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千葉港は、東京湾の最奥部に位置し、北は市川市から南は袖ケ浦市までの６市にまたがり、 
海岸線延長は約１３３ｋｍ、港湾区域面積は約２万４，８００ｈａで日本一広い。 
２００２年の入港船舶総隻数は約６万５，２００隻、 
取扱貨物量は約１億５，９００万ｔで、取扱量は９年連続日本一である。 
臨海部の埋め立てと企業誘致によって発展してきた工業港で、 
主な取扱品目は原油や石油製品、ＬＮＧ（液化天然ガス）、鋼材、重油、化学薬品など。 
工業港として発展してきたため企業の専用施設が多く、 
取扱貨物量の９３％が企業専用埠頭で取り扱われている。 
千葉市中央地区辺りから袖ケ浦に至る京葉臨海工業地帯の中枢部には、 
石油化学工場や製鉄所、火力発電所などが林立している。 
そして、この工業地帯の製油所を中心に石油化学などを組み合わせた石油コンビナートは、 
エチレンの国内需要の約３分の１を生産する能力があり、日本一の産地である。 
沿岸部では、幕張メッセを核にした未来型の国際業務都市・ 
幕張新都心などのビッグプロジェクトが進められている。 
開港５０周年を迎え、発展する千葉港をカメラで追った。 
●撮影については、千葉県千葉港湾事務所の許可と港務艇「けいよう」のご協力を得ました。 

港湾区域面積、取扱貨物量がともに日本一 
エチレン（石油化学）の生産能力も日本一－発展する工業港 

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

イラストぎじゅつ入門－◯ 

マイナス４６℃の 
ＬＰＧ（液化石油ガス）を安全に運ぶ 
ＬＰＧ運搬船の構造 
現場を訪ねて 

台湾高速鉄道「７００Ｔ型車両」 
（兵庫工場） 
台湾“新幹線”車両をお披露目 

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯ 

角館町（秋田県） 

万朶のしだれ桜に埋もれる 
武家屋敷 

新製品・新技術 

日本初の洋上風力発電所（北海道・瀬棚町）が完成 
１基の発電能力が日本最大級の 
酒田風力発電所（山形県・酒田市）も完成 
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●表紙説明● 

　作業をする人との比較で分かるように、かなり大
きな物体。溶接の火花が新しい製品の誕生を急
いでいる－実はこれ、兵庫工場で急ピッチで製
作が進んでいる、台湾高速鉄道（台湾“新幹線”）
「７００Ｔ型車両」の先頭車両です。 
　今年の１月３０日に日台双方から多数のゲストを
迎えて、兵庫工場でお披露目された「７００Ｔ型車
両」。川崎重工は、主契約会社として３０編成（３６０
両）を受注。兵庫工場はその製作作業で活気に
満ちています。（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧く
ださい）。 

ばん　 だ  

も　 の 

千葉港の輸出入貨物の構成比 

2002年 
輸　出 
825万トン 

完成自動車 
　　（34.1％） 

鋼　材 
（26.4％） 

化学薬品 
（17.8％） 

金属くず 
（5.3％） 

その他 
（16.4％） 

2002年 
輸　入 
8,744万トン 

石油製品 
（13.3％） 

原　油 
（38.6％） 

ＬＮＧ 
（21.1％） 

鉄鉱石 
（7.9％） 

その他 
（19.1％） 
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海上都市のような幕張新都心。総面積５２２ｈａで、就業者や来訪者など日々約１１万人の人々が活動する街。水際にはきれいな人工海浜が続く。 

千葉港の北の端は市川市。ここから南へ約１３３ｋｍの海岸線が伸び、港湾区域面積約２万４，８００ｈａの広大な港を形成している。 

新都心の野球場・千葉マリンスタジアム。 

国際コンベンションセンター・幕張メッセ。 

製鉄所の岸壁で陸揚げされる鉄鉱石。 
千葉臨海工業地帯発展の原動力となった川崎製鉄・千葉製鉄所（現ＪＦＥスチール・東日本製鉄所
（千葉地区））。中央の水路の手前は東京電力・千葉火力発電所。 

　千葉港は１９５４年７月１日、国際貿易
港として関税法の「開港」に指定された。
今年、開港５０周年になる。１９６５年には
特定重要港湾に指定。また、１９６８年に
は港湾区域拡張によって船橋港が編入
され、現在の日本一広い港になった。 
　この現代的な千葉港の礎となったのが、
１９５３年に操業を開始した川崎製鉄（株）
千葉製鉄所（現ＪＦＥスチール東日本製
鉄所（千葉地区））である。戦後、わが
国で初めて、銑鋼一貫の臨海製鉄所と
して建設された。１９５７年には東京電力・
千葉火力発電所が運転を開始。この製
鉄所と発電所の建設が、千葉港の臨海
地域が東京都の隣接地という好条件と、
用地、用水、港湾などの整備により、１９５５
年以降、この地帯を一大工業地帯に変
えていく原動力となった。 
　工業用地の整備も急ピッチで進み、

主に臨海部の埋め立てが行なわれた。
１９５９年の京葉臨海工業地帯造成計
画では、１９７５年を目標に６，６１０ｈａ、１９６１
年にはさらに大規模な造成計画が立て
られた。千葉県の「臨海地域土地利用
計画表」によれば、臨海部埋立造成の
総面積はおよそ１万８００ｈａで、「造成事
業はほぼ終了」（千葉県商工労働部産
業振興課副主幹の中工一成さん）し、

また、千葉港臨海部の「企業立地も目標
を達成」（同）したという。 

　千葉港も、工業地帯の発展と歩みを
ともにして発展した。 

　千葉県千葉港湾事務所の港務艇
「けいよう」の協力を得て、広大な千葉
港を北から南へ海上から見て回った。 
　千葉港の北端は市川市で、次いで船
橋市、習志野市と続く。市川市の臨海
部には製鋼工場などが多く、鉄鋼団地
が形成されている。船橋市、習志野市
の臨海部にはビールやパン、コーヒー、ハ
ムなどの食品工場が目立ち、京葉食品
コンビナートと呼ばれている一角がある。 
　この一帯は海岸線が入り組んでいるが、
千葉市美浜区に入ると直線の海岸線
が続く。しかも、きれいな砂浜だ。人工海
浜で北から幕張の浜、検見川の浜、い
なげの浜と続き、総延長は４，３２０ｍ。

これも「人工海浜としては日本一の長さ」
（千葉県千葉港湾事務所港営課長の
鈴木郁夫さん）だという。この日本一を
加えると、千葉港は“四冠王”となるわ
けだ。 
　その幕張の浜の陸上部が、特定都
市開発地区。つまり、国際業務都市とし
て発展を続けている幕張新都心で、大
小のビルが立ち並ぶ。中でも幕張メッセ
の大屋根がひときわ目立つ。海岸部に
は千葉マリンスタジアム。 
　長い人工海浜を過ぎると、海岸線は
再び入り組んでくる。千葉中央地区に
入る。 

