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●表紙説明●

　アフガニスタンの首都カブールの近郊。澄みきった青い空
を背景に並んでいるのは、川崎重工が独自に開発した地雷
探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ（マインドッグ）」（右）と、対人地雷除
去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」（左）です。川崎重工は、
この探知車と除去車で構成される「Ｋａｗａｓａｋｉ ＢＵＬＬＤＯＧ
システム」の実証実験を、２００４年から２００５年にかけてアフ
ガニスタンで実施し大きな成果をあげました。現在は、その試
験結果を基にさらなる改良作業を進めています。
　安全な大地を取り戻すために、より安全で効率的な地雷
除去システムの開発に取り組む川崎重工の活動については
「最前線カメラルポ」をご覧ください。

イラストぎじゅつ入門－◯

新開発の「舶用電子制御
ディーゼル機関」とは
どのようなエンジンなのか

61

しゅく　　ね　　　ぎ

　戦争や紛争の残酷な置土産－地雷。
　現在、世界中に埋設・設置されている対人地
雷は１億１，０００万個以上と推定され、年間およ
そ１万５，０００～２万人（推定）が被害に遭い、死
傷している。しかも、その多くが一般市民や子
供である。対人地雷という兵器の残虐性は、人
を無差別に死傷させることだ。また、一度埋め
られた対人地雷は長年にわたって無害化せず、
一般市民を危険にさらし、戦争・紛争終結後の
復興を妨げる。
　わが国は、１９９９年３月に発効した「対人地雷
禁止条約（オタワ条約）」に署名する際、「犠牲
者ゼロ・プログラム」を提唱して対人地雷除去・
犠牲者支援などを実施。また、技術開発支援と
して、より安全で効率的な対人地雷除去活動
のための地雷探知機や対人地雷除去機の研究・
開発を積極的に支援してきた。さらに、２００３年

度からはアフガニスタンの復興支援の一環と
して、対人地雷除去活動のための地雷探知機
や対人地雷除去機の研究・開発を進めてきた。
　川崎重工は、２００２年度から社内に人道的地
雷除去プロジェクトを立ち上げ、独自の発想と
技術で地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ」と、対人地雷
除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」で構成される遠隔制御
の「ＫａｗａｓａｋｉＢＵＬＬＤＯＧシステム」の開発
を開始し、初号機を完成。翌年からはわが国の
研究開発活動にも参加し、実用型システムを
開発した。２００４年から２００５年にかけて、アフ
ガニスタンで半年以上にわたってその実証試
験を実施し、試験結果を基に改良作業を進め
ている。
　安全な大地を取り戻し、その国や地域の復興・
発展を支援する－川崎重工の取り組みを紹
介しよう。

安全な大地を取り戻すために

地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ（マインドッグ）」・
対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」を
開発し、アフガニスタンで 実証試験を実施
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※地雷は埋設されるため、埋設状況はもともと正確な把握が難しい側面があり、
また、その国や地域の政情などで十分に調査できない場合がある。１９９８年の
アメリカ国務省の報告では６，０００万～７，０００万個という数字が発表されている。
国連の数字としては、このグラフの数字が直近のデータとしてよく用いられている。

クロアチア
3,000,000

ウクライナ
1,000,000

ラトビア
17,000

グルジア
150,000

ボスニア・
ヘルツェゴビナ
3,000,000

セルビア・モンテネグロ
500,000

レバノン
8,795

サイプラス
（キプロス）
16,942 ヨルダン

206,193

リベリア
18,250

チャド
70,000

エジプト
23,000,000

アンゴラ
15,000,000

ナミビア
50,000

モザンビーク
2,000,000

ルワンダ
250,000 スーダン

1,000,000

エチオピア
500,000

ソマリア
1,000,000

エリトリア
1,000,000

イエメン
100,000

アフガニスタン
10,000,000

イラク
10,000,000

アゼルバイジャン
100,000

イラン
16,000,000

中国
10,000,0000

ベトナム
3,500,000

カンボジア
10,000,000

ホンジュラス
35,000 ニカラグア

108,297

グァテマラ
1,500

エル・サルバドル
10,000

コスタリカ
1,500

エクアドル
60,000

フォークランド
25,000

デンマーク
9,900

■対人地雷の埋設状況

右の写真４点は、アフガニスタンで行
なった川崎重工の対人地雷除去車
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」の実証
試験に関わるものである。
　土手のようなうねりのある場所でも
　スムーズに地雷除去ができる。
　ハードグランドにも容易に対応し、
　地雷除去ができる。
　急な傾斜地でも連続地雷除去が
　可能である。
　カブール国際空港周辺の実地雷
　原で地雷除去中。５０ｍ進んで３２
　個の対人地雷を処理（除去率１００
　％）した。

　地雷には２種類ある。人や動物が近
づいたり、踏んだり、地雷につながれたワ
イヤーに引っかかったりすると爆発する「対
人地雷」と、戦車や車両など重いものが
通過する時に爆発する「対車両地雷」だ。
（２，３ページでは、「地雷」とは「対人地
雷」のことを指す）。
　地雷は、１８００年代のアメリカ南北戦
争で初めて使われたといわれる。その後、
第一次世界大戦（対車両地雷が開発
された）、第二次世界大戦、朝鮮戦争、
ベトナム戦争、そして世界各地で起こっ
た戦争・紛争などで使われた。現在、地
雷の埋設数は世界の約７０か国で１億
１，０００万個以上と推定されている。仮り
に年間１０万個を除去できたとしても、す
べてを除去するには１，１００年もかかる。
気の遠くなるような数字だが、２１世紀初

めの地球の“残酷な現実”である。
　現在、地雷は主に人の手により金属
探知機などを用いて探知し、掘り起こし
た地雷に火薬をしかけて爆発させると
いう方法で除去されている。まさに命が
けの手作業で、草の根的な廃絶活動を
展開しているＮＧＯ（非政府組織）の熟
練の作業員（２人一組）でも、１日にクリア
できるのは３～６ｍ2。世界中で１年間に
除去できるのはせいぜい１０万個。「仮り
に年間１０万個を除去できたとしても」は、
この方法による最大数である。

　地雷の残虐性は、人 に々無差別に必
要以上の苦痛を与え、長年にわたって
深刻な影響を及ぼし続けることだ。地雷
は、兵士が踏んでも、市民や子供が踏ん
でも爆発する。「ランドマイン・モニター報

告 ２００３」によると、２００２年から２００３年
にかけて６５か国で新たに地雷の被害
者が出た。その大部分の４１か国は戦争・
紛争中ではない。しかも、２００２年の死
傷者のうち、軍人は約１５％だった。
　地雷は、畑や森の中、牧草地、道端な
ど至る所に埋められている。一度埋めら
れた地雷は腐食せず、５０～１００年にわ
たって無害化されない。
　地雷による死傷者は年間約１万５，０００
～２万（推定）。被害者の約５０％が死
亡し、生存者は少なくとも四肢のひとつ
を失なっている。被害の多い途上国では、
不衛生な処置が原因の感染症などによっ
て死亡するケースが全体の５０％を超え
ている。しかも、子供の死亡率は大人に
比べて極めて高い。
　この被害者の約８０％が、地雷がある
かもしれないと思いつつその日の生活の
ため、薪を取ったり農作業をしに地雷原
（地雷が埋設された土地）に入らざるを
えなかったという。これでは、戦争・紛争
終結後も復興・開発どころではない。一
説には、地雷がなければ農業生産の面
でアフガニスタンでは約９０～２００％、カン
ボジアでは約１３５％の増産が可能とさ
れている。
　地雷は安価（１個当たり３～１０ドル）で
容易に製造できる。それ故に地雷は“貧
者の兵器”あるいは“貧者の守護神“な
どと呼ばれて多用されてきた。高価な兵
器を購入できない途上国・反政府ゲリラ
などにとっては手頃な兵器なのだ。
　一方で、除去費用は１個当たり１００～
１，０００ドルかかるとされる。地雷の被害
に苦しんでいるのはほとんど途上国であ
り、紛争終結後の除去費用も自国で捻
出できないケースが多い。そのため、除
去が遅れ、それだけ被害者が増えてい
くのである。

　地雷をこのまま放置しておいてよい
わけがない。まずは使用を禁止しようと、
１９９０年代初めから国際社会の関心が
高まり、曲折を経て１９９９年３月、「対人地
雷禁止条約（オタワ条約）」が発効した。
　この条約には２００５年１２月現在、日本
をはじめ１４７か国が加盟している。地雷
の生産や使用を全面的に禁止するだけ
ではなく、保有する地雷を廃棄するという、
従来の部分的な禁止条約と異なる画
期的な条約である。わが国はこの条約
に従い、貯蔵していた１００万個の地雷
の廃棄を２００３年までに完了した。
　さらにわが国は、この条約に署名する
際、「犠牲者ゼロ・プログラム」を提唱。

