


インド IKM
タイ KMT

マレーシア
KMSB

インドネシア
KMI

日本  明石工場
中国  川崎重工管理（上海）有限公司

フィリピン KMPC

ブラジル KMB

最

前
線カメラル

ポ

　このところ、インドネシアやタイ、マレーシア
などの東南アジア諸国やブラジル、インドと
いった新興国で、川崎重工のモーターサイクル
事業が好調だ。経済発展が著しいこれらの国々
では近年、カワサキが得意とする趣味性の高い
中・大型モーターサイクルを購入可能な所得者
層が拡大しつつある。川崎重工は、そうした時
代の潮目をいち早く捉え、新たな市場創造に向
けて積極的な拡大策を展開してきた。
　新興国におけるカワサキモーターサイクル
の歴史は、1960年代前半のフィリピンにさか
のぼる。以降、タイやインドネシアで生産工場
を立ち上げ、現地のニーズに合った“小型”の
オートバイやモペッド※を提供してきた。しか

快走̶
新興国でのカワサキモーターサイクル事業

し、1990年代後半にアジア通貨危機の洗礼を
受け、その後の市場拡大局面では薄利多売競
争が激化するなど、さまざまな苦難に直面し
た。そうした状況下、2001年タイで中・大型車
の生産をスタートさせ、日本の二輪車メーカー
の先陣を切って世界市場への輸出を開始し
た。その経験とノウハウは、やがて花開く新興
国の中・大型オートバイ市場開拓への布石と
なった。
　快走する新興国でのカワサキモーターサイ
クル事業－その近況を追ってみた。
※モペッド：実用的な用途に使われる小排気量二輪車の一分野。主にクラッチの要
らないロータリー式ギアチェンジ機構を搭載し、ガソリンタンクをシート下など
に配置して乗降をしやすくしているモデル。

ＫＭＴの工場（タイ・ラヨーン県）の組立ラインで次々に完成する
カワサキモーターサイクル「ER－6n」。ＫＭＴには世界中から注文
が殺到し、生産が追いつかない状況だという。
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●表紙説明●
　白と黒のツートンカラーに塗り分けられ
た腕のような構造物－お分かりですね。
川崎重工の産業用ロボット「Ｂシリーズ」の
「ＢＸ200Ｌ」です。
　「Ｂシリーズ」は、自動車のスポット溶接
のさらなる効率向上を目指して新開発し
たもので、ツール用ケーブル・ホース類の
完全内蔵や新機能の採用などで作業効率
が従来機より大幅にアップしました。
　詳しくは「イラストぎじゅつ入門○」（６～
７ページ）をご覧ください。
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カワサキは「Ｎｉｎｊａ250」のマレーシア警察仕様車1,000台を納入した。納入式後の
お披露目パレードはまさに壮観だった。

「ＥＲ－６ｎ」（上）と「Ｎｉｎｊａ650」（下）。

①新ビジュアルアイデンティティに基づいて整備された販売店の店内の一例
（インドネシア・ジャカルタ市）。従来とはひと味違い、もうひとつ上のプレミ
アムな雰囲気を創り出している。
②カワサキは各国で整備講習会などを開き、技術者の養成に努めている。写
真はインドネシアでの整備講習会のひとコマ。
③販売店の瀟洒な外観（インドネシア）。カワサキは新ビジュアルアイデン
ティティを制定し、プレミアムブランドとしてのイメージを強力に訴求する
戦略を世界的に展開している。

（左）ＫＭＰＣ（フィリピン）のユニークな形状の新社屋が完成した。
（右）マニラの街中を走る“トライシクル”にはカワサキの二輪車も多数利用されている。

“世界戦略車”「Ｎｉｎｊａ250」。

インドネシアが主要ターゲットの
“世界戦略車”「Ｎｉｎｊａ250」

インドネシア－「カワサキ＝
スポーツバイク」のイメージが浸透

タイ－「カワサキ＝中・大型
オートバイ」の先駆者

フィリピン－“トライシクル”の
国で活躍するオートバイ

マレーシア－州警察へ
「Ｎｉｎｊａ250」ポリス仕様車を納入

　2012年８月、好評を博した「Ｎｉｎｊａ
250Ｒ」が４年ぶりにフルモデルチェン
ジし、「Ｎｉｎｊａ250」として登場。世界に
先駆けてインドネシアに導入された。
　この“世界戦略車”の開発に当たっ
ては、最重要市場とされたインドネシ
アを中心に世界各国のユーザーに入
念な調査を行なって改良点に反映さ
せた。例えば、停止中でもライダーに
エンジン熱が当たらないように、熱風
の制御を徹底改良した。暑い国の要
望をしっかりと拾い上げた成果だ。
「Ninja250」は、インドネシアで毎月
2,000～3,000台の販売を記録する
大ヒットモデルとなっている。
　また、プレミアムブランドとしての
イメージを訴求するため、販売店や各
種販売グッズの新ビジュアルアイデ
ンティティの徹底を世界中で進めて
いる。とりわけインドネシアをはじめ
新興国ではその効果が見込まれるた
め、より積極的に展開中である。

　世界第３位の二輪車市場を誇るイ
ンドネシア。人口約２億4,400万人の
この国では、年間750万台ほどの二
輪車が販売されている。その90％弱
はモペッドやスクーターだが、ここ数
年はオートバイタイプの拡大が続い
ている。
　カワサキは、1970年代末に現地資
本と提携して事業を開始。1994年に

　タイは人口約6,500万人。年間の二
輪車市場規模は約210万台だが、そ
のほとんどがスクーターとモペッドで
占められている。オートバイタイプは
11万台弱ほどだが、近年は目覚ましく
躍進しており、カワサキは42％のシェ
アを握ってその先駆者となっている。
　カワサキは、1970年代後半に現地資
本との合弁でタイに進出。1997年に
Kawasaki Motors Enterprise
（Thailand）Co.,Ltd.（以下、ＫＭＴ）を
設立し、ラヨーン県に工場を建設し
た。それまでモペッド一辺倒のマー
ケットに風穴をあけたのが、2005年
に導入した110ｃｃのスポーツオート
バイモデル「ＫＳＲ110」だ。発売当初
こそ売れ行きは芳しくなかったが、流
行に敏感な都市部の若者層を中心に
じわじわと拡大し、今では年間３万台
の販売を誇るロングセラーモデルに
成長した。また、2008年には初代
「Ｎｉｎｊａ250Ｒ」を、2012年12月以降
には後継モデル「Ｎｉｎｊａ250」や「Ｚ
250」を導入し、堅調なセールスを記
録している。
　タイでは中・大型モデルの伸びが
目覚ましく、「ＥＲ－６ｎ」や「Ｎｉｎｊａ650」、
「Ｖｅｒｓｙｓ」といった排気量650ｃｃのモ
デルが年間5,300台の販売台数を記
録。ライダー憧れのモデルとしてカワ
サキブランドを高め続けている。