千葉臨海工業地帯の発展と ともに拡充・発展 

日本一長い直線の人工海浜と幕張新都心 

なか   く 
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レクリエーション・ 
親水緑地 

蘇我駅 

JR外房線 

JR内房線 

商業・業務系施設用地 
住宅系用地 

総合スポーツ公園 

リサイクル系 
企業用地 

JFEスチール 
東工場 

JFEスチール 
西工場 

千葉港のシンボル・千葉ポートタワー。 千葉ポートタワーから北側を見下ろすと穀物サイロが立ち並んでいる。 陽が西に回ったコンテナターミナル。船 は隣接する中央埠頭で作業中の自動車運搬船。 

開設１０年目のコンテナターミナルの活況と将来の発展を千葉ポートタワーが見つめている。 

欧州車を運んできた自動車運搬船。 

中央埠頭の対岸の出洲埠頭に木材が揚がる。 

アミューズメントゾーンの完成予想イラスト。 

　千葉中央地区の千葉ポートパークには、
千葉港のシンボルともいうべき千葉ポー
トタワーが建っている。１９８６年に、県の
人口が５００万人を突破したことを記念
して建設された三角形のタワーで、高さ
１２５ｍ。 
※ちなみに、千葉ポートタワーの建設に当たり、 

川崎重工は総重量１，２００ｔの鉄骨工事を

行なった。柱は最大直径７００ｍｍ、板厚

６０ｍｍの鋼管で、平面に８本配置。瞬間

風速６３ｍ／秒の超大型台風に耐え、また、

関東大震災の２倍の規模の地震に耐え

られる設計になっている。 

　千葉ポートタワーの展望室から千葉
港を眺める。北側の窓から眺めおろすと、
小麦やトウモロコシなどのサイロ群。南
側を向くと中央埠頭で、欧州車などの輸
入、移入の自動車船が着岸する。 
　隣接してコンテナターミナル。１９９４年
の開設で、２００２年の外貿コンテナ個数
は約４万４，７００個（単位：ＴＥＵ、以下同）。
うち、輸出が約２万７，９００個で、輸入が
約１万６，８００個。輸入の主要品目は石
材や化学工業製品、化学薬品などで、
同輸出は化学工業製品や化学薬品、
製造食品など。航路別では東南アジア、
タイ、韓国が上位を占めている。 

　ところで、千葉県が、千葉県とその周
辺地域で貿易を営む事業者を対象にし
て行なったアンケート調査では、現在の
利用港は東京港・横浜港が約８２％を占
めている。しかし、将来の千葉港の利用
意向についての問いには、約３分の１が
千葉港の利用を検討したいと回答した
という。 
※ＴＥＵ：コンテナの個数単位で、２０フィート換算個数のこと。
　４０フィートコンテナ１個は２ＴＥＵとなる。 

　千葉中央埠頭の対岸が、京葉臨海
工業地帯の核となった川崎製鉄（株）
千葉製鉄所（現ＪＦＥスチール東日本製
鉄所（千葉地区））。 
　この地域では、同製鉄所の東工場を
含む千葉市の「蘇我特定地区」整備
計画が２００１年に公表され、一部の工
事が進んでいる。同製鉄所では、東工
場施設の西工場への移設を進めてい
るが、その跡地を含む地域の都市再生
総合整備事業で、対象面積は約２２７ｈａ。 
　この整備計画では、概ね５年ごとに
３段階の整備プログラムが示されている。
第１段階（開始から概ね５年後まで）で
は土地区画整理事業の実施、総合スポー
ツ公園（防災公園）の整備（一部）、街
路事業の実施などが挙げられており、第
２段階（概ね１０年後まで）では総合スポー

ツ公園（防災公園）の整備（完了）、蘇
我駅および周辺の整備などで、第３段階
（概ね１５年後まで）へと続いている。 
　対象面積の大半を占める製鉄所の
空いた土地を大きく生まれ変わらせる計
画で、主に商業地区、住居系用途地区、
千葉市総合スポーツ公園（防災公園）、
蘇我エコロジーパークで構成される。商
業地区では来年、海辺に映画館や温浴
施設を含む新しい複合大型商業施設
が開業予定。千葉市総合スポーツ公園
（防災公園）には全国でも稀な全周屋
根付きの市民球技場（来年夏にオープ
ン予定）のほか、庭球場、陸上競技場、
ウォーキング・ジョギングロードなど。蘇我
エコロジーパークは、循環型社会の形
成に向けたリサイクル施設や研究・学習
施設などで構成される。 

千葉ポートタワーとコンテナターミナル 

製鉄所の空いた土地で都市再生総合整備事業 

2002年 
輸　出 

429,813トン 

製造食品 
（5.2％） 

染料・塗料・合成樹脂 
その他化学工業品 
（78.8％） 

その他（5.3％） 

化学薬品 
（8.4％） 

鉄　鋼 
（2.3％） 

定期コンテナ輸出入貨物の構成比 

2002年 
輸　入 

222,564トン 

化学薬品 
（6.8％） 

染料・塗料・合成 
樹脂・その他 
化学工業品 
（14.8％） 

その他 
（35.8％） 

窯業品 
（5.3％） 

石材等 
（37.3％） 
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旭硝子（株）千葉工場の専用桟橋で、化学製品の原
料になる原塩などの陸揚げに川崎重工製の「バケット
ホイール式連続アンローダ」（１時間当たりの陸揚げ能
力：１，０００ｔ）が活躍している。バケットの付いたホイー
ルを回転させてばら貨物を連続的に荷揚げするが、
垂直アームが中折れ式なので、船倉の隅 ま々できれい
に陸揚げできる。 

石油化学工業の根幹をなす重要物質・エチレンの生産能力日本一を誇っている。 

大型タンカーが着桟した京葉シーバース。日本の原油総輸入量の約１５％を陸揚げしている。 

千葉信号所。 南部の臨海部には石油タンクや石油化学工場などが連なってまさに壮観である。 

「安全第一」で原油の陸揚げを監視する。 

原油がパイプを通って臨海部に送られる。 

　この辺りから千葉港の南端の袖ケ浦
にかけての臨海部には、石油タンクや石
油化学工場などの抽出塔や蒸留塔、火
力発電所の煙突などが、まさに林立といっ
た感じで立ち並んでいる。 
　京葉臨海工業地帯には４つの大手
の石油化学や化学会社の工場、関連
会社の工場などが集中している。有力
な４社もの工場が集まっているのは他に
例がない。 
　ところで、エチレンは、ポリエチレンの原
材料になるなど石油化学工業の根幹を
なす重要な物質であるが、京葉臨海工
業地帯の石油コンビナートの生産能力は
約２４７万７，０００ｔで全国の約３分の１。日
本一の生産能力を有している。（日本の
エチレンの生産能力は約７２３万２，０００ｔ） 
　４社の工場にはそれぞれ別の石油会
社から原材料が供給されているが、各
工場はパイプラインで結ばれており、原
材料を融通し合っている。また、石油化

