


　1902年（明治35年）、株式会社川崎造船所
（現川崎重工・神戸造船工場）に完成した船舶
修繕施設「第１ドック」が、111年の歴史に幕を
下ろすことになった。
　「第１ドック」は、建設場所の地盤が軟弱なため
工事は困難を極め、新しい工法を採用しつつ６
年の歳月と巨費を投じて築造された。神戸港に
おける最初の本格的な乾ドック※で、わが国の

川崎重工の礎を  築いた船舶修繕施設

「第１ドック」 が111年の歴史に幕
近代化を牽引してきた施設のひとつといえる。
　しかし、1995年（平成７年）の阪神・淡路大震
災で大きな被害を受けて使用を中止。その後
も老朽化による損壊部分や漏水部分の拡大が
続いて危険度が増したため、今後の維持管理
が困難と判断したのである。
　なお、「第１ドック」はその歴史的価値が高く
評価され、1998年に「登録有形文化財」となり、

2007年には「近代化産業遺産」に認定された。
　惜しまれながら111年の歴史を閉じることに
なった「第１ドック」。その歴史の周辺などを探っ
てみた。
※乾ドック：海から陸へ掘り込んだ一種の堀割で、船を入れたあと水門を閉めて
　ポンプで排水し、船舶の修繕あるいは建造を行なう施設。ドライドックともいう。
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現場を訪ねて

航空機用ジェットエンジン工場
西神工場に「第四工場」を建設

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季⑯

中国地方の川の「冬」を追う
澄明な冷気に映える、
青と白のコントラスト。

●表紙説明●
　ボルトとナットなどが整然と並んだ、淡いメタ
リックカラーの精巧な構造物（？）－実はこれ、
英国ロールス・ロイス社の民間航空機用エンジ
ン「Ｔｒｅｎｔ 1000」のモジュール（構成要素）のひ
とつ、中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの外面を接写
したものです。「Ｔｒｅｎｔ 1000」は、米国ボーイング
社の最新の中型旅客機「787」に搭載されている
エンジンのひとつです。
　川崎重工は、「Ｔｒｅｎｔ 1000」の開発に基本設計
段階から参画し、ＩＰＣモジュールの設計・製造・組
立を担当しており、西神工場（神戸市西区）で生
産を続けています。
　詳しくは「現場を訪ねて」（８～11ページ）をご
覧ください。

川崎重工の礎を築いた船舶修繕施設
「第１ドック」が
111年の歴史に幕

Close-up
次世代育成支援活動の「実験工作教室」を宮城県で実施
つくった・実験した・楽しく学んだ
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主にセメント製造プラントの
ふたつの工程で活躍している
「ＣＫミル」の構造
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川崎重工の創業者、川崎正蔵。

初代社長、松方幸次郎。
御影石を積み上げた「第１ドック」の側壁にはめ
込まれている「起工・竣工」の銘板。

❶記念式典「Ｌｅｇｅｎｄ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｎo．１ Ｄｏｃｋ ～
　111年の時を超えて～」で挨拶する村山滋社長。
❷式典参加者の頭上を高く昇っていく無数の風船。
❸「第１ドック」の次の未来への“出航”を見送り、参
　加者たちは万感の思いで別れのテープを投げた。

記念式典で関係者が
「さようなら、第１ドック」

「川崎重工の創立時を物語る
貴重な設備」

明治11年、
川崎正蔵が東京・築地で造船業を開始 初代社長、松方幸次郎に託された

「第１ドック」の建設

　2013年10月22日。
　川崎重工・神戸造船工場の「第１ドッ
ク」のそばで、あるセレモニーが開かれ
た。参加者に配られた案内書の表紙には
「Ｌｅｇｅｎｄ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｎｏ．１ Ｄｏｃｋ ～
111年の時を超えて～」とある。
　「第１ドック」を見守ってきた方々、苦労
を共にした方々に集まっていただき、「第
１ドック」との別れを記念しようという式
典である。
　式典には、矢田立郎神戸市長（当時）
をはじめとする神戸市関係者や神戸市
会議員、兵庫県ならびに国土交通省関
係者など、また、川崎重工からは村山滋
社長や松岡京平副社長、村上彰男常務
など経営陣のほか、船舶修繕事業などに
かかわったＯＢなど多数が参加した。
　この記念式典で村山滋社長は次のよ
うに挨拶した。（抜粋）

　「この第１ドックは、当社の創立時
を物語る貴重な設備です。創業者の

　ここで、「第１ドック」築造の経緯を
もう少し詳しく振り返ってみよう。
　川崎重工の創業者である川崎正蔵
が、東京・築地で造船業を始めたのは
1878年（明治11年）のこと。1881年
には兵庫に川崎兵庫造船所を開設。
東京と呼応しながら船舶の建造や舶
用機械の製作などを行なった。
　その後、社業は発展し、両造船所と
も規模の拡大を迫られるようになっ
た。そんな折り、かねてより払い下げ
を願い出ていた官営兵庫造船所の借
り受けが許可された。そこで、川崎兵
庫造船所と官営兵庫造船所を合併
し、川崎造船所として新しく発足。
1886年（明治19年）のことである。こ
の年にはまた、東京の川崎造船所を

　1896年（明治29年）10月。
　川崎造船所はそれまでの個人経営
から株式会社に改組され、株式会社
川崎造船所となった。これを機に川崎
正蔵は顧問に退き、30歳の青年、松方
幸次郎が社長に就任した。そして、青
年社長に託されたのが乾ドックの建
設で、早くもその年の11月に着工した。
総指揮をとる松方社長の片腕となっ
たのが、気鋭の青年技師、山崎鉉次郎
である。
　ところがこの工事が、村山滋社長
の挨拶にもあるように空前絶後の難
工事となった。
　原因は、建設地点が旧湊川河口の
軟弱な地盤で、底なし沼のような土地
だったことだ。そこで、周囲をコンク
リートのダムで覆ってから地固めを行
なうという画期的な方法を採用した。
ところが、水抜きをしてみると、地下
から突き上げる強力な海水圧でドッ
クを囲んでいる壁が砕け始めた。失
敗である。
　松方社長は辞表を提出したが、
川崎正蔵は笑って辞表を押し止めた。