地雷の除去、犠牲者支援などのために
１００億円の支援を行なう旨を表明し、
２００２年までにこの支援を達成した。また、
技術開発支援として、地雷除去活動の
効率性や安全性向上を目的に、地雷探
知機や地雷除去機の研究・開発が進
められているが、日本政府もこれを積極
的に支援してきた。
　２００４年に開かれた「オタワ条約第１
回検討会議」（１１０か国および２６の国
際機関のほかＮＧＯも１３団体が参加）で、
わが国は２００９年までの５年間、アジア・
中東、アフリカ地域に力点を置きつつ、（１）
「平和の構築」への貢献、（２）「人間の
安全保障」の視点の重視、（３）産官学
民の連携およびその一環としての技術
開発への取り組み、の３原則に従って地
雷対策支援を行なっていくとの新たな

地雷政策を表明し、実行している。
※主な資料：「ランドマイン・モニター報告 ２００３ 地雷のない
世界へ（要約日本語版）」（翻訳：日本赤十字語学奉仕団、
監修：地雷廃絶日本キャンペーン（ＪＣＢＬ）、発行所：地雷
廃絶日本キャンペーン（ＪＣＢＬ））

　地雷除去後にその土地を畑にしたり、人が
住んだりすることを考えると、除去作業は当然
ながら１００％でなければならない。
　こんな話がある。１９９６年、モザンビークのあ
る村が、地雷が埋設されているというので村民
約１万人全員が村を去った。ノルウェーのＮＧＯ
が地雷除去を行なったところ、埋設されていた
地雷は４個だった。４個の地雷によって村は立
入禁止となったわけだが、村人の安全を考え
ればやむを得ない措置だったといえる。見えな
い兵器の怖さである。

現行の方法ではすべての除去に
１，１００年かかる

被害者の多くが
一般市民や子供という現実

日本は先端技術を駆使して
技術開発に尽力

●たった１個でも―
　見えない兵器の怖さ

●対人地雷という兵器の特性
　地雷は、埋設の場合は一般的に地表から
約１０～３０ｃｍの深さに置かれ、普通５～１０ｋｇ
の力がかかると爆発するように設計されている。
そのため、小さな子供が踏んでも爆発してしまう。
　本来は、敵方の兵を殺すのではなく、負傷さ
せて敵軍の進行を遅らせるのが目的だ。負傷
した兵士は放置できないので、敵方に負傷兵
を連れて帰る手間をとらせられる。味方が負傷
して苦しんでいるのを見せることで、相手の戦
意を喪失させることもねらった極めて非人道的
な兵器である。
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左の写真４点もアフガニスタン
での実証試験に関わるもの。
試験後、「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は国
連職員やＮＧＯ関係者などの
視察を受けた。
「ＭＩＮＥＤＯＧ」が探知・マーキ
ングした、信管を抜いた実地
雷を掘り出す。
ＮＧＯが「ＭＩＮＥＤＯＧ」を遠隔
操作中。
変形の試験エリア内を
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」が遺漏なく掘
削していく。

川崎重工・角一郎理事。

独自のデータ信号処理技術を備えた地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ」。 対人地雷を掘り出して爆 破させる対人地雷処理車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」。

　川崎重工が、対人
地雷除去システム
の開発に着手した
のは、「２００１年１０月、
当時の田 雅元社
長（現会長）から『わ
が社の技術で、アフ
ガニスタンの現地で
使えるような対人地
雷除去機材や探知

機はできないものか、検討してみなさい』、
と指示を受けてからです」と、川崎重工
航空宇宙カンパニーの角一郎理事は話
し、こう続けた。
　「具体的に開発に着手したのは翌年
の６月からで、最初、トップからは開発期
間３か月くらいでできないかとの話があり
ましたが、それはとても無理でした。それ
でも建設機材などを製造している播州
工場の人たちと協力し、半年で最初の
試作機を完成させました」
　川崎重工では従来から、地雷探知お
よび対人地雷安全化処理の分野では
長年にわたり社内研究活動を重ねてきた。
また、防衛庁における同分野の研究活
動について積極的に技術支援を行ない、
多くの試作品を開発して同庁の試験・
評価に提供してきた。この試作機は、そ
うして培ってきた地雷探知・処理分野の
知識と経験を基に、車両技術、航空宇
宙技術、プラント技術など川崎重工の総
合技術を結集して開発したものである。
　探知機も除去機も外見は車（建設機
械）に似ているが、運転は遠く離れたシェ
ルターの中からリモコンで操作する。これ
は、本システムの構想として、極力、無人
のシステムに探知センサあるいは処理
機構を搭載し、遠隔操縦あるいは遠隔
操作によって対人地雷などの爆発物に
接近し、対人地雷除去作業を行なうこと

を基本にしているからだ。いうまでもなく、
オペレーターの安全確保が最大の目的
である。遠隔操縦に関してはロボットで
蓄積したハイレベルの技術を投入し、万
全を期している。

　地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ（マインドッ
グ）」（以下「ＭＩＮＥＤＯＧ」）は、川崎重
工の関連会社である（株）日本除雪機
製作所が製作した歩道用除雪車がベー
スで、全長約７ｍ、全幅約２ｍ、全高約３ｍ。
最前部に埋設地雷探知装置のレーダ・
アンテナを装備し、また、センサ保持機構
や埋設地雷探知装置回路部、センサ監
視カメラ、散布地雷監視カメラ、経路監
視カメラ、インクマーキング・ノズル、遠隔
制御装置ＧＰＳアンテナなどを装備して
いる。車体は耐爆・耐弾板で覆われ、タ
イヤは耐爆・耐弾タイプである。
　「ＭＩＮＥＤＯＧ」の機能の中枢となる
センサは、地面に応じて上下する新開発・
多チャンネルの地中レーダで、電波を発
信して目標に当て、反射波から地雷や

爆発物との距離や大きさを測定する。
「ＭＩＮＥＤＯＧ」は、対人タイプなら地中
３０ｃｍ、対車両タイプなら同５０ｃｍの深さ
まで地雷を自動的に探知する。
　探知データは、人員輸送用の車に設
置した遠隔操縦・操作装置に無線伝送
され、探知・識別処理を行なう。処理結
果は、位置情報と合わせて識別マーキ
ングのために「ＭＩＮＥＤＯＧ」に返送さ
れるとともに、遠隔操縦・操作装置内の
コンソールにも表示され、作業員は地雷
の探知と識別の状況、爆発物の分布を
容易に把握できる。

　「課題は地雷の探知率１００％の達成。
探知の対象エリア内にある地雷は必ず
見つけなければなりません。見落とした
地雷がひとつでもあれば、そのエリアは
危険で立ち入ることができないからです。
ひとつでも残っていれば危険率１００％。
ここが地雷探知の厳しいところです」（角
理事）
　センサの感度を上げると、探知率は

高くなるが、戦場跡に残る砲弾の破片
や金属片など地雷でないものにも反応し
て誤警報率も高くなってしまう。
　「それだけではなく、地中の穴（空洞）
や大きな石なども擬似目標となり反応し
てしまいます」（角理事）
　地雷を探知するたびに探知車を停車
させていては、たちまち作業効率が低下
するので、数の多い対人地雷に対して
は対爆性を持たせ、車が破壊されるよう
な対車両地雷や不発弾を探知した時
のみ警報を作動し探知車を自動的に停
車させるようにしている。しかし、それでも
誤警報率が高いと作業効率は極端に
低下するので、データ処理過程で混入
するノイズを極限し、探知率１００％を維
持しつつ画期的に誤警報率を下げるこ
とに成功したという。その結果、最初の
試作機は１ｍ2当たり３個ほどの誤警報
があったが、最終的には同じ面積で対
人地雷で０．０１個程度にできた。
　このように「ＭＩＮＥＤＯＧ」は独自の
探知データ処理技術により、さまざまな金
属遺物が存在する地域でも確実に地
雷を探知する。「ＭＩＮＥＤＯＧ」による地
雷探査は、１時間当たり最大３，０００ｍ2 
が可能である。

　「ＭＩＮＥＤＯＧ」が探知した対人地
雷を土ごと安全に掘り出して爆破処理し、
爆片などを回収するのが対人地雷除去
車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ（マインブル）」（以下
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」）だ。
　「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、車道用の除雪
車がベースで、全長約９ｍ、全幅約３ｍ、
全高約４ｍ。ワンマン制御（遠隔、搭乗
の場合も）で、車体前面に強力な掘削
刃を多数装備した独特な耐爆構造の
高速掘削ドラム装置を装備しているほか、
掘削深度モニター装置、掘削ドラム監
視カメラ、遠隔制御装置、ＧＰＳアンテナ、
経路監視カメラ、鉄片回収バケットなど
を装備。車体は耐爆・耐弾板に覆われ
ている。フロントガラスは耐弾ガラスで、
エアコン装備。
　高速掘削ドラム装置は、掘削深度を
一定に制御でき、最大で深さ３０ｃｍの地
雷まで安定して土ごと掘り出せる。そして、
掘り出した地雷を鉄製の掘削装置の中
でドラムとドラム・カバーに装備した掘削
刃にぶつけて爆発させる。