学の２次製品も融通し合って工場の高
効率運営に役立てているという。 
　４社ではさらに、工場の排熱利用など
の共同研究を進めている。これらは、資源・
エネルギー消費の最小化や環境問題
への対応を一層進めながら、国際競争
に耐えられる最適なコンビナート生産体

制を構築していこうという“コンビナート・
ルネッサンス事業”の一環である。 
　「今後は、より一層世界と競争できる
付加価値の高い製品を、低コストで生
産できる工業地帯に育っていただきた
いですね。そのためには、県も規制緩和
など側面からサポートしていきたいと考え
ています」（千葉県商工労働部産業振
興課主幹の小泉英司さん） 

　これらの石油化学工場へは石油会
社から原材料が供給されているが、海
外からタンカーで運んできた原油を陸揚
げし、海底パイプラインで石油会社の各
製油所に送る施設がシーバース（原油
陸揚げ施設）である。 
　１９６８年、袖ケ浦の沖合い約８ｋｍ、千
葉港湾区域の西端に近い地点（水深
約２１ｍ）に完成した京葉シーバースは、
石油４社が建設した共同桟橋である。
同年８月に第１船の原油を荷揚げして
以来、２００２年６月の通算４，４１７隻目の
荷揚げで揚荷量１０億　を達成した。 
　「日本の原油の年間総輸入量が約
２億５，０００万　で、京葉シーバースでは
多い年は着桟が１４０隻を超え、４，０００
万　近くを陸揚げします。だいたい日本
の総輸入量の１５％を陸揚げしています」
（京葉シーバース（株）業務部長の沖田
義行さん） 
　沖田さんに京葉シーバースをご案内
いただいた。 
　同社の作業船「清澄丸」で走ること

約３０分。海上に巨大な構造物が現わ
れた。全長４７０ｍ、幅５４ｍ。３０万ｔクラス
のＶＬＣＣ（大型タンカー）を２隻、同時に
両側に着桟させて原油の陸揚げができ
るのが特色だ。ちょうど２６万ｔクラスのタ
ンカーが着桟して、原油の陸揚げを行なっ
ていた。 
　「大型タンカーで陸揚げに２泊３日か
かります。年間通常１３０隻ほどなので、
いつもどちらかのバースが稼働して

います」（沖田さん） 
　タンカーが着桟している間、同社の係
員は安全確保に万全を期す。「気象の
把握、特に船の動揺に影響する風には
気を使います。気象データを細かくチェッ
クして船員に伝え、また、厳しい目で安全
パトロールを行なっています」（同社業務
部直主任の黒川利雄さん） 
　人知れず、京葉臨海工業地帯の生
産活動を支えているのが、京葉シーバー
スである。 

　千葉税関支署がまとめた、千葉港の
２００３年（１～１２月）の「貿易概況」によると、
輸入額は前年比１５．９％増の２兆１，８００
億６，７００万円で、２兆円の大台を超えた。 
　輸入品別では、国内の原油備蓄量
の増加を反映して原油・粗油が１８．２％
増だったほか、石油ガス類が２３．４％増、
石油製品が１９．５％となっている。一方、
輸出は１３．８％減の８，５１５億円。中国向

けなどが好調だった鉄鋼が１３．７％増え
たが、乗用車などが不振だったためとさ
れる。 
　こうした数字だけではなく、広大な港
湾の臨海部に立ち並ぶ各種の工場や
石油タンク、サイロ、発電所、船積みを待
つコンテナ、シーバースで原油を陸揚げ
する大型タンカーなどが、千葉港の発展
を何よりも雄弁に物語っていた。 

エチレンの生産能力が日本一の石油コンビナート 

２００３年「貿易概況」が示す、発展する千葉港 

多い年には約４，０００万k の原油を陸揚げ 
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従来の船首形状 新型船首形状 

ＣＲＹＳＴＡＬ  ＭＡＲＩＮＥ ＢＥＲＧＥ  ＮＩＣＥ 

■イラストのモデルは、ＫＵＭＩＡＩ  ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ（ＰＴＥ）ＬＴＤに引き渡したＬＰＧ運搬船
　「ＣＲＹＳＴＡＬ ＭＡＲＩＮＥ（クリスタルマリン）」。なお本船は、“ＳＥＡ－Ａｒｒｏｗ”を初
　めて採用したＬＰＧ船である。 

　ＬＰＧ（液化石油ガス）は、原油や天然ガスなどから分離して
つくられる石油ガスを液体にしたもの。プロパンおよびブタン
が主な成分で、液化したプロパンは－４６℃、ブタンは－６℃の低
温である。プロパン、ブタンは発熱量が高く、加圧によって比較
的容易に液化できるので貯蔵、輸送に便利である。 
　プロパンは主として家庭用、業務用の燃料に、ブタンは主とし
て工業・火力発電所・自動車用の燃料に用いられている。また、
石油化学の原料としても重要である。わが国で家庭用燃料とし
て利用され始めたのは１９５２年頃で、現在では約２，５００万世帯（全
国総世帯の過半数）に供給されている。 
　年間使用量は約２，０００万ｔで、その約８０％を輸入しており、輸
入の約８０％をサウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェートな
どの中東諸国に依存している。 

　ＬＰＧを安全に運ぶ外航の大型ＬＰＧ運搬船（以下、ＬＰＧ船）は、
船体中央部に断熱材で防熱を施した方形の独立型タンクを４基
搭載しており、プロパンの最低温度約－５０℃までの貨物を積め
るように設計されている。 
　ＬＰＧ船は、比較的高速の航海速力が求められていることから、
造波抵抗が大きいという傾向がある。そこで、川崎造船では造
波抵抗を半減し、推進性能が６～１０％向上する革新的な船首先
端形状“ＳＥＡ－Ａｒｒｏｗ（シーアロウ）”を開発してすでに５隻の
ＬＰＧ船に適用し、高い効果をあげている。また今後、建造する
ＬＰＧ船にはすべて“ＳＥＡ－Ａｒｒｏｗ”を採用する予定である。 
　川崎造船はこれまで累計で約４０隻のＬＰＧ船の建造実績があ
り、現在、坂出工場で３隻（いずれも貨物容量５万９，２００ｍ3の大型
船）を建造中。さらに同８万ｍ3という大型船１隻を受注している。 