神戸に移した。
　1887年には、借用中のすべての土
地・施設を50年年賦で払い下げられ
ることが確定。川崎重工の前身であ
る川崎造船所が名実ともに誕生した。
　この1887年は、神戸に入港する大
型の外航船が飛躍的に増加し始めた
年でもあり、船舶修繕の需要が拡大
していた。船舶修繕を行なうには乾
ドックが不可欠だ。川崎正蔵にとって
乾ドックの建設は、次第に悲願ともい
うべきものになっていった。

川崎正蔵は『西洋船の建造、修繕を通
じて我が国の発展に寄与する』という
思いを持ち、乾ドックの建造に強い意
欲を持っておりました。
　初代社長である松方幸次郎はその
思いを引き継ぎ、当社創立直後の
1896年（明治29年）11月に第１乾
ドックの工事に着手しております。地
盤が軟弱であったことから、工事は困
難を極めましたが、松方社長は幾度
もの困難を乗り越え、６年という歳月
をかけて、ドックを完成させました。軟
弱な地盤を固めるため、１万本の松杭
で基礎を打ち、水中にてコンクリート
を敷設する工法など、斬新なアイデア
を採用しながら取り組んだ一大プロ
ジェクトでした。結果的に総工費は、
当時の資本金の４割に相当する、170
万円に達したと聞いております。
　歴史的には、明治時代に築造され
た乾ドック30基のうちの１つであり、
神戸港の発展や日本の近代化を支え
てきた設備といっても過言ではあり
ません。
　その意義を認められ、乾ドックとし
ては登録有形文化財の登録第一号と
なったほか、近代化産業遺産の認定
をいただくなど、歴史的価値がある設
備として評価を受けてまいりました。
　今般、残念ながら老朽化にあらが
えず、設備の維持が困難と判断、保存
よりも安全性を優先し、やむを得ず埋

め戻すこととしました」
　式典では、「第1ドック」の歴史的意
義を映像やパネルで振り返り、来賓挨
拶などの後、最後に“第１ドック出航”
となった。「第１ドック」を一隻の船に見
立て、111年の時を超えて未来に“出
航”するのを見送り、お別れしようとい
う趣向である。
　参加者たちは思い思いにテープを
投げて「第１ドック」の出発を見送り、空
には無数のカラフルな風船が舞った。

たびだち
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山崎鉉次郎技師が、ニューヨークの技術誌に発表した「第１ドック」構築に関す
る長文の技術論考に掲載された、松杭を打つ作業風景。

竣工間近い「第１ドック」。サイズは長さ130ｍ、幅15.7ｍ、深さ5.5ｍ。翌年の完成を待
たずして国の内外から船舶の修繕依頼が殺到したという。

「第１ドック」での修繕船第一号は日本郵船の「三河丸」（2,884トン）だった。この年
（1902年：明治35年）だけで320件の修繕依頼があったという。

昭和初期と思われる川崎重工・神戸工場。ほぼ真ん中辺が「第１ドック」で、左端
にはガントリークレーン（門型クレーン）が見える。

（左）無数の御影石を積み上げて
築かれた「第１ドック」の側
壁。この側壁はタイロッド（地
中に設置した引張り補強材）
で保持されている。

（上）拡張工事が竣工して初めての
注水式。当時の手塚社長が
注水弁を回した。

（右）拡張工事竣工を記した銘板。

１万本超の松杭打ち込みと
水中コンクリート打設

川崎正蔵の信念と
Ｋａｗａｓａｋｉのチャレンジ精神

阪神・淡路大震災による被害と
進んだ老朽化

歴史的・社会的意義を
将来に伝える方法を模索

　再挑戦が始まった。
　問題は、岩盤のない底なし沼のような
地盤だ。松方社長と山崎技師は決断し
た。「ないならつくるまでだ」
　どうするか。
　二人はドックの底に腐りにくい松杭を
打ち込む方法を採用した。びっしり打ち
込むため、総本数は１万本超。慎重に打
ち込んで１日におよそ20本。杭打ちだけ
で１年半を要した。
　打ち込んだ松杭の頭を切り揃え、隙間
に栗石を敷き詰める。その上にコンク
リートを流す。といっても、ことはそう簡
単ではない。現場は水深６ｍを超える水

　「第１ドック」（6,000総トンの船舶ま
で修繕可能）の建設は、工期６年で総
工費170万円。当時の資本金は400
万円だった。いかに巨費で、破天荒な
大工事であったかが分かる。
　この壮大な難工事を進められたの
は、川崎正蔵の「学理と経験を十分に
活かして工事を進めれば、必ず完成

　「第１ドック」は竣工以来、多くの修
繕実績を上げ、1959年（昭和34年）
には、船舶の大型化に対応するため
拡張工事が行なわれた。拡張後は長
さ161ｍ、幅23.58ｍ、深さ6.58ｍと

　「第１ドック」は、基本的には御影石
の側壁などの形状をほぼそのまま残
して埋め戻される。
　「『第１ドック』の歴史的意義および
社会的意義を考慮し、可能な限り土中
保存に努める工法を採用するととも
に、モニュメントを設置することなど
によりその意義を長く将来に伝え、残
していきたいと考えています。（森川
哲事務所長） 

中だ。水上のボートから流し込んだ水中
コンクリートを、潜水夫が敷き詰めてい
く。作業は人海戦術で昼夜を分かたず進
められ、延べ15万人を動員してドックの
底に厚さ３ｍの底板ができた。1900年
（明治33年）11月10日のことだった。
　そして、水抜き。８万トンの水を半分ほ
ど抜いた時、地盤の隆起が心配される現
象が見られたが、即座に砂利と栗石を投
下して事なきを得た。
　1901年５月22日。
　神戸港に面して長さ130ｍ、幅15.7
ｍ、深さ5.5ｍの巨大な“堀割”（ドック）が
出現した。ドックの側壁には無数の御影
石が積み上げられていた。
　正式なドックの完成までには、まだ１年
以上の仕上げ工事が必要だったが、国の