　「高速掘削ドラム装置はアスファルト
道路などの掘削機の応用なのですが、
当初は小さな地雷模型を破壊できずに
そのまま回収することが多かったので、
掘削刃を増やして配列を工夫するととも
に、カバー側にも掘削刃を配列し、対人
地雷を噛むような機構に大改修しました。
また、ドラム・カバーには爆風逃し機構を
設け、爆発の衝撃を緩和するとともに重
量の軽減を図りました」（角理事）
　その結果、対人地雷の除去率は通
常の地雷で９０％以上、最も小さなもので
も７０％以上が達成でき、さらには100％も
期待できるようになった。その陰には「掘
削ドラム装置内での土砂と対人地雷の
動きを調べ、対人地雷が土砂と一緒に
運ばれないように対策を考え、部分試作

モデルをいくつも作ってひとつ一つ確認。
それを基に掘削する刃物の数と配列、
掘削土砂の中から対人地雷を放り出す
ブレードの位置を工夫しました」（角理事）
という苦心があった。
　掘り出した地雷を爆破するとともに、
土中の鉄製遺物を永久磁石プーリィで
自動的に回収して回収バケットに収める。
その回収率は９０％以上（当社調べ）で、
対人地雷除去作業後の残存地雷の確
認作業も容易である。
　基本は遠隔操作だが、有人運転も可
能な地雷原では１時間当たり最大３，３００
ｍ2の面積を連続除去することができる。
　「車輪型の対人地雷除去システムと
しては、現時点で世界一の性能といえる
でしょう。対人地雷除去の作業効率が
数百倍高まります」（角理事）

　川崎重工では、アフガニスタンから研修生を
受け入れ、西神工場（神戸市西区）で研修を
行なった。
　第一陣（３名）は対象機種が「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」
で、２００４年３月２６日から１８日間。第２陣（２名）
は対象機種が「ＭＩＮＥＤＯＧ」で２００４年５月
１４日から１８日間。研修生は熱心に研修に励み、
それぞれの機種のオペレーションを習得した。
　「私たちが実証試験でアフガニスタンに行っ
た際、研修生の彼らに再会し、お互いに喜び合
いました。日本での研修の成果もあってチームワー
クもよく、現地での試験がスムーズに進み、試験
が成功しました。研修生たちはまた日本に行き
たいと盛んに言っていました」（川崎重工営業
推進本部プロジェクト部の河村量介参与）
　研修生たちは日本の一般的なレストランや社
員食堂の料理は食べないので、もっぱらパンや
野菜、鶏唐揚などを特別手配した。しかし、こ
のままでは体調を崩すのではないかと心配し、
休日にインド料理、アフガン料理をご馳走すると、
この時ばかりは食欲旺盛だったという。お祈り
は朝晩はホテル、昼食後は研修所（西神工場）
で欠かさなかった。また、彼らは女性や年長者
を非常に大事にする。「地下鉄に中年女性が
乗ってくると、率先して席を譲るんです。驚きま
した」（河村参与） 

研究開発の着手から
半年で試作機を完成

地中レーダ方式で
地雷を自動的に探知

地雷探知率
１００％に挑む

対人地雷を掘り出して爆破させ、
爆片も回収

対人地雷を爆破させる掘削刃の
数や配列に苦心

●研修生を受け入れ、
　西神工場で研修
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ＮＧＯのテントで楽しい昼食会。
ＩＳＡＦ（国際治安支援部隊）の地雷除去部長に
試験結果を説明する。
試験完了後、アフガニスタンの政府関係者やＮＧＯ
関係者、現地スタッフなどと記念撮影。
防護壁の中から遠隔操縦を行なう。
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」の高速掘削ドラム装置。
５０ｍの距離の地雷除去で回収した鉄片。
現地爆発物処理班が「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」の耐爆試
験のための火薬を設置している。
実地雷による「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」の耐爆試験。
「ＭＩＮＥＤＯＧ」のセンサ部。
作業エリアと探知した地雷のマップ表示。
地雷探知マーク箇所に赤いペイントでマークする。

アフガニスタンでの試験結果を基に「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は播州工場（左）で、「ＭＩＮＥＤＯＧ」は播磨工場
（右）でさらなる性能向上を目指して改善作業が行なわれている。

　「ＭＩＮＥＤＯＧ」と「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、
２００３年度には経済産業省・ＮＥＤＯ（独
立行政法人新エネルギー・産業技術総
合開発機構）からの補助事業としてシス
テム開発が続けられ、防衛庁下北試験
場で耐爆実験を行なった。そして２００４
年度に、外務省の研究支援無償資金
協力でアフガニスタンにおける現地試験
が行なわれた。
　アフガニスタンへの派遣期間は、
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」が２００４年６月２３日か
ら２００５年２月２０日まで３回にわたり通算
１５５日間、「ＭＩＮＥＤＯＧ」が２００４年８
月１８日から２００５年２月２０日まで３回にわ
たり通算９６日間だった。
　アフガニスタンには各国製の多種類
の地雷や不発弾が存在し、その除去に
は広範な対処能力が求められている。
また、探知の際の電波特性や除去にお
ける掘削特性は日本の土壌では確認
できない。このため、現地の土壌で実証
することが不可欠で、また、「Ｋａｗａｓａｋｉ 
ＢＵＬＬＤＯＧシステム」を国連に受け入
れてもらうためにも必須といえる。実証
チームはアフガニスタン政府職員、国連

職員、現地ＮＧＯを主体に構成され、川
崎重工からは角理事ら１１人（関係会社
からの派遣を含む）が参加した。

　試験場所は首都カブールの近郊（標
高約１，８００ｍ）で、夏は気温が５０℃を超
える（最高気温は６０℃以上に達する）
が夜間は一挙に下がる。冬はせいぜい
５℃という過酷な気象だ。加えて衛生面
も極めて不備である。
　「私たちは日本でいえば民宿レベル
の高いレンガ塀に囲まれた宿舎で生活
しましたが、シャワーのお湯はまともに出ず、
ベッドに厚手のブランケットだけで冬は
寒くて眠れず、本当に厳しい生活環境
で誰もが１か月に１キロは痩せていました」
（角理事）
　想定外のトラブルもあった。
　「対人地雷除去車は日本からパキス
タンに海上輸送し、現地まで陸送したの
ですが、陸送の間に部品や燃料が盗ま
れまして……。現地で応急処置するな
ど大変な騒ぎでした」（角理事）

　試験は、「遠隔操縦・操作距離試験」
「信頼性試験（位置精度確認）」「性能
試験（探知・除去）」「耐久性および耐
爆性試験（除去車のみ）」「実地雷探
知試験」「実地雷除去試験」「探知と
除去のシステム統合試験」の７項目。
　遠隔操縦距離は、「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」
が９６５ｍ、「ＭＩＮＥＤＯＧ」が５５０ｍと確
認された。
　探知試験は、国連が用意した実地雷を
用いて平坦地で行ない、探知率は１００
％だった。不発弾探知の試験は、現地
ＮＧＯがこれまでの除去活動で収集し
た教育・訓練用のものを用いて行ない、
バトルフィールドで１００％探知できた。
　実物対人地雷の除去試験は、カブー
ル空港周辺で行なった。この一帯に埋
設された対人地雷は、欧州の国際治安
支援部隊の地雷除去隊が除去しつつ
あるが、そこで実際に対人地雷を除去し
た。除去作業は完全に防護されたシェ
ルターの中から遠隔で操縦した。結果は、
５０ｍ長×２ｍ幅で３２個を爆破し、除去
率１００％だった。バトルフィールドでの除
去試験も行なったが、その場所での戦

闘の激しさを物語るように、たった１回の
１００ｍ走行で約４００個の鉄片が回収さ
れた。
　耐爆試験では、対人地雷除去の際
の連続爆破性と、地雷に触雷した場合
の運転者保護性と補修性について実証。
爆発時の計測には航空宇宙カンパニー
の計測技術を適用し、貴重なデータが
得られた。耐久性実証では、ハードグラ
ウンドなど各種のエリアで長時間連続オ
ペレーションを行なった。
　システム統合試験では、国連からの
作業指示書に基づいた作業を模して
試験を実施。本システムは、ＧＰＳを用い
て国連の指示する地雷除去エリア・デー
タから電子マップを半自動生成する機
能を備えている。現地ＮＧＯメンバーが
電子マップを生成し、まず地雷探知作
業を行ない、その結果得られた対人地
雷エリアの電子マップに従い地雷除去
作業を高い精度で安全に実施すること
ができることを実証した。
　「こうした試験を通じて、『Ｋａｗａｓａｋｉ
ＢＵＬＬＤＯＧシステム』はアフガニスタン
地雷除去チームや欧州国際治安支援
部隊から高く評価されました。ラジコン
感覚で操縦でき、“誰でも動かせること”
を前提に開発しましたが、アフガニスタン