　フィリピンは人口約9,600万人。年
間の二輪車市場は約74万台で、タイ
やインドネシアと異なり小型のオート
バイタイプがおよそ31万台を占めて
いる。また、“トライシクル”と呼ばれる
サイドカーを付けたオートバイタク
シーが街中を多く走っているのが特
徴だ。2012年のトライシクルモデル
市場は約23万台を記録した。
　カワサキは、1960年代前半より
販売を開始し、現在はKawasaki  
Motors （Phils） Co.（以下、ＫＭＰＣ）
が生産と販売を行なっている。
　近年はトライシクル用の175ｃｃモ
デル「ＢＡＲＡＫＯⅡ」をはじめ、125ｃｃ
のスポーツモペッド「Ｆｕｒｙ125」や
オートバイタイプの「ＫＬＸ150」など
が好調だ。また、長らく提携関係にあ
るインド二輪車メーカー大手のＢａｊａｊ  
Auto Ｌｔｄ．（以下、バジャジ社）のモデ

　マレーシアは人口約2,900万人。
前述３か国に対して一人当たりＧＤＰ
は最も高く、二輪車の保有も約３人に
１台と世界トップクラスである。二輪
車市場55万台のうちカワサキは約
2.5万台、車種は「ＮｉｎｊａＺＸ－14Ｒ」か
ら「ＫＳＲ110」までさまざまである。
　マレーシアにおける最近の話題は
“ポリスバイク”である。2012年12月
以降、「Ｎｉｎｊａ250」のマレーシア警察
仕様車1,000台を納入した。白色の
車体に警察のマークが輝き、パトライ
トやサイドボックス、スピーカーなど
の特殊装備が施された“Ｎｉｎｊａ250ポ
リスバイク”は、セランゴール州やジョ
ホール州など６州の警察に配置され
た。カワサキでは今後、他州での採用
拡大を目指している。

ルを数機種導入しており、手頃な価格
と品質の高さで人気を集めている。
　ＫＭＰＣは年間販売台数14万台を
記録し、フィリピン二輪車市場全体に
おけるシェアで20％弱を占める健闘
ぶりである。

　カワサキは、デザインや品質に対す
る要求レベルが高いとされるタイ市
場で、オートバイの先駆者としての地
位を確実に確立しつつある。Ｐ．Ｔ．Ｋａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ

（以下、ＫＭＩ）をジャカルタ郊外に立ち
上げ、翌年から本格的な生産と販売
を開始した。スポーツタイプの「ＫＲ
150」シリーズを筆頭に、2008年に
は世界戦略車「Ｎｉｎｊａ250Ｒ」の導入
も行ない、“カワサキ＝スポーツバイ
ク”というブランドイメージをいち早
く築き上げてきた。
　現在、オートバイタイプの市場は約
95万台で、カワサキのシェアは約
14％となっている。
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ＫＭＩ（インドネシア）では新工場を建設（完成予想図）し、年間生産能力を大幅に
増強する。

①カワサキは安全運転活動にも積極的に取り組んでいる。写真はインドネシアでの安
　全運転講習会。
②ＩＫＭ（インド）のメンバーと「Ｎｉｎｊａ300」。
③2011年11月、タイ・バンコクが未曾有の大洪水に襲われた際、カワサキ車を愛好す
　るライダー有志が集まり、機動力を活かして被災住民の支援活動を展開した。
④ブラジル・マナウス市（アマゾン川中流域）に建設されたＫＭＢの新工場。

世界の市場に向けて輸出しているＫＭＴ（タイ）の工場内に完成した新樹脂
塗装工場（上）と新機械加工工場（下）。

カワサキの生産体制－
ＫＭＴは第二の生産基地

ブラジル、インド、中国－
新たな市場への進出

ＫＭＩは拡大する市場に対応して
新工場を建設中

プレミアムな二輪車で“夢”を売り、
生産は独自の“大部屋化”を推進

常務執行役員
モーターサイクル＆エンジンカンパニー  プレジデント    紀山 滋彦

　カワサキのモーターサイクルは、
明石工場（兵庫県明石市）を核に生産
活動を展開している。そして現在、第
二の生産基地として大きな役割を
担っているのがタイのＫＭＴである。
　ＫＭＴは前述のように、日本の二輪

　ブラジルは人口約１億9,800万人。
東南アジア諸国と異なり、早くから
中・大型のオートバイ市場が隆盛して
おり、二輪車の年間市場約152万台
のうち200ｃｃを超えるオートバイは
約19万台にも上っている。
　カワサキは2008年、商都サンパ
ウロにＫａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｅｓ do 
Ｂｒａsｉｌ  Ｌｔｄａ．（以下、ＫＭＢ）を設立し、
完成車輸入による二輪車の販売を開
始。翌年10月にはアマゾン川中流域
の都市マナウスに生産工場を立ち上
げ、ノックダウン生産を始めた。導入
モデルはフラッグシップの「ＮｉｎｊａＺＸ
－14Ｒ」を筆頭にＮｉｎｊａやＺシリーズ
の各モデル、Ｖｅｒｓｙｓやアメリカンタ

　カワサキのモーターサイクル事業
は近年、新興国、とりわけ東南アジア
で顕著な伸びが続いています。
　インドネシアやタイ、マレーシアな
どでは経済発展に伴い、通勤や通学
などの交通手段として小型で廉価な
二輪車が増大しました。これに対して
カワサキは、排気量でいえば中・大型
車ですが、それだけではない“プレミ
アム”な二輪車として、もうひとつ上の
“夢”を売ることに注力してきました。
　魅力ある製品の開発・導入はもち
ろん、アフターサービスのさらなる充
実、ツーリングやレースなどの各種イ
ベントをそれぞれの国の事情に合わ
せて展開、新しい高級感溢れるブラン
ドデザインとあいまってカワサキのイ
メージは確実に向上しています。そう
いった活動はまた、既存のお客様が
より上位のモデルへ乗り換えること
やリピーターを増やすことへも繫
がってきています。また、それら新興
国向け製品の開発にあたっては、そ

イプの「Ｖｕｌｃａｎ900」など主要な中・
大型モデルを網羅しており、200ｃｃ
超のオートバイ市場における現在の
シェアは約５％である。
　ブラジルは税制が複雑で賦課率が
高いなど困難な問題があるが、中長
期的には市場は伸びると見込まれて
いる。
　インドの二輪車市場は約1,375万
台、そのほとんどを125ｃｃ前後の小
型のオートバイタイプが占めている。
人口は約12億2,000万人で、富裕層
が拡大し続けていることもあり、今
後、趣味としてのオートバイ市場の拡
大が期待できる。
　カワサキは2010年７月、二輪車の
輸入・販売を行なう現地法人、Ｉｎｄｉａ  
Ｋａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ Pvt. Ltd.（以下、
IKM）を設立。バジャジ社に委託して

