”
　Ｚ１－Ｒ

　1972年（昭和47年）、カワサキから世界に衝撃を与えたモー
ターサイクルが生まれた。その名は「Ｚ１」。レーサーやごく少数の
ロードスポーツだけのメカニズムだったＤＯＨＣ並列４気筒を、世
界で初めて大量生産車に投入したのだ。以来、Ｚの特性を持つマ
シンは、その力強いパフォーマンスと刺激的なフィーリング、先進

的なデザインでモーターサイクルの変革の旗手として時代の先
端を走ってきた。
　そして40年－モーターサイクルの歴史にエポックを画した
さまざまなＺモデルが開発され、多くのファンに愛されてきた。
　カワサキでは“Ｚ40年”を機に、「カワサキワールド」（川崎重工

時代の先端を走ってきた

カワサキモーターサイクル
「Ｚ」シリーズ、４０年の軌跡 左：「カワサキワールド」で

右：展示されているニュー

1972

1976 1979 1982

1978 1980
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インドから「カワサキグリーンガスエンジン」を初受注

川崎重工が内外装デザインを担当し、製造も行なう新型車両「Ｅ６系」が営業運転を開始

神戸市からごみ処理施設の建設および設備管理業務を受注

Ｈ－ⅡＢロケット４号機用「衛星フェアリング」を出荷

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

　最高時速300ｋｍで走行し、東京－秋田間を
最速３時間45分で結ぶ、ＪＲ東日本（東日本旅
客鉄道（株））秋田新幹線「スーパーこまち」とし
て新型車両「Ｅ６系」が営業運転を開始した。
　「Ｅ６系」は、先頭車両の長さ約13ｍものロン
グノーズや、全車にフルアクティブサスペンショ
ン（車体動揺防止制御装置）と車体傾斜制御
装置の設置による快適な乗り心地が特徴だ。
加えて、新幹線としては初となった、車体上部
にピンク系の赤（茜色）を配した鮮烈で大胆な
車体カラーデザインも大きな特徴で、話題に
なっている。
　この車体カラーデザインを含め、「Ｅ６系」の

　川崎重工は、Ｈ－ⅡＢロケット４号機用「衛
星フェアリング」を、宇宙航空研究開発機構
（ＪＡＸＡ）種子島宇宙センターに向けて出荷し
た。川崎重工・岐阜工場（岐阜県各務原市）で
設計・部品製造を行ない、同播磨工場（兵庫
県播磨町）で組み立てた。
　この「衛星フェアリング」は、種子島宇宙セン
ターでＨ－ⅡＢロケット４号機に組み込まれる。
同ロケットは、ＪＡＸＡが中心になって開発され
たＨＴＶ※４号機を搭載する予定で、今夏の打
ち上げに向けて準備作業が進められている。
　「衛星フェアリング」は、ロケット先端部に設
置され、打ち上げ後の空力加熱、音響（振動）
などの過酷な環境から衛星を保護するための
もの。ロケットが大気圏外に達した後、左右に２
分割して衛星を分離する仕組みになっている。
　この「衛星フェアリング」は、Ｈ－ⅡＡロケット用
５メートル・シングル・タイプ（５Ｓ型）を大型化した

内外装デザインを担当したのが川崎重工・車
両カンパニーデザイン課（監修／工業デザイ
ナー奥山清行氏）である。川崎重工では、秋田
の歴史や文化を考察し、な
まはげやリンゴなどから想
起されるカラーとして茜色
を提案して採用された。ま
た、“シックで格調高いグ
リーン車”、“明るくわくわくす
る普通車”をコンセプトに内
外装デザインを行なった。
なお、川崎重工は「Ｅ６系」
の製造も行なっている。

　「Ｅ６系」は、2013年度末には国内最速の最
高時速320ｋｍでの営業運転に入る計画に
なっている。

　川崎重工は、（株）大林組および（株）大建設
計とのグループで、神戸市から「神戸市第11次
クリーンセンター整備事業」を受注した。本事業
は、同市がごみ処理施設の建設工事および設
備管理業務を一括して発注するもので、ごみ処
理施設の建設工事は川崎重工と大林組との
ＪＶ、設備管理業務は川崎重工単独での契約
となっている。
　受注したごみ処理施設は、ごみ焼却施設