の地元のＮＧＯ関係者が『３日で自由に
動かせるようになった』と言ってくれたの
がうれしかったですね」（角理事）

　「ＭＩＮＥＤＯＧ」と「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、
アフガニスタンでの実証試験でのさまざ
まな経験、試験データを基に改良作業が
播州工場と播磨工場で進められている。
　「アフガニスタンの土漠の砂埃は非常
に小さくて、直径１ミクロン以下。機械の
内部に入り込んでしばしば故障の原因
になりました」（角理事）
　そこで「ＭＩＮＥＤＯＧ」ではセンサ・ボッ
クス、電装品およびキャビンの微粉塵対策、
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」では掘削ドラム、ベルト
コンベヤおよびキャビン、電装品の微粉
塵対策と整備性向上が図られた。この

ほか、「ＭＩＮＥＤＯＧ」の夏季（高温低
湿度）での探知性向上（回路部温度補
償および利得の向上）、探知識別能力
の向上（目標は誤警報率が１ｍ2当たり
０．０１個以下）など、「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」のキャ
ビン内爆風圧の低減（地雷爆破時のオ
ペレーターの安全性向上）、故障時の
地雷原脱出手段としてウインチ２連の装
備などさまざまな改良が加えられた。
　「アフガニスタンで協力してくれた現地
ＮＧＯメンバーはリーダーを中心によくまと
まり、対人地雷除去作業に対する姿勢は
非常に真摯でした。試験で無数に散乱
した模擬地雷の破片を文句ひとつ言わ
ずに集めてくれましたし、機材の改善ポイ
ントあるいは機材を使った除去作業の方
法についても積極的に提言してくれました。
彼らの期待に応えるためにも、究極の目
標である対人地雷の根絶に寄与できるよ
う取り組んでいきたいと思います」（角理事）

現地で電波特性や
掘削特性などを試験

過酷な環境下で試験

実地雷の100％探知、
100％除去を達成

現地での試験結果を基に改良
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　船舶を推進させる舶用エンジンは現在、過
給式の２サイクルディーゼル機関が主流である。
（「２サイクル」と「過給式」についてはイラスト
参照）。
　川崎重工は１９１９年（大正８年）にディーゼル
機関の製作開始という歴史を有し、１９２３年（大
正１２年）のＭＡＮ社（現在のＭＡＮ Ｂ＆Ｗ社）と
の技術提携以来、「川崎－ＭＡＮ」さらに「川崎
－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ型ディーゼル機関」を製作して
いる。「ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ型２サイクルディーゼル機
関」は、ロングストローク化により低燃費・低回
転化を実現した機関で、また、船型に合わせて
経済的に最適な馬力・回転数を自由に選択で
きるというトータルな運転効率のよさが特長
である。「川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ２サイクルディー
ゼル機関」の生産累計は７４１基（１，１０１万馬力）
に及んでいる（２００５年末現在）。

　川崎重工は２００５年２月、新開発の「舶用電子
制御ディーゼル機関」の初号機「川崎－ＭＡＮ  
Ｂ＆Ｗ  ＭＥ型ディーゼル機関（７Ｓ６０ＭＥ－Ｃ）」
を完成させた。
　本機関は、豊富な実績を誇る「川崎－ＭＡＮ  
Ｂ＆Ｗ ＭＣ型ディーゼル機関」を電子制御化し
たもの。電子化によって燃料消費効率がさら
に改善され、低燃費でシリンダ潤滑油をセーブ
した運転が可能で、低回転での安定運転を実
現することで操船性の向上を図った。また、排
ガス中のＮＯｘ、煤塵を減少させるなど環境に
も配慮している（グラフ参照）。
　なお、これは世界で初めて製作された「川崎－
ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ Ｓ６０ＭＥ－Ｃ型電子制御機関で
ある。

●クランクケース
　（台板とフレームボックス）
クランクケースは下半分の台板と上半分のフレー
ムボックスで構成。台板にはクランク軸を受ける軸
受（主軸受）とその軸受台が装備されている。フレー
ムボックスには中に人が入って点検するためのド
アが各シリンダに装備されている。台板もフレーム
ボックスも鋼板の溶接構造である。

●過給式
ターボチャージャー（過給機）
の中のタービンをエンジン
の排ガスのエネルギーで高
速回転させ、その回転力で
コンプレッサーホイール（圧
縮用羽根車）を駆動させて
空気を圧縮し、エンジンに
送り込む方式である。

●排気ガスマニホールド
シリンダから排出された排ガス
を過給機に送る前に一度、こ
こに集める。これを静圧過給
方式といい、圧力の脈動を抑
えた排ガスで過給機を回転さ
せる。

●２サイクル機関
エンジンは、シリンダ内で燃料を燃焼させ、その熱
エネルギーを機械的エネルギーに変換させる。つ
まり、ピストンの往復運動をクランク機構によって
クランク軸の回転運動に変換する仕組みになっ
ている。２サイクルというのは、ピストンの２行程（上
昇と下降）で１回燃焼するエンジンのことである。
イラストの左から
①ピストンが上昇を始める
②なおも上昇し、空気が圧縮される
③燃焼、同時にピストンが下降する
①～③の行程でクランク軸が１回転する。

●シリンダライナ
川崎重工の「舶用電子
制御ディーゼル機関」は
シリンダ径が５０ｃｍから９８
ｃｍまで各種あり、船型に
合わせて最も経済的な最
適サイズを選択できる。

●油圧供給装置
作動油を供給するエンジン
駆動のポンプや電動のポン
プが収められている。

■川崎重工の舶用電子制御ディーゼル機関の
初号機が搭載された、川崎汽船（株）向け５，０００
台積み自動車運搬船３隻シリーズの第１船
「ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＩＧＨＷＡＹ」。本船は川崎造船
が中国の南通中遠川崎船舶工程有限公司
（ＮＡＣＫＳ）で建造した。
　なお川崎重工は、川崎汽船（株）が（株）アイ・
エイチ・アイ  マリンユナイテッドで建造する超大型
コンテナ船８隻（２００６～０９年完工予定）のうちの
６隻に搭載される世界最大級の舶用電子制御ディー
ゼル機関（「川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ １２Ｋ９８ＭＥ」、
出力：６万８，６４０ｋＷ、シリンダ径：９８ｃｍ、シリンダ数：
１２）を受注している。

●シリンダカバー

●ピストン

●掃気マニホールド

●ピストン棒

●連接棒

●クランク軸

●プロペラ

●排気弁駆動アクチュエータ

●燃料ブースター

●電子制御用電磁弁（ＦＩＶＡ弁）
従来はカム軸、チェーン装置で駆動していた燃料
噴射および排気弁の開閉を、高圧油を介して電
磁弁で制御するもので、燃費最適モード、低ＮＯｘモー
ドなど各種モードを設定でき、運転中に最適な制
御を行なう。また、シリンダ潤滑油の注入量および
タイミングも電子制御化しており、その最適化を図
れる。
この電子制御は、作動油圧を供給する「油圧供
給装置」、各シリンダに装備され、燃料の噴射タイ
ミング、排気弁の開閉タイミングなどを制御する「油
圧シリンダユニット」、油圧シリンダユニットを制御
する制御用コンピュータパネルや船の制御室に
設置される操作パネルなどがネットワークで接続さ
れた「機関制御システム」で構成されている。

●クロスヘッド
大型２サイクルディーゼル機関の構造的
な特徴で、連接棒の一端（上端）にある
このクロスヘッドに、ピストン棒を介してピ
ストンが取り付けられている（クロスヘッド
型ディーゼル機関）。

●初号機の概要
　型式        ：７Ｓ６０ＭＥーＣ
　出力        ：１万２，５００ｋＷ
　回転数    ：９９ｒｐｍ
　シリンダ数：７
　シリンダ径：６０ｃｍ
　ストローク ：２．４ｍ

●制御用コンピュータパネル

●排気弁
シリンダの下部から入った空気は燃焼後、排
ガスとなってシリンダ上部の排気弁から排出
される。これをユニフロー掃気方式といい、ロ
ングストロークの大型機関でも効率的な掃排
気が可能である。