「Ｎｉｎｊａ250Ｒ」の生産と販売を開始し
た。また、今年２月には自前の生産工
場を設立して「Ｎｉｎｊａ300」や「Ｎｉｎｊａ
650」の本格生産を開始。この９月に
はマハラシュトラ州プーネに専売店
をオープンするなど今後への期待は
大きい。
　そして年間1,460万台の市場を持
つといわれる中国。カワサキは2013
年９月から川崎重工管理（上海）有限
公司を通じ、フラッグシップモデル
「NinjaＺＸ－14Ｒ」をはじめ「Ｎｉｎｊａ
650」や「ＥＲ－６ｎ」、また、世界戦略車
「Ｎｉｎｊａ250」や「Ｚ250」など、中・大型
車を中心に販売を開始した。販売店
は上海や北京、成都などの大都市を
中心に整備し、販売開始後５年以内に
年間5,000台規模の販売を目指して
いる。

車メーカーのトップを切って中・大型
車の生産を始め、世界市場への輸出
を開始した。現在では排気量800ｃｃ
の「Ｚ800」を筆頭に「Ｎｉｎｊａ650」や
「ＥＲ－６ｎ」、また、「Ｎｉｎｊａ300／250」
「Ｚ250」などカワサキの中軸である
主要モデルを生産し、先進国から新
興国まで世界中に輸出している。生
産台数は年々増加し、2012年は約

れぞれの国の好みをしっかりと反映
するよう、タイのＲ＆Ｄ部門が大きな
役割を担っています。
　近年、ブラジルへの本格進出やイ
ンドにおける新規事業も相次いで展
開、この９月には中国における完成車
輸入販売を開始しました。どれも大切
な市場ですが、これからという意味で
は、人口の年齢構成や社会環境より、
特にインドに注目しています。通勤通
学といった足代わりのほんの少し上、
いわば“サブ・プレミアム”の購買層を
いかに開拓するかが重要と捉えてい
ます。
　さて“夢”を売るカワサキは、その生
産においても独自の方式、いわば“大
部屋化による効率化”を追求していま
す。よく“生産の大部屋化”と言います
が、東南アジアやブラジル、インドな
どで展開する工場を大部屋にあると
見なし、より効率の良い生産を追求す
る活動です。関税や輸送費を考慮し
つつ、部品の調達のみならず各種生

産工程をも国をまたいで展開させ、
各国が持てる設備を効率よく、能力を
100％使った稼働を目指しているの
です。この活動は設備投資の抑制や
生産コストの圧縮に大きな成果をあ
げています。
　最後にカワサキのモーターサイク
ルの今後の展開ですが、これからも
常にグローバルな視点で世界経済や
市場を冷静に分析しつつ、カワサキな
らではの“夢”を感じさせる製品を提
供し続けたいと思います。また、既成
概念にとらわれない新しい乗り物に
もチャレンジし、積極的に次世代を切
り開いていきたいと思います。（談）

16万7,000台を記録した。
　ＫＭＴでは最近、世界中から注文が
殺到して生産が追いつかないため、
「Ｎｉｎｊａ300／250」と「Ｚ250」の生
産の一部を明石工場に移管した。移
管後の余力は欧州や新興国向けに振
り向け、販売チャンスを的確に捉えて
いく構えだ。

　ＫＭＴが世界戦略車の基地として機
能する一方で、インドネシアのＫＭＩは
新興国市場向けモデルの生産基地と
しての役割が急拡大しつつある。単気
筒のモーターサイクルやモペッドを
中心に生産しており、2012年の生産
実績はおよそ10万台に上っている。

また、市場の拡大を見越してジャカル
タ近郊のＭＭ2100工業団地に新工
場を建設中で、2014年には年間生産
能力を約15万台に引き上げる計画で
ある。
　フィリピンのＫＭＰＣでも設備投資
を行ない、15万台弱の生産台数を
18万台強に引き上げる増産計画で
ある。 

つな
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●ＢＸ200 Ｌ
（最大可搬質量：200ｋｇ）

●ＢＸ100 Ｎ
（最大可搬質量：100ｋｇ）

●ＢＸ100 Ｌ
（最大可搬質量：100ｋｇ）

●ＢＸ130 Ｘ
（最大可搬質量：130ｋｇ）

●ＢＸ165 Ｎ
（最大可搬質量：165ｋｇ）

●ＢＴ200 Ｌ
（最大可搬質量：200ｋｇ）（棚置型）

①旋回（320°）

②前後（136°）

③上下
（165°）

④回転（420°）

⑤上下（250°）

⑥回転（420°）

上

下

前

後

①旋回駆動モータ

①旋回駆動減速機構

③上下駆動モータ

④回転駆動モータ

ローターユニット

ベースユニット

リストユニット

⑤回転駆動モータ

⑥回転駆動モータ

③上下駆動減速機構

⑥回転駆動減速機構 ②前後駆動減速機構

②前後駆動モータ

　汎用大型の産業用ロボットは、部品のハンドリン
グや組立、スポット溶接、プレスなど幅広い用途に
対応でき、ものづくりの現場に欠かせない装置と
なっている。用途ではスポット溶接が圧倒的に多
く、その60～70％を占めている。
　スポット溶接といえば、代表例が自動車で、ボ
ディ１台当たり4,000～5,000点の溶接点数があ
るとされる。自動車工場のスポット溶接ラインでは
各工程に複数台のロボットが並び、スポット溶接で
部品を取り付けている。
　川崎重工の新しい大型汎用ロボット「Ｂシリーズ」
は、主に自動車のスポット溶接のさらなる効率化を
目指して開発したものである。

イラストぎじゅつ入門̶ 91

自動車のスポット溶接の
さらなる効率向上を目指して

　「Ｂシリーズ」は、アームの先端のスポット溶接ガ
ンにつなぐケーブル・ホース類を、すべてアームに
内蔵して隣のロボットとの干渉エリアを少なくし、
ロボットの高密度配置を可能にした。また、部品点
数の削減などにより、このクラスでは最高レベルの
軽量・コンパクトなアームになった。さらに、アーム
の移動時間の短縮などでこのクラス最高レベルの
動作性能を実現した。
　これらにより、作業効率が従来機より大幅に向
上した（川崎重工製品比）。

■このイラストのモデルは「ＢＸ200Ｌ」（最大可搬
　質量：200ｋｇ）です。

新機能などで作業効率が
従来機より大幅にアップ

高速化・スリム化・干渉エリア削減……
進化したスポット溶接用ロボット
「Ｂシリーズ」の構造

■「Ｂシリーズ」のラインナップ■「Ｂシリーズ」のラインナップ

■コントローラ「Ｅ22」
高密度配置を可能にした小さな設
置面積と小さな体積、従来の操作
系を熟成させ、さらに使いやすく
なった快適な操作系、豊富な機能
など、実績と経験が生んだハイク
オリティでコンパクトボディのコン
トローラである。

