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●表紙説明●
　作業をする人の姿が小さく見える、巨大なサイズの金属の
曲線と直線が織りなす幾何学模様―実はこれ、川崎重工
が、日本ガス（株）から同社鹿児島工場向けに受注して工事
中の、容量５万　のＬＮＧ（液化天然ガス）タンクの屋根です。
　タンク内部で組立工事したこの屋根は、完成後、タンク底
部からブロアの空気圧力でゆっくりと浮上させて所定の位置
に設置されました。マイナス１６４℃のＬＮＧを貯蔵するＬＮＧタ
ンクには極低温への耐久性、高い安全性、信頼性が求めら
れます。今回受注したのはプレストレストコンクリート製防液
堤が外槽を兼ねたＰＣＬＮＧタンクで、その内部に９％Ｎｉ（ニッ
ケル）鋼製の内槽（内径４７．２ｍ）を設けた信頼性が極めて
高い断熱二重殻式タンクです。完成予定は今年１０月です。

　地球温暖化防止への大きなステップとされ
る京都議定書が、ロシア政府の批准でこの２月
に発効する。これにより、日本は２００８～１２年の
間に、１９９０年比で６％の二酸化炭素（ＣＯ２）な
ど温室効果ガスの排出量削減を求められるこ
とになる。こうした中、動植物に由来する有機
物質「バイオマス」が注目されている。
　バイオマスは生ごみ、農林産物の残余、家畜
排泄物、下水汚泥などで、これらを利用して発
電や熱回収、工業原料などの製造を行なえば、
それだけ石油など化石資源の使用量を減らす
ことができる。わが国では２００２年１２月、政府
が「バイオマス・ニッポン総合戦略」を閣議決
定し、地球温暖化の防止や循環型社会の形成、
国際競争力のある新たな戦略的産業の創出、
農林漁業・農山漁村の活性化を掲げている。
　川崎重工は、総合技術を駆使して早くからこ
の分野の技術開発に取り組み、実用化を含め
て大きな成果をあげている。
　京都議定書の発効などでその活用が加速す
る―いわば、バイオマス“元年”ともいえる
今年、川崎重工のバイオマス関連技術をさぐっ
てみた。

木質バイオマス発電所（静岡製材協同組合）。
木質バイオマス・固定床ガス化・ガスエンジン発電システム
の実証プラント（川崎重工・明石工場）。
木質バイオマス・加圧流動層ガス化・ガスタービン発電シス
テムのベンチ試験プラント（川崎重工・明石工場）。
家畜排泄物・バイオガスプラントの実証プラント（北海道・
宮崎牧場）。
木質バイオマス発電所（東濃ひのき製品流通協同組合）。
下水汚泥バイオマス・汚泥活性炭化設備。

京都議定書の発効で急務と なる温室効果ガス排出量の
削減、環境との共生などで注 目されるバイオマスの活用
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蒸気タービン発電機の出力は２３０ｋＷ。発
電所自身の必要電力とチップ加工場の約
半分の電力を賄っている。
木質バイオマス発電所（出力２３０ｋＷ）の
全景。

左：東濃ひのき製品流通協同
組合の木質バイオマス発
電所（出力６００ｋＷ）の全
景。端材や製材くずなどを
主な燃料にしている。

右：蒸気タービン発電機。発電
した電気で発電施設の電
力を賄い、余剰電力は売
電している。

　わが国では全国に約１万２，０００か所
の製材所があり、１か所当たり１日に１～
５ｔの木質バイオマスが発生しているとさ
れる。製材所で発生するのは製材残材
（樹皮、おがくず、端材・製材くずなど）だが、
木質バイオマスとしては間伐材や剪定枝、
解体材などが加わる。製材残材はこれ
まで、それぞれの製材工場で焼却処理
されることが多かったが、最近はエネルギー
源として利用する例が増えつつある。
　２００４年９月に運転を開始した静岡製
材協同組合（静岡市）の「木質バイオマ
ス発電所」もそのひとつで、川崎重工が
設計・施工した「直接燃焼・蒸気タービ
ン発電システム」である。
　「当組合（２２社）は５０年前、組合員
工場から発生する未利用木材のリサイ
クルを目的に設立され、未利用木材は製
紙チップ化して製紙工場に納入し、樹

皮は堆肥原料などに提供していました。
このうち、年間約３，６００ｔ発生する樹皮
を資源として捉え、木質バイオマス発電
を導入したのです」（工場長の杉山敏允
さん）
　樹皮を破砕機で細かくし、投入制御
装置を経て乾燥装置で水分を約３０％
に調整。これをボイラで燃やして蒸気を
発生させ、蒸気タービンを回して発電する。
ボイラの排気熱は樹皮の乾燥機に送る。
ボイラ内では１，０００℃近くの高温で燃や
すのでダイオキシン類の発生が抑えられ
る。出力は２３０ｋＷで、発電所自身の必
要電力とチップ加工場の約半分の電力
を賄っている。
　木質バイオマスを燃やして発生する
ＣＯ２は、樹木が光合成によって吸収す
る分と相殺され、ＣＯ２の増加はゼロと見
なされるのが特長だ。燃やした熱エネル
ギーを電力に変えれば、他の発電
所で燃やす化石燃料を節約でき、
その分ＣＯ２の発生を削減できる。
　「この発電所は環境への配慮と
ともに、地域社会との共生を図る象
徴的な施設です」（杉山さん）

　２００４年４月に運転を開始した東濃ひ
のき製品流通協同組合（組合員６０社、
岐阜県白川町）の木質バイオマス発電
施設（愛称／森の発電所、出力６００ｋＷ）
も、川崎重工が設計・施工した「直接燃
焼・蒸気タービン発電システム」である。
良質な“東濃ひのき”で知られる白川町
に建設されたこの発電施設は、業界団
体主導で導入された木質バイオマス発
電施設としては全国で初めてのケースだっ

た。製材工場からの木くずなどが主な燃
料で、システムは静岡製材協同組合の
発電所とほぼ同じ。１時間当たりの燃料
処理量は２．５ｔ。
　「発電した電力で施設の全電力を賄
うほか、余剰電力は中部電力に売電し
ています。また、蒸気の一部を木材乾燥
施設に供給しています」（組合参事の
渡邉信吾さん）

　バイオマスは「再生可能な、生物由来の有
機性資源で、化石資源を除いたもの」です。生
物が、太陽エネルギーを使い、無機物の水と
ＣＯ２から光合成によって生成した有機物で、
生命と太陽エネルギーがある限り、持続的に再
生可能な資源です。また、バイオマスの燃焼な
どで放出されるＣＯ２は、生物が光合成で大気
中から吸収したＣＯ２であり、大気中のＣＯ２を
増やさない“カーボン（炭素）ニュートラル”であ
るという特性を有しています。バイオマスの利用
はＣＯ２の増加を防ぐとともに、その分、石油など
化石資源を使わずに済むわけです。
　バイオマスは、海外では北欧やドイツなどで
メタン発酵利用などが進んでいます。日本では
１９７３年の石油危機の際、バイオマスの活用に
ついての研究開発などが行なわれましたが、そ
の後の石油価格の安定などにより進展しませ
んでした。しかし今、世界的な課題となっている
地球温暖化の防止、限りある資源を有効活用
する循環型社会の形成、競争力のある新たな
戦略的産業の育成、さらには農林漁業、農山
漁村の活性化という観点から、バイオマスの利
用が強く求められています。２００２年に閣議決
定した「バイオマス・ニッポン総合戦略」にもこ