■イラストのモデルは、世界で初めて製作
されたシリンダ径６０ｃｍの「川崎－ＭＡＮ 
Ｂ＆Ｗ Ｓ６０ＭＥ－Ｃ型ディーゼル機関」の
６シリンダタイプ（６Ｓ６０ＭＥ－Ｃ）です。

ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＨＩＧＨＷＡＹ

前進

後進 出力

イラストぎじゅつ入門―61

ロングセラーの「川崎－ＭＡＮ
Ｂ＆Ｗ２サイクルディーゼル機関」

世界で初めて、
「ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ型  Ｓ６０ＭＥ－Ｃ型」
（シリンダ径６０ｃｍ）の
舶用電子制御ディーゼル機関を完成
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北神急行
新神戸駅

山陽新幹線

三宮駅
市営地下鉄

ポートアイランド
（第１期）ポートライナー

神戸スカイブリッジ
（連絡橋）

ポートアイランド
（第２期）

延伸部

神戸空港駅 神戸空港
（マリンエア）

先端医療センター前駅

現 場 を 訪 ね て

（神戸市）（神戸市）
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川崎重工は「ポートライナー」の新造車両を１８両納入した。

神戸空港旅客ターミナル。

空港島から見る神戸スカイブリッジ。試験運転の「ポートライナー」が入ってきた。 「ポートアイランド線」の神戸空港駅。

川崎重工が建設工事一式を受注し、施工した神戸空港貨物ターミナル。

神戸新交通「ポートアイラ
ンド線」の延伸事業で川崎
重工が上部工を施工した
「ＣＦＴガーダー橋」（橋長
約１９３ｍ）は、平成１６年度
土木学会田中賞を受賞した。
ポートアイランド（第２期）で
は「神戸医療産業都市」の
整備が進んでいる（手前）。

空港島から海上都市・ポートアイランドとその先の神戸市街を望む。

１

２

1

２

　神戸空港の開港（予定は２月１６日）
が間近に迫ってきた。
　神戸空港（公募による愛称：マリンエア）
は、神戸の中心である三宮から南へ約
８ｋｍ、人工島に建設された海上都市・ポー
トアイランドと約１．２ｋｍの連絡橋（同：神
戸スカイブリッジ、通行料無料）でつなが
る人工の空港島に建設中だ。地方公共
団体が設置し、管理する第３種空港だが、
市が建設・管理する第３種空港は国内
初である。滑走路は２，５００ｍ×６０ｍ（１本）
で、大型ジャンボジェット機の離着陸も可
能だ。運用時間は午前７時から午後１０
時までで、第３種空港の中では最長となっ
ている。
　「関西圏にはすでに２空港ありますが、
関西国際空港は国際線の利用ならとも
かく、神戸から国内線を利用するには時
間がかかりすぎるし、市街地にある伊丹

（大阪国際）空港は周辺地域の環境対
策（騒音）や、発着回数、運用時間（午
前７時～午後９時）などに制限があります。
そこで、神戸および周辺の国内航空需
要に対応する空港として建設している
のが神戸空港で、都心に近く便利です。
海上空港なので騒音公害の心配もあり
ません」（神戸市みなと総局空港整備

室推進課主査の鈴木勝士さん）
　神戸市みなと総局神戸空港管理事
務所施設課の中村洋一さんのご案内で、
ポートアイランド（第２期）から車で空港
島に向かう。

　ポートアイランド（第２期）では、再生医
療などの臨床研究と先端医療産業の
集積を図ることで、神戸経済の活性化、
高度な医療サービスの提供などを目指
す「神戸医療産業都市」の建設が進ん
でいる。２００５年９月時点で約８０社が進
出しているという。神戸空港は「細胞な
どの輸送、医療機器や部品の緊急輸送、
さらに研究者や医師、患者の効率的な
移動に大きな役割を果すもの」（鈴木勝
士さん）と期待されている。何しろ、神戸
新交通ポートアイランド線「ポートライナー」
の神戸空港駅から先端医療センター前
駅までの乗車時間は数分である。
　その「ポートライナー」は、神戸空港の
建設に合わせて延伸され（新線区間約
４．４ｋｍ）、三宮と神戸空港の旅客ターミ
ナルが最短１６分台で結ばれるという。
　川崎重工はこれまで、「ポートライナー」
の車両を１２編成（７２両）製造・納入し
ているが、神戸空港への延伸に伴い
３編成（１８両）を兵庫工場で製造し、納
入した。新造車両は従来のアルミニウム
合金製からステンレス製に変え、車内案
内表示器を新設。各車両に車椅子スペー

スを設け、クロスシートも導入。荷棚を新
設し、窓にカーテンを付けて日差しを防ぐ
などの工夫も加えられた。また、駅ホーム
と車両の段差を５ｃｍから２ｃｍに縮める
などバリアフリー化が進んでいる。
　ポートアイランド（第２期）と空港島を結
ぶ「神戸スカイブリッジ」は、橋長１，１８８ｍ
で、使用鋼量は約１万８，０００ｔ。自動車・
歩行者用道路とポートライナー軌道の
２種類の機能を持っているが、橋として
は一体構造だ。川崎重工は「神戸スカ
イブリッジ」の約３割強（鋼量約６，２００ｔ）
を担当し、製作・施工した。このほか「ポー
トライナー」の延伸に伴うさまざまな付帯
工事を行なった。
　「神戸スカイブリッジ」を渡って空港島
に入っていく。

　空港島は全体面積が２７２ｈａ。このうち、
空港告示区域１５４ｈａを含む２４０ｈａが
陸地化している（２００５年１１月下旬の
取材時点）。空港島周囲の護岸７．７ｋｍ
のうち、岸壁を除く６．７ｋｍを緩やかな石
積みとし、太陽光が届く浅瀬となっている。
いわゆる環境創造型護岸だ。また、波が
穏やかな空港島北側の護岸の一部は
親水型の階段式で、開放的な水辺空
間を整備する計画とか。「夏などは夕涼
みがてら、一千万ドルの神戸の夜景を
楽しめます」（中村洋一さん）
　さらに、空港島西北部に人工ラグーン
（人工海水池：岩や砂に囲まれ海水が
出入りする浅い海水池）が設けられる。
ここでは潮の干満に伴い、岩や砂に付

着した生物によって海水中の汚濁物質
が浄化されることが期待される。人工ラ
グーンを取り巻くように砂浜や磯浜が設
けられる予定で、レクリエーション性の高
い大規模な親水公園が計画されている。
　神戸空港は、滑走路や誘導路、エプ
ロン（長さ６０５ｍ×幅１９０ｍ、大型～小
型ジェット機が１０機駐機できるスポット）、
管制塔、電波施設や航空灯火、進入灯
などの航空保安施設は当然ながら完成
しており、２００５年１０月に国土交通省の
検査飛行機が初着陸を行なった。
　建設中の旅客ターミナルビルは鉄骨
３階建て（一部４階建て）で、延べ床面
積は１万５，２００ｍ2。開港後の需要に合
わせて拡張していく予定という。旅客ター
ミナルビルと約１０ｍの連絡通路で「ポー
トライナー」の神戸空港駅が接続しており、
搭乗までのアクセスが非常に短い構造
となっている。
　航空会社が貨物の仕分けや受け渡
しなどに用いる貨物ターミナル（鉄骨平屋、
延べ床面積２，２５８ｍ2）は、川崎重工が
建設工事を担当した。
　「１９９９年９月の空港島埋立工事の
着工以来、工事はすべて予定通り順調
に進んでいます」（鈴木勝士さん）

●
　全日本空輸（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）
がそれぞれ６路線１０便、スカイマークエ
アラインズが羽田便７便の運航を国土
交通省に申請し、国際ビジネスジェット運
航会社も進出を表明している神戸空港。
そして、開港当初は年間３１９万人、２０１０
年度には４０３万人の旅客数が想定さ
れている神戸空港。
　もうすぐ開港だ。

現 場 を 訪 ね て

神戸中心部に近く、

便利で騒音公害の心配なし

川崎重工は貨物ターミナルの建設工事、三宮－空港を結ぶ
「ポートライナー」の車両１８両の新造、連絡橋建設工事などに参加

新造車両はステンレス製で

バリアフリー化

開港に向かって

「すべて順調に進んでいます」
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よ  す

て　こうじ

もや

密集した集落では家造りも工夫が大切だ。“三角家”と呼ばれるこの家は地形に合わ
せて建てられ、外壁には船板や船釘が使われている。

よく見ると扇型の飾りが施された“軒下飾りのある家”。格子も
含めて船大工ならではの造りである。

誰が名付けたか、通称“世捨て小路”。限りなく狭い路地で、真ん中が磨
り減った敷石が人の営みの長さを物語っている。

文字通り軒を接して家が建ち並ぶ宿根木の集落に雪が
吹き付け、宿根木海岸には白い波頭が押し寄せている。
その海岸には千石船を舫った“船つなぎ石”が７基残っ
ている（　）。