お問い合わせ先 

㈱川崎造船  技術本部 
基本設計部 
　０７８-６８２-５１３５ 

●“ＳＥＡ－Ａｒｒｏｗ”（Ｓｈａｒｐ  Ｅｎｔｒａｎｃｅ  Ａｎｇｌｅ   
ｂｏｗ  ａｓ  ａｎ  Ａｒｒｏｗ） 

川崎造船がＬＰＧ船に代表される中速船用に開発した
革新的な船首先端形状。従来の船首形状に見られ
る突出部（突出型バルブ）を無くした形状になっている。
これにより、船が航走する際に造る船首波による抵抗
を極限まで減少することができ、推進性能が６～１０％
向上する。 

●再液化装置 
貨物タンクは断熱材で防熱してあるものの、航行
中にごくわずかだがＬＰＧが気化することは避けら
れない。貴重なエネルギー源をムダにしないように、
ＬＰＧ船には再液化装置が複数台設置されており、
気化した石油ガスを回収し、再び液化して貨物タ
ンクに戻している。 

●貨物タンク 
低温鋼製の方形タンクで、航行中の液体（ＬＰＧ）
の揺動を抑えるためタンク中央部に仕切り板が
設けてある。 
貨物タンクは、ホールド内に設置されているが、タ
ンクサポートと呼ばれる支持台の上に、断熱材を
挟んで拘束（固定）されずに載せられている。拘
束しないのは、低温のＬＰＧの積載によって起こ
る熱収縮により、船体および貨物構造に過大な
応力を発生させたいためである。また、貨物タン
クの上下部にストッパーを配置し、航行中の船
体動揺による貨物タンクの移動を抑えている。 

●液中ポンプ 
ＬＰＧの荷揚げ用の専用ポンプ。
液中で用いるため、その使用環境
に配慮した設計となっている。 

●防熱 
貨物タンクの外側は、断熱
材（ウレタン）を貼り付けて
しっかりと防熱してある。 

●陸上ＬＰＧタンク 
ＬＰＧ船から荷揚げしたＬＰＧを
保管しておくタンク。 

わが国の総世帯の 
過半数に供給されているＬＰＧ 

防熱を施した独立型の方形タンクで 
安全に輸送 

イラストぎじゅつ入門― 55

Kawasaki News 134　2004/48 9



現 場 を 訪 ね て 

（兵庫工場） 
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南港 
台北　 

板橋　　　　 
桃園　　　　　 

新竹　　　　　　 
苗栗　　　　　　　 

台中　　　　　　　　　　 

彰化　　　　　　　　　　　　 
雲林　　　　　　　　　　　　　 

嘉義　　　　　　　　　　　　　 

台南　　　　　　　　　　　　　　 

左營　　　　　　　　　　　　　　 

台湾高速鉄道　　　　　　　　　　 
（駅名は仮称）　　　　　　　　　　　　　　 

初めて公開された「７００Ｔ型車両」。式典後開放され、ゲストなどが車内見学を行なった。また、撮影陣でご覧のような賑わいぶりだった。 

フライトの朝、入念な飛行前整備を行なう。 川崎重工の田　雅元社長が晴れやかな表情
でカウントダウンを行なった。 

殷　・董事長。 

林  陵三部長。 

日台双方の関係者が参加した記者会見。 

「７００Ｔ型車両」は川崎重工が主契約会社として３０編成（３６０両）を受注。兵庫工場ではその製作に拍車がかかっている。 

「７００Ｔ型車両」はゲストの盛大な拍手で迎えられた。 

　５・４・３・２・１・０－川崎重工・
田　雅元社長のカウントダウンで壇上に
並んだ要人たちがレバーを倒すと、音楽
に乗って台湾高速鉄道「７００Ｔ型車両」
がゆっくりと走りながら姿を現わした。式
典会場を埋めた日台双方約２００名のゲ

ストから大きな拍手
が沸き起こった。 
　１月３０日。川崎
重工・兵庫工場の
南端に近いアルミ
構体組立工場の
前に設営された式
典会場は、「７００Ｔ
型車両」の登場でクライマックスを迎えた。 
　「７００Ｔ型車両」は、ＪＲ東海とＪＲ西
日本が共同開発し、「のぞみ」に使用さ
れている「７００系新幹線車両」をベース
に、台湾高速鉄路股　公司（以下、台
湾高速鉄道と略）の要求を盛り込んで
設計された。白い車体の側面に、台湾
高速鉄道の企業イメージの標準色であ
るオレンジと黒のラインが入り、「７００系」
に比べて先頭車両の鼻先がやや短い
のが特徴のひとつ。 

　日本の新幹線システムが海外で採用
されたのはこれが初めて。台湾高速鉄
道の殷　・董事長は式典挨拶の中でこ
う述べた。 
　「日本の７００系新幹線の先進的な科
学技術が用いられた『７００Ｔ型車両』が、
日本の新幹線技術の初めての海外輸
出の成果としてその姿を現わしました。
（略）台湾高速鉄道の開通、運営に向
けて大きく一歩踏み出したことを具体的
に示す出来事であります」 

　台湾高速鉄道は、台北－高雄間（約
３４５ｋｍ）を結ぶ、台湾“新幹線”。１２両
編成（９８６席）で最高時速３００ｋｍ。現在、
約４時間３０分かかるこの間を最速１時

間３０分で結ぶ。川崎重工など日本の７
社連合によって設立された台湾新幹線
（株）が、車両や信号システム、軌道など
を受注した。 
　このうち、車両は川崎重工が主契約
会社として受注し、（株）日立製作所・日
本車輌製造（株）とともに３０編成（３６０両）
を製作、納入する。 
　「７００Ｔ型車両」は１２両編成のうち１１
両がスタンダードクラス、１両がビジネスク
ラス（日本のグリーン車）。１，４３５ｍｍの
国際標準軌道が採用され、車両内部は
ゆったりとした快適なつくりになっている。 
　「『７００Ｔ型車両』は日本の『７００系』
をベースにして設計し、台湾国内の地
理環境、法令規則、台湾のニーズ、今後
の発展の傾向などといった条件を考慮
しながら調整が行なわれました」（川崎
重工車両カンパニー新幹線グループの
吉川直樹担当係長） 

　「７００系」と異なる点をいくつか見て
みよう。 
　先頭形状は台湾高速鉄道の希望に
よるデザインで、空気動力学に適合した
流線型頭部となっている。長さ８ｍで、
「７００系」の頭部より１ｍ短いが、風の抵

