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●表紙説明●
  秋の陽を反射するガラスに浮かぶ「ＴＸ」のロゴマーク－８月２４
日に開業した「つくばエクスプレス」（略称：ＴＸ、首都圏新都市鉄
道（株））の先頭車両です（つくばエクスプレス総合基地で撮影）。
  東京・秋葉原－茨城・つくば間（５８．３ｋｍ）を最速４５分で結ぶＴＸ。
川崎重工は、このＴＸの車両を８４両（１４編成）製作して納入しまし
た。なお、ＴＸの車両は全部で１８０両ありますが、そのすべての車
両に川崎重工が開発した軸梁式台車が採用され、安定性に優れ
た乗り心地のよい車両となりました。
  ＴＸの路線建設では、川崎重工製のシールド掘進機２基がトン
ネル工事で活躍し、また、利根川を渡る橋梁建設にもＪＶで参加しま
した。
（詳しくは「現場を訪ねて」をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

ミドルスーパースポーツのニューモデル

「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－6Ｒ」の
圧倒的な走行性能の秘密

60

じくはり

　国際機関「気象変動に関する政府間パネル」
（ＩＰＣＣ）によると、地球の平均気温はこの１００
年間で０．６度上昇した。また、このまま何も対策
をとらなければ、今世紀末には最悪の場合、平
均気温が５．８度上昇し、海面が８８ｃｍ上昇すると
予測した。ちなみに、６５ｃｍの海面上昇で日本
の海岸線（約３万５，０００ｋｍ）の８割以上がなくな
るという。その影響は計り知れない。
　地球の未来を守る温暖化防止対策の実施は
待ったなしの状況である。
　こうした中、２００５年２月１６日、先進国に二酸
化炭素（ＣＯ2）など温室効果ガスの排出削減を
義務付けた「京都議定書」が発効した。日本の
場合、２００８～２０１２年の５年間の温室効果ガス
の平均排出量を、１９９０年に比べて６％減らす
約束だ。これに対し、２００３年度の国内総排出
量は１９９０年比で８．３％増えており、約束実現は
容易ではない。企業も消費者も含めた社会全
体で取り組まなければならない課題である。
　そこで、地球温暖化の実態と国の対策、また、
ものづくりを通じた川崎重工の温暖化防止へ
の取り組みなどをまとめてみた。
※取材協力・資料提供：環境省地球環境局

発熱する地球－平均気  温がこの１００年で０．６度上昇
地球の未来を守る温暖化 防止対策は待ったなしの状況
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　温暖化によって発熱し、喘ぐ地球－
その原因は、石炭や石油を燃やすこと
による二酸化炭素（ＣＯ2）など温室効果
ガスの大気中濃度の増加である。
　とはいえ、温室効果ガスは本来、なく
てはならないものなのだ。地球は太陽か
らのエネルギーで暖められており、暖めら
れた地球は大気中に熱を放出する。そ
の熱を吸収し、再び地表に戻している（再
放射）のが温室効果ガスだ。このメカニ
ズムで地球の平均気温は１５℃と、人間
や生物の生息に適した環境に保たれて
いる。もし温室効果ガスがないと、地球
の平均気温はマイナス２０℃近くになって

しまう。
　昔は、ＣＯ2は植物や海に吸収される
ことで、地球全体でバランスがとれていた。
ところが、排出されるＣＯ2の増加でこの
バランスが崩れてきた。地球温暖化の
主な原因とされるＣＯ2の大気中濃度は、
１８世紀半ばに始まった産業革命以前は
約２８０ｐｐｍ（０．０２８％）だったが、２００２
年には約３７０ｐｐｍ（０．０３７％）。その差
はわずかだが、地球に与える影響は極
めて大きい。このままの状態が続くと、今
世紀末には約５００～１，０００ｐｐｍ（０．０５
～０．１％）に達すると予測されている。そ
の時、地球はどうなっているのだろうか。