●クラス最高レベルの動作性能
ロボットアームの溶接点から溶接点への
移動時間、溶接ガンの開閉に要する時間
を短縮。また、干渉エリアの削減でロボッ
トアームが最短経路を移動できることな
どにより「Ｂシリーズ」では大幅に生産性を
向上した。

●メンテナンス性がさらに向上
構造がシンプルで、メンテナンス箇所が減
少したことなどによりメンテナンス性がより
一層向上した。

●ツール用ケーブル・ホースを完全内蔵
ロボットによるスポット溶接では、アームの
先端に設置したツール（スポット溶接ガン）
の電極※へ電流を流すためのケーブル、冷
却のためのホース、電極を開閉するモータ
用ケーブル（あるいは駆動用エアホース）、
さらには信号用ケーブルなどを接続しなけ
ればならない。
「Ｂシリーズ」ではこのケーブル・ホースを
アーム内に完全内蔵した。そのため、これら
をアームの外側に配置していた従来機に比
べて、隣のロボットとの干渉エリアが小さく
なり高密度配置が可能になった。また、ケー
ブル類の損傷リスクも低減した。

★ロボットの高密度配置が実現するので、溶接
ラインの長さや幅を縮減でき、生産設備の
コスト低減を図れる。

※電極：自動車ボディのスポット溶接（抵抗スポット溶接）
は、接合対象物を銅合金製電極で挟んで数万アンペア
以上の電流を流し、その電気抵抗熱で溶接点を溶かし
て一体化する溶接法である。

●クラス最高レベルの軽量・コンパクトなアーム
例えば、イラストのモデルの「ＢＸ200Ｌ」では可
搬質量を確保しながら、部品数を従来機より大
幅削減し（ボルト類を除く）、また、鋳物製アーム
の解析技術の進化などにより本体重量は同約
420ｋｇも軽くなった。さらに本体幅が同35％
低減し、設置面積が同50％低減した。こうした
特長も高密度配置を可能にした。

■「第43回機械工業デザイン賞
　（審査委員会特別賞）」を受賞
　「Ｂシリーズ」のデザインは、従来からのポリ
シーのシンプル・スマート・機能的に一層の磨き
をかけ、アプリケーションシステムとして実用性
とデザイン性の両立を目指した。干渉防止と滑
らかで素早い動きを直感させる曲面フォルム、
また、斬新な白と黒のツートンカラーは、見た目
の安定感とともに高い機能がもたらす精悍さを
表現している。
　こうしたことが、“ハードとソフトの融合”という
デザインの方向性を示唆する先端的製品として
高く評価され、「第43回機械工業デザイン賞」
（主催／日刊工業新聞社）の「審査委員会特別
賞」を受賞した。

■「Ｂシリーズ」のラインナップ
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北海道

札幌
羊蹄山

京極水力発電所

下部水圧鉄管（分岐した枝管で内径2.9ｍ、
次ページ「図」参照）の据付工事状況。水は
この水圧鉄管の中を左手に流れて発電機
を回し、放水路トンネルを経て京極ダム（下
部調整池）に貯えられる。

札幌
羊蹄山

北海道初の
純揚水式発電所の巨大な水圧鉄管工事
京極水力発電所／北海道電力株式会社（虻田郡京極町）

現 場 を 訪 ね て
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上部調整池

取水口
上部水圧管路

下部水圧管路 放水路トンネル 放水口

立坑部水圧管路
発電所発電機第一分岐管 第二分岐管 京極ダム

下部調整池

●水路縦断面図

上部水圧鉄管（内径5.0ｍ）の
据付工事状況。手前にターン
テーブルが見える。

（左）仮工場全景。播磨工場から半
割管の状態で運んだ水圧鉄
管をここで円筒形に仕上げ、
さらに３つあるいは４つをつな
ぐ作業などを行なった。

（右）京極発電所の建設現場一帯
は冬は積雪が５ｍにも達す
る豪雪地帯だが、川崎重工
が担当した水圧鉄管工事は
冬期（2011年12月～2012
年１月）にも屋外作業を敢行
した。

立坑部水圧管路の据付工事。まず、鉄管を３つつないだ長さ約10ｍの水圧鉄管を立起こし（左）て立坑
入口に移動し、天蓋で吊り下げて立坑内にゆっくりと降ろした（右）。

立坑内に吊り降ろされた水圧鉄管はしっかりと接合（左）した後、溶接士の中でもひときわ優れた技能者
が溶接作業を行なった（右）。その大半が内面からの片面溶接という極めて難しい溶接である。

総貯水容量約555万
ｍ3の中央土質遮水
壁型フィルダム。

総貯水容量440万ｍ3の巨大な人工池。

　富士山に似た秀麗なシルエットから
“蝦夷富士”とも呼ばれる羊蹄山。その
麓、万緑の山道を走っていると、不意に
視界が開けて、北海道電力株式会社（以
下、北海道電力）が建設工事を進めてい
る京極水力発電所の工事現場のひとつ
が現れた。
　虻田郡京極町の北部の台地（標高約
900ｍ）に上部調整池を、尻別川水系の
ペーペナイ川と美比内川との合流部に
京極ダム（下部調整池）を設ける。この上
下の調整池の落差（約400ｍ）を利用し、
３台のポンプ水車・発電電動機（出力は
各20万ｋＷ）により最大出力60万ｋＷの

発電を行なう－これが京極水力発
電所の概要である。
　「当社では、地球環境と地域のエネル
ギーセキュリティに万全の配慮をしなが
ら、電力の長期的な安定供給を目指し
て、バランスのとれた電源の多様化と各
電源の特性を生かした効率的な運用を
進めています。その中で京極水力発電
所は、電力需要のピーク対応としての役
割を担うことになります」（北海道電力
(株)・京極水力発電所建設所次長の榊原
敦仁さん）
　京極水力発電所は純揚水式発電所だ。
　揚水式というのは、電力需要の少ない
夜間、他の発電所で発電した深夜電力を
利用して上部調整池に水を汲み上げて
おき、電力需要の多い昼間、その水を下
部調整池に落として発電する方式であ
る。純揚水式というのは、上部調整池に
河川水などの流入がなく、純粋に下部調
整池から汲み上げた水だけで運転する
方式のことだ。
　なお、京極水力発電所は、北海道では
初めての純揚水式発電所である。