抗は抑えられている。この先頭形状は、
車両がトンネルに進入した時、トンネルの
出口で発生する微気圧波による音がで
きるだけ小さくなるように研究された結果
でもある。 
　内装も、台湾高速鉄道の希望を入れ
てデザインを見直した。また、車両内に
は防火・不燃・防煙素材を用いた内装
材や防火壁を設けるなど、万一に備え
た各種の防火設備が設置されている。
そのほか、低速での衝突を考慮した衝
撃吸収要素の採用、台車異常監視シス
テムの設置、運転士異常感知システム
の設置など調整された点は約２０項目に
のぼっている。 
　さらに、台湾での使用環境に合わせて、
車両の主な部品部材はその強度と抗
疲労性がいずれも改めて設計されたと
いう。加えて、台湾のニーズに応じて、エ
アコンの温度・湿度調整、デジタル式通
信システムなどの機能が強化されている。 

 
　車両の製作は大まかにいうと台枠組
立から始まり、構体組立→車体艤装な
どと続く車体製作と、台車枠の組立から
始まる台車製作のふたつの流れがあり、
最後に台車に車体をセットして仕上がり
となる。 
　兵庫工場では、国内向けの新幹線や
通勤電車などさまざまなタイプの車両に
混じり、「７００Ｔ型車両」がそれぞれの
工程で作業中で、その製作に拍車がか
かっている。工場全体に熱気が感じら
れる。 
　「７００Ｔ型車両」は、最初の１編成が、 
　「今年５月には台湾に運ばれ、９月に
は台湾南部の高速鉄道試運転区間で
試験が実施される予定です。そして来
年１０月末が台湾高速鉄道開通の目標
であります」（殷　・董事長の式典挨拶
から） 

● 
　「台湾高速鉄道
が開通すれば、台
湾西部の回廊の“一
日生活圏”を形成し、
台湾の人びとおよび
貴国から台湾へ訪
れる友人が、商用で
も観光でも、高速、便利、安全そして快
適な輸送サービスを享受できます」（台
湾交通部・林陵三部長の式典挨拶から） 
　「７００Ｔ型車両」が、台湾の地を時速
３００ｋｍで疾走する日も、そう遠くはない。 

現 場 を 訪 ね て 

初めて海外を走る 

“新幹線”車両が誕生 
車両は川崎重工が 

主契約会社として受注 

防火、衝撃吸収など 

さまざまな安全対策 

「５月に台湾に運ばれ、 

９月に試験を実施」 

兵庫工場で、約２００名のゲストが参加した盛大な披露式を開催 
工場での車両製作にも拍車かかる 

ファイブ   フォー   スリー     ツー      ワン      ゼロ 

賠崎
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秋田 
田沢湖 

大曲 

岩手県 

角館 

秋田県 

盛岡 
秋
田
新
幹
線 

万朶のしだれ桜に埋もれる武家屋敷 
［歩いて・見た・歴史の家並み］－① 

（秋田県） 

ば ん だ  

花の武家屋敷通り。滝のように咲き
誇るしだれ桜の下を観光客が賑やか
に行き来する。春の陽がやわらかい。 
苔むした武家屋敷の屋根に、しだれ
桜は何を語りかけるのか－。 
今は城の面影も薄い古城山からの
眺め。川は桧木内川。川の手前、左
側に武家町が広がっている。 
亨保年間（１７１６～１７３６年）に描か
れた「角館城下絵図」。現在の町並
みとほぼ変わらない。（提供／角館
町）。 

　“万朶の桜”の朶は枝のことで、満開の桜      
の謂だが、この言葉、しだれ桜にこそふさわ              
しいように思える。角館の武家屋敷の黒板塀越し
に、長く垂れた枝々に咲き揃う桜の華やかさは、ま
さしく“万朶”の桜である。 
　春の角館は桜一色に染まる。とりわけ、武家屋
敷通りのしだれ桜は華麗で、４月下旬の桜のシー
ズンにはご覧のように終日、観光客でごった返す。 

● 
　元和６年（１６２０年）、この地を統治していた芦
名義勝が新しい城下・角館を造った。三方を山に
囲まれ、南の玉川筋によって仙北平野に開いてい
る地形が、城下町の形成に適していたのだ。この
自然な地形を生かし、古城山を北端に、南に向け
て３本の道路を通し、これを中心にコンパクトに構
築されたのが角館である。 

　町は武家町と商人町 に区別され、北側の古城
山（現在は城跡のみ）に 近い武家町はゆったりと
した敷地で樹木が多く、南側の商人町は商家が
軒を連ねている。武家 町と商人町の分離帯は
幅約２１ｍの広場で、土 塁を築いて“火除け”と
呼んだ。 
　町が造られた当時、武 家屋敷８０戸、商家３５０戸。
秋田藩の支藩としては最 も大きな城下町だったと

される。この城下町に、なぜ、しだれ桜が多いのか。 
● 

　角館を整備した芦名氏は三代で断絶。明暦
２年（１６５６年）からこの地を所領とした佐竹義隣
は京都の公家の出身で、二代義明の正室も京都

から嫁いできたことから京文化の移入に
努めたという。そのひとつがしだれ桜で、
非常に大事に育てられたと伝えられ

ている。“東北の小京都”と形容される所以だろう。 
　現在、しだれ桜１５２本が国の「天然記念物」に、
また、角館の桜として「国の名勝」に指定されてい
るほか、「桜名所百選」にも選ばれている。つまり、
“桜三冠の町”である。 
　角館の桜見物の観光客は１００万人を超えると
いう。ちなみに、年間の観光客数は約２３０万人に
及んでいる。 

ばん　だ 

ふるしろやま 

ふる しろ やま 

ひ のき　ない　かわ 

いい 

1

2

3

4

1 2

3

4
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武家屋敷 

前庭に工夫がこらされ、ゆっ
たりとした空間が広がる小
野田家。 
杉板葺きで置き石屋根の
松本家。柴垣で屋敷を囲ん
でいる。学者の家系で知ら
れているという。 
町の中心部を流れる桧木
内川堤の染井吉野のトンネ
ル。約２ｋｍにわたって続い
ている。桜の向こうに古城
山が見える。 