の４点が記されています。
　わが国では、例えば家畜排せつ物や食品廃
棄物、黒液、下水汚泥など廃棄物系バイオマ
スの年間の賦存量が、湿潤重量で約３億５００
万ｔ、乾燥重量で約５，６００万ｔ見込まれており、
これをエネルギー換算すると、原油換算で約
２，４００万　に相当します。また、炭素量に換算
すると２，２００万ｔに相当し、これはわが国で生

産されているプラスチックに含まれている全炭
素量の約３．３倍に相当します。しかし、バイオマ
スは広く、薄く存在するという特性があり、効率
よく集めて、熱などに効率よく変換するための技
術開発が急がれています。それにしても、地産
地消というか、地域密着の小規模分散型の利
用形態にならざるをえません。その際に大事な
ことは、要素技術の組み合わせによる初めにこ
のシステムありきではなく、地元の需要―熱
が必要なのか電力が必要なのか、に適切に対
応した利用技術が重要だと思います。また、わ
が国で開発されたバイオマス利用技術は、日本
と気候条件などがよく似ている東南アジアに対
する技術協力としての国際貢献に流用でき、わ
が国の産業振興にもつながるものと思います。
　バイオマスの利用はエネルギーだけではなく、
トウモロコシなど糖質系植物のデンプンを乳酸
発酵させてつくるバイオマスプラスチックや、同
じく糖質系植物を糖化発酵させてつくるエタノー
ルなど工業原料・自動車用燃料などの製造に
も利用できます。これらによって、化学原料とし
て欠かせない、しかも限りある資源である石油
を長持ちさせることができます。なお、農林水産
省などではこうしたバイオマスプラスチック製品

―クリヤーホルダーや窓付封筒などをグリー
ン購入法の特定調達品目として取り扱ってい
ます。
　このように期待の大きいバイオマスですが、
すでに地域活性化に利活用している例もありま
す。例えば、岩手県葛巻町では、第三セクター
を積極的に利用するなどして、畜産バイオマス
や木質バイオマス、それに太陽光発電、風力発
電を取り入れています。
　現在、市町村が中心になり、地域の実情に
応じた効率的・総合的なバイオマスの利活用
プラン「バイオマスタウン構想」を、５００市町村
を目標に募集しています。市町村から提出され
た「バイオマスタウン構想」は、関係府省で共
有され、基準に合致している場合は公表されま
す。そして、関係府省はその構想の実現に向
けた地域の主体的な取り組みが進めやすいよ
うな環境を創ることになっています。
　このような活動を含めた、バイオマスの最大
限の活用により、持続的に発展可能な社会“バ
イオマス・ニッポン”のできる限り早い実現が求
められているといえます。
 

（この二つの試験は、新エネルギー・産
業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から受
託した研究事業）。

①固定床ガス化・
　ガスエンジン発電システム
　木質バイオマスの直接燃焼方式では、
ある程度以上の規模でないと発電効率
が向上しない。しかし、バイオマスは薄く
広く存在するのが特性である。そのため、

その集積量に見合った小規模分散型で、
高効率の利用システムの開発、普及が
求められている。そのシステムの二つの
方式の開発試験が今、川崎重工・明石
工場で行なわれている。
　「固定床ガス化・ガスエンジン発電シ
ステム」は、木質バイオマスの１日の処理
量が１～１０ｔ程度の規模に適している。
木質バイオマスを酸素が制限された条
件のもとで熱分解すると、水素、一酸化

農林水産省大臣官房環境政策課  資源環境室　藤本  潔  室長バイオマスへ の大きな期待

製材残材を直接燃やして発電

ガス化発電システムで二つの方式を試験中“東濃ひのき”の産地 でも直接燃焼

対象バイオマス

家 畜 排 せ つ 物

食 品 廃 棄 物

廃 棄 紙

黒液（乾燥重量）

下 水 汚 泥
（濃縮汚泥ベース）

製材工場等残材

林 地 残 材

建 設 発 生 木 材

農作物非食用部
（稲わら、もみがら等）

バイオマス利活用の現状
年間発生量

約9,100万トン

約1,900万トン

約1,400万トン

約1,400万トン

約7,600万トン

   約610万トン

   約390万トン

   約480万トン

約1,300万トン

利活用の状況

たい肥利用 約80％

肥飼料利用10％未満、
残り90％が焼却・埋却処理
古紙として回収されず、
その大半が焼却
ほとんどがエネルギー利用
（主に直接燃料）
建設資材・たい肥利用 約60％
埋め立て 約40％
エネルギー・たい肥利用
約90％

ほとんど未利用

製紙原料、ボード原料、家畜敷
料等への利用 約40％
たい肥、飼料、畜舎敷料等への
利用 約30％

（農林水産省）
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固定床ガス化・ガ
スエンジン発電シ
ステムの実証プラ
ント。実証試験は
所定の成果をあげ、
すでに営業活動に
入っている。

活性炭化製品。ごみ焼却場のダイ
オキシン類除去などに利用できる。

北海道・清水町の家畜排泄物バイオガスプラント。牛床　に古紙を使用しているのでそのままメタン発酵槽に投入できる。 北海道・湧別町の家畜排泄物バイオガスプラント。牛床の敷きワラは堆肥化している。

汚泥活性炭化設備の実証プラント（静岡県富士市の下水処理場で試験中に撮影）。

ガス化反応特性などの試験が続けられている加圧流動層ガス化・
ガスタービン発電システムのベンチ試験プラント。
６５０℃程度の比較的低い温度でガス化する流動層ガス化炉。
流動層ガス化炉で得られたタール分を含む合成ガスは、そのまま
の温度・圧力でこのガスタービン燃焼機で燃焼させる。

炭素などを含む可燃性の合成ガスが得
られる。その際、合成ガスに、粘性が強く、
付着や閉塞によるトラブルを起こす原因
となるタールが含まれるのが難点だが、
本システムでは、タールの生成が非常に
少ない固定床ガス化炉を用いている。ま
た、合成ガスは都市ガスの約１０分の１と
いう低カロリー（１，０００～１，３００ｋ　／ｍ３）
のため、これに対応したガスエンジンを
海外企業と共同開発した。その結果、
発電効率２０％、発電出力８０ｋＷの実
機規模の試験装置が開発され、２００２
年度から実証試験を行なっている。ガス
エンジンの排気熱（約４５０℃）は、排熱
回収ボイラや吸収冷温水機などに利用
できる。
　本システムは、発電出力８０ｋＷと２００
ｋＷの２タイプのパッケージ化を考えている。
すでに営業活動に入っており、問い合わ
せや引き合いが多数寄せられていると
いう。

②加圧流動層ガス化・
　ガスタービン発電システム
　もうひとつが「加圧流動層ガス化・ガ
スタービン発電システム」で、こちらは１日
の処理量が５～２０ｔ程度の規模に適し
ている。
　流動層ガス化炉では、原料の木くず
などが炉の下部から吹き込まれる空気
で流動しながらガス化される。６５０℃程
度の比較的低い温度でガス化するので、
可燃性ガスとタールを含む合成ガスは、
そのままの温度・圧力で自社製のガスター
ビン燃焼機に導いて燃焼させ、タールの
冷却による凝固・液化に伴うトラブルを回

避している。そのため、タール除去設備
が不要である。これは、ガスタービンを用
いるシステムだからこそ可能になったも
ので、わが国で初めて実現した。
　２００３年度に発電出力２４ｋＷのテスト
プラントを建設してシステム全体の性能
確認を行ない、２００４年８月に、小規模シ
ステムとしては世界で初めてガスタービ
ン発電に成功した。２００５年度からは実
際の製材所で発電出力１５０ｋＷ級の実
証試験に入る予定になっている。