集落を縦断する称光寺川と念仏橋。その先に白山神社。

　日本海から吹きつける寒風で海が荒立ち、岩に
大きく砕けて白く飛び、舞う。みぞれが雨に変わり、
あるいは雪に変じ、激しく吹き荒れる－佐渡の冬。
　佐渡ケ島の西南端。海岸段丘の入り江の台
地に形成された小集落が、小木の「宿根木地区」
だ。狭い土地に家々が、文字通り軒を接して建ち
並んでいる。その屋根が白く染まり、そのすぐ向こ
うに荒れ狂う日本海が広がっている。

●
　宿根木は１３世紀の中頃、廻船業を営む人たち
が移住したといわれている。その後、佐渡は、金銀
山が開発され、また、西廻り航路の中継地として
重要度を増していく。さらに、江戸幕府が佐渡を直
轄にすると、宿根木は船主、船大工など北前船（千
石船）の関係者が集まって飛躍的に発展した。
　江戸時代後期の記録では家屋１２０戸、５００余
人ほどの集落で、農家のほか、船大工棟梁３名・
弟子３１名、鍛冶屋３軒、桶屋２軒弟子数名、その
ほか船頭などがおり、所有する廻船は２０隻に及ん
だという。

　宿根木では船主が船頭となり、千石船で十数
人の船乗りとともに全国へ乗り出して商いを行なっ
た。千石船の主な航路は日本海、瀬戸内海、大阪
など。春先に海産物やワラ・竹細工などを積んで
大阪へ上り、秋に米などを積んで下るのが一航海
だった。こうして宿根木は往時、佐渡の富の３分の
１を集めたといわれるほどに繁栄したという。

●
　宿根木では、集落を流れる称光寺川と平行して
数本の小路が海へ向かい、小路に面して家屋が
建ち並んでいる。
　宿根木の特徴は、何といっても約１ｈａの狭い台
地に約２１０棟の家屋が建ち並ぶ密集性である。
狭い土地を有効に生かすために、路地は限りなく
細い。人がすれ違うのがやっとだ。その一つ、世捨
て小路（名前の由来は地元の人に聞いてもはっき
りしない）は、石畳の中央が摩耗して凹んでおり、
細いので真ん中を歩いたことと、人の暮らしの長
い歴史を感じさせる。
　密集した土地では、思うような形の家が建てら
れない。しかし、工夫して、その地形に合った家が
建てられた。“三角家”と呼ばれる家は、その一つ。
また、軒下に扇形の飾りを施した家も見られる。生
活を楽しむゆとりの表れとのことで、船大工ならで
はの工作といえる。

［歩いて・見た・歴史の家並み］－⑧

佐渡市・小木

（新潟県）

佐渡国
小木民俗博物館
（千石船展示館）

小木

赤泊

佐渡

両津

相川

宿根木

宿根木

称光寺

千石船で栄えた、入り江の密集した小集落

しゅく　　　　　　ね　　　　　　 ぎ
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こ　 ば

船大工「金子屋」の内部。職人の住まいらしい
きっちりとした造りである。

弘化３年以前の建築とされる「金子屋」。外壁はやはり板張りである。

集落の奥にある、かつての共同
井戸。素朴な釣瓶が時代を感
じさせる。

「清九郎邸」の外観。質素な板壁からは内部
の豪壮さを想像できない。
建物のすぐそばまで崖が迫っている。
「清九郎邸」のオマエ（居間）。壁は漆塗り、
板戸はベンガラ塗り、床板は柿渋で磨いてある。

復元された「白山丸」の勇姿。宿根木は一村が千石船産業の基地として
整備され繁栄したのである。

宿根木にほど近い沢崎鼻に砕ける荒波。日本海から吹き付ける風は身も凍るほどに冷たい。

●
　佐渡国小木民俗博物館の協力を得て、古い民
家の内部を撮影した。
　「清九郎邸」（清九郎は屋号）は、船主の住居だっ
た家。江戸末期から明治中期にかけての建築で、
“短冊後ナンド型”と呼ばれる形式だ。妻入りで、
入口を入ると土間で、カマドや流し場、内井戸など
がある。次がオマエ（居間）、その後ろにナンド（寝

室）があるので、後ナンド型。内部が重厚で、とりわ
けオマエは壁が漆塗りで、吹き抜けになった二階
部分にも窓。板戸はベンガラ塗りで、柿渋で磨い
た床板は黒光りがしている。
　外見は質素な板壁でも、内部を豪壮にするのが
宿根木流だった、と博物館では言う。
　「金子屋」は船大工の家。“平入り前ナンド型”
と呼ばれ、弘化３年（１８４６年）以前の建築とされる。
入口を入ると土間で、カマドなどがある。土間の右
手にナンドがあり、その後ろにオマエがあるのが「清
九郎邸」と異なり、つまり前ナンド型である。
　両家とも屋根は薄い杉板（木羽）を並べ、      
置き石で固定した伝統の板屋根である。

●
　宿根木では人びとが協力して、平成１０年、かつ
て地域に繁栄をもたらした千石船を復元した。安
政５年（１８５８年）に宿根木で建造された「幸栄丸」
を、当時の板図（設計図）をもとに忠実に復元した
もので、全長約２４ｍ、最大幅約７ｍ、積石数５１２
石積（約７７ｔ積み）。地元の神社の名前をとって「白
山丸」と名付けられたこの復元船は、佐渡国小木
民俗博物館に展示されており、毎年７月最終日曜
日に行なわれる「白山丸祭り」で帆を張った勇姿を
観光客に披露している。
　その「白山丸」に乗ってみる。日本海の荒波を
乗り切って、大阪まで往来した船頭たちの心意気
が伝わってくるようだった。

●
　一時、静まっていた雪がまた降り出した。瞬時
に激しい吹雪になり、肩を打ち、頬をかすめる。小
高い丘から宿根木の集落を見下ろすと、連なる屋
根がいっそう白くなり、狭い路地を人が背を丸めて
駆け抜けていく。
　海岸に打ち寄せる波しぶきが、また、一段と大き
くなったようだ－。

人の暮らしの長い歴史を感じる

佐渡市・小木
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空力推進研究施設の全景（新千歳空港から
北東約５ｋｍに位置）。

試験計測棟内部。左奥から、集合筒・可変ノズル・超音速
測定部・拡散筒と並んでいる。右奥には待機状態の遷音
速測定部が見える。

マッハ４．０の可変ノズル。多数のジャッキにより
ミリ以下の精度で形状を調節する。

測定部内に標準模型をセットした状態。測定部の左右にシュ
リーレン窓をセットし、シュリーレン法による可視化も可能である。

マッハ２．０のシュリーレン光学画像。気
流は右側からで、供試体の先端から衝
撃波が観察される。

手前側が「三音速風洞装置」で、右下に高圧空気源棟　があり、左斜め方向に貯気槽、試験計測棟、消音塔が続いて見える。

消音塔 試験計測棟 高圧空気源棟

拡散筒 超音速測定部

遷音速測定部

可変ノズル 集合筒 貯気槽 高圧空気源

三音速風洞装置の概要（空気の流れは右から左へ）

気流方向

　「風洞」は、辞書に「空気の流れを人
工的に調節するトンネル型の実験装置で、
飛行機などの模型をセットして空気抵抗
などを測定する」とある。
　航空機の開発には、機体に働く空気
抵抗や揚力などを正確に測定すること
が不可欠で、そのためには風洞装置に
機体模型をセットし地上で試験すること
が最良の方法とされてきた。
　風洞装置は、およそ１３０年前に英国
で考案され、米国のライト兄弟が初飛行
に成功した２０世紀初頭には、欧米主要
国で風洞が建設されるようになった。そ
の後、航空機の大型化・高速化の要求
に伴って風洞技術も発展した。近年は、
航空機のさらなる高性能化要求はもとよ
り、開発期間を短縮するためにもより能
力の高い風洞装置の建設が欧米を中
心に進められてきた。
　わが国でも航空機の空力性能を高
精度で試験評価できる風洞装置の必
要性が高まり、このほど、防衛庁技術研
究本部札幌試験場・空力推進研究施
設（北海道千歳市）に「三音速風洞装
置」が整備された。

　「三音速風洞装置」は、川崎重工が
１９９５年度より主契約会社として設計・
製作を行ない、２００５年３月に完工した。
　風洞装置の能力は、風速（マッハ数）
範囲、測定部寸法（どれだけ大きな模
型をセットできるか）、レイノルズ数（飛行
時の空気の流れ状態を表す指数で、実