　「この一帯は冬は積雪が５ｍにも達す
る豪雪地帯で、冬期の屋外作業は休止
するのが通常です。しかし、水圧管路は
全埋設式なので地中の作業。また、工程
など諸般の事情があり、冬期にも作業を
お願いしました。非常に厳しい作業だっ
たと思いますが、皆さんの頑張りで当初
予定の工程進捗のめどがたちました」
（北海道電力の榊原敦仁さん）
　溶接部は厳正な非破壊検査で品質が
確認された後、錆や摩耗を防ぐ塗装がな
された。また、水圧鉄管の周囲にはコン
クリートが充填された。
　水圧管路は、下部水圧管路で３条の枝

管に分岐し、それぞれポンプ水車・発電
電動機に接続している。
　なお、この発電所の非常用予備発電
装置として、川崎重工の非常用ガスター
ビン発電設備「ＰＵ2500」１台が納入・設
置された。

●
　川崎重工が担当した水圧鉄管工事
は、2010年６月に本格着工し約３年がか
りで９月中にほぼ完了。上部調整池や京
極ダム（下部調整池）などもほぼ予定通
りに完成した。
　そして、11月初めから京極ダムへの
湛水が始まり、2014年２月には発電機
試運転調整を行なう予定という。
　京極発電所の運転開始は、１号機が
2014年10月、２号機が2015年12月の
予定。３号機は電力需要などに応じて対
応する計画で、現在のところ2035年以
降とされている。

■現地取材は今年の８月初めに行ない
ました。

　水圧管路のうち、上部水圧管路へは
水圧鉄管を台車に搭載、水圧管路管理ト
ンネル内を搬送し、水圧管路との交点部
に設置したターンテーブルで方向転換
をして据付場所まで運んだ。また、下部
水圧管路へは、第一分岐室に設置した荷
取設備で台車に搭載して据付場所まで
運んだ。
　「水圧鉄管の施工で最も重要な作業
は溶接です。鉄管の材質の大半が高張
力鋼です。また、鉄管の据付場所である
上部坑、下部坑、立坑の標準断面は一部
を除き、鉄管と坑壁との間は550ｍｍ程
度の空間しかありません。そのため、溶
接の大半が鉄管内面側からの片面溶接
です」（四元達郎基幹職）
　高い技能が要求される片面溶接。そ
こで、同種の水圧鉄管工事を過去２年以
内に経験した溶接士に加え、規定の技量
試験に合格した溶接士の中から選抜さ

れた総勢14名が溶接作業に従事した。
　立坑部水圧管路（約380ｍ）は、立坑に
専用の揚重設備で水圧鉄管を降ろし、下
から積み上げるように施工した。水圧鉄
管の内部に足場になるユニットを設け、
接合や溶接作業などを行なった。

　「図」をご覧いただきたい。
　京極水力発電所の水の流れを大まか
に追うと、上部調整池の取水口から取水
された水は水圧管路を落下して発電機
を回し、放水路トンネルを通って京極ダ
ム（下部調整池）に貯えられる。
　このうち、取水口から発電所に至る水
圧管路の設計・製作・施工を担当したの
が川崎重工である。「図」に示されたよう
に、すべて地中に埋設された全埋設式水
圧管路である。
　水圧管路を構成する水圧鉄管は、引
張や圧縮、水圧などに強い高張力鋼を主
な素材にしてつくられている。ちなみに、
この水圧管路の最大設計内圧は6.40Ｍ
Ｐａ（メガパスカル）＝１ｃｍ2当たり64.8ｋｇ

の圧力となっている。
　主要寸法は内径が5.0～1.9ｍで、分
岐管以外の管胴板厚は19～48ｍｍ。上
部水圧管路と立坑部水圧管路は内径
5.0ｍの水圧鉄管が据付られているの
で、水圧管路のほとんどが内径5.0ｍと
いう巨大なサイズである。使用鋼材量は
約2,800tonに及んでいる。
　この水圧鉄管は川崎重工・播磨工場
（兵庫県播磨町）で設計・製作した。
　「播磨工場で鋼板を曲げ加工し、公道
運搬上の制約から半割管としてここに運
搬。ここの仮工場で溶接して円筒形に仕
上げ、内面に錆と摩耗を防ぐ塗装を行な
いました。また、ひとつの鉄管の長さは
３ｍとし、仮工場で３つあるいは４つをつ
ないで据付現場に運搬しました」（現地
で水圧鉄管工事の指揮をとる川崎重工  
プラント・環境カンパニープロジェクト本
部建設部工事一課の四元達郎基幹職）

水圧鉄管の大半が内径5.0ｍで、
使用鋼材量は約2,800ton

下部調整池から汲み上げた水だけで
運転する純揚水式

積雪５ｍの豪雪の冬にも
据付作業を敢行

重要な作業の溶接は
経験豊富な熟練技能者が従事

最大出力60万ｋＷの水力発電所の水圧鉄管
（大部分が内径5.0ｍで総延長約810ｍ）を設計・製作・施工

び ひ ないがわ
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ごうけい

たかはしがわ

まきだにがわ

み さ さ お し か が わ

倉吉市（鳥取県）から倉吉平野を天神川沿
いに遡る。途中、800年以上の歴史がある
という三朝温泉を左折し、小鹿川の上流を
目指した。どれくらい走ったろうか。谷が深
くなり、眼下の清流をコスモスが彩って深
山の秋を演出していた。
夜明け前、吉井川の河口に近い西大寺（岡
山市）に着いた。西大寺は、男たちが宝木を
奪い合う２月の奇祭、はだか祭で有名だ。秋
冷の中、夜明けを待つ。やがて水鳥たちも
目覚め、空は薄紫から青さを増した。吉井
川の秋の一日が始まった。

（右上）

（右下）

　中国地方の川の秋を撮ろうと思った時、すぐに豪渓（岡山県）の
名が浮かんだ。奇岩絶壁の岩石美と清流、それに紅葉が調和した
景勝の地と聞いていたからだ。
　岡山市から高梁川沿いに北上する。途中、羽柴秀吉の水攻めで
有名な備中高梁城址に寄り道し、総社市で高梁川と別れ、槙谷川
に沿って30分ほど走ると豪渓に着いた。豪渓は花崗岩の節理（規
則性のある割れ目）が風化し、侵食されてできた渓谷で、春は新
緑、秋は紅葉が見事な国指定の名勝地だ。

　平日なのに駐車場は紅葉狩りに来た人々で満車だった。観光バ
スも多い。紅葉真っ盛りの川沿いを歩く。写真を撮る人、絵を描く
人、河原でお弁当を開く家族連れなどさまざまに紅葉を楽しんで
いる。
　深い渓谷に陽が回るのをじっと待ち、さらに雲の切れ間をね
らって慌ただしく撮影した。紅葉越しに風化した花崗岩節理が見
える。清流が眩しい。

川に見る・日本の四季⑮  中国地方の川の「秋」を追う

清流と奇岩と紅葉と̶絶妙な秋の調 和。
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川崎重工・明石工場にある「わが国
ジェットエンジン発祥の地」の記念碑。