　北海道・清水町。十勝西部に位置し、
乳用牛の飼育頭数が十勝地域で最も
多いという“酪農の町”で、川崎重工が
設計・施工したバイオガスプラントの実証
試験が２００３年２月から行なわれている。
　宮崎誠さんが経営する宮崎牧場（成
牛約１００頭、子牛約１００頭）に設置され
た実証プラントは、大まかにいうと、乳牛

糞尿をメタン発酵槽で微生物を用いて
発酵させ、発生したメタンガスでガスエン
ジン発電機（出力：２０ｋＷ）を回して発
電するというもの。シンプルなシステムな
ので維持管理が容易で、また、薬剤など
を使用しないことで環境に配慮している。
　宮崎牧場では数年前から、乳牛の健
康管理の面から牛床に古紙（再生紙）
を用いている。従来のように小麦わらを
用いた場合は、発酵槽に投入する前に
わらを分離しなければならないが、古紙
の場合はそのまま投入できる。
　メタン発酵後の消化液は無機化が進
み、植物が吸収しやすい有用な肥料に
なる。
　「消化液は微生物の働きで臭気が軽
減できるので、畑に撒いても臭い公害が
少ないです。システム全体としては、発
生するメタンガスが、発電機を回すのに
必要な濃度に一定しないのが課題のよ
うに思います」（宮崎誠さん）
　実証試験は２００５年度まで行なわれる。
（ＮＥＤＯの助成を受けた実証事業）。
　なお、川崎重工は、オホーツク海に面
した北海道・湧別町に、独立行政法人  
北海道開発土木研究所が設置した乳
牛２００頭規模の同種の試験プラントを
設計・施工した。こちらは、牛床にワラを
使用している乳牛糞尿が搬入されるため、
固液分離機でワラなどの固形物とスラリー
に分離。固形物は有機性堆肥化施設
で堆肥にし、スラリーはメタン発酵槽に
投入する。ガスエンジン発電機の出力
は２５ｋＷ。堆肥化は１日３．８ｍ３。この実
証試験は２００５年３月末まで行なわれる
予定。

　下水道で集められた汚水は、最終
処理場で微生物によって分解処理され、
きれいな水と汚泥に分けられる。一般
的に汚泥は、濃縮→脱水後、焼却して
埋め立てられるが、最近は炭化処理し
て再利用されることが多くなってきている。
しかし、これまでの炭化法では、用途が
土壌改良剤や融雪剤などに限られて
いた。
　これに対して川崎重工が実用化した
「汚泥活性炭化設備」は、単なる炭化
ではなく従来の炭化製品の吸着能力を
向上させ、これまでの用途の他に、排ガス・
排水中のダイオキシン類の吸着除去、脱
臭剤など有価性の高いさまざまな分野
で利用できる活性炭化製品を製造できる、
国内初の設備である。
　このシステムは、静岡県富士市の下

水処理場に設置された実証プラントで
２００２年度までの３年間の運転で、プラン
トの耐久性、製造した活性炭の吸着能
力などが実証された。なお、この実証プ
ラントは、石川県七尾市の下水処理場
に移設され、現在、稼働中である。その
ほか、各地の下水処理場からフィージビ
リティスタディ（実施可能性調査）の依
頼が多数寄せられている。

下水汚泥から有用な活性炭を製造乳牛の排泄物を用いてメタン発酵

Kawasaki News 137　2005/24 5



　川崎重工が他社
とともに参加した、
生ごみなどを発酵さ
せるバイオガス化技
術実証研究プラント
（　）の発酵槽。こ
の実証研究により
川崎重工は、（社）
全国都市清掃会議
からごみメタン回収
施設第１号「技術
検証・確認概要書」
を取得した。

ソーダ回収ボイラで燃やされる「黒液」。燃焼
後は薬品（ソーダ）を回収でき、再利用できる。

北越製紙（株）新潟工場に納入されたソーダ回収ボイラ（左端の建物）。アブラヤシの空果房の燃焼実験は、この流動層試験炉   で行なわれた。

上：アブラヤシの果実がびっし
りと付いている果房。
下：果実を採った後の空果房
（ＥＦＢ）。マレーシアだけで年間
約１，７００万ｔ発生している。

　マレーシアは、アブラヤシの果実からつ
くられるパームオイルの世界一の生産国
である。アブラヤシの果房Ｆｒｅｓｈ Ｆｒｕｉｔ 
Ｂｕｎｃｈｅｓ：ＦＦＢ）には多くの果実が付
いており、パームオイルミルに集積された
ＦＦＢは脱穀され、果実が取り出される。
果実は果肉と種子からなり、果肉を絞っ
てパームオイルを生産する。果肉の絞り
粕（ファイバ）と、種子の殻（シェル）は従
来からボイラの燃料に使われている。
一方、分離された房が空果房（Ｅｍｐｔｙ  
Ｆｒｕｉｔ Ｂｕｎｃｈｅｓ：ＥＦＢ）であるが、ＥＦＢ
は形状が大きくて硬く、高水分（６０％以
上）、かつアルカリ成分が３０％以上含ま
れているため灰付着性が極めて高い、
などの理由によりこれまで有効利用が図
られず、焼却処理されてきた。しかし、１０
年前より焼却時に発生する白煙による
大気汚染などが問題となり、現在は事実
上野積み廃棄されるものが多くなり、害
虫や悪臭の発生やメタンの発生などの
公害問題が生じている。マレーシアだけ

で年間約１，７００万ｔ排出されるＥＦＢ（世
界の約４８％）をエネルギー利用すれば、
地球温暖化ガスの削減効果が大きい。
またマレーシア政府もバイオマス発電の
普及に力を入れている。
　川崎重工は、この燃料の安定かつ高
効率利用技術として流動層ボイラが最
適と考え、２００２年度に独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
（以下「ＮＥＤＯ技術開発機構」と称す）
の助成プロジェクトを受託し、安定燃焼
法の研究を行ない、良好な層内流動性
と燃焼性のもとに安定した連続運転を
実証した。引き続き２００３年度にはマレー
シアでのモデル事業実施可能性調査を
ＮＥＤＯ技術開発機構から受託し、比較
的大型のパームオイルミルから排出され
るパームオイル廃棄物を対象とした発電
プラント設置の際には経済性、ポテンシャ
ルが見込まれることがわかった。
　現在、モデル事業の実現に向けた取
り組みを引き続き進めている。

　製紙工場では、原料の木材チップを
蒸気と苛性ソーダや硫化ソーダなどの
薬品を用いて蒸解し（溶かし）、含まれ
ている繊維分を分離してパルプ化する。
これがクラフトパルプで、上・中質紙など
の原料になる。蒸解液から繊維分を分
離した後の廃液（蒸解廃液）は、色が黒
いことから「黒液」と呼ばれているが、こ
の中には燃える成分と無機分が含まれ
ている。
　黒液をボイラで燃やすと、その熱で蒸
気が得られ、また、無機分を還元するこ
とで薬品（ソーダ）を回収できる。回収し
たソーダは、後工程で化学処理をすると
何度でもリサイクルできる。こうした、クラ
フトパルプ工場の薬品回収サイクル（クロー
ズドサイクル）を構成するうえで重要な設
備が「ソーダ回収ボイラ」である。
　川崎重工は「ソーダ回収ボイラ」では
すでに約７０缶納入という実績がある。
最新の納入例は、北越製紙（株）新潟
工場の８号ボイラで、１日の黒液固形分
処理量が２，７００ｔ、蒸気発生量は１時間
当たり４７５ｔ。
　黒液などのように化学物質を含んだ
廃液を燃やすと、ボイラの燃焼室の炉壁