　気象庁によると、日本の平均気温はこ
の１００年で１度上がった。また、スーパー
コンピュータ「地球シミュレータ」を用いた
研究機関などの予測によると、今世紀末、
日本の夏の平均気温は４．２度上昇し、
真夏日が約７０日増加。さらに、夏期に、
日本列島のどこかで１日１００ｍｍを超え
る豪雨の発生日数が倍加するという。
　もとより日本だけではなく、地球の気候
が大きな変調をきたし、世界中でさまざま
な異常気象を引き起こすと予測されて
いる。
　ところで、日本の２００３年度の温室効
果ガスの排出量は約１３億３，９００万ｔ

（ＣＯ2換算）で前年度比０．７％増、京都
議定書基準年の１９９０年度比では８．３％
増だった。このうち、ＣＯ2は約１２億５，９００
万ｔで全体の約９４％を占めている。
　グラフのように、部門別では産業部門
からの排出量が最も多く約４０％。それ
だけに、京都議定書の目標達成に向け
て企業の努力が求められるわけだ。た
だし、増加率では運輸部門、家庭部門、
業務その他の部門のほうが産業部門よ
り高かった。
※温室効果ガス
「京都議定書」で削減対象となっているのは二酸化炭素
（ＣＯ2）、メタン（ＣＨ4）、一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）、ハイドロフル
オロカーボン（ＨＦＣ）などである。

　わが国では京都議定書の発効を受
けて２００５年４月、「京都議定書目標達
成計画」が閣議決定された。
　「計画」では、日本に義務付けられた
６％削減の目標を達成するための処方
箋として、「環境と経済の両立」を大きな
柱に、「技術革新の促進」「（国や地方
自治体、企業など）すべての主体の参加・
連携、透明性の確保・情報の共有」「多
様な政策手段の活用」「国際的連携の
確保」などを掲げている。
　「計画」では、各部門の削減目標も示
されているが、中でも、ＣＯ2排出量の約４０
％を占める産業部門の削減目標が大きく、
１９９０年比で８．６％減となっている。
　これに対し、産業部門の対策の中心
になっているのが日本経団連の「環境
自主行動計画」（１９９７年策定）だ。現在、
５７団体・企業が参加し、各業界ごとに
ＣＯ2排出量、エネルギー使用量などその
業界に適した指標で数値目標を掲げて
いる。このうち、産業・エネルギー転換部
門の３４業種が「２０１０年度にＣＯ2排出
量を１９９０年度レベル以下に抑制するよ

う努力する」という統一目標を掲げている。
　こうした民間の自主努力を支援する
ため、環境省は２００２年、「地球温暖化
防止対策推進法」を改正し、一定量以
上の温室効果ガスを排出する企業に排
出量の報告を義務付けた。２００７年度
から国が集計して公表し、公表制度に
よって企業の削減努力に拍車がかかる
ことを期待している。また、経済産業省
は１９９９年、「エネルギー使用の合理化
に関する法律」（省エネ法）を改正し、自
動車や家電・ＯＡ機器などのエネルギー
消費効率の向上、工場や事業所におけ
る省エネ努力を促している。

●
　「京都議定書目標達成計画」は内容
が多岐にわたり、また、それぞれに具体
的な削減目標が掲げられているが、その
すべてを紹介するには紙幅がとても足り
ない。
　ただ、「計画」では結びで、こうした産
官挙げての努力とともに「ライフスタイル
やワークスタイルの変革など国民一人一
人の努力は、地球温暖化対策効果を
実現させるための原動力である」と、国
民の意識変革と努力を求めていること
を強調しておきたい。

　「京都議定書」では、国際協調で排
出削減を達成するための手段として「京
都メカニズム」と呼ばれる制度が導入さ
れた。これは、
①先進国が別の先進国で排出削減事
　業を実施し、生じた削減枠の一部を
　自国の削減分とする「共同実施」（ＪＩ）
②先進国が途上国で共同プロジェクト
　で削減事業をし、削減枠を受け取る「ク
　リーン開発メカニズム」（ＣＤＭ）
③先進国同士が排出枠を売買する「排
　出量取引」