●1942～1944年
日本初のジェットエンジン（以下、
エンジン）「ネ」シリーズの研究・試
作に取り組む。

●1971年
日本初の民間航空機用ジェット
エンジン「ＦＪＲ710」の開発に
参画。
燃焼器をはじめ、低圧タービン、
圧縮機部品などを担当した。

●1990年
ＲＲ社と「Ｔｒｅｎｔ 800」エンジンの
開発・製造にＲＲＳＰ方式で参画。
「Ｔｒｅｎｔ 700」の派生型エンジ
ン。ボーイング社の「Ｂ777」用
エンジンとして開発されたもの
で、「Ｔｒｅｎｔ 700」とほぼ同様の
部品を担当した。

●2013年
ＲＲ社の「Ｔｒｅｎｔ 1000－ＴＥＮ」および「Ｔｒｅｎｔ  
ＸＷＢ－97」エンジンの開発・生産にＲＲＳＰ方
式で参画。
「Ｔｒｅｎt 1000－ＴＥＮ」は、ボーイング「787
－８／９」に搭載されている「Ｔｒｅｎｔ 1000」
の燃費性能を向上し、推力を増強した派
生型エンジンで、「787－８／９」に順次搭
載されるほか、現在開発中の長胴型の
「787－10」への搭載が決定している。
「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ－97」は、開発中のエアバス
「Ａ350－800／900」に搭載される「Ｔｒｅｎｔ  
ＸＷＢ」の推力を増強した派生型エンジン
で、計画中の長胴型「Ａ350－1000」に独
占的に搭載されることが決定している。
すでに開発・生産を進めている「Ｔｒｅｎｔ
1000」および「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」に引き続き、
中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの設計・製
造・組立を担当する。

●2011年
エアバス「Ａ320 ｎｅｏ」用エン
ジン「ＰＷ1100Ｇ－ＪＭ」の国際
共同開発にJAECの一員として
参画。
当社はファン／低圧圧縮機
部の主要部品について開発
から生産、およびエンジン型
式取得試験の一部を担当し
ている。

●2009年
ＲＲ社の「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」エンジンの開
発・製造にＲＲＳＰ方式で参画。
エアバスが開発中の中型機「Ａ
350」への搭載が決定しているエ
ンジン。「Trent 1000」に次いで中
圧圧縮機の設計・製造・組立を担
当している。

●1998年
ＲＲ社の「Ｔｒｅｎｔ 500」エンジンの開発・
製造にＲＲＳＰ方式で参画。
エアバス「Ａ340－500／600」向け
のエンジン。「Ｔｒｅｎｔ 800」までの部
品製造と異なり、中圧コンプレッ
サードラムを担当することになった。

●1996年
「アクセサリ・ギア・ボック
ス」を開発・設計・製造。
米国ゼネラル・エレクト
リック社（ＧＥ社）が開発
している「ＣＦ34－８Ｃ」
エンジン（カナダ・ボン
バルディア社の70席
機「ＣＲＪ700」などに搭載）用。「アクセサリ・ギア・
ボックス」は、エンジンの回転動力を発電機や燃料
ポンプなどの補機に伝える重要な装置である。
その後、いくつかの派生型を開発・設計・製造
した。

●1985年
米国プラット・アンド・ホイットニー社（Ｐ＆Ｗ社）と
「ＰＷ4000シリーズ」エンジンの開発・製造プロ
ジェクトに、初めてＲＲＳＰ方式で参画。
「ＰＷ4000シリーズ」はボーイング社の
「Ｂ747」「Ｂ767」「Ｂ777」、エアバス
「Ａ300」「Ａ310」「Ａ330」などに
搭載されたエンジンで、ケース
やシャフト、シール、ベーン
などの部品を担当
した。

●1979年
ＲＲ社との「ＲＪ500」エンジンの
共同開発に参画。
ＬＰタービンモジュールや補
機、オイルシステムなどを担
当した。

●1981年
ＲＲ社と長期の部品製造契約を結ぶ。
ボーイング社の「Ｂ747」ジャンボジェット
機に搭載しているＲＲ社の「ＲＢ211－524」
エンジンの部品、ファンケースなど約50品
目を10年間製造する契約を結び、生産を
開始した。

●1988年
ＲＲ社と「RB211-524/Trent 700」エンジンの
開発・製造にＲＲＳＰ方式で参画。
「Ｔｒｅｎｔ 700」はエアバス「Ａ330」に搭載され
ているエンジンで、低圧タービン１／２／３
ディスク、低圧タービン２ベーン、ＨＰ／１Ｐケー
ス、低圧タービンケースなどを担当した。

●1998年
明石工場にテストセル
（ジェットエンジン運転試験
用設備）が完成。
世界最大クラスのテスト
セルで、「Ｔｒｅｎｔ 500」お
よび「800」の試験を行
なった。2000年に設備
を増強し、「Trent 1000」
（2004年の項で紹介）の
運転試験を行ない、現在
も同エンジンの重要な開
発試験を担当している。

●2004年
ＲＲ社の「Ｔｒｅｎｔ 1000」エンジンの開発・製造にＲＲＳＰ方式で参画。
ボーイング社「787」に搭載されるエンジンの１つ。
従来とは大きく異なり、中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールを担当して基本設計段階から
参画。その設計・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
ン運転試験の一部も担当し、明石工場のテストセルで続けている。なお、ＩＰＣモ

ジュールの製造・組立は、最先端の加工装置などを導
入した西神工場（神戸市西区）で行なっている。
ＩＰＣモジュールはエンジンのファンと高圧圧縮機との
間に位置する（写真参照）圧縮機で、ファンから送り込ま
れた圧縮空気を約７倍に昇圧する重要な部位である。
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）「Front Bearing Housing」、内側に静翼
が付いたケースなどで構成される超精密製品である。

●1943年
「ネ－０」エンジン、日本初の
試験飛行に成功。

●1969年
川崎重工、川崎航空機、
川崎車両の３社が合併。

「Ｔｒｅｎｔ １０００」
エンジン

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。

「Ｔｒｅｎｔ 1000－ＴＥＮ」

「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ－97」

●1983年
日米欧５か国による「Ｖ2500」エ
ンジンの国際共同開発に日本航
空機エンジン協会(以下、JAEC))
の一員として参画。
ファンケースや低圧圧縮機
（ブースター）、補機、艤装配管
部品のほか、運転用スレーブナ
セルの設計・製造を担当した。
「Ｖ2500」はエアバス「Ａ320」
などに搭載されている。