内外から修繕依頼が殺到した。修繕船第
１号のドック入りは翌年６月２日。日本郵
船の「三河丸」（2,884トン）だった。記録
によれば、修繕依頼はこの年だけで320
件に達している。

なり、１万総トンの船舶まで修繕でき
るようになった。その後はさらに修繕
実績を積み上げた。
　しかし、1995年（平成７年）の阪神・
淡路大震災でクレーン倒壊、御影石
の側壁部損壊、さらにはドック側壁を
保持するタイロッド（地中に設置した
引張り補強材）などが被害を受け、
ドックとしての機能を失った。さらに
近年は損壊部や漏水部分が拡大し、
危険性が高まっている。こうしたこと
から今回、埋め戻すこととなった。
　それにしても、風雪に耐えて歴史を
刻んだ111年である。多くの方々が苦
労を共にし、このドックで汗をかいて
きた。記念式典の出席者も「第１ドッ
ク」の永年の労に思いを馳せた。
　社員も同様である。「第１ドック」で
船舶修繕に従事したことがあるとい
う川崎重工・船舶海洋カンパニー神
戸造船工場工作部生産管理課の岡田

憲光基幹職、同神戸造船工場品質保
証部の川口修次プロシニアは、
　「実際にさまざまな仕事をした思い
出があるだけに、一抹の寂しさも感じ
ますが、ご苦労様でしたと言いたい気
持ちです」と語った。

する」という強固な信念である。また、
その信念をバックボーンに、
　「何度も困難にぶつかりながらも
逃げずに踏みとどまり、全社一丸と
なって大きな壁にぶつかっていった、
Ｋａｗａｓａｋｉのチャレンジ精神があった
ればこそ完成できたのだと思います」
（川崎重工・森川哲神戸工場事務所長）

■「Ｙｏａｋｅ  Ｐｒｏｊｅｃｔ」スペシャルサイトがオープン！
　川崎重工の“夜明け”をテーマにしたスペシャルサイト「Ｙｏａｋｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ」
が昨年11月１日にオープンしました。
　今回、本誌で紹介した神戸工場「第１ドック」の、完成までの挑戦ストーリー
を動画で紹介しています。
  ぜひご覧ください。
【アクセス方法】
　http://www.khi.co.jp/yoake
　または 「Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｙｏａｋｅ」で検索してください。
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送風機

「仕上粉砕」工程への適用例
（唐山耀東セメント／中国）

「原料粉砕」工程への適用例
（サイアムセメント／タイ）

CKミル製造工場／
安徽海螺川崎節能設備製造有限公司（中国）

TUPIセメント／ブラジル

　セメントは、主原料の石灰石と副原料の粘土や
けい石、鉄原料などを一緒に乾燥・粉砕した後、焼
成→仕上粉砕という工程を経て製品化される。こ
れらの工程のうち、「原料粉砕」と「仕上粉砕」に用
いられるのが、川崎重工が開発した高効率ローラ
ミル「ＣＫミル」である。
　ローラミルは、粉砕機底部の回転テーブルと
ローラとの間に粉砕すべきものをかみ込ませてす
りつぶす－すり鉢のゴマをすりこ木ですりつぶす
ような原理の装置で、「乾燥」「粉砕」「分級」の３機能
を併せ持っている。
　高効率で省エネ型の「ＣＫミル」を導入すると、従
来の粉砕機（チューブミル）に比べて30～50％と
いう大きな省エネルギー効果が見込める。

イラストぎじゅつ入門̶ 92

セメント製造プラントの
省エネルギーに大きな効果

　このセメントプラント用大型粉砕機「ＣＫミル」が
このほど、受注累計100台を達成した。川崎重工
は、中国のＣＯＮＣＨグループと合弁会社を設立し、
高品質・低価格を追求するとともに活発に販売促
進に取り組み、中国国内はもとよりタイやブラジ
ル、インドネシアなどで受注を重ね、累計100台と
いう大台を記録した。
　「ＣＫミル」はまた、高炉スラグ（溶鉱炉での銑鉄
精練の際、鉄鉱石から分離される不純物）を利用し
た高炉セメント粉砕用としても活躍している。
　高効率で信頼性の高い「ＣＫミル」は今後も、グ
ローバルな生産活動を展開するセメントメジャー
をはじめとして幅広い需要が期待される。

中国合弁会社を設立後、
受注件数が飛躍的に増加。
受注累計100台を達成

主にセメント製造プラントの
ふたつの工程で活躍している
「ＣＫミル」の構造

■セメント製造プラントで活躍する「ＣＫミル」

●「ＣＫミル」の「仕上粉砕」工程への適用
セメント製造プラントの「焼成」工程でつくられたクリ
ンカ（セメントの中間製品）に、石膏（セメントが固まる
のを遅らせる役割がある）を加え、微粉にするとセメ
ントが完成する。

●セパレータ（分級機）
細かい粉末と粗い粉末を選別し、
製品粒度を整える装置。
カゴ型の回転翼の回転数を変える
ことで、製品粒度を調整できる。
粗い粉末はミルテーブルに戻り、
再び粉砕される。

●ローラ
●テーブル
ミルの中央に投入されたクリ
ンカと石膏は、モータによって
回転するテーブルの遠心力に
よってテーブルの外側に流れ
寄り、テーブルとローラの間で
粉砕される。
ローラのサイズは、大きいもの
では最大で2.8ｍという実績が
ある。
ローラやテーブルの表面には、
摩耗寿命を延ばすために超硬
質金属が溶接されている。

●加圧シリンダ
微粉砕に必要な100tonを越す大きな加圧
力を得るため、油圧シリンダを用いてローラ
をテーブルに押し付ける。

●コンクリートスタンド（支持台）
ミルの主要な加圧機構を支持している。
従来の鋼板製をコンクリート製に変えた
ことで、粉砕時の振動が大幅に低減した。

●モータ＆減速機
大型のミルは4,600ｋＷの動力（モータ）を備
えている。
このモータの動力を、減速機で回転数を落と
して巨大なトルク（回転力）を得るとともに、
回転の向きを変更する装置。