門の前の馬乗石と馬つなぎ石。 
河原田家の門から普段は使
用されない玄関が見える。河
原田家の土縁　と、書院造り
の座敷　。 
岩橋家のしとみ戸。 

武士の象徴とされる黒板塀が
続く。 

● 
　町造り以来３８０年余り、町はさして変わることな
くその形を保ってきた。とりわけ武家町は道路の幅
から曲がり角ひとつに至るまで、往時の形がそのま
ま残っている。明治以後、近代化の波を大きく受
けなかったのが主な理由のようだ。 
　角館町商工観光課によると、１９９７年３月の秋
田新幹線の開業を機に、「町並み景観形成推進
事業」に取り組み、ＪＲ角館駅から町の中心部を
経由して武家町へ至る道筋周辺を整備した。また、
かつて車道にするために盛り上げた武家町の道
路を往時の高さに戻し、防災設備を整備するなど
さまざまな整備事業を進めたという。 
　武家屋敷の中央通りは角館町役場から北に向
かって東勝楽丁、表町下丁、表町上丁と続き、国
道４６号を越えた北の先に古城山がある。どこもか
しこも人の波で、賑やかこの上ない。 
　武家町は生活の場であるとともに、ひとつの城
郭を成していると考えられる。それだけに町人町と
は趣が違う。 
　武家屋敷でまず目につくのが黒板塀で、これは
武士の象徴とされる。出入り口の門も実用ととも
に格式を表している。門の前には馬乗石と馬つな
ぎ石が置かれている。側溝の石は柱状節理の安
山岩で、大威徳石と呼ばれる地場産出の石である。 
　家屋は、格式の高い武士は書院造りが多く、下
級武士は杉皮葺きで置き石屋根の比較的簡素
な造りになっている。 
　藩政時代の建築をそのまま踏襲したという「河
原田家」では、重要人物の来訪時など以外、普段
は使わない玄関があり、また、雪国独特の様式で
ある土縁（縁側の外側に土間を設けたつくり）が
設けられている。 
　幕末期の大改修以来手を加えていないという「岩
橋家」では、水屋のしとみ（蔀、上下に開く）戸が
現在も使われている。「小野田家」は前庭がゆっ
たりと広い。幕末期の建築と推定されている杉皮
葺きで置き石屋根の「松本家」は、映画「たそが
れ清兵衛」（山田洋次：監督）の撮影に用いられ
たという。 
　なお、角館では有料、無料を合わせて５軒の武
家屋敷が公開されている。 

● 
　かつて城があったという古城山に登ってみた。
やわらかな春の陽が降り注ぐ“桜日和”だ。山の
頂上からは碁盤の目のように区画された町の様子
を遠望できる。町全体が春の陽にほんわりと包ま
れている。桜見物の賑わいが風に乗って響いてくる。 
　町を貫流しているのが桧木内川。山から見        
て手前側の堤防に桜並木が続いている。「国          
の名勝指定」となっている延長約２ｋｍの桜のトン
ネルだ。４００本を超える染井吉野のトンネルはみ
ごとの一語に尽きる。この桜のトンネルを含めて、
角館の町内の桜は３４万本超を数えるという。 

● 
　桜の喧騒が過ぎた後も、角館の武家屋敷は四
季折々の風情で人々の興趣を呼んでいる。 

ひのき　ない　かわ 
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瀬棚町洋上風力発電所は東外防波堤
の陸側（沖合い約７００ｍ）に建設された。
据え付け工事は昨年夏、波の静かな朝
凪の日の早朝から行なわれた。 

瀬棚町のシンボル、三本杉岩。 

瀬棚港に完成した日本初の洋上
風力発電所。西北西の風を受け
て順調に運転している。 

名勝・藻岩の横滝と、建物の塔の先端標高が日本一
高い茂津多岬灯台（ともに瀬棚町）。 

酒田の１基の発電能力は国内最大級だ。 

酒田風力発電所。酒田北港の西護岸水路部に５基、宮海海岸の陸上部に３基設置された。 

瀬棚町 

奥尻島 

函館 

青森 

秋田 盛岡 

酒田市 

新 製 品 ・ 新 技 術  

冬は季節風、 
夏は“ヤマセ”が吹く瀬棚町 

瀬棚港東外防波堤の 
陸側の沖合いに建設 

酒田風力発電所は 
風力発電設備が合計８基 

洋上風力の先駆けを含めて 
納入実績は３２基 

瀬棚町洋上風力発電所（北海道）が本格運転を開始 
１基の発電能力が日本最大級の酒田風力発電所（山形県）も完成 

４０％台前半という非常に高いレベルに
設定」（瀬棚町産業振興課係長の
神田  昌さん）している。 
　「町では、１９８５年に運輸省（当時）か
らケース・スタディ港の指定を受け、瀬棚
港マリンタウンプロジェクト事業を展開し
ていました。その一環として瀬棚町新エ
ネルギービジョンで、瀬棚港東外防波堤
付近や浅い海域に洋上風車を建設し、
風力エネルギーを活用しようという提案
があり、洋上風力発電所が計画された
のです」（神田さん） 

　この洋上風力発電所は、基本設計を
海洋産業研究会が行ない、詳細設計
を含むシステム・エンジニアリングを川崎
重工が、また、海洋土木工事や風力発
電機の据え付けなどを共同企業体が
行なった。 
　建設場所は、瀬棚港東外防波堤の
陸側水域の沖合い約７００ｍ（港湾区域、
水深約１３ｍ）。工事は、その海底の岩

盤に、直径１１０ｃｍの鋼管杭を風車１基
につき４本を打設。鋼管杭の上に、縦
１０ｍ、横１０ｍ、高さ２ｍのコンクリート製
の基礎を構築する。その基礎の上に、自
己昇降式作業台船と呼ぶ特殊な作業
船とクレーンを用いて高さ約４１ｍのタワー
を設置。タワー上部に長さ約２４ｍの羽
根（ブレード）を３枚組み合わせたロータ
（羽根車）、発電機などが内蔵されたナ
セルなどを据え付ける、という工程で行
なわれた。 
　「ブレードなどの据え付けは昨年の
８月に１基ずつ２回に分け、朝凪を狙って
早朝３時頃から行ないました。風と波に
よる台船の揺れを避けるためで、作業中
の風速は毎秒４ｍを下回り、作業は予定
通りに進みました」（川崎重工鉄構ビジ
ネスセンター環境装置グループの八木
一浩参事） 
　ブレードやナセルなど風車の主要部
分は、川崎重工が輸入したヴェスタス社
製のもの。瀬棚洋上風力発電所に設置
した風車は、３，０００基以上の実績を持
つ同社の世界的ベストセラー機で、信
頼性も高い。 
　発電した電力は、全長１，２００ｍの海
底ケーブルで陸上部の受変電設備に
送電している。 
　「風海鳥」という愛称が付いた日本      
初の洋上風力発電所は、「運転開始以