トレント

　川崎重工は今夏、英国ロールス・ロイス社（以下、ＲＲ社）の最新
鋭旅客機用ジェットエンジンの開発・生産にＲＲＳＰ※方式で参画す
ることを決め、契約を結んだ。開発・生産するエンジンは２機種
で、米国ボーイング社「787」の大型タイプと、欧州エアバス社
「A350」の長胴型機に搭載される。
　川崎重工の航空機エンジン事業は1942年から1944にかけ、
川崎航空機（当時）が、日本初のジェットエンジン「ネ」シリーズの
研究・試作に取り組んだことが始まりだ。明石工場（兵庫県明石
市）には「わが国ジェットエンジン発祥の地」の記念碑がある。
　以来、川崎重工は内外のさまざまな民間航空機用エンジンの

生産や開発に参画。部品の製造から経験を重ねつつ、技術革新
にたゆまぬ努力を続けた。そして今では、エンジンを構成する主
要モジュールの１つである中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの設計・
製造・組立を担当するに至っており、今後はさらなる飛躍を目指
している。
　今回の新しいエンジン開発への参画を機に、民間航空機用エ
ンジン事業の歩みを振り返ってみた。
※ＲＲＳＰ：リスク＆レベニュー シェアリング パートナーは、開発・製造コストやリスクを応分負担し、応分の
　利益分配を受けるパートナーのこと。

また、新しいエンジンの国際開発に参画

民間航空機用エンジン事業̶ その着実な歩み
Close-up
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TOPICS

社会的責任投資指数（ＤＪＳＩ）の対象銘柄として初採用

シンガポールの
地下鉄工事向けシールド掘進機５機を完納

米国ニューヨーク州交通局（ＭＴＡ）から通勤電車を受注

ドリルシップ※船体部の建造契約を締結

舶用ディーゼル主機用の廃熱回収システム「Ｋ－ＧＥＴ」を開発

世界初、ＣＦＲＰフレームを採用した鉄道車両台車「ｅｆＷＩＮＧ」を開発

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、社会的責任投資指数（ＳＲＩ
※1）の代表的指数のひとつ、「Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ  
Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｄｅｘ
（ＤＪＳＩ）」のアジア・太平洋版である「ＤＪＳＩ  
Ａｓｉａ ＰａｃｉｆｉｃＩｎｄｅｘ」の対象銘柄として初め
て選定された。
　Ｓ＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃｅｓ社（米国）と
Ｒｏｂｅｃｏ ＳＡＭ社※２（スイス）が作成する
ＤＪＳＩは、経済・環境・社会性の３分野におけ
る企業の持続可能性（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ）の
観点から評価・選定された社会的責任投資
（ＳＲＩ）の代表的な指数で、企業の社会的責

　川崎重工は、30％出資しているブラジル
の造船所、エスタレーロ・エンセアーダ・ド・パ
ラグワス、以下、ＥＥＰ、バイア州）との間で、ド
リルシップの船体部の建造契約を結んだ。
　本船は、ＥＥＰがセッチ・ブラジル（ブラジル
のＯｉｌ＆Ｇａｓ分野の投資会社）から受注した
ドリルシップ６隻の１番船で、完成後はブラ
ジル国営石油会社、ペトロブラスにより用
船される。
　本契約は、ＥＥＰへの技術協力の一環とし
て、川崎重工が坂出工場（香川県坂出市）で
船体部を建造するもので、2015年第１四半
期の引き渡しを予定している。ＥＥＰへ回航

　川崎重工は、米国の現地法人Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｒａｉｌ Ｃａｒ，Ｉｎｃ．（ＫＲＣ：ニューヨーク州ヨン
カース市）を通じて、ニューヨーク州交通局
（ＭＴＡ）傘下のロングアイランド鉄道（ＬＩＲＲ）
とメトロノース鉄道（ＭＮＲ）が共同で調達す
る通勤電車92両を受注した。
　受注した車両はステンレス鋼製で、構体
製作と機器取付をリンカーン工場（ネブラス
カ州）で、最終組立と機能試験をヨンカース
工場（ニューヨーク州）で行ない、2017年か
ら2018年にかけて順次納入の予定である。
　今回の契約には、最大584両までのオプ
ションが付随しており、オプションがすべて
行使された場合は、総数676両と川崎重工
における過去最大規模の鉄道車両契約とな
り、2022年まで生産が継続することになる。
　この通勤電車は、ロングアイランド鉄道
がニューヨーク市マンハッタンのグランドセ
ントラル駅に乗り入れる新規路線（イースト
サイドアクセス、2019年開業）への新車投
入計画と老朽化した既存車の更新、ならび
に最新技術の採用による旅客サービス向上
のために導入される。また、メトロノース鉄
道では、ニューヨーク市マンハッタンと

　川崎重工は、二酸化炭素（ＣＯ2）排出量の
削減に効果のある舶用ディーゼル主機用の
廃熱回収システム「Ｋ－ＧＥＴ（Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｇｒｅｅｎ  Ｅｃｏ  Ｔｕｒｂｉｎｅ）を開発した。
　「Ｋ－ＧＥＴ」は、主機の過給機からバイパス
した排ガスの一部でパワータービンを駆動
し、得られた力でクランク軸（ピストンの往
復運動を回転運動に変える軸）を加勢する
システム。独自開発のパワータービンを用
いて高効率を実現したほか、機器構成のシ
ンプル設計によって機関室への配置による
影響を最小限に抑えている。排ガスからの
廃熱回収で得られたエネルギーを推進出力
の一部として直接利用することで、ＣＯ2排
出量および燃料消費量を低減するととも
に、バルクキャリア（ばら積み貨物船）や石油
運搬船など、運航中に船内電力をあまり必
要としない船など幅広い適用を可能にし
た。神戸工場（神戸市）で行なった試験運転
では、最大４％のＣＯ2排出量および燃料消
費量の低減を確認した。

　川崎重工は、台車フレームの主構造に
CFRP（炭素繊維強化プラスチック）を採用
した次世代の鉄道車両台車「ｅｆＷＩＮＧ」を開
発した。ＣＦＲＰは航空機などに使用されてい
る軽くて強い材料で、台車フレームにＣＦＲＰ
を採用したのは世界で初めてである。
　「ｅｆＷＩＮＧ」は、従来の台車では鋼製で
あった台車フレームの主構造にＣＦＲＰを採
用し、さらにこのＣＦＲＰ製台車フレームにサ
スペンション機能を持たせてコイルバネを
不要にした。これにより台車構造の簡素化
が図れるとともに、台車フレームの重量が

従来比で約40％軽減（１両当たり約900ｋｇ
の軽量化）するので、燃費向上によるランニ
ングコスト低減とＣＯ2排出量の削減に貢献
できる。
　「ｅｆＷＩＮＧ」は実用化に先駆けて、アメリカ
鉄道協会運輸技術センター（ＴＴＣＩ）で約
4,500ｋｍの走行試験が行なわれ、基本性
能と安全走行性能が確認された。サスペン
ション機能を持つ弓形のＣＦＲＰ製台車フ
レームは、各車輪がレールに与える力を安
定させられる。そのためＴＴＣＩの走行試験で
は、乗り心地が向上し、また、線路不整によ