●原料採石・破砕

●クリンカサイロ

●サイクロン

●原料粉砕（CK型ローラミル）

●原料ストレージヤード

粉砕原料
+ガス

製品補集

　製品補集
●バグフィルタ

袋詰セメント

バルクセメント車

セメント製品+ガス

クリンカ+石膏

貯蔵・出荷

●サスペンションプレヒータ
　（原料予熱装置）

●ロータリーキルン
　（回転窯）

●ブレンディングサイロ

●サイクロン

●セメントプラント
●エアークエンチングクーラー

セメントの中間製品「クリンカ」

●熱風入口
原料を乾燥するために熱
風をミル内に供給する。

粗い粉末

ガス

送風機

熱風

テーブル回転テーブル回転 ローラ加圧力ローラ加圧力

ローラ回転ローラ回転

回転翼回転回転翼回転

テーブル回転 ローラ加圧力

ローラ回転

回転翼回転
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加工機の搬入、据え付けなど着々と整備
が進む西神工場「第四工場」の機械加工
エリア。右端のエンジンは、英国ロール
ス・ロイス社の「Ｔｒｅｎｔ 1000」。

トレント

航空機用ジェットエンジン工場
西神工場に「第四工場」を建設
（神戸市西区）

現 場 を 訪 ね て
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西神工場では、ＲＲ社の「Ｔｒｅｎｔ  
1000」エンジンの中圧圧縮
機（ＩＰＣ）モジュールの製作・組
立を行なっている。

❶ディスクとブレード（動翼)が一体構造になったブリスクを、最先端の加
工機で自動切削する。
❷その５軸マシニングセンターは「第四工場」ですでに稼働中である。
❸作業効率が大幅にアップする自動洗浄装置のテスト風景。  
❹川崎重工が国内メーカーの協力を得て国産化した高速放電加工機。
鋳造部品への微小な穴明けなどに威力を発揮する。
❺ＩＰＣモジュールのロータを構成するディスク（８段）の品質検査エリア。

西神工場の全景。右端が「第四工場」棟。川崎重工グループの川重商事（株）が屋根にソーラー
パネル（出力約700ｋＷ）を設置し、発電した電力は電力会社に売電している。

高速放電加工機やプラズマ溶射設備など最新鋭の加工装置な
どが整然と並ぶ第二工場の機械加工エリア。まさにハイテク工
場と呼ぶにふさわしい超精密機械加工専門工場である。

「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」

「Ｔｒｅｎｔ １０００」
エンジン

　民間航空機用ジェットエンジン（以下、
エンジン）関連を中心に活発な生産活動
を展開している西神工場（神戸市西区）
が、「第四工場」を整備中である。

　「第四工場」（敷地面積約１万1,000㎡）
はすでに建屋が完成し、加工機など装置
類の搬入、据え付けが進められており、
最新鋭の複合加工機によるエンジン部
品の生産が始まっている。
　「西神工場では、米国ボーイング社や
欧州エアバス社などの民間航空機向け
各種エンジンの分担製造品を中心に、幅
広い製品群を生産しています。その中で
現在、生産の主力といえるのが、2008年
末に量産が始まったロールスロイス社
の「Ｔｒｅｎｔ 1000※１」の中圧圧縮機（ＩＰＣ）
モジュールです」（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
スセンター副センター長の山田勝久
理事）
　川崎重工がロールス・ロイス社（以下、
ＲＲ社）のパートナー会社として、ＲＲＳＰ※２

方式で開発・生産に基本設計段階から参
画した「Ｔｒｅｎｔ 1000」エンジン。その中
圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュール（以下、ＩＰＣモ
ジュール）は、エンジンを構成する８個の
主要なモジュール（構成要素）のひとつ
だ。エンジンのファンと高圧圧縮機との
間に位置し、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。
　川崎重工はこのＩＰＣモジュールの設
計・製造・組立を担当しており、
　「今後、コンスタントに月産10台ペース
の生産が続きます」（西神製造部の池内
洋一部長）
※１：「Ｔｒｅｎｔ 1000」エンジンは、米国ボーイング社の「787」に搭
載されているエンジンのひとつ。

※２：ＲＲＳＰ（リスク＆レベニュー シェアリング パートナー）方式は、
開発・製造コストやリスクを応分負担し、応分の利益配分を受
けるパートナーのこと。

　川崎重工が設計・製造・組立を担当し
ている「Ｔｒｅｎｔ 1000」と「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」
のＩＰＣモジュールは、約4,000点の部品
で構成される超精密加工製品だ。サイズ
は、「Ｔｒｅｎｔ 1000」用が全長1,240ｍｍ、
直径1,350ｍｍ。「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」用が全
長1,500ｍｍ、直径1,500ｍｍ。
　部品の加工精度は、厳しいものでは許
容範囲が1000分の5～10ｍｍというも
のも少なくない。そのため、第一～第三
工場の加工エリアには最新のＮＣ（数値
制御）加工機などがずらりと並んでおり、
加えて最先端装置の導入も進んでいる。
　例えば、大きめの素材（チタン合金）か
ら、ディスクとプレートが一体構造になっ
たブリスクを自動切削する、最先端の５軸
マシニングセンターを海外から導入し、
その加工技術開発もほぼ完了している。
新設した「第四工場」ですでに稼働中なの
がこの５軸マシニングセンターである。

　さらに川崎重工は2011年９月、
エアバス「Ａ320 neo」用エンジン「ＰＷ
1100Ｇ－ＪＭ」の国際共同開発に、ＪＡＥＣ
（（財）日本航空機エンジン協会）の一員
として参画した。他の開発メンバーは、米
国プラット・アンド・ホイットニー社（Ｐ＆Ｗ
社）とドイツＭＴＵ社。
　川崎重工は、ファン（低圧圧縮機部）の
主要部品の開発から生産、さらにはエン
ジン型式取得試験の一部も担当するこ
とになっている。
　「このように大型案件が次々に控えて
おり、それに対応するため第四工場を建
設しましたが、第一～第三工場の担当業
務の見直しも図り、西神工場全体でその
整備を実施しています」（山田勝久理事）