（１日の処理能力600ｔ：200ｔ／24ｈ×３炉）、破砕
施設（１日の処理能力20ｔ）および資源ごみ積み
替え施設で構成される。本施設では、少ない空
気量で燃焼性能が高いストーカ式並行流焼却
炉を採用し、ろ過式集塵器（バグフィルタ）や排
ガス再循環システムにより公害対策に万全を期
している。また、高温高圧ボイラと抽気復水ター
ビンを組み合わせることで、高効率発電（最大
発電量１万5,200ｋＷ）を行なうとともに、施設内

の消費電力を抑えることにより温室効果ガス
（ＣＯ2）の排出量削減に寄与する。さらに、本施
設の建設地がポートアイランド第２期（臨海部）
にあることから、モダンでコンパクトなデザインを
採用し、周辺環境との調和を図っている。完工
予定は2017年度末。

「５Ｓ－Ｈ型」で、シリンダ部を12ｍから15ｍに伸
長して荷重増加に対応し、各部の構造も補強
している。

　川崎重工は、インドのエンジニアリング会社、
スターリング・アンド・ウィルソン社（ＳＷ社）から、
インドの製紙会社、スリ・ベンカタラマナ社（ベン
カタラマナ社）向けに「カワサキグリーンガスエ
ンジン」を受注した。インド向け「カワサキグリー
ンガスエンジン」の受注は、今回が初めてで
ある。

　今回受注した「カワサキグリーンガスエンジ
ン」は、川崎重工が自社開発したもので、発電
出力7,800ｋＷ、世界最高の発電効率49.0％を
誇る高効率タイプである。ＳＷ社は、ベンカタラ
マナ社が運営するＩＰＰ（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｐｏｗｅｒ  
Ｐｒｏｄｕｃｅｒ）発電所の設計・調達・建設を請け
負っており、川崎重工はＳＷ社に対してガスエ

ンジン発電設備、電気・制御装置およびエンジ
ン補機を供給する。本発電設備で発生する電
力はすべてインドの電力会社に販売される。
　ガスエンジン発電設備は2013年３月末に
ＳＷ社に納入され、本発電所の商業運転開始
は2013年６月末の予定。

※：国際宇宙ステーションに補給物資を運ぶ手段として日本が
　開発した無人宇宙船。
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「特定特殊自動車排出ガス2011年基準」に適合した新型ホイールローダ６機種を新発売

二重効用で世界最高効率のナチュラルチラー（吸収冷温水機）「Ｅｆｆｉｃｉｏ」を新発売

小規模「地熱バイナリー発電設備」の実証試験を開始

　川崎重工グループの（株）ＫＣＭ（兵庫県稲
美町）は、国土交通省の「特定特殊自動車排
出ガス2011年基準」に適合した新型ホイール
ローダ６機種（「80Ｚ７」、「85Ｚ７」、「90Ｚ７」、
「92Ｚ７」、「97Ｚ７」、「115Ｚ７」）を国内で４月１日
より順次、新発売した。
　新発売した「Ｚ７シリーズ」は、（株）ＫＣＭと日
立建機（株）との共同開発により、両者の技術
を結集させたフルモデルチェンジ機種。現行モ
デルの良さを踏襲しながら、安全性や経済性、
作業性能、外観、オペレータの快適性などホ
イールローダに求められるさまざまなニーズを全
面的に見直し、ユーザーの期待に応えた。
　新たにエンジンに搭載したディーゼル微粒
子除去装置（ＤＰＦ）、排気ガス再循環装置
（ＥＧＲ）、可変容量ターボ（ＶＧＴ）を細かく制御
することにより排出ガスに含まれる窒素酸化物

　川崎重工グループの川重冷熱工業（株）
（滋賀県草津市）は、二重効用では世界最高
のＣＯＰ1.51を達成したナチュラルチラー（吸収
冷温水機）「Ｅｆｆｉｃｉｏ（エフィシオ）」を新発売
した。
　ナチュラルチラーはガスや油を燃料とし、水
を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器で、1968
年に川重冷熱工業が世界に先駆けて商品化
した。以来、川重冷熱工業ではナチュラルチ
ラーのリーディングカンパニーとして各種の技
術開発を進め、今日ではホテルや事務所、商
業ビル、学校、病院、地域冷暖房、工場など国
の内外で幅広く使用されている。また、東日本
大震災以降、電力需給の逼迫に伴い、電気式
に比べて大幅に省電力が図れるナチュラルチ
ラーが改めて見直されている。
　「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、自社開発の小型・高性能プ