水管などに極めて高い耐食性が求めら
れるが、川崎重工は外側がステンレス、
内側が炭素鋼の密着二重管を採用す
るなどしてこの課題を克服した。
　ボイラでつくられた蒸気で発電機を回
して発電すれば、それだけ化石燃料の
節約になり、ＣＯ２の削減にもつながる。
川崎重工には現在「ソーダ回収ボイラ」
に関する引き合いが数件寄せられてい
るという。

　各自治体とも下水処理場とごみ処理
施設を保有しているので、「汚泥活性炭
化設備」を導入すれば、製造した活性
炭をごみ焼却炉で排ガスの高度処理に
活用する循環システムが実現する。
　ごみといえば、家庭から出る生ごみ、
紙類、剪定ごみなどを嫌気発酵させると
メタンガスが発生する。川崎重工は、バイ
オガス化技術実証研究プラント（京都市
伏見区、実証期間１９９９年６月～２００３
年３月）に他社とともに参加し、２００１年９
月に「コンポガス式メタン発酵技術」として、
（社）全国都市清掃会議からごみメタン
回収施設第１号「技術検証・確認概要書」
を取得している。
　このシステムは、受け入れたごみを前
処理した後、発酵に適した状態に調整・

加温し、発酵槽でメタン発酵を行なう。
発生したガスは発電や余熱利用、自動
車燃料などに利用できる。
　発酵汚泥は脱水などを行ない、残渣
は堆肥に利用できる。
　川崎重工ではこうしたバイオマス技術
の組み合わせ、例えば、家庭ごみなど一
般廃棄物を対象とした場合はメタン発
酵槽を併設した焼却システム、下水汚
泥を対象とした場合はメタン発酵槽およ
びＭＣＦＣ（炭酸溶融塩型燃料電池＝
メタンガスの発電では極めて高い発電
効率を達成する発電機で、川崎重工が
国産化の開発研究を進めている）と、汚
泥活性炭化設備との組み合わせシステ
ムを提案している。

パルプ製造工程の廃液（黒液）を活用家庭の生ごみなどからメタン発酵 アブラヤシの空果房を 燃やして発電

Kawasaki News 137　2005/26 7

さ



Ｖ型エンジンから
の排気ガス

排気ガスは隔壁１を通って
第１室から第２室へ移動

隔壁１

隔壁１

第１室

第２室

パイプ①このパイプを通って後部アレスターへ

スパークアレスター

このアレスターが排気ガスの
“火の粉”を遠心力で分離し
外壁に当てる。

“火の粉”を含まない
排気ガスを排出

　ＡＴＶ（四輪バギー車）は、砂地や凸凹道も自
在に走れるオートバイ型の四輪車で、スポーツ
としては野山や泥地などを走って楽しむもので、
米国ではレースもある。また、実用としては、農
業やスポーツ・ハンティングなどの移動手段に
用いられている。市場の中心は北米で、世界の
約８０％を占めている。
　川崎重工は、米国の現地法人・ＫＭＭ
（Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｍｏｔｏｒｓ  Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ  
Ｃｏｒｐ．， Ｕ．Ｓ．Ａ．）のリンカーン工場（ネブラスカ
州リンカーン市）で年間約８万台を生産。ちな
みにＫＭＭ・リンカーン工場は１９７４年、わが国
の二・四輪業界として初めて米国生産を始め
た歴史を有する工場で、ＡＴＶのほかＭｕｌｅ（多
用途四輪車）、モーターサイクルやジェットス
キー®などを生産し、日本やヨーロッパに輸出
もしている。
※：ＡＴＶはＡｌｌ  Ｔｅｒｒａｉｎ  Ｖｅｈｉｃｌｅの略

　ＡＴＶは、モーターサイクルと同じく跨がって
乗り、バーハンドルで運転する。幅広低圧タイ
ヤ４本を装備しており、後輪駆動と四輪駆動の
２タイプがある。
　ＡＴＶは、泥地や川の中を走行した後も安定
したブレーキ効果が得られる、あらゆる路面状
態での安定走行を可能にする、山野を走行す
るので森林火災を起こさない、などのために
独特の装備がなされている。
　今回、紹介したカワサキ「ＶＦ７５０Ａ」は、２００４
年６月に米国で販売を開始したニューモデルで、
当社初の四輪独立懸架方式。排気量は７５０ｃｃ。

●７５０ｃｃＶツインエンジン
クラス最強を誇るカワサキ独自の軽量・コンパクト
なＶツインエンジン。Ｖ型エンジンとすることで横
幅が狭くなり、跨がってする運転が非常にしやすい。
振動が少ないのも大きな特徴。

●ＣＶＴ（無段自動変速機）
一般的にはベルトコンバータともいい、
スクータなどに使用されていることで
知られている。負荷状態に応じた無
段階の自動変速機能を得られるの
が特徴。本マシンに装備されている
ＣＶＴは、ＡＴＶ用として特に小型、軽
量化を図った。

●湿式ブレーキ内蔵型リヤギヤアッシ
泥地や川の中などを走行した後も安定したブレーキ効力が得られるブ
レーキ内蔵型。また、ギヤアッシに内蔵することでブレーキ機構の小
型化も実現した。

●Ｉ．Ｒ．Ｓ．（Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ  Ｒｅａｒ  Ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）
（後輪独立懸架）
左右のタイヤが独立して上下動するので、ラフロードでも車両の姿勢
があまり傾斜しない。そのため、凸凹の激しい路面でも左右に振られ
にくく、快適に走行できる。旋回時のロールは、スタビライザー（左右
サスペンションの連結部材）によって有効に減少させている。

●スパークアレスター
山野を走行するため、森林火災を起こさないように、マフラー（消音器）
に火の粉の排出を防止するスパークアレスターを装備している。排ガ
スがスパークアレスターの穴を通過する時、遠心力で火の粉（高温の
カーボン）が排ガスから分離される構造になっている。

●セレクタブル４ＷＤスイッチ＆
　デフロックレバー
ハンドル右側のセレクタブル４ＷＤスイッチは、路面
状態に応じてライダーのスイッチ操作で四輪駆動
（４ＷＤ）と後輪駆動（２ＷＤ）の切り替えが容易に
できる。また、デフロックレバーの握り加減によって
前輪のデフ（差動装置）機構の効き具合を調整
できる。このふたつの機構により、不整地での悪
路走破性が向上した。

●エアクリーナー
シート前方にエアクリーナーを
装備し、簡単に点検・洗浄が
行なえる。

●フェンダーのポケット
地図などちょっとしたものを収納できるの
で便利。カワサキならではの配慮。

●タイヤ
一般の自動車に比べて６分の１程度の低圧で使
用するので“バルーンタイヤ”とも呼ばれている。
低圧のため、ラフロード走行時のショックを吸収し
やすく、また一方で、駆動力がかかりやすいように
大きなブロックパターンを持っている。

■カワサキＡＴＶの幅広いラインアップの一例

セレクタブル４ＷＤスイッチ

ＫＶＦ７５０Ａ ＫＦＸ７００ ＫＶＦ３６０  ４ｘ４ ＫＬＦ２５０

デフロックレバー

ＫＭＭ・リンカーン工場で
年間約８万台を生産

山野や泥地などを走るため
独特の装置を装備

イラストぎじゅつ入門―58
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現 場 を 訪 ね て

（川重冷熱工業（株）滋賀工場）
空調機器と汎用ボイラの製作
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溶接工程で形が整った、吸収冷温水機「シグマエース」の高温胴。