際の飛行時と同等のレイノルズ数にす
るのは困難）、計測データ生産効率（限
られた時間にどれだけ多くの有効な計
測データを得られるか）などで評価され
るが、本装置はそれぞれ高い能力を有
している。
　本装置の風速範囲はマッハ０．３～４．０。
亜音速（マッハ０．３～０．８）、遷音速（マッ
ハ０．８～１．４）および超音速（マッハ１．４～
４．０）の３つのマッハ数領域を選択できる
ことから「三音速風洞装置」と称されて
いる。なお、音速（マッハ１．０）以上の風
速を発生する装置は一般に高速風洞と
呼ばれる。
　測定部寸法は、国内高速風洞では
最大の２ｍ×２ｍで、大型の風洞模型をセッ
トできる。レイノルズ数は、風洞内を技術
的に可能な限り高圧にすることにより、実
際の飛行状態のレイノルズ数に近い１０
の８乗（基準長１ｍに対し）を実現。計
測データ生産効率は、試験間隔（準備
時間）と計測時間の組み合わせを適正
にし、さらに最新の計測技術の導入によ
り生産効率の向上を図っている。
　本装置は、約３２０ｍ×８０ｍのスペー
スに設置された、装置部（主に鋼製）重
量が約６，０００ｔに達する大規模なもので、
風洞能力の高さと併せて世界最大級
の規模を誇っている。
※マッハ：飛行機やロケットなどの速さの単位。音速（空気中
　　　　で時速約１，２２５ｋｍ）がマッハ１である。

　「三音速風洞装置」は、高圧空気源
→貯気槽→集合筒→可変ノズル→遷
音速測定部→超音速測定部→拡散
筒→消音塔と、主要構成装置が直線
状に配置されて空気の流れをつくって

いる。
　風洞試験における空気の流れをもう
少し詳しくみてみよう。
　高圧空気源には、空力推進研究施
設の共通設備である中圧空気源（これ
にも川崎重工製の圧縮機が採用されて
いる）から約７気圧の圧縮空気が送られ
てくる。高圧空気源で約３０気圧に昇圧
された空気は、いったん貯気槽（内径約
１２ｍ×５基）に充填される。充填は試験
準備の４５分以内に行ない、貯えられた
空気を試験の際に吹き出す（間欠吹出
式と呼ぶ）。この時、１秒間に最大約７ｔ
の空気が数十秒間流れ、集合筒へ送
られる。集合筒では、試験レイノルズ数
の条件に合った圧力（約１．５～１４気圧）
に制御するとともに、金網などで整流し
た後、可変ノズルに送られる。
　超音速試験では、可変ノズル形状を
調節してマッハ数を設定し、超音速測
定部に空気を流す。可変ノズルの制御
には独自のマルチジャッキ方式を採用す
ることで、ミリ以下の形状精度を実現した。

マッハ４．０ではノズル幅２ｍを約１８ｃｍま
で絞り込む。
　「従来の風洞に比べて長さ比で２倍、
圧力比で２倍以上となるため、各部位の
変形に配慮した構造設計に苦労しました」
（川崎重工機械ビジネスセンター空力機
械部  森口裕一参与）
　亜・遷音速試験では、可変ノズル下
流に移動式の遷音速測定部を挿入し
て超音速測定部と直列に接続し、測定
部下流でもマッハ数の設定を行なう。
　このように設定した空気の流れを、測
定部内に予めセットしておいた模型に当
て、模型にかかる力や圧力を計測し、機
体に働く空気抵抗や揚力を正確に推定
するためのデータとする。
　遷音速では、模型で発生した衝撃波
が測定部の壁に反射して再び模型に
当たり、実際の飛行時と異なる影響を与

えることがある。その
ため、測定部の壁は
スプリッタ付き斜め穴
の多孔壁といい、衝撃
波の反射を抑える多
数の小穴（約９，０００個）
が開いている。国内
では初めての形式の
多孔壁で、極めて高
度な加工技術が適用
された。
　「制御の観点から
可動部が非常に多く、
気流制御を含めて膨
大な制御要素の多さ
に悩みました」（川崎
重工機械ビジネスセン
ターシステム技術部  
木村直人参事）
　超音速測定部を通
過した高速の空気は、
拡散筒で減速・減圧

され、大気圧に近い状態で消音塔に吹
き出される。消音塔に入った空気は、さ
らに減速しながら１８０度折り返して大気
に放出される。騒音は、吸音・曲がりなど
で８０ｄＢ（Ａ）以上消音し、敷地境界線
規制値６５ｄＢ（Ａ）以下を十分にクリアし
ている。

　通常、風洞完成後には気流特性確認・
調整を目的とした気流検定試験が行な
われている。この「三音速風洞装置」では、
防衛庁技術研究本部により、超音速領
域での気流検定試験はすでに完了し、
目標気流特性を満たしていることが確
認されている。
　現在は、亜・遷音速領域での気流検

定試験を実施中だ。この領域では確認・
調整パラメータが多く、超音速に比べて
繊細な作業が要求される。今後、本装
置は亜・遷音速での気流検定試験を完
了（今年度中）したあと、来年度から実
際に運用される予定という。
　「亜・遷音速領域では確認しなけれ
ばならない試験件数が多く容易ではあり
ませんが、世界の大風洞に引けをとらな
い気流特性の優れた風洞に仕上がるも
のと確信しています」（川崎重工航空宇
宙カンパニー技術本部研究部森田直弘
参与）
　「防衛庁殿のご指導を得て世界に誇
れる風洞を完成させることができました。
今後も航空機技術の発展のため、また
本装置の本格運用のために、風洞技術
の一層の向上に取り組んでまいります」
（川崎重工機械ビジネスセンター  岡村徹・
副センター長）

●「三音速風洞装置」の主な仕様
風 洞 形 式：間欠吹出式
風速数範囲：マッハ０．３～４．０
測定部寸法：２ｍ×２ｍ
レイノルズ数：１×１０8 （基準長１ｍ）
集合筒圧力：最大１．４ＭＰａ
計 測 時 間：１０秒以上
試 験 間 隔：４５分以上
騒 音 値：敷地境界で６５ｄＢ（Ａ）以下

※写真提供：防衛庁技術研究本部

防衛庁札幌試験場・空力推進研究施設内に建設
三音速（マッハ０．３～４．０）の速度領域で試験可能

飛行機などの開発に
不可欠な実験装置

世界最大級の
高速風洞装置

高度なエンジニアリング技術を
駆使して構築

測定部の気流特性を
確認する作業が続く

新 製 品 ・ 新 技 術
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外航ＬＮＧ運搬船、内航ＬＮＧ運搬船をそれぞれ引き渡し

国立公園内で初の大型風力発電システムを受注

「ギガセル」活用の太陽光発電システムを初受注

ロールス・ロイス社に「ＴＲＥＮＴ１０００」の主要部品を初出荷

Ｈ－ⅡＡロケット９号機用フェアリングを出荷

台北市向け地下鉄電車の初編成を出荷

世界最高の省エネルギーを達成した三重効用ガス吸収冷温水機を世界にさきがけ新発売

　川崎造船は、外航ＬＮＧ運搬船「ＮＩＺＷＡ  
ＬＮＧ（ニズワ エルエヌジー）」と内航ＬＮＧ運搬
船「ＮＯＲＴＨ  ＰＩＯＮＥＥＲ（ノース パイオニア）」
をそれぞれ建造主に引き渡した。

●１４万５，０００ｍ3型「ＮＩＺＷＡ  ＬＮＧ」

　ＯＲＹＸ  ＬＮＧ  ＣＡＲＲＩＥＲ  Ｓ．Ａ．に引き渡
した本船は、４個のモス型球形独立型ＬＮＧタ
ンクを搭載。ＬＮＧタンクは川崎造船が独自に
開発した川崎パネル方式による防熱システムを
採用しており、高い防熱効果によりＬＮＧの自然
ガス化（蒸発率）を１日当たり約０．１５％に抑え
ている。ＬＮＧタンクは二重船殻、二重底構造
の貨物タンク区画に配置されており、万一の船
体損傷時にも直接タンクに損傷が及ばないよう
安全に保護されている。

■主要目
　全 長：２８９．５ｍ
　幅 （型）：４９ｍ
　総 ト ン 数：１１万８，６０８トン
　貨物タンク容量：１４万５，４６９ｍ3

　（－１６３℃、９８．５％において）
　航 海 速 力：約１９．５ノット

●２，５００ｍ3型「ＮＯＲＴＨ  ＰＩＯＮＥＥＲ」

　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構および日本液化ガス輸送（株）向け
に引き渡した本船は、川崎造船建造の内航
ＬＮＧ船としては２隻目で、川崎造船がＬＮＧ
運搬船の心臓部である貨物部を製作し、（株）
新来島どっくが建造した船体に搭載して完成
させた。