　川崎重工と九州電力（株）は、九州電力・山
川発電所（定格出力：３万ｋＷ、鹿児島県指宿
市）構内に小規模「地熱バイナリー発電設備」
（定格出力：250ｋＷ）を設置し、２月末に実証実
験を開始した。今後、約２年間、実証実験を重
ね、地熱への適用可能性についての検証を行
なう。
　本設備は、川崎重工が工場の排熱などの
有効利用を目的に開発した「グリーンバイナ
リータービン」を採用しており、地熱への適応が
可能になれば地熱資源が賦存する離島など
への導入が期待できる。
　バイナリー発電は、沸点の低い媒体を加熱・
蒸発させ、その蒸気でタービンを回す方式のこ
と。加熱源系統と媒体系統のふたつの熱サイ

（ＮＯｘ）を従来機よりも約50％、粒子状物質
（ＰＭ）は約90％削減させた。また、可変容量ポ
ンプを用いた新しい油圧制御システム「オープ
ンセンター・ロードセンシングシステム」や、エンジ
ン出力制御などの採用で作業性能を従来機よ
り飛躍的に向上させる
とともに、10～20％の燃
費低減を実現した。
　なお、これらの機種
は北米市場向けには
KCM販路、欧州市場
向けには日立建機販
路を通じて販売し、シェ
ア拡大を図っていく。

クルを利用して発電する
ことから、バイナリー※サイ
クル発電とも呼ばれる。
地熱発電にバイナリーサ
イクルを導入できると、従
来方式では利用できな
い低温の蒸気・熱水を
有効に利用できる。今回
の実証実験では、地下
に還元する熱水を気水
分離して加熱源とし、媒
体サイクルには代替フロ
ンを使用している。

※：バイナリー（Ｂｉｎａｒｙ）は「ふたつの」という意味で、バイナリーサイクルは「熱サイクルをふたつ利用している」ということである。

レート式熱交換器や二段蒸発二段吸収構造、
高性能伝熱管、排ガス熱交換器の採用など
多くの燃料消費低減技
術の確立により、二重効
用機では世界最高効率
となるＣＯＰ1.51（成績係
数：冷凍能力を投入熱
量で割ったもの）を達成
するとともに、システムの
効率化を実現した。
　なお、「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、使
用環境など顧客の幅広
いニーズに対応するた
め、「ＣＯＰ1.51」、「ＣＯＰ
1.43」（今年10月以降に
発売予定）、「ＣＯＰ
1.39」、「ＣＯＰ1.33」の４タ

イプ（各タイプ18機種で全72機種）をシリーズ
化している。

■「Ｚ７シリーズ」のバケット容量
「80Ｚ７」 ： 3.6㎥    「85Ｚ７」 ： 4.0㎥ 
「90Ｚ７」 ： 4.5㎥    「92Ｚ７」 ： 5.0㎥ 
「97Ｚ７」 ： 5.6㎥    「115Ｚ７」 ： 6.1㎥ 
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小さいころから電車や新幹線が好きでした。そんなひとが多いのがこの現場です。

好きなものをつくれるなんて…、つくり手としてはこの上ない幸福ですね。

新幹線だけじゃありません。私鉄や地下鉄の電車、貨車や機関車もつくっています。

納入先はアメリカ、イギリス、中国、東南アジア、中南米やアフリカにまでひろがっています。

だから、いつか旅先で自分のつくった車両と出会えるかもしれない。

そんな夢をくれる仕事だから、ますますモノづくりが好きになっていきます。

愛のあるモノづくり。それが、川崎重工の現場です。

写真の兵庫工場は１９０６年に開設され、１００年以上の歴史があります。以来、常に

技術の最先端を担い、鉄道車両の安全性の向上や高速化、そして快適化に貢献してきました。

現在では、アメリカにも２つの本格的な車両工場を稼働させています。

世界の人々の豊かな生活と地球環境の未来に貢献する“Global Kawasaki”