　川崎重工は「Ｔｒｅｎｔ 1000」に続いて
2009年１月、ＲＲ社の「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」エン
ジンの開発・生産にもＲＲＳＰ方式で参画
した。「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」は、エアバス社「Ａ
350」への搭載が決定している唯一のエ
ンジンだ。川崎重工は、「Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ」エ
ンジンでもＩＰＣモジュールの設計・製造・
組立を担当する。
　「Ａ350」の開発は順調に進み、2013
年６月に初飛行に成功し、その後の試験
飛行も予定通り行なわれているという。
　「これまで『Ｔｒｅｎｔ ＸＷＢ』の運転試験
用および飛行試験機用エンジン向けに
７台分のＩＰＣモジュールを納入しており、
量産開始も近付きつつあります。量産が
始まると月産27台が予定されており、
『Ｔｒｅｎｔ 1000』用の月産10台と合わせ、
相当ハードな生産レベルになります」
（山田勝久理事）

　「第四工場」には、主として電子ビーム
溶接の洗浄、乾燥作業や部品の表面処
理に必要な自動洗浄装置も海外メー
カーと共同開発し、輸入して据付済み
だ。部品のセットから洗浄など一連の作
業が自動化されており、従来の人手の作
業に比べて３～６倍の効率向上が図れる
という。
　海外からの導入ばかりではなく、国産
化にも取り組んだ。ＩＰＣモジュールを構
成する重要な部品であるフロントベアリ
ングハウジングの加工では、６ｃｍほど厚
みのある鋳造品に直径１ｍｍほどの穴
を斜めに明けるという作業がある。この
作業には、ＲＲ社指定の高価な高速放電
加工機を使用しているが、川崎重工では
国内メーカーと共同で、２年がかりで汎
用性のある同等機を開発して国産化し、
稼働中。「第四工場」にも導入する予定
である。
　このほかにもさまざまな最先端の生
産設備が導入されており、西神工場はま
さにハイテク化と省力化を実現した最新
工場となっている。
　この超精密機械加工専門の西神工場
に「第四工場」が建設され、さらなる繁忙
期への準備が着々と整えられつつある。

エアバス「Ａ350」の
ＩＰＣモジュールも担当

現在、ボーイング「７８７」用
ＩＰＣモジュールを月産10台

さらなる繁忙期への準備が
着々と進むハイテク工場

エアバス「Ａ320 neo」用
エンジン部品の生産も

英国ロールスロイス社の「Ｔｒｅｎｔ  ＸＷＢ」エンジン用
中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールなど相次ぐ量産案件に対応

トレント

トレント

❶ ❷ ❸ ❹ ❺❶ ❷ ❸ ❹ ❺
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き　び

ほ う き

しじゅうまがり

鳥取県米子市から日野川の
上流へ。伯耆町でワカン（輪
かんじき）を履き、雪に埋ま
りながら川原に下り、吹雪が
止むのを待った。早朝の空
がほんのり赤くなった。
伯耆町から岡山県に入り、
名前のとおりカーブの多い
四十曲峠を経て新庄村へ。
お目当ての新庄川（旭川水
系）は雪に埋もれていたが、
その流れは力強かった。

（上）

（下）

　岡山市から国道53号をひたすら北上する。津山市で国道179
号に入り、なおも北上する。吉井川の上流へ、行けるところまで
行ってみようと思ったのだ。
　吉井川は、岡山と鳥取の県境、中国山地の三国山（標高1,252
ｍ）に源を発し、津山盆地や吉備高原を経て岡山平野を流れ、児
島湾に注ぐ延長約133ｋｍの大河である。
　津山盆地は高気圧に覆われて穏やかな冬景色だったが、中国
山地に入ると表情はがらりと変わり、見るものすべてが白一色に

なった。奥津温泉を通過する。奥津温泉といえば、“足踏み洗濯”
が有名だ。かつて熊や狼を見張りながら、川に湧き出る湯で洗濯
していた名残だとか。今は冬期を除き、観光用に実演が行なわれ
ているという。
　山奥に入るにつれて雪はどんどん深くなり、源流にはまだまだ
だが車を降りた。よく晴れていて、景色は明るい。真っ青な空と雪
の白さのコントラストが鮮やかに目を射る。
　全身を包む冷気の中でシャッターを押した。

川に見る・日本の四季⑯  中国地方の川の「冬」を追う

澄明な冷気に映える、青と白のコントラスト。
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南三陸町

宮城県

仙台市

❶“出張授業”は先生（川崎重
工の若手エンジニア）の話
しから始まった。「今日は、
大きなものを動かす小さ
な力の勉強です」
❷細い注射器と太い注射器
を押し合って力くらべの実
験。「さあ、どっちが強い？」

❸クレーン車を組み立てる。
表情は真剣そのもの。
❹早く完成させた生徒が、グ
ループの生徒に助言して
いる（？）のかな。
❺完成させたクレーン車を
使って実験。バネばかりで
注射器を引っ張り、おもり
を吊り上げるところ。

（上）“出張授業”「マイヘリコプ
ターをつくろう！」でヘリ
コプターづくりに挑み、
コーチ（川崎重工の社員）
の説明に身を乗り出して
聞き入る生徒たち（2012
年10月、南三陸町立志津
川小学校６年２組）。