　の３つ。これまで政府が承認したＪＩ、
ＣＤＭプロジェクトはＮＥＤＯ（新エネルギー・
産業技術総合開発機構）の「熱電併
給所省エネルギーモデル事業」（カザフ
スタン）など１７件（排出削減量予測（年間）
は合計で約８５０万ｔＣＯ2）。このうち４件
が国連のＣＤＭ理事会に登録されてい
る（２００５年７月１日現在）。また、わが国
ではＣＤＭの活用を目指して２００４年１２
月、メーカーや商社、政府系金融機関な
どの出資で「日本温暖化ガス削減基金」
が設立された。

ＣＯ2の排出と吸収のバランスが崩れた

産業部門からの排出量が最も多く約４０％

産業部門の削減目 標は８．６％減

■「京都議定書」と「京都メカニズム」

指標

平均気温

平均海面水位

気象現象への影響

人の健康への影響

生態系への影響

農業への影響

水資源への影響

市場への影響

予測される影響

1990年から2100年までに1.4℃～5.8℃上昇

1990年から2100年までに9～88cm上昇

洪水や干ばつの増大

熱中症患者などの増加、マラリアなどの感染
症の拡大

一部の動植物の絶滅、生態系の移動

多くの地域で穀物生産量が減少。当面は増加
地域も

水不足の地域の多くでさらに水資源の減少、
水質への悪影響

特に一次産物中心の開発途上国で大きな経済
損失

●地球温暖化に伴うさまざまな影響の予測

IPCC『第3次評価報告書』より（環境省）
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■日本の真夏日日数の変化
（1900～2100年）

●スーパーコンピュータ「地球シミュレータ」による地球温暖化予測
　（国立環境研究所、東京大学気候システム研究センター、海洋研究開発機構地球環境フロンティア研究センター）

真夏日日数は
増加していく
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■日本の夏期（6,7,8月）の大雨日数の変化
（1900～2100年）

大雨の日数が
増えていく

241億トン（2002年）（EDMC/エネルギー・経済統計要覧から環境省作成）
●全世界のCO2排出量 

その他
23.9%

インドネシア  1.3%
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EU その他  4.3%                               

（百万ｔ-ＣＯ2）
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基準年排出量
（原則1990年度）
12億3,700万ｔ-CO2

2002年度排出量
13億3,100万ｔ-CO2 現状対策のみの場合の

2010年度の排出量
13億1,100万ｔ-CO2

京都議定書削減約束
11億6,300万ｔ-CO2

●京都議定書の6％削減約束とわが国の温室効果ガス排出量

＋6%

－6%

●2003年度のCO2排出量の部門別内訳（環境省）

運輸部門
（自動車・船舶など）

20.7%

業務その他部門
（オフィスビルなど）

15.6%

家庭部門
13.5%

工業プロセス
（石灰石消費など）

3.8%

廃棄物
（プラスチック、廃油の焼却）

1.9%

その他
（燃料の漏出など）

0%
発電所など
6.8%

産業部門
（工場など）
37.9%

●総排出量は
　約12億5,900万t-CO2

●CO2の部門別排出量の推移 （環境省）
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産業部門（工場など）〈0.3%増〉

運輸部門（自動車・船舶など）〈19.8%増〉

業務その他部門（オフィスビルなど）
　〈36.1%増〉

家庭部門〈31.4%増〉

CO2濃度が増え続けている
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●ハワイ・マウナロアにおける大気中のＣＯ2濃度の経年変化
   （米国オークリッジ研究所より作成）

Ｃ
Ｏ
２

濃
度

産業革命前280ppm（0.028%）

目標

石油の使用などエネルギー起源のCO2 ＋0.6％

非エネルギー起源のCO2やメタンなど －1.2％

代替フロンなど ＋0.1％

排出量取引など －1.6％

計 －6.0％

●京都議定書目標達成計画による
　分野別の排出削減目標

※値はすべて基準年比
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世界最高水準のガスタービン
単体熱効率３５％を実現した
「Ｌ２０Ａ」（右上）。「Ｌ２０Ａ」を
用いた千葉みなと発電所の熱
電併給事業用ＣＣＰＰ（右下）。

　川崎重工では、製品の開発・設計を
行なう場合、常に環境の観点から厳し
い評価を加えている。当社は幅広い分
野の製品を扱っており、環境負荷の内
容も多岐にわたっているが、それぞれの