る輪重抜け※を従来比で半分以下に改善し、
脱線の危険性を減らして安全性を向上させ
ることが証明された。
　「ｅｆＷＩＮＧ」は感性工学に基づき、性能・外
観・コストをトータルにーコーディネートし
たデザインを採用しており、洗練された機
能美によって次世代の鉄道車両台車を具現
化したものである。
※輪重抜け
曲線や線路不整を走行する際、車輪からレールに伝わる
上下荷重が減少することで、脱線原因のひとつである。

後は、ＥＥＰが掘削機器などのトップサイドを
据え付け、船主のセッチ・ブラジルに引き渡
される。
※ドリルシップ
油田・天然ガス田の探査掘削を目的とした船型の浮体式
海洋掘削装置。

■建造する船体部の主要目
　全     長：210ｍ
　型     幅：34.0ｍ
　深     さ：17.5ｍ
　速     力：11ノット
　最 大 掘 削 水 深：3,000ｍ
　ドリルストリング長：１万ｍ

　国際海事機関（ＩＭＯ）により国際航海に従
事する船舶は、地球環境保護のため2013
年から段階的なＣＯ2排出量の低減が義務
づけられている。この規制に対する有効な
手段の１つとして、川崎重工は舶用ディーゼ
ル主機の排ガス余剰エネルギーの利用によ
る廃熱回収システムの開発を行なってき
た。その成果が「Ｋ－ＧＥＴ」だ。これまで、舶

　川崎重工は、シンガポール地下鉄のダウ
ンタウンライン第３期建設工事に投入され
るシールド掘進機５機を完納した。完納した
５機は、2011年８月に佐藤工業（株）のシン
ガポール法人Ｓａｔｏ Ｋｏｇｙｏ（Ｓ）Ｐｔｅ．Ｌｔｄから
３機、2011年10月に韓国のエスケー建設
から２機を受注したものである。
　納入した５機は、すべて泥土圧式シールド
掘進機（直径6.67ｍ）で、現在、シンガポール
陸上交通庁（ＬＡＴ）が進めている地下鉄ダウ
ンタウンライン第３期工事（全長21ｋｍ）のう
ち３つの工区に投入され、合わせて上下線
全長約６ｋｍを掘削する。これらのトンネル
掘削工事は、2014年３月頃に完成の予定。

　泥土圧式シールド掘進機
は、軟弱土層の掘進に用い
られるシールド掘進機の技
術と、岩盤や礫層などの掘
削に用いられるＴＢＭ（トン
ネル・ボーリング・マシン）の
技術を融合させた岩盤対
応の掘進機で、複雑な土層
を１機の掘進機で掘削でき
る。本機は、川崎重工独自のカッター交換方
式を採用し、土質に応じたカッター装備がで
きるほか、曲線部の掘削に対応できる中折
れ方式を採用するなど、工区特性に合わせ
た仕様になっている。

用ディーゼル主機からの排ガスは、全量が
主機の過給機に送られ、主機に新しい空気
を送るためのエネルギーとして活用されて
きた。しかし、近年の技術進歩によって効率
化が進み、全量の排ガスを使わなくても主
機に十分な空気を送ることができるように
なった。

任に関心を持つ世界中の投資家にとって、
投資に際しての重要な選択基準のひとつに
なっている。「ＤＪＳＩ  Ａｓｉａ  Ｐａｃｉｆｉｃ  Ｉｎｄｅｘ」
は、日本・アジア・オセアニア地域を対象とし
た指数であり、同地域における主要企業
600社から上位152社（うち日本企業68
社）が選定されている。
　川崎重工はこのほか、モーニングスター
社が選定する「ＭＳ－ＳＲＩ」の構成銘柄にも採
用されている。
　川崎重工は今後も「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  

ニューヨーク州北西方面の郊外を結ぶ路線
に投入される。
　川崎重工は、米国ではＭＴＡをはじめとす
る主要交通局から累計4,000両を超える受
注実績がある。今回の受注は、川崎重工の
北米での納入実績や契約履行能力、技術
力、車両の信頼性、現地化率およびアフ
ターサービスが総合的に高く評価された結

果である。
■受注した車両の概要
●車　　種　通勤車両（２両／編成、最大
　　　　　　14両まで連結可能）
●寸　　法　26ｍ（長さ）×3.2ｍ（幅）×４ｍ
　　　　　　（高さ）
●車体素材　ステンレス鋼

　シンガポールでは、地下鉄トムソンライン
建設工事計画（全長30ｋｍ×２本）など地下
鉄工事の増加が予想されており、今後も
シールド掘進機の発注が見込まれる。

Ｋａｗａｓａｋｉ”」という経営理念の実現を目指
して、グローバル企業に相応しい社会的責
任を積極的に果たしていく考えである。
※１：社会的責任投資（ＳＲＩ：Ｓoｃｉａｌ Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ）
伝統的な財務分析に加え、より高い視点から隠れたリ
スクや機会を分析するため、社会・倫理・環境などにつ
いて社会的責任を果しているかどうかを投資基準にし
て投資行動をとること。

※２：Ｒｏｂｅｃｏ  ＳＡＭ社
特に持続可能性における投資に焦点を当てたスイス
の資産運用コンサルティング会社。

イーエフ  ウィング

空気 排ガス

出力還元

過給機

プロペラ
２サイクルディーゼル
エンジン

パワー
タービン

減速機

弾性継手

P/T
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いいモノ

つくろう。

川崎重工

日本、アメリカ、ヨーロッパから、東南アジア、ブラジル、インド、中国へ。

モーターサイクル市場はいま、グローバルに拡大しています。

ここ兵庫県の明石工場は、Kawasakiの世界のマザーファクトリー。

技術とノウハウ、育んできたモノづくりの熱い思いがいっぱいつまった工場です。

１日に何百台もつくるけど、お客さまには唯一の１台です。だから、気持ちがこもります。

Kawasakiがいつも目ざしているのは、高い環境性能を備えた

“Fun to Ride（操る楽しさ）”と“Ease oｆ Riding（乗りやすさ）”。

その魅力で、ライダーの心をとらえてきました。

今日もまた、最新のＮｉｎｊａが、世界へ熱く走り出していきます。

ライムグリーンのマシンに、速さとアグレッシブな走りを秘めて。

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”

世界の皆さん、Fun　to　Ride！
Kawasak iのモーターサイクルを楽しんでください。

Powering your potentialには、グループミッションの実現に向けて、
「お客様と社会の可能性を切り拓く力となる」というKawasakiブランドの想いが込められています。

http://www.khi.co.jp