　本船は、極低温のＬＮＧを積むため、船体と
は別に独自に低温収縮を吸収できる防熱され
た横置式シリンダー型圧力タンクを、２区画の
船倉内に２基設置。また、外部からの侵入熱に
より発生するボイルオフガスを耐圧構造のタンク
内に閉じ込めることにより、外部にボイルオフガ
スを出さない蓄圧式タンクシステムを採用して
いる、などの特長がある。
■主要目
　全 長：８９．２ｍ
　幅 （型）：１５．３ｍ
　総 ト ン 数：３，０５６トン
　貨物タンク容量：２，５１３ｍ3

　航 海 速 力：約１３．３ノット

　川崎重工は、熊本県小国町と豊田通商（株）
が設立した第３セクターの（株）ウインドテック
小国が建設する、国立公園内で初めてとなる
定格出力８，５００ｋＷの大型風力発電システム
をフルターンキーで受注した。
　本システムは、阿蘇くじゅう国立公園内の熊
本県小国町の牧場内に建設される。景観に
配慮した配置設計や、通常は白い風力発電
機の色をグレーにすることなどにより環境省の
許可を得た。この風力発電システムは、単機出
力１，７００ｋＷのヴェスタス社（デンマーク）製の
風力発電機５機で構成される。風力発電機は、
発電機中心までのハブ高さ約６７ｍ、翼外径６６ｍ、

最高高さが約１００ｍで、秒速４ｍ～２５ｍの風
で最大１，７００ｋＷを発電する。本システムは一
般家庭５，１００世帯の年間電力消費量に相当

する約１，６００万ｋＷｈを１年間に発電し、発電
した電力はすべて九州電力に売電される。現
在工事中で、納入予定は２００７年３月。

　川崎重工は、ロールス・ロイス社（英国）の最
新鋭旅客機用エンジン「ＴＲＥＮＴ１０００」の開
発・生産プログラムに参画してロールス・ロイス
社と共同で開発を進めているが、その初号機
用の主要部品である中圧圧縮機（ＩＰＣ）ドラム
を完成させ、同社ダービー工場に初出荷した。
「ＴＲＥＮＴ１０００」は、ボーイング社（米国）が
開発中の中型旅客機「７８７  Ｄｒｅａｍｌｉｎｅｒ」
（２５０～３００席クラス）への搭載が決定し、すで
に全日本空輸、ニュージーランド航空、ノースウェ
スト航空、ＬＯＴポーランド航空からエンジンを

受注している。
　中圧圧縮機（ＩＰＣ）ドラム（中圧圧縮機部の
回転体）は、８段のチタン合金製ディスクを電子
ビーム溶接したもので、最新の設計・製造技術
を駆使したエンジンの中核となる部品。今回出
荷したＩＰＣドラムを組み込んだ開発用エンジン
初号機の試運転は、２００６年２月に実施される
予定。今後は開発試験用エンジン部品に続き、
飛行試験用以降のエンジンに組み込まれる
ＩＰＣモジュールの組み立てを２００６年中頃に
開始する。

　川崎重工は、Ｈ－ⅡＡロケット９号機用フェア
リングを岐阜工場での設計・部品製造を経て、
播磨工場から独立行政法人宇宙航空研究開
発機構（ＪＡＸＡ）種子島宇宙センターに向け
て出荷した。このフェアリングは同センターで
Ｈ－ⅡＡロケット９号機に組み込まれる。
　フェアリングとは衛星を格納する部分で、ロケッ
ト先端部に取り付けられ、打ち上げ時の空力
加熱、振動などの過酷な環境から衛星を保護
するもの。ロケットが大気圏外に達した後、左右
に２分割して衛星を分離する。今回出荷したフェ

アリングは、直径５ｍのシングル・タイプ（５Ｓ型）で、
この中に大型衛星が１機組み込まれる。収容
できる衛星のサイズは、米国スペースシャトルや
欧州のアリアンＶロケットと同等。Ｈ－ⅡＡロケット
９号機には運輸多目的衛星新２号（ＭＴＳＡＴ
－２：航空管制と気象観測の機能を併せ持つ
衛星）が搭載されるが、当社はフェアリングの
開発・製作に加え、衛星分離部も担当している。
なお、同ロケットは２００６年２月１５日に打ち上げ
の予定で準備作業が進められている。

　川崎重工は、台湾の台北市政府捷運工程
局向け地下鉄電車の初編成を出荷した。
　出荷したのは、２００３年に同局から受注した
地下鉄電車３２１両の初編成３両で、２００６年
春に新店線小碧潭支線に投入される。車体
は耐候性に優れたステンレス鋼製で、片側４か
所に配されたドアは外吊り式を採用。台車は当
社製ボルスタレス台車で、第三軌条から供給さ
れる直流７５０Ｖの車両用電源により、最新の
ＩＧＢＴ（絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ素子）
インバータ制御で駆動し、最高速度時速８０ｋｍ

で運行される。この車両の特徴として、運転およ
びメンテナンスを支援するためにＴＳＩＳ（車両
制御情報管理装置）のほか、客室内の安全確
保のためにＣＣＴＶ（監視カメラ）を搭載し、運
転士が客室の状況を確認できるようになっている。
　当社が受注している車両は、２０１１年に全
線開業予定の新荘線と蘆洲支線の２路線向
けに１４４両、在来線輸送力増強のために１７７
両が投入される予定である。２００９年６月に全
両を納入する計画。

　川重冷熱工業（株）は、ＣＯＰ１．６（高位発熱
量基準）と世界最高の省エネルギーを達成し
た次世代型の三重効用ガス吸収冷温水機を
世界で初めて商品化して発売した。ＣＯＰ１．６
という数字は、業界基準となっている同社の二
重効用ガス吸収冷温水機初号機と比べて５３％、
また、現在の市場一般製品と比べて３０％以上
の冷房用エネルギーを低減するもの。さらに、コー
ジェネレーションシステムに組み込み、排熱を利
用すれば燃料ガス消費量を２０％以上削減で
きる。
　この三重効用方式は、同社が２００１年度から
４年間、独立行政法人新エネルギー・産業技
術総合開発機構（ＮＥＤＯ）から受託し、（社）
日本ガス協会と共同で開発を進めてきたもので

ある。本機は、二重効用ガス冷温水機として
高い信頼性を誇る同社の「シグマエース１．４シ

リーズ」の技術をベースに、新開発のトリプルリバー
スサイクル技術を付加することで高い信頼性と

性能を併せて実現した。
　三重効用方式を用いた吸収冷
温水機の商品化は世界で初めて
である。

お問い合わせ先

川重冷熱工業（株）
開発営業部
０３－３６１５－５８２１

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

　カワサキプラントシステムズ（株）は、学校法
人八千代松陰学園（千葉県八千代市）からピー
クカット、自立運転機能付きの太陽光発電シス
テム（１００ｋＷ）を受注した。本システムは、太
陽電池モジュール、パワーコンディショナに合わ
せて、川崎重工が開発した高速充放電に最
適な大型ニッケル水素電池「ギガセル」を設置
することで太陽光発電をより有効に利用し、契

約電力を低減する初めてのシステムである。
　本システムは、太陽光発電の電力不足時に
は受電電力が契約電力を超えないように「ギ
ガセル」から放電して不足電力を賄える。さら
に万一、蓄電容量が不足する場合は負荷制
御を行なう機能もあり、確実にピークカットを実
施できる。なお本システムは、ＮＥＤＯの「太陽
光発電新技術等フィールドテスト事業」に採択

され、ＮＥＤＯと八千代松陰学園の共同研究
事業として建設される。カワサキプラントシステ
ムズはシステム全体の設計から試運転を含む
施工まで工事一式を請け負い、完成は２００６
年７月の予定。

「ＮＩＺＷＡ  ＬＮＧ」

完成予想

「ＮＯＲＴＨ  ＰＩＯＮＥＥＲ」
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交通・輸送機関の発達は、人や物の移動を迅速で快適なものにし、生活の便利さを飛躍的に高めてきましたが、一方で二酸化炭
素の排出量を増やすなど、環境への負荷も高めてしまいました。便利で、環境にもやさしい交通機関の発達が望まれています。 
このニーズに応えられる交通機関として、いま、世界の大都市で注目されているのが、大量高速輸送で利便性が高く、しかも二酸
化炭素の排出量が極めて少ない鉄道車両です。 
川崎重工は、わが国における鉄道車両のトップメーカー

として多様な車両を開発・製造するとともに、アメリカにも
2つの工場を有してニューヨーク地下鉄電車などを生産。
アジアではシンガポールや香港に続いて、台湾には“新幹線”
車両や、台北市地下鉄電車を納入。中国・在来線の高速化
車両も受注しています。 
川崎重工はいま、世界における鉄道車両の一大サプライ

ヤーとして確かな地位を固めています。 

子供たちが便利に暮らせる地球のために 

ニューヨーク地下鉄電車 

もっとステキな未来のために 5

台湾“新幹線”車両 