歴史と技術を誇る川重冷熱工業（株）滋賀工場。

煙管式廃熱ボイラが
電装工程を経て完成
に近づく。

ＫＦボイラの試運転。

形になったＫＳボイラの燃焼部。

売れ行き好調な
「ＩＦボイラ」。

高温胴と熱交換機が組み合わされた。

吸収冷温水機の主力機「シグマエース」。

手前が低温胴。左写真にこれを組　 み合わせると基本構造体ができる。 試運転場で完成した吸収冷温水機の試運転が続く。冷房、暖房ともに８時間運転する。また１台、“技術の成果”が出荷されていく。

滋賀県 琵琶湖

東海道新幹線
草津大津

川重冷熱工業（株）

　新幹線（下り）が京都駅に近づく５分
ほど前、進行方向に向かって左側の車
窓から「川重冷熱の冷温水機・ボイラ」
と書かれた看板が見える。川崎重工の
関連会社で、空調機器や汎用ボイラの
設計・製造・販売・アフターサービスを一
貫して行なっている川重冷熱工業（株）
（以下、川重冷熱と略）の生産拠点、滋
賀工場（滋賀県草津市）である。
　滋賀工場は列島改造論の華やかか
りし東京オリンピックの２年前、１９６２年（昭
和３７年）の設立で、敷地面積は約１３万
ｍ２（約４万坪）。従業員は協力会社の
人員も含めて約３１０人。主な製品は、ビ
ルや病院、学校、駅ビルなどさまざまな施
設の空調用冷・温水をつくる「吸収冷温
水機・冷凍機」と、主に工場などの生産
工程で使われる蒸気をつくる「汎用ボイラ」
である。
　同工場はボイラ工場、空調第一・第二・
第三工場、事務所、研修所などで構成
されている。

　「製品の品質向上、作業の安全保持
はきれいな工場からと、従業員の発意で
毎週清掃しています」（永井修造・取締
役工場長）の言葉通り４６年前の工場と
は思えないほど、みごとに整理・整頓が
行き届いている。
　同社では、「冷・熱エネルギーで快適
環境を創出」をスローガンに、全事業所
で１９９７年に品質保証規格「ＩＳＯ９００１」
認証を、さらに滋賀工場では２００２年、
環境マネジメントシステム規格「ＩＳＯ
１４００１」認証をすでに取得済みだ。
　「当工場では、２００２年の夏から全従
業員を挙げて、工期と工数、それに在庫

を半分にしようという『スリーハーフ活動』
を展開しています。その成果は、例えば
空調機器の場合、受注から納入まで
３か月かかっていたものが、今では半減
どころか機種によっては１か月に短縮さ
れています」（永井工場長）
　この他性能はもちろん納期やコスト面
などでも顧客ニーズを満たすため、さまざ
まな取り組みを行なっている。

    川重冷熱は、フロンを使わず、水を冷
媒とするクリーンな冷暖房用機器「吸収
冷凍機」の国産１号機の開発や世界初
の「二重効用吸収冷凍機」を商品化し
たという栄光の歴史を有している。しかも、
同社の吸収冷温水機の主力製品であ
る「シグマエース」は、燃料や電力の消
費量が少なく、世界最高の省エネ率※１

４２％（ＣＯＰ※２（成績係数）＝１．２９）を達
成している。
　さらに同社は、新エネルギー・産業技
術総合開発機構（ＮＥＤＯ）からの受託
研究で世界で初めて、次世代型「三重
効用吸収冷温水機」を（社）日本ガス協
会と共同で開発した。これは、冷温水機
の熱を三度回収して有効利用するもので、
世界最高のＣＯＰ１．４９を達成するなど、
同社は次世代型機の研究・開発でも業
界を大きくリードしている。
※１　省エネ率：同社初号機との比較

※２　ＣＯＰ：成績係数＝冷凍能力÷エネルギー消費量

　吸収冷温水機は、大きく分けると低温
胴、高温胴、熱交換器の３つの部品で
構成されている。それぞれが材料切断・
機械加工から始まり、プレス・溶接などを
経て部品として完成される。この３つの
部品を全体組立工程で一体化し、溶接
や気密テスト、バーナや制御盤の取り付け、
電気計装チェック、試運転を経て出荷と
なる。工場内はすべてのラインにすき間
なく製品が流れ、活気に満ちている。また、
試運転場では大小の完成品が並び、「シ
グマエース」が、試運転の真っ最中だった。
　「冷房、暖房それぞれ８時間ずつ、合
計１６時間試運転を行なって性能を確
認します」（永井工場長）

　ボイラ工場は長さ２５０ｍ、幅３６ｍとい
う大きな工場だ。
　「ここでは、規模の大小も含めて、日本
で使われているすべてのタイプのボイラ
を製作しています」（永井工場長）
　ボイラの製作はタイプによって工程が
異なるが大略は溶接によりドラムを組立て、
Ｘ線検査、水圧検査を行なう。さらに操
作盤と制御器の電装工程があり、仕上
塗装、出荷前検査を経て出荷となる。貫
流ボイラだけは工程の最後に試運転が
あり、２台のＫＦボイラが試運転準備中な
ど、この工場でも寒さ知らずの活気が感

じられた。
  ひと口にボイラといってもさまざまなタイ
プがあるが、水管ボイラ・炉筒煙管ボイラ
は大型でボイラ技士を必要とし、ホテル
や工場､病院などで主に使われている。
小型貫流ボイラはボイラ技士の資格を
必要とせず操作が簡単なため、クリーニ
ング店など、小規模な店舗で蒸気を必
要とする際に重宝されている。鋳鉄ボイ
ラは健康ランドのお風呂の給湯などの
隠れた所で役に立っている。そのほか、
排熱ボイラはコージェネレーションシステ
ムの一翼を担い、エネルギーの有効活
用に大きな役割を果たしている。
　「最近は操作が簡単な小型貫流ボイ
ラの多缶設置が主流を占めているが、
他社の牙城となっています。これを崩す
ために当社は安全性、経済性に優れ、し
かも長寿命・高性能の大型多管貫流ボ
イラを日本で唯一開発し顧客の評判を
得ています。このボイラの名前はイフリー
トと言います。ちなみに、ＩＦ（イフリート）は
ギリシャ神話に登場する火の神様のこと
です」（永井工場長）
　製造ラインのすべてが活気に満ちて
いる滋賀工場―。
　「全員が“顧客第一主義の徹底”と“目
指せ世界のトップランナー”を合言葉に、
時代のニーズに応えるべくがんばってい
ます」（永井工場長） 

現 場 を 訪 ね て

「スリーハーフ活動」で

大きな成果

主として低温胴、高温胴、

熱交換器で構成

日本のすべてのタイプの

ボイラを製作

次世代型機の研究・開発で

業界をリード

年間に吸収冷温水機・冷凍機約５００台、汎用ボイラ約２００台を製作する日本最 大の空調汎用ボイラ工場
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●
函館

［歩いて・見た・歴史の家並み］－④

（北海道）（元町末広町）

函館西波止場のほど近くに
ある米穀店（撮影時）。和
洋折衷建築は一般的に１
階は和風の造り、２階は縦
長の上げ下げ窓や両開き
窓で、カラフルなペンキで仕
上げている（大正６年建築）。
　の米穀店の近くのザ・グ
ラススタジオイン函館２号（明
治４１年建築）。