来、極めて順調に稼働」（神田さん）して
おり、発電した電力は全量、北海道電力
に売電している。 

　一方、山形県酒田市では川崎重工
が設計、施工した日本最大級の風力発
電所が１月３１日から営業運転を始めた。 
　サミットウインドパワー酒田（株）から受
注したサミットウインドパワー酒田発電所
（以下、「酒田風力発電所」と記す）は、
酒田北港の西護岸水路部（幅約５０ｍ、
水深約４ｍ）に基礎を設けた風力発電
機５基と、隣接する宮海海岸の陸上部
に設置した風力発電機３基の合わせて
８基で構成されている。 
　１基の発電能力は２，０００ｋＷで、実
用機としては国内最大級だ（合計出力
１万６，０００ｋＷ）。 
　それぞれ高さ６０ｍのタワーに、３枚羽
根のロータ（ブレード１枚の長さは４０ｍ）
が取り付けられている。この規模にして
は低いタワーといえるが、「風況調査の
結果、海風が卓越しており、地表粗さに
よる乱れが少なく低い位置で安定した
風速が得られるので、経済性などの面
から６０ｍのタワーにしました」（川崎重
工鉄構ビジネスセンター工務部の河原
省三参与） 
　この風力発電所の年間見込み発電
量は約４，０００万ｋＷｈで、これは酒田市
の一般世帯が消費する電力使用量の
約３０％に相当するという。全発電量が
東北電力に売電されている。 

　地球温暖化対策が急がれる中、環
境にやさしいエネルギーとして風力発電
に対する関心が世界的に高まっている。
国内の風力発電の総発電量は現在、
約５０万ｋＷ。資源エネルギー庁では
２０１０年度には３００万ｋＷ（国内電力需
要の０．６％）まで引き上げる計画を掲げ
ている。ただ、この計画は陸上設置を中
心に考えられたものだ。しかし、国土が
狭く、山間部の多いわが国では陸上部
での建設には限界があり、洋上風力発
電への期待が高まっている。 
　今回、川崎重工が手がけた瀬棚町
洋上風力発電所および酒田風力発電
所はその先駆けとなったもので、全国の
自治体や関係者などの注目を集めている。 
　なお、川崎重工の風力発電設備の納
入実績は瀬棚町洋上風力発電所、酒
田風力発電所を含めて３２基（総出力
３万８，８３０ｋＷ）となった。 

　日本海を渡ってくる西北西の風を受
けて快調に回る３枚羽根の風車－
川崎重工が五洋建設（株）との共同企
業体で、日本で初めて洋上に建設した
瀬棚町洋上風力発電所（出力１，２００ｋＷ、
６００ｋＷ×２基）が４月１日、本格運転に
入った。 
　北海道の日本海に面してひらけた漁
業と農業・酪農の町。瀬棚町は、日本の
女医の第一号、荻野吟子が１８９７年（明
治３０年）、荻野医院を開業したという歴
史を持つ。道南に位置し、気候は比較
的温暖だが、冬は北西の季節風、夏は“ヤ
マセ”と呼ぶ東風が吹く。観測データに
よると、年平均風速は毎秒７．９ｍと強く、
風向は西北西、東南東の風軸に集中し
ている。 
　瀬棚町洋上風力発電所はこの風を
利用するもので、「年間の設備利用率を 

かざみどり 
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平成１５年度「優秀省エネルギー機器表彰制度」で受賞 

第二バンコク国際空港向け地域冷房設備を受注 

ブラジルに複合火力発電所を納入 

イランの地震被災地にポータブル発電機を寄付 

潜水艦「くろしお」を引き渡し 

神戸工場など3工場でゼロエミッションを達成 

トルコン駆動式タイヤローラ、マカダムローラを新発売 

インド向け洋上天然ガス圧送設備を受注 

●川崎重工の「７００ｋＷ級再生サイクルガスター
　ビンを用いたコージェネレーションシステム 
　（ＧＰ７００Ｄ）」 
　コージェネ用として世界で初めて再生サイクルガス
タービンを採用し、大幅な発電端効率の向上（従来
比２０％）を達成するとともに、最新のタービン翼冷却
技術により出力クラス最高となる作動温度を実現し、
極めて高い総合熱効率（７５％が可能）を達成した。 

●川崎造船の「ＬＰＧ船（中速船）の推進性能
　を高める新型船首形状ＳＥＡ－Ａｒｒｏｗ」 
　従来船で一般的に採用されている突出型の船首
形状の突出を無くした特徴的な形状。ＬＰＧ船など
中速船が航走する際につくる船首波を大幅に減少
させ、推進性能を大幅に向上させた。同一船速にお
いて主機馬力を６～１０％削減できる（本誌「イラスト
ぎじゅつ入門」でも紹介しています）。 

　川崎重工は、平成１５年度「優
秀省エネルギー機器表彰制度」
（主催：社団法人  日本機械工業
連合会）において、「７００ｋＷ級
再生サイクルガスタービンを用い
たコージェネレーションシステム
（ＧＰ７００Ｄ）」が日本機械工業連
合会会長賞を東京瓦斯、大阪瓦
斯、東邦瓦斯とともに共同受賞し
た。また、川崎造船も「ＬＰＧ船（中
速船）の推進性能を高める新型
船首形状ＳＥＡ－Ａｒｒｏｗ」同じく
日本機械工業連合会会長賞を
受賞した。 

　川崎重工は、タイで建設中の
第二バンコク国際空港（スワンナ
プーム国際空港）向けに地域冷
房設備を受注した。本設備は新
バンコク国際空港公社に冷房用
冷水の供給を行なうＤＣＡＰ社（タ
イ電力庁他のＪＶによる事業会社）
から受注したもので、当社の契約

範囲は詳細設計、機器調達、組
立据付工事から指導監督、試運
転、運転員のトレーニングまで。 
　受注した地域冷房設備は、
２，１００冷凍ｔの蒸気式吸収冷凍
機８台で構成され、全体の設備
容量はタイ最大級の１万６，８００
冷凍ｔ。蒸気式吸収冷凍機は、

空港内の発電設備で回収された
蒸気を熱源として有効利用する
最新の高性能型を採用し、全体
のエネルギー効率を高めている。
また、この地域冷房設備は、東プ
ラントと西プラントに分けられ、５℃
の冷水を空港内のターミナルビル
やコンコースに供給する。冷水ポ

ンプは部分的にインバータ駆動ポ
ンプを採用し、搬送動力の低減を
図っている。２００４年１１月に完成
予定。なお、当社は第二バンコク
国際空港の建設では、旅客手荷
物処理システムを共同企業体に
より受注している。 　川崎重工は、ブラジルの独立

系発電業者、フォルタレザ社向け
に出力３１万ｋＷ級の複合火力
発電所（ＣＣＰＰ：コンバインドサイ
クル発電設備）を納入した。ＣＣ
ＰＰは、ガスタービンと蒸気タービン
を組み合わせた複合発電システ
ム。ガスタービン発電を行なうとと
もに、発生した高圧高温の排出
ガスのエネルギー（排熱）を排熱
回収ボイラで蒸気として回収し、
蒸気タービンによる発電を合わせ