（下）「マイヘリコプター」を飛ば
して大喜びの生徒たち。
「飛んだよ、飛んだ！」（同
校６年１組）。

生徒に配った、キットの入っ
た道具箱。生徒たちは全員
が「マイクレーン車」（写真
は完成モデル）を見事に完
成させた。

❶

❷
❹

❺

❸

　「皆さんはクレーンって、知ってますよ
ね。クレーンは吊るという意味で、大きな
重い物を吊り上げて別の場所へ移した
りします。どうして大きな重い物を持ち
上げられるんだろう。実はクレーンは、小
さな力で大きな物を持ち上げているの
です。ネズミがゾウを片手１本で持ち上
げているようなものかな（「エーッ」と感
嘆の声）。今日は、大きな物を動かす小さ
な力について、一緒に学びましょう」
　2013年11月５日。
　ここは、宮城県南三陸町立志津川小
学校の理科工作室。先生役の川崎重工・
精密機械カンパニー技術本部所属の若
手エンジニアが、スライド映像を交えな
がらお兄さん感覚で優しく語りかける。
真剣に聞き入っているのは６年１組の26
名。生徒に配られたテキストの表紙タイ
トルは、「マイクレーン車をつくろう～大
きなものを動かす小さなチカラ～」。

　さて、教室では「マイクレーン車」づく
りが始まった。
　生徒たちはテキストと首っぴきで組立
キットと格闘し、教室はしばし喧騒に包ま
れた。工作に取り組む生徒たちの目は真
剣で、表情は生き生きと輝いている。
　喧騒の中で、「できた！」と一番乗りの
声が上がったのは、およそ30分後。その
後、次々に「完成！」の声が上がり、全員
が完成させた。
　「では、できたクレーン車で力くらべを
しましょう」
　クレーン車は、細い注射器と太い注射
器をバネばかりで引っ張り、おもりを持
ち上げる力を測れる仕組みになってい
る。おもりの重さを変えて実験した結
果、細い注射器は太い注射器よりおよそ
３分の１の力でおもりを持ち上げること
がわかった。「すごい！」と驚く生徒たち。
　「水と、力を加える面積の違いをうまく
利用すると、小さな力で大きな重い物を
動かせるのです。水を使うと機械が錆び
るので、代わりに油を使います。それで
“油圧”といい、油圧装置はクレーン車な
どの建設機械や船などさまざまな製品
に利用され、小さな装置なのに大きな力
を発揮しています」
　この日は６年１組の後、６年２組の24名
を対象に同じ授業が行なわれた。

　川崎重工では７つの社内カンパニー
（「船舶海洋」「車両」「航空宇宙」「ガス
タービン・機械」「プラント・環境」「モー
ターサイクル＆エンジン」「精密機械」）が
事業を展開している。今後は、「マイヘリ
コプターをつくろう！」（航空宇宙カンパ
ニー）、「マイクレーン車をつくろう！」（精
密機械カンパニー）に継ぐ同様のプログ
ラムを、各カンパニーの製品をベースに
して順次開発し、東北の被災地を含めた
「実験工作教室」を行なう予定になって
いる。また、各地のイベントへの参加を
予定している。
　「子供たちの理科離れは、“ものづく
り”技術の継承の観点からも大きな問
題。この出張授業ではまず、ものの原理
や仕組みを知り、工作の楽しさを体感す
ること。そして、理科で学ぶことが社会と
どのように関わっているかを実感しても
らえたらと思っています。そのためにも
プログラムに一層の工夫を凝らし、今後
もこの活動を継続してまいります」（CSR
推進本部CSR部の柿原アツ子部長） 

　川崎重工は、企業の社会貢献活動の
ひとつである次世代育成支援活動の一
環として、「実験工作教室」を継続的に開
いている。未来の夢のテクノロジーを担
う次世代の育成を支援しよう、というの
が基本方針だ。
　例えば、2012年３月には大阪市で開
かれた「Ｋａｎｓａｉ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｙａｒｄ」に参加
し、64名の小学生を対象に行なった。こ
の時のテーマは「マイヘリコプターをつ
くろう！」。
　川崎重工の製品をベースにして、技術
の素晴らしさや“ものづくり”の大切さを
体感してもらおうと発案されたテーマだ。
　参加した小学生たちは、揚力の原理な
どを学んだ後、川崎重工が用意した組立
キットを使ってマイヘリコプターづくり
に挑戦。完成したヘリコプターを飛ばし
て大喜びだった。
　この「マイヘリコプターをつくろう！」
が「実験工作教室」（出張授業）の始まり
となった。2012年10月下旬、南三陸町
の志津川小学校と戸倉小学校、および
岩手県陸前高田市の米崎小学校の、合
わせて約100名の小学生と保護者を対
象に行なって好評だった。
　そして今回、テーマを変えて再び志津
川小学校での開催となった。というのも
川崎重工グループは、東日本大震災の
被災地に義援金や製品提供などの支援
を行なってきた。そうした支援継続の一
環として、「実験工作教室」を主に被災地
の小学校向けに実施することにしている
からである。
　「こうした体験から子供たちが技術や
“ものづくり”に関心を持ち、将来、自分
たちの手でふるさとの復興に尽力する
ことがあれば、こんなうれしいことはあり
ません」（川崎重工・CSR推進本部の橋本
芳純本部長）

　「皆さんの前に細い注射器と太い注射
器をチューブでつなぎ、中に水を満たし
たものがあります。両方から押してみ
て、どっちが押し勝つか試してください」
　実験と聞いて、生徒たちの目が輝きを
増す。左右の手で押し比べをする生徒や
生徒同士で押し合うなど、ワイワイと賑
やかに実験が続く。川崎重工の社員たち
が細やかにサポートする。
　「さあ、結果はどうでしたか。細い注射
器が押し勝ったという人、手を上げて（半
分以上が手を上げる）。太い注射器が

勝ったという人（数人が手を上げる）」。
　正解は－「細い注射器です」
　ドッと沸く教室。
　「これを『パスカルの原理』といいま
す」と、スライド映像で説明する。生徒た
ちは、ごく自然に“科学の世界”に引き込
まれていく。
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今回のテーマは
「マイクレーン車をつくろう！」

まずは細い注射器と太い注射器で
力くらべの実験

“出張授業”は
主に東北の被災地の小学校が対象

真剣な表情で
クレーン車づくりに挑む生徒たち

プログラムに
さらに工夫を凝らして継続実施
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TOPICS