レンガ造りの旧開拓使函館
支庁書籍庫。こうした何気
ない建物も函館の歴史を語っ
ている。使用されているレン
ガの刻印が時代を偲ばせる。

コロニアル風の外観が冬の青空に映える旧函館区
公会堂。明治４３年（１９１０年）の建築で、国の重要文
化財に指定されている。
日本初のギリシャ正教会聖堂の函館ハリストス正教
会（国指定の重要文化財）。
カトリック元町教会。

　函館の歴史は室町時代の亨徳３年（１４５４年）
に始まる。津軽・南部氏との抗争を逃れて海を越
えた河野政通が、この地に館を構えたのだ。館は
土塁をめぐらした砦で、その形が箱に似ていること
から「箱（函）館」の名が起こったといわれている。
　その函館は安政６年（１８５９年）、日本の対外貿
易の拠点として横浜、長崎とともにいち早く開港。
新天地に夢を抱いた貿易商や開拓関係者がもた
らした異文化が、この町に独特の異国情緒を育ん
だ。その中核といえるのが、函館山の山裾に弧を
描いたように広がる元町末広町である。当時の情
報発信や金融、ビジネスの北の中心だった。

●
　その一帯は坂の町である。函館山の山裾から
函館港に向かって幸坂や弥生坂、基坂、八幡坂、
二十間坂など２０本近い坂がある。その一本、石
畳が美しい基坂を登り切ると元町公園で、旧函館
区公会堂や旧開拓使函館支庁書籍庫、旧北海
道庁函館支庁庁舎などがある。

　旧函館区公会堂は明治４３年（１９１０年）、日本
人技師によって建てられたという。イギリスの古典
的建築様式であるコロニアル風の外観と、瀟洒な
シャンデリアなどの内装が古きよき時代を今に伝
えている。また、旧開拓使函館支庁書籍庫のレン
ガには、よく見ると「明治７年」などといった刻印が打っ
てあり、一挙に時間が遡る―。
　こうした歴史的な洋館は枚挙に暇がないほどで、
時空を超えた“洋館散歩”も楽しい。

●
　港を見下ろす斜面の高台には、日本初のギリシャ
正教会の聖堂で、白亜の函館ハリストス正教会が
ある。ロシア領事館付属の聖堂として建てられ、そ
の後火災により再建された。高い鐘堂とネギ花状
のドームで構成された、荘厳な建築物だ。ちなみに、
鐘の音は日本の音風景百選に認定されている。
　この周辺にはほかに、カトリック元町教会、函館
ヨハネ教会などがあり、ほかの地域とはいささか異
なる雰囲気を漂わせている。

もといざか
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異国文化の玄関口

（
元
町
末
広
町
）

津軽海峡に突き出た函館
山（標高３３４ｍ）から一望し
た、冬の暮れ方の函館市街。
写真の手前左手一帯に歴
史的建造物が散在してい
る。風が身を切るように冷
たい。
函館港の赤レンガ倉庫群。
金森倉庫の屋号が妻側に
描かれている。右手のシル
エットの山が函館山。

右奥に延びる姿見坂。角の和風建築は明治
４０年の建築とされる。
昭和初期の建築の風呂屋。こうした建築物
が街角に数知れず建っている。
今も生活の場として利用されている和洋折衷
建築の住宅も少なくない（大正１１年の建築）。

“旧茶屋亭”の正面。１階
はホテルの茶房として利用
されていることもあって和風
建築の面影は少ない。
落ち着いた雰囲気の１階
の茶房店内。道路に面し
たガラス窓に趣がある。
２階は外観は洋風だが和
室になっている。洋風の窓
は室内から見るとこうなる。

●
　函館のもうひとつの見どころが、和洋折衷の町
家や商家である。
　１階は板を羽のように重ねた“簓子下見板        
張”と呼ぶ和風で、２階は上下に開閉する西洋式
窓のある“南京下見板張ペンキ塗り”と呼ぶ欧風。
意表をつく取り合わせだが、周囲と違和感なく溶
けあい、独特のレトロ感を醸し出している。
　これは当時の大工が、次々に建てられる外国の
領事館などの洋風建築に刺激され、「あれくらいな
ら自分にもできる」と独自に考案した洋風を真似た
建物を建てるようになったのが始まりとされている。
　こうした和洋折衷建築の内部、とりわけ西洋式
窓のある２階はどうなっているのだろうか。
　かつての海産物問屋で、一時は茶を商っていた
ことから“旧茶屋亭”と呼ばれる建物（現在は、ホ
テルシーボーンの茶房として利用されている）を、
お願いして見せていただいた。ホテルの人の話に
よれば、建築後、大きな手は入ってないという。
　ところがどうだろう。２階の内部は完全な和風だっ
た。外見は当時の先端をいく洋風でも、日常の暮
らしの空間としては、慣れ親しんだ和風がよかった
ということだろうか。それとも当時の大工が、外見し
か真似られなかったということか。このへんのよくい
えば融通無碍なところが、いかにも日本人らしい。

●
　函館の町はしばしば大火に見舞われた。中でも、
明治１１、１２年（１８７８、７９年）の大火に伴う復興
の市区改正事業は、函館の市街地構造を根底か
ら変えることになった。１９８９年に選定された伝統
的建造物群保存地区（基坂から旧函館区公会
堂の一画、さらにハリストス正教会の一画を経て
大三坂を下り、港際の瓦倉庫群の一画に至る、
延べ約１．５ｋｍのコの字形の道路に沿った町並み）
の原形はこの時につくられたもので、それ以降はほ
とんど変わっていないと、函館市教育委員会文化
財課ではいう。
　それ以後も大きな火災があり、その復興過程で
も洋風あるいは和洋折衷の町家や商家が数多く
建てられ、その多くが現在も当時の姿を残している。

●
　異国の文化の玄関となった函館港のウォーター
フロントには、赤レンガの倉庫群（金森倉庫群）。
正面から見ると将棋の駒を思わせる形状で、建物
の妻に描かれた屋号（「カネ森」）は、日本古来の
土蔵建築のようでもある。倉庫の一部は、その景
観を残したままショッピングモールやレストランなど
に利用されており、函館の人気スポットのひとつに
なっている。ちなみに、函館市の年間観光客数は
約５３０万人に及ぶという。

ささらこ

だいさんざか
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さ

大西洋を背にしたダイヤモンド採集プラントの全景。手前が湿式１次破砕設備で川崎重工の「湿式ジャイレトリー」が、向こう側が２次３次破
砕設備で２次３次「コーンクラッシャ」および「ボール循環式ボールミル」が据え付けられる。