製品について環境配慮の改善点を探り
出し、可能なところから実施している。
　そうした「環境配慮製品（エコ製品）」
の一端を紹介しよう。

　ＣＣＰＰは、ガスタービン発電と蒸気ター
ビン発電を組み合わせた複合発電設備
だ。ガスタービン発電の排ガスに含まれ
る熱を回収して再度、蒸気タービンで発
電するので、熱エネルギーを高効率で
利用できる。
　川崎重工では、自社開発した純国産
の高効率ガスタービン「Ｌ２０Ａ」をＣＣＰＰ
に用い、総合的なエネルギー効率の改
善とＣＯ2削減につながる発電設備事業
を展開している。
　「Ｌ２０Ａ」は、川崎重工が長年培って
きた産業用の中・小型ガスタービンの開
発技術と航空用ジェットエンジンの高度
な要素技術を結集して開発したもので、
出力は１万８，０００ｋＷ、ガスタービン単体
の熱効率はこのクラスの産業用ガスター
ビンとしては世界最高水準の３５％を実現。
「Ｌ２０Ａ」を組み込んだＣＣＰＰは、発電
効率が４７％を超えるプラント構築が可
能である。
　「Ｌ２０Ａ」を組み込んだＣＣＰＰの例と
しては、大阪ガス（株）がダイハツ工業（株）
滋賀（竜王）工場内で実施するオンサイト
熱電併給事業向け（総出力２万５，０００

ｋＷ、受注案件）、千葉みなと発電所の
熱電併給事業向け（総出力５万ｋＷ、
納入済み）などがある。
　なお、ガスタービン発電装置の排ガス
に含まれる熱を排熱回収ボイラで回収し
て蒸気を発生させ、電力と熱（蒸気や熱
水）を併給するコージェネレーションシス
テムに「Ｌ２０Ａ」を組み込むと、総合熱
効率が８０％以上という高効率のシステ
ムを構築できる。

　プロペラ直後の舵に、流線型のバル
ブとフィンを取り付けた省エネルギーの
ための付加物。プロペラに流入する流
れとプロペラ後方の回転流を整流する
ことで、ムダな回転エネルギーを推進力
に変換し、エネルギーロスを防ぎ推進馬
力を２～７％節減できる。比較的安価で
大きな省エネルギー効果を得られること
から、ここ３０年で川崎造船だけでも装着
適用例は８０隻以上にのぼっている。また、
既就船舶への取り付けも容易なので、
他社船への「ＲＢＳ－Ｆ」の設計供給も
行なっている。
　「ＲＢＳ－Ｆ」を装着して就航した船の
省エネ効果は、就航期間を２０年と仮定
した場合、燃料で１００万ｔ、ＣＯ2排出量
で３００万ｔに達するものと見込まれている。

　「ＦＳＪ」は、先端にネジ付きの突起を
持つ円柱状の接合ツールを回転させな
がら材料中に押し込むことにより、摩擦
熱で材料を軟化させ、部材を混ぜ合わ
せて接合する。必要な電力はツールを
駆動するモータに要するだけ。自動車や
鉄道車両のボディ・外板（軽合金）の接
合方法に多用されている抵抗スポット溶
接は、大電流によって部材を溶融して接
合するため電力消費量が非常に多いが、
「ＦＳＪ」の消費電力は２０分の１以下で
ある。
　多関節ロボットに専用ガンを搭載した
「ＦＳＪシステム」は、すでに一部の自動
車メーカーに導入され、ボンネットやドア
などの組立工程で活躍している。自動
車の組立工程では数十台のロボットが
使われており、今後、「ＦＳＪ」の導入拡
大が進めば、消費電力量の削減に伴う

ＣＯ2排出量の削減に大きく貢献できるこ
とになる。
　なお、ロボット１台の平均接合数とされ
る年間１００万点の接合を行なった場合、
ＣＯ2排出削減効果は約１２．３ｔ－ＣＯ2／
年・１台となる。