医療用ロボット開発に向けたマーケティング会社を共同設立。また、医薬・医療向けロボット２機種を新発売

名古屋第一工場に
「ボーイング787」派生型機向け新工場を建設

鉄道車両用台車「ｅｆＷＩNＧ」が「2013年度グッドデザイン金賞」を受賞

アーステクニカが新型ジョークラッシャ「ＲＥＸＥジョー」を新発売

「スペシャルサイト」および「ＹｏｕＴｕｂｅ」で、飛行撮影家  矢野健夫氏撮影のＷｅｂムービーを公開

ＬＰＧ運搬船「ＣＲＹＳＴＡＬ  ＳＵＮＲＩＳＥ」を引き渡し

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、シスメックス（株）（本社：神戸
市、以下、シスメックス）と共同で、医療用ロ
ボット※を開発、製造、販売するためのマー
ケット調査を行なう（株）メディカロイドを設立
した。また、医薬・医療向けロボット「ＭＣ004
Ｎ」と「ＭＳ005Ｎ」の２機種を新発売した。
■株式会社メディカロイドを共同設立
　医療用ロボットの開発。製造、販売には臨
床試験などの治験を行ない、薬事承認を取
得し、販売網を整備するなど大きな投資と
長期にわたる製品化の期間が必要であり、
製品企画が極めて重要である。
　（株）メディカロイド（以下、メディカロイド）
では、医療動向を見据えながら現場のニー
ズにマッチした最適な製品企画を行ない、
さらに製品企画の段階から将来のグローバ
ルな販売を見据え、体制の構築を推進して
いく。これらの実現のために、メディカロイド
は、川崎重工のロボット技術を基盤としたも
のづくり力と、シスメックスが持つ検査・診
断分野での技術、ノウハウやグローバルな
医療ネットワークを融合しながら活動してい
く考えである。
※：医療用ロボットは、製薬工程や調剤工程で人とは隔離されて使
われる産業用ロボットの範疇に入るタイプと、手術支援ロボッ
トや放射線照射ロボットなど人（患者）と接触、または共存しな
がら使われるタイプの２種類がある。

　川崎重工グループのアーステクニカは、
新型ジョークラッシャ「ＲＥＸＥジョー」を新発
売した。
　「ＲＥＸＥジョー」は、コンクリート用骨材な
どの製造過程で、原料となる山や川からの
原石を200～400ｍｍ程度の粒度に破砕す
る一次破砕機である。破砕室の形状変更や
「新型セット調整装置」の搭載により、業界
トップクラスの破砕能力や作業性の大幅な
改善を実現し、ランニングコストの低減と生
産性の向上に貢献する。
　本機は、原料を破砕する刃を「Ｖ形」に配
置した破砕室の装備などにより、従来機に
比べて約15％の破砕能力アップを実現。ま
た、粒度調整のための「新型セット調整装
置」を標準装備することで、手作業の粒度調
整に比べて作業時間を４分の１～３分の１に
短縮可能になった。これにより、一次破砕機

　川崎重工が開発した鉄道車両用台車
「ｅｆＷＩＮＧ」が、「2013年度グッドデザイン※

金賞」（主催：公益財団法人日本デザイン振
興会）を受賞した。
　「ｅｆＷＩＮＧ」は、鉄道車両の台車フレーム
の一部をＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチッ
ク）で製作し、さらにコイルバネのサスペン

　川崎重工は自社の「スペシャルサイト」お
よび「ＹｏｕＴｕｂｅ」で、飛行撮影家 矢野健夫
とのコラボレーションによるWebムービー
を公開しています。
　川崎重工は2013年４月にグループタグ
ライン「Ｐｏｗｅｒｉｎｇ ｙｏｕｒ ｐｏｔｅｎｔｉａｌ」を制
定し、多様な技術ソリューションで「お客さま
と社会の可能性を切り拓く力になる」という
ブランドメッセージを発信していますが、世
界の人々が希望や可能性を感じ、心を奮い
起こす存在である“夜明け”と川崎重工のタ
グラインに込められた想いを、矢野健夫氏
のダイナミックな映像に重ね合わせてお伝
えしています。

　川崎重工は、Ｋｕｍｉａｉ Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ（Ｐｔｅ）
Ｌｔｄ（クミアイナビゲーション プライベート  
リミテッド）向けＬＰＧ（液化石油ガス）運搬船
「ＣＲＹＳＴＡＬ  ＳＵＮＲＩＳＥ」を引き渡した。本船
は、川崎重工が開発したＳＥＡ－ＡＲＲＯＷ型
船型の８万2,200ｍ3型ＬＰＧ運搬船の第一
船である。
　本船は、川崎重工の独自の船首形状（ＳＥＡ
－ＡＲＲＯＷ）の採用により、船が航走する際
に船首部に発生する波を極限まで減少さ
せ、推進性能の大幅な向上を図っている。主
機関には、省燃費型の超ロングストローク
２サイクル低速ディーゼル機関を採用し、さ
らにプロペラ周りにカワサキフィン付ラ
ダーバルブならびにコントラフィン付セミ
ダクトを装備することで、燃料消費量の低減
を図っている。また、低温で液化された石油
ガスを搭載するため、船体とは独自に低温

収縮を吸収できる、防
熱された独立型貨物タ
ンク（低温用特殊鋼材
の使用により－46℃ま
での低温液化石油ガス
を搭載可能）を４区画
の船倉内に４基設けて
いる。さらに、本船は、
現在、拡張工事中であ
る新パナマ運河の規則
に対応した船型・設備
を有している。

■主要目
●全　　　　長　229.90ｍ
●幅　　　　（型）　37.20ｍ
●総 ト ン 数　４万6,885トン
●貨物タンク容積　８万2,394ｍ3 

●主 機 関　川崎－ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ  ７Ｓ60
ＭＣ－Ｃ８  ２型ディーゼル機
関×１基
連続最大出力１万3,210ｋＷ
×89回転／分

●航海速力　約17ノット

の粒度調整を頻繁に行なえるので、作業性
が向上するとともにプラント全体の生産性
が向上する。摩耗頻度の高い本体部品を強
化したシンプルで頑強な構造で、長期間安
心して使用できる破砕機となっている。 　矢野健夫氏はモーターパラグライダーと