ダイタモンド採集プラ    ント。比重選鉱でダイヤモンドを分離採集する。 この粘土・土砂を含んだ大塊を破砕・粉砕する。

今回のプロジェクトのために開発された「ボール循環式優先破砕ボールミル」（特許）。
ダイヤモンドを傷つけることなく解放し、粘土塊を粉砕除去する。

世界で川崎重工だけが製作している「湿式ジャイレトリー」。海水を
破砕機に噴射しながら処理物を破砕、分離、洗浄する。

新 製 品 ・ 新 技 術

陸上では
火成岩からダイヤを採集

海岸砂の下層に含まれる
ダイヤを採集

ボール循環式
特殊ボールミルを新開発

“宝の山”の残渣の山にも
いち早く注目

大西洋に面した海岸の粘土混じりの岩石・土砂からダイ　 ヤモンドを傷つけずに採集する設備

ナミビア

アフリカ

　世界最大のダイヤモンド産地といわ
れるアフリカ南部では、陸上、海岸、近海
海底など、主に地表近くでダイヤモンド
が採集できる。これは、地球深部の熱と
圧力の作用で炭素から生成されたダイ
ヤが、遥かな昔のマグマ※の噴火で地表
近くに押し出されてきたからだ。
　陸上では、マグマが固化した火成岩
を採掘し、細かく砕いてダイヤを取り出す。
具体的には、陸上の鉱山では、大まかに
いうと火成岩を、発破をかけながら露天
掘りで段階的に掘り下げていく。採掘す
る原石は直径最大２ｍという大きなもの
だが、１次破砕、２次破砕で約２５ｍｍに
して比重選鉱でダイヤを採集し、さらに
６～８ｍｍに再破砕し再度比重選鉱で
ダイヤを採集する。こうして採集された
ダイヤなどをコンセレントレーションと呼ん
でいる。
　ダイヤを含む鉱石はキンバーライトと呼

ばれるが、その特性は粘りがあり、極度
に硬かったり軟らかかったりするため、効
率的な１次破砕が困難であったが、川
崎重工は、こうした厳しい条件に対応し
たダイヤモンド鉱山専用のジャイレトリクラッ
シャを他に先駆けて開発し、アフリカ南
部の南アフリカ共和国やボツワナなどの
ダイヤ産地に多数の納入実績を有して
いる。
※：地殻下部などにある高温で溶融した岩石物質。流動性に
富み、地表に達して噴火現象を起こして火山となることが
ある。地中で固化すると火成岩になる。

　陸地のダイヤは長い年月をかけて川
から海岸へと流されていき、海岸の砂浜
に含まれている。海岸でのダイヤ採集と
いうのは、この砂をふるい分け比重選鉱
にかけるという非常に簡単なものである。
　このほど川崎重工が、ＮＡＭＤＥＢ社（ナ
ムデブ社、ナミビア国と世界最大のダイ
ヤ採集業者であるＤＥ ＢＥＥＲＳ社（デ・

ビアス社）の合弁会社）向けに出荷した
破砕・粉砕設備の、現地企業による現
地組立・設置工事が完了した。この設
備は、ナミビア西海岸で海岸砂の下層
の岩石などからダイヤを採集するプラント
の主要機器である。
　ナムデブ社はこれまで、粘土を含まな
い良質の海岸砂をふるい分けて１．４～６
ｍｍ（この中にダイヤがある）とし、それを
洗浄し比重選鉱にかけてダイヤを採集
してきた。（海岸の砂をふるい分けする
だけでダイヤが採集できるとは夢のような
話だが、事実そうなのである）。
　しかし近年、その良質の海岸砂が採
り尽くされつつあることから、海岸砂の下
層からの採集を計画した。ところが、海
岸砂の下層は、岩・粘土・粘土混じりの
土砂などが交互に層を成し、湧き出した
海水と土砂とが混ざり合った状態で、従
来のプラントでは対応できないのである。

　今回、川崎重工が出荷した設備は、
このような複雑で扱いにくい、海岸砂の
下層部分から採取した土砂などを３段
階で破砕・粉砕（１．４～６．０ｍｍ）し、優先
破砕技術の活用によってダイヤを傷つ
けることなく採集できるように工夫されて
いる。
　このプラントの課題とされたのは、粘土
混じりの岩石や土砂だ。付着性が強い
粘土は装置内に付着し、装置の運転の
大きな障害となる。
　そこで、大ぶりの岩石を破砕する１次
破砕には、川崎重工が独自に開発した
湿式ジャイレトリクラッシャを採用し、粘土
混じりの土砂を安定的に処理できるよう

にした。水（海水）と原料を一緒に撹拌し、
破砕しながら洗浄作用も行なうので、全
工程での使用水量を大幅に削減できる
効果がある。また、ネックとなる粘土を除
去する装置として、ダイヤを傷つけること
なく粘土のみを粉砕除去するボール循
環式特殊ボールミルを新開発して採用
した。これは粘土塊のみを粉砕しつつ、
ボールミルの入口側から出口側に移動
したボールをミル中央のスパイラル管を
通じて再び入口側に戻す、従来にないまっ
たく新しい方式である。
　本プラントの破砕・粉砕・洗浄設備は、
１次破砕：湿式ジャイレトリクラッシャ（１基）、
２次破砕：湿式コーンクラッシャ（２基）、
３次破砕：湿式ハイプレッシャーコーンクラッ
シャ（２基）、１次ミル：ボール循環式特殊
ボールミル（２基）、２次ミル：優先粉砕式

ボールミル（２基）、その他：湿式振動ふ
るい（１４基）で構成されている。
　なお、本プラントの現地組立・設置工
事は、ナミビア国のエンジニアリング会社・
ベイトマン社が担当し、昨年の１０月に完
成した。現在、試運転が行なわれている。

　なお、アフリカ南部のこうしたダイヤ産
地では、ダイヤを採集した後の岩石の
残渣が膨大な量にのぼっている。これら
の残渣は、石炭鉱山の“ボタ山”のよう
に野積みされているが、実は採り残しの
ダイヤがかなりあるといわれている。それ
も採集技術の未熟だった時代ほど多く
残っている、つまり、残渣の山の深層部
ほど残っている可能性が高いことになる。
川崎重工ではいち早く、この残渣をリサ
イクルし、未採集のダイヤの採集を視野
に入れた破砕、ふるい分け設備などの
開発に取り組みつつある。
　２００５年４月からの完全統合によって
川崎重工の破砕機事業は、川崎重工と
（株）神戸製鋼所の破砕機事業の統合
会社である（株）アーステクニカに引き継
がれる。
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新型ホイールローダ「ＡＵＴＨＥＮＴ  １３５ＺＶ」を新発売

中国の在来線高速化向け鉄道車両を受注

２００５年モデル「ジェットスキー  ＳＴＸ－１２Ｆ」を２月から発売

シンガポールから地下鉄工事向けシールド掘進機４基を受注

ロールス・ロイス社の旅客機用エンジンの開発・生産に参加

川崎造船が最新鋭ＬＮＧ運搬船２隻を受注

防衛庁が次期哨戒機・輸送機の実物大模型を公開
　川崎重工は、新型ホイールロー
ダ「ＡＵＴＨＥＮＴ  １３５ＺＶ」を新
発売した。
　本機は、バケット容量９．５ｍ３の
超大型機で、Ｖ型１２気筒・３０リッ
ターエンジンを搭載し、最大５３７ｋＷ
（７３０ＰＳ）のエンジン出力により、
ゆとりの作業を実現した、当社の
フラッグシップモデルである。アメリ
カ需要が多いが、国内でも石灰
石鉱山や砕石・捨石現場などで
強いニーズがある。
　環境に配慮し、エンジン出力を
作業目的に応じて「重掘削」「ノー
マル」「ロード＆キャリー」の３段
階に切り替えられるので、燃料も
節約できる。大馬力エンジンによ

るゆとりある作業とともに、超大容
量バケットが４０ｔ～６０ｔダンプとベ
ストマッチングし、作業効率を向

上させる。コンピュータ制御の自
動変速トランスミッションの搭載な
どで運転操作性が優れており、ま

た、運転室内容積の２０％アップ
で足元スペースなど居住空間を
拡大した。

　川崎重工は、中国における在
来線高速化プロジェクト向け鉄
道車両を受注した。
　中国では、急速な経済発展に
伴い、増大する輸送需要に対応
すべく新線建設と併せて在来線
の運行速度を高速化する方針を