　省エネルギーの推進、ＣＯ2排出量の
削減などを目指して普及しつつある風力・
太陽光発電だが、自然エネルギーの利
用は発電出力が変動しやすい。また、エ
ネルギーの効率的運用を目指す分散型
発電システムの導入も進められているが、
ピーク負荷への対応などが課題とされ
ている。つまり、これらを補完する出力特
性に優れた大型の産業用二次電池の
ニーズが高まっているのである。
　川崎重工が現在、開発に取り組んで
いる新型ニッケル水素電池（ギガセル）は、
大容量化・高電圧化が容易で高出力、鉛・
水銀・カドミウムなどの有害金属を一切
使わないので環境にやさしい、構造がシ
ンプルで、電極材の分別回収やリサイク
ル利用が可能、電力エネルギーの貯蔵

効率が高い、などの特長を備えている。
すでに、一部ユーザーでの実証段階に
進みつつあり、さらに商品化に向けた開
発に取り組んでいる。

　余裕の掘削力と燃費の良さなど、ユー
ザーから好評を博しているホイールロー
ダ「ＡＵＴＨＥＮＴ１３５ＺＶ」は、バケット
容量９．７ｍ３、車体重量８０ｔの超大型機で、
ＡＵＴＨＥＮＴシリーズのフラッグシップモ
デルである。このクラスでは余裕のある、
排気量３０のエンジンを搭載することで、
最大出力５３７kWの高い動力性能と耐

久性を両立させている。
　また、作業負荷に合わせて出力を３段
階に設定できる電子制御エンジン、伝達
効率を高めるロックアップ機構付きトラン
スミッション、タイヤスリップ時にエンジン
出力を制御するトラクションコントロール
機能などを採用し、大幅な燃費低減を図っ
ている。

熱エネルギー利用を高効率化

コンバインドサイクル発電設備（ＣＣＰＰ）

舵部への付加物で 高い省エネルギー効果

ＫＡＷＡＳＡＫＩ  Ｒｕｄｄｅｒ  Ｂｕｌｂ   Ｓｙｓｔｅｍ  ｗｉｔｈ  Ｆｉｎｓ

（ＲＢＳ－Ｆ）

消費電力を従来の ２０分の１以下に低減

フリクションスポット接合  （ＦＳＪ）

ピークカット用電源などに最適な新型電池

新型ニッケル水素電池（ギガセル）

低燃費で大きな仕事をするホイールローダ

大型ホイールローダ「ＡＵＴＨＥＮＴ１３５ＺＶ」
オ ー セ ン ト
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管理指標
（温室効果ガス排出量÷売上高）

● ２００１年度以降六フッ素化硫黄を計上
● ２００２年度以降廃棄物の外部委託分を除く
● 電力換算係数は各電気事業者による係数を採用

  （２００４年度は２００３年度の電力換算係数ベースで計算）
● 各燃料換算係数はガイドラインの係数を採用

●温室効果ガス排出量（川崎重工、川崎造船、カワサキプレシジョンマシナリ）（ＣＯ２換算）

［ｔ-ＣＯ2］

３００，０００

２５０，０００

２００，０００

１５０，０００

１００，０００

２３４，３００

２７．５

２５３，０００

２７．７

２５７，０００

２８．７

２７１，０００

２９．５

２６６，９００

２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４年度

２６．４

　Ｐ. ３でも紹介したように、「ライフスタイ
ルやワークスタイルの変革など国民一人
一人の努力は、地球温暖化対策効果
を実現させるための原動力」（京都議
定書目標達成計画）である。
　京都議定書の発効により、（Ｐ. １で述
べたように）日本は２００８～２０１２年の間
に温室効果ガスを１９９０年に比べて６％
削減することを世界に約束した。これを
実現するために、日本に住む全員が参
加して地球温暖化防止活動を行なうこ

とを目指し、環境省が中心になって発足
したのが国のプロジェクト「チーム・マイナ
ス６％」だ。
　川崎重工はいち早くこの運動に賛同し、
２００５年６月に法人登録を行なった（チー
ム員ナンバー「２１３」）。また、６月初めに
は田　雅元会長のメッセージ（別掲）が
この運動のホームページに掲載された。
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅａｍ－６．ｊｐ／ａｂｏｕｔ／
ｐｅｏｐｌｏ_ｄｅｔａｉｌ_１７．ｈｔｍｌ＃２１３）