て行なうのでエネルギーロスが少
ない。ブラジル北東部のセアラ州
フォルタレザ市近郊に建設された
このＣＣＰＰは、天然ガスを燃料と
する１０万ｋＷ級ガスタービン２基、
排熱回収ボイラ２基および１１万ｋＷ
級の蒸気タービン１基で構成され
ている。 
　現在、火力発電の分野では、
環境負荷が少なく、エネルギー効
率の高い天然ガス使用のＣＣＰＰ
が主流となっている。電力不足が

懸念されている米州や東南アジ
アを中心に多数のＣＣＰＰ発電所
が建設されており、当社はインドを

はじめフィリピンや中国などアジア
地域を中心に豊富な実績がある。 

　川崎重工は、２００３年１２月２６
日にイラン南東部で発生した地
震の被災者支援のため、２００４
年２月、ポータブル発電機８０台を
在日イラン大使館を通じて同国の
赤新月社に寄付した。８０台のポー
タブル発電機は、ヨーロッパの当

社販売子会社カワサキ・モータース・
ヨーロッパから、イラン航空の協力
を得てイランに直送した。 
　今回寄付したポータブル発電
機は、当社製の汎用ガソリンエン
ジンを搭載し、最大出力が８５０Ｗ
～４，２００Ｗの５機種。このポータ

ブル発電機は、必要な場所に個
別に設置でき、電灯・水ポンプ・作
業機械などの電源としてさまざま
な用途に使用できるため、被災者
の方たちへの生活支援および被
災地の復興に貢献できるものと
考えている。 

　川崎造船は、神戸工場で建造
した防衛庁向け潜水艦「くろしお」
を引き渡した。 
　本艦は、画期的な新型潜水艦
「おやしお」型の７番艦として建
造されたもの。葉巻型の船型の
採用で優れた水中運動性能と推

進性能を持ち、船体には高張力
鋼が使用されている。また、各種
システムの自動化、高性能のソー
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、さまざまな安全
対策が施されている。 

　川崎重工は、神戸工場（機械
ビジネスセンター）、明石工場、西
神工場でゼロエミッションを達成
した。これにより、すでにゼロエミッ
ションを達成している播磨工場、
播州工場、西神戸工場（現在の
カワサキプレシジョンマシナリ）、兵
庫工場と合わせて国内７工場で

ゼロエミッションを達成したことに
なる。 
　当社は、環境保全活動の具体
的な施策として、１９９４年から３年
ごとに基本計画を策定し、環境へ
の取り組みを着実に進めてきた。
現在、「第４次（２００３～２００５年度）
環境経営活動基本計画」に基

づくさまざまな環境保全活動を展
開しているが、廃棄物の埋立処
分ゼロやリサイクル率１００％を目
指す「ゼロエミッション」を２００４年
度末までに国内１２工場で達成す
ることを目標に掲げている。各工
場とも、「ＩＳＯ１４００１」の環境マネ
ジメント手法に則った生産活動を

行なうとともに、環境にやさしい製
品開発を目指した製品アセスメン
ト活動、廃棄物の埋立処分の削
減とリサイクル化、省エネ活動な
どに積極的に取り組んでいる。今
回新たに３工場がゼロエミッション
を達成したのはその成果といえる。 

　川崎重工は、インド石油・天然
ガス会社（ＯＮＧＣ）がムンバイ（ボ
ンベイ）沖で進める天然ガスフィー
ルド開発プロジェクト向けに、洋上
天然ガス圧送設備（コンプレッショ
ンモジュール）の圧縮設備および
エンジニアリング業務を現代重工
業（韓国）から受注した。コンプレッ
ションモジュールは、天然ガスを圧
縮し、海底パイプラインで陸地へ

圧送するための設備。 
　本プロジェクトでは、ムンバイ沖
のムンバイハイ鉱区にあるサウス
フィールドで自噴圧力の低下した
天然ガスを昇圧し、海底パイプラ
インで陸地へ圧送するため、コン
プレッションモジュールおよび洋上
プラットフォームが新たに設置され
る。当社が受注したのは、洋上プ
ラットフォーム上に設置されるガス

タービン圧縮設備２基とモータ駆
動圧縮設備４基からなる圧縮設
備、およびコンプレッションモジュー
ルのエンジニアリング業務。コンプ

レッションンモジュールの組み立て
は、現代重工業の韓国ウルサン
工場で行なわれ、最終引き渡しは
２００４年９月の予定。 

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

お問い合わせ先 

建設機械ビジネスセンター 

営業部 

　 ０３－３４３５－６９５９ 

　川崎重工は、国土交通省が
２００３年１０月から導入した建設機
械の排出ガス規制「排出ガス第２
次基準値」をクリアした、トルコン駆
動式タイヤローラ「ＡＵＴＨＥＮＴ  
Ｋ２０ＷＴＢ」「Ｋ２０ＴＢ」、マカダ
ムローラ「ＡＵＴＨＥＮＴ Ｋ１２Ｂ」
をそれぞれ新発売した。いずれも
欧州視界基準をクリアした良好
な視認性で安全性を
高めている。また、国土
交通省の１９９７年低騒
音基準をクリアしており、
市街地や住宅地での
夜間作業などにも対応
できる。 

●トルコン駆動式タイヤローラ 

　「Ｋ２０ＷＴＢ」（締固め幅：２，２４５
ｍｍ）はシャフトドライブ採用の前
３輪・後４輪のワイドタイヤ仕様、
「Ｋ２０ＴＢ」（同：２，０６０ｍｍ）は
チェーンドライブ採用の前４輪・後

５輪の標準タイヤ仕様。両機種と
もトルクコンバータ付きトランスミッショ
ンの搭載で煩わしいクラッチ操作
が不要。走行速度はアクセルペ
ダルで制御できるので乗用車感
覚で運転できる。 

●マカダムローラ 

　「Ｋ１２Ｂ」（締固め幅：２，１００
ｍｍ）は、ＨＳＴ駆動方式（エンジ
ンの動力を油圧ポンプと油圧モー
タを用いた静油圧変速装置を介
して鉄輪を駆動する）の採用で
運転操作やメンテナンスが容易
になるとともに、車高を低く抑えて
安定感を高めた。 

オ ー セ ン ト  

同タイプの圧送設備 

マカダムローラ「Ｋ１２Ｂ」 トルコン駆動式タイヤローラ「Ｋ２０ＷＴＢ」 

「ＧＰ７００Ｄ」 「ＳＥＡ-Ａｒｒｏｗ適用１番船」 
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