打ち出している。在来線高速化
プロジェクトは、新型車両を導入
して在来線を高速化し、鉄道輸
送能力の増強を図るもので、総
延長は２，０００ｋｍに及ぶ。
　当社は、中国の南車四方機車
両股　有限公司（四方）の合作

パートナーとして入札に参加し、
共同で中国鉄道部から６０編成
４８０両（１編成８両、完成車・ノック
ダウン車・中国国産車）を受注。
当社は、日本側の取りまとめ主契
約者で、車両の設計・製造全体
の取りまとめを行なう。今回受注

したのは、東日本旅客鉄道（株）
（ＪＲ東日本）のＥ２系－１０００番
代新幹線車両をベースにした時
速２００ｋｍ対応の車両で、２００６
年２月から完成車の出荷を開始
する予定。

　川崎重工は、シンガポールの地
下鉄建設工事サークルライン８５４
工区に投入されるシールド掘進
機４基を、大成建設（株）より受注
した。今回の受注は、２００３年に
同社から、同じくシンガポール地
下鉄建設工事（８５３工区）向け
に受注した４基に続くもので、納

期は２００５年４～６月の予定。
　今回受注した４基は、直径
６．６３ｍの泥水シールド掘進機で、
現在、シンガポール国土交通局
が進めている地下鉄サークルライ
ン建設工事（全長約３３ｋｍの環
状線）の８５４工区に投入され、上
下線全長約５．４ｋｍを掘削する。

この泥水シールド掘進機は、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
（Ｔｕｎｎｅｌ  Ｂｏｒｉｎｇ  Ｍａｃｈｉｎｅ）
の技術を融合させた岩盤対応型
で、複雑な土質を１台の掘進機で
掘削できる。また、本機では、当社

独自のカッター交換方式を採用し
たほか、曲線部の掘削に対応す
るため中折れ方式を採用するな
ど、工区の特性に合わせた仕様
になっている。

　川崎重工は、英国・ロールス・ロ
イス社と、最新鋭旅客機用エンジ
ン「ＴＲＥＮＴ１０００」の開発・生
産に参画することで合意した。
「ＴＲＥＮＴ１０００」は、ロールス・ロ
イル社が開発中の「ＴＲＥＮＴ」シ
リーズの最新モデルで、米国・ボー
イング社が開発中の次期主力旅
客機「７Ｅ７  Ｄｒｅａｍｌｉｎｅｒ」（２００
～２５０席クラスの中型機）への搭
載が決定しており、また、すでに全
日本空輸（株）、ニュージーランド
航空よりエンジン受注を獲得して
いる。

　当社は、「ＴＲＥＮＴ１０００」の
開発・生産プログラムでは中圧圧
縮機（ＩＰＣ）モジュールの設計・
製造・組立を担当する。ＩＰＣモ
ジュールは、エンジンを構成する
８個の主要モジュールの１つで、
当社が、このモジュール全体の設
計・製造・組立を担当するのは初
めてである。当社は「ＴＲＥＮＴ
１０００」のエンジン開発試運転も
一部担当しており、これにより、当
社の参画シェアは過去最高の
約８．５％となった。

　川崎造船は、大阪ガス（株）の
子会社・大阪ガスインターナショ
ナルトランスポート（株）から１５万
３，０００ｍ３型ＬＮＧ運搬船２隻を受
注した。２隻とも川崎造船・坂出
工場で建造し、１隻目の引き渡し
は２００８年１２月、２隻目は２００９年

７月の予定。
　今回受注したＬＮＧ運搬船は、
川崎造船が開発した１５万３，０００
ｍ３のカーゴタンク容量を持つ、新
設計のモス型ストレッチ球形タン
クを３基、モス型球形タンクを１基
搭載する。ストレッチ球形タンクと

いうのは、従来の球形タンクに約
２ｍのシリンダーを追加することで
カーゴタンクの容積を増やしたタ
ンクである。今回の受注は、世界
の主要なＬＮＧターミナルへ入港
可能な、１４５，０００ｍ３型ＬＮＧ運
搬船の船体寸法を保持したまま
積載容量を増やした本船型が評

価されたもの。今回の受注により、
川崎造船の大型ＬＮＧ運搬船の
受注残は９隻となった。

●主要目

全長：約２８９．５ｍ、型幅：４９ｍ、
タンク容量：１５万３，０００ｍ３、
速力：１９．５ノット。

　防衛庁は２００４年１２月２日、川
崎重工・岐阜工場（岐阜県各務
原市）で、海上自衛隊のＰ－３Ｃ
哨戒機の後継機となる次期固定
翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）と、航空自衛隊
のＣ－１輸送機の後継機となる次
期輸送機（Ｃ－Ｘ）の実物大模型

を公開した。
　「Ｐ－Ｘ」と「Ｃ－Ｘ」の開発は、
川崎重工を主契約会社に同時
開発プロジェクトとして２００１年度
にスタートし、わが国の航空機メー
カーが長年培ってきた設計・製造
技術力を結集して開発が進めら

れている。その設計作業が最終
段階に入ってきたことから、設計
作業に用いてきた模型を公開し
たものである。
　公開に先立つ挨拶で防衛庁
技術研究本部の奈良信行開発
官（空将）は、「３０年ぶりとなる今

回の国産大型航空機の開発では、
コストダウンに大きな努力を傾注
しています。２機同時開発のメリッ
トを活かして両機の機体構造、搭
載装備品の最適なバランスでの
共有化を図り、また、従来のように
完全な実物大模型をつくらずに
済むＤＭＵ（デジタル・モックアップ
＝コンピュータで組み立てた３次
元模型）など最新のＩＴ技術を活
用しています。これらにより、開発
コストは世界的にみても低レベル
なものと自負しています。開発作
業は極めて順調に進んでおり、
２０１１年度の開発完了目標に向
かって鋭意、努力しています」な
どと述べた。
　この後、実物大模型の内部ま
で報道陣などにくまなく公開された。
「Ｐ－Ｘ」は全長約３８ｍ、全幅約
３５ｍ、全高約１２ｍ、「Ｃ－Ｘ」は
全長、全幅とも約４４ｍ、全高約
１４ｍで、ともに２００７年度に試作
１号機の初飛行を予定している。

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 （株）カワサキモータースジャパン  ジェットスキー営業部　   ０７８－９２１－２４９１

　川崎重工は、２００５年モデル
「ジェットスキー  ＳＴＸ－１２Ｆ」を
２月１日から全国で発売する。
　「ジェットスキー  ＳＴＸ－１２Ｆ」
（乗艇定員：３名）は、世界最高水
準の性能を持つモーターサイクル
「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－１２Ｒ」用エンジンの
コンセプトおよびテクノロジーを駆
使して開発された「ジェットスキー」。
ウォータークラフト専用４ストローク
エンジンの採用により、（社）日本
舟艇工業会の排出ガス規制値
を大幅にクリアするだけではなく、
米国ＥＰＡ（環境保護局）はもとより、
さらに厳しいＣＡＲＢ（カリフォルニ

ア州大気資源委員会）の２００８
年排出ガス規制をクリアする、低
排出ガスレベルを実現している。
　本機種は、中・低速域での高ト
ルク・高出力と全回転域にわたり
優れたアクセルレスポンスを発揮
する水冷４ストロークＤＯＨＣ直列
４気筒エンジン（１，１９９ｃｍ３）を搭
載。この高性能エンジンと軽量コ
ンパクトなハル（艇体）の組み合わ
せにより、優れた加速性能、操縦
性能を発揮する。
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