　天然資源に乏しい我国には、昔から
自然と共生し、「勿体ない」「有難い」と
いう概念でモノを大切にしながら知恵と
工夫で物心バランスのとれた豊かさを
追求するという素晴らしい伝統があります。
より少ない資源とエネルギーで質の高い
生活を追求するために、新しい技術の
開発を促進すると同時に心の豊かさを
重視するという、日本型の生活スタイルを
使命感を持って広く世界に向けて発信

し続けることが大切です。
　川崎重工は、地球環境を保全する技
術の開発と環境にやさしい製品の供給
を通じて、社会の「持続可能な発展」に
貢献していきます。また、「着眼大局・着
手少局」の精神で、地球規模での視点
を持ちつつ、環境に調和した事業活動
と環境に配慮した日常の行動を心がけ
ていきます。

　「チーム・マイナス６％」運動の推進に
当たり、環境省のパンフレットの「６％削
減を実現するために」の項にはこう記さ
れている。
　「国際公約である温暖化ガス排出量
６％削減を達成するためには、増加分も
含めて、約１４％の削減が必要となって
います。このような危機的状況を打破す
るにはどうしたらよいのでしょうか？  その
ためには、家庭やオフィスなどでの排出
量を大幅に削減する必要があります。
産業界が温暖化防止に寄与する製品
やサービスを開発・生産・提供しても、そ
れらを利用する個人が十分に理解して、
購入・利用することがなければ、大きな
削減効果が望めません。毎日の暮らし
の中で、一人ひとりが使用するエネルギー
の無駄や過剰を排することを意識し、行
動することが必要です。そのために、各

界と連携しながら、危機的状況の理解と
具体的な温暖化防止活動の実施を促
す大規模な「地球温暖化防止活動」の
推進運動を実施することになりました。」
　この運動は、以下の６点を重点活動と
している。
①冷房は２８℃、暖房は２０℃に設定しよ
　う（温度調節でできる温暖化防止）
②過剰包装を断ろう（お買い物とごみで
　できる温暖化防止）
③エコ製品を選んで買おう（商品の選
　び方でできる温暖化防止）
④コンセントをこまめに抜こう（電気の使
　い方でできる温暖化防止）
⑤アイドリングをなくそう（自動車の使い
　方でできる温暖化防止）
⑥蛇口をこまめにしめよう（水道の使い
　方でできる温暖化防止）

　ちなみに、日本人１人当たりのＣＯ2排
出量は年間約９．４ｔ（２０００年  ＣＯ2換算  
環境省）で、全世界平均の２．３倍。中国
人４．３人分、インド人８．８人分、ケニア人
約３０人分に相当する。開発途上国の

中には、日本の１００分の１以下という水
準の国もある。アメリカのように世界平均
の５倍近くの国もあるが、日本が世界のトッ
プグループに属していることは事実である。

　川崎重工は、環境経営や環境保全
活動について、毎年発行している「環
境報告書」などを通じて情報開示を行なっ
ている。
　７月に発行された「環境報告書 ２００５」
の「環境配慮生産」の項には
　「２００４年度は、岐阜工場でコージェ
ネレーションシステムが稼働しました。また、
川崎重工（単独ベース）の全工場でゼ
ロエミッションを達成しました。今後も、省
エネ・省資源活動を通した温室効果ガ
ス削減に取り組み、有害化学物質の削
減も計画的に進めていきます。」とある。
　また、「地球温暖化防止」の項には次
のように書かれている。
　「各事業部門では、省エネ／省資源
／廃棄物削減活動を通じ、温室効果ガ
スの削減に向けた効果的な活動と設備
投資を行なっています。

　なお、環境省の「温室効果ガス排出
量算定ガイド（２００３年７月）」に準じて、
２００４年に当社の算定要領を作成しま
した。」

全員参加型大規模地球温暖化防止活動

地球環境を保全する
技術の開発と
環境にやさしい製品の供給

「チーム・マイナス６％」運動のホームページに
掲載された田　雅元会長のメッセージ

「６％削減を実現す るために」 日本人１人でケニア人３０人分

毎年発行の「環境報告書」で
すべての環境情報を開示

みんなで止めよう温暖化

チーム・マイナス6％
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