ハイビジョンカメラを使った、超低空飛行撮
影というまったく新しい映像世界を創り出し
た飛行撮影家の第一人者で、その映像は、
観る人にまるで自分が飛んでいるかのよう
な浮遊感と高揚感をもたらすとともに、未
来への可能性を感じさせてくれます。
　現在、その第一弾として、川崎重工の一大
生産拠点である兵庫県神戸市・明石市の夜
明け映像を公開しています。今後も、矢野健
夫氏とのコラボレーションにより、川崎重工
ゆかりの地が迎える夜明け映像を「スペシャ
ルサイト」および「YouTube」で随時、公開
していく予定です。

　川崎重工は、航空機製品の生産・組立工
場である名古屋第一工場において米国
ボーイング社の「ボーイング787」を増産す
るため、2013年12月初旬、新工場（所在地：
愛知県弥富市楠３丁目20－８）の建設に着
手した。
　名古屋第一工場南工場の東側隣接地に
建設する新工場は、延べ床面積約６万ｍ2

（全長250ｍ、幅194ｍ、高さ21ｍ）で、
2014年度末に竣工の予定。川崎重工は、
「ボーイング787」の生産では前部胴体、主

脚格納部、主翼固定後縁を担当しており、新
工場では既設工場と同種の生産設備を追
加導入し、主として派生型機の前部胴体を
生産する。
　ボーイング社は「ボーイング787」につい
て、現在生産している「787－８型」（210～
250席クラス）、「787－９型」（250～290席
クラス）に加え、2013年６月に派生型機
「787－10型」（300～330席クラス）を新た
に787ファミリーとすることを発表し、開発
を進めている。

【アクセス方法】
http://www.khi.co.jp/yoake
または 「Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｙｏａｋｅ」で検索して
ください。

●株式会社メディカロイド（Ｍｅｄｉｃａｒｏｉｄ  
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）の概要
● 所在地：神戸市中央港島南町５－５－２

神戸国際ビジネスセンター503 
● 設　立：2013年８月29日
● 資本金：1,000万円
● 社　長：橋本康彦（川崎重工）
● 副社長：浅野　薫（シスメックス）
● 役員及び従業員数：11名
● 事業内容：医療用ロボット製品化のため

のマーケティング
■医薬・医療向けロボット「ＭＣ004Ｎ」と
　「ＭＳ005Ｎ」を新発売
　医薬・医療現場では、人が介在することに
よる作業ミスや微生物が混入するリスク、ま
た、抗ガン剤などの高薬理活性医薬品の取
り扱いによって医療従事者が細菌やウイル
ス、有害薬品にさらされるリスクを排除する
ため、ロボットによる作業自動化への要求が
高まっている。「ＭＣ004Ｎ」と「ＭＳ005Ｎ」
は、これらの期待に応えるために開発され
た新しいロボットである。
　新発売した２機種は、人の腕のようなしな
やかさをイメージした人との親和性のある
デザインを採用。アーム本体に凹凸が少な
く、滑らかな表面と高い防水性能を兼ね備
えており、洗浄しやすい形状と薬液耐性の

ションの役割をＣＦＲＰ製フレームに持たせ、
ふたつの機能をひとつに集約した画期的な
製品である。航空機で使われるカーボン
ファイバーを、世界に先駆けて鉄道車両用
台車のＣＦＲＰ化に成功したもので、その材
料特性から大幅な軽量化を達成した。
　今回、審査員からは「日本が誇る新素材技

術と構造開発によって、高性能で機能的な
美しさを持った台車が生まれた」と高い評価
を得て金賞の受賞となった。
※：グッドデザイン賞は、1957年創設の日本で唯一の総合的なデ
ザイン評価・推奨の運動。デザインを通じて、日本の産業や生
活文化を向上させる運動として展開されてきた。今日では、国
内外の多くの企業や団体などが参加する世界的なデザイン賞
で、グッドデザイン賞受賞のシンボルである「Ｇマーク」は、優れ
たデザインを示すシンボルマークとして広く親しまれている。

　「ボーイング787」の生産では、川崎重工
が担当する胴体構造部位に世界初の全複
合材製の一体成形胴体を採用するなど革
新的な生産技術を多数導入している。川崎
重工は、「ボーイング787」向け製品の工場
（名古屋第一工場北工場）を2006年７月に、
また、増産用工場（同南工場）を2010年３月
に竣工して生産を進めているが、このたび
の新工場建設は、さらなる増産および「787
－10型」の生産開始に向けて生産能力の増
強を行なうものである。 高い表面処理によってクリーニング作業が

容易なので汚染防止が可能である。ＩＳＯ規
格でクラス５の洗浄度（国際標準化機構
（ＩＳＯ）が定める１ｍ3中の粒子数に基づく洗
浄度の指数）を実現しているため、医薬・医
療業界の生産ラインで必要とされる衛生面
において優れたロボットとなっている。
　ツール用ケーブルをロボット先端フラン
ジまで内蔵することが可能な構造で、他の
周辺装置との干渉領域を最小限にすること
ができる。そのため、狭い空間や周辺装置
に載せて設置するとこも可能である。
　なお、「ＭＣ004Ｎ」は、垂直多関節６軸ロ
ボットで、アーム重量は25ｋｇと極めて軽量。
「ＭＳ005Ｎ」は、垂直多関節７軸ロボットで、
アームはオールステンレス構造なので特に
耐性に優れている。 

■「ＲＥＸＥジョー」の仕様
機種　　　電動機出力    処理能力
ＲＸＪ4836  最大150ｋＷ  270～500ｔ／ｈ
ＲＸＪ4230  最大110ｋＷ  215～420ｔ／ｈ

ク リ ス タ ル サ ン ラ イ ズ

イーエフウイング

「ＭＣ004Ｎ」 　「ＭＳ005Ｎ」

V形破砕室

フロントフレーム

出口セット 新型セット調整装置

スイングジョー

原料投入側
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