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●表紙説明●

　ルービックキューブに挑戦中の最新型のカワサキ産業用ロボッ
ト。傍らの画面に表示された「あと１４手で完成」の宣言どおり、
みごと残り１４手で完成－５月１７日にオープンした川崎重工
グループの企業ミュージアム「カワサキワールド」で人気のパフォー
マンスロボットです。
　「カワサキワールド」（神戸市・神戸海洋博物館内）は、川崎
重工グループの１世紀を超える歴史、常に新しい時代を開き社
会に貢献してきた技術や製品などを「みて・ふれて・体感しながら」
楽しく学べる体験型ミュージアムで、オープン以来多くの来館者
で賑わっています。（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－◯

爆発の可能性がある環境でも
安心して使える
防爆塗装ロボット「Ｋシリーズ」の構造

63

ゆ の つおお　だ

　わが国の鉄道の歴史は、明治５年（１８７２年）、
新橋－横浜間（約２９ｋｍ）の開業に始まる。ち
なみに運行は１日９往復、所要時間は５３分だっ
たという。
　その３４年後の明治３９年（１９０６年）、鉄道車
両の本格的な国内生産を望む声が高まってい
た時期に、川崎重工は運河分工場（現兵庫工場）
を開設して鉄道車両事業に進出した。
　それから１００年。
　当社は、常に技術の先端を歩みながら鉄道
の発達と近代化の一翼を担い、優れた技術と
高い生産性により、電車や客車、貨車、機関車、
ディーゼル車、新交通システムなど多様な車両
のほか、関連システム・機器を送り出して社会
に貢献してきた。鉄道の歴史は一面ではスピー
ドアップの歴史ともいえるが、当社は最先端技
術を駆使し、エポックとなる車両の開発に寄与
してきた。また、早くから積極的に海外展開を
図り、製品の納入先は米国をはじめ英国、中国、
東・東南アジア、アフリカ、中南米諸国にまで
及んでいる。
　川崎重工が１００年の間に国内外の顧客に納入
した各種車両の総数は、８万７，０００両を超える。
　今秋の１００周年記念日を前に、車両事業の
中核でわが国有数の車両製造工場である兵庫
工場を訪ね、飽くなきスピードへの挑戦、次々
に実績を重ねる海外の事業展開などの話題を
さぐってみた。

明治３９年（１９０６年）に
鉄道車両の製造を開始
１００年目の鉄道技術の最先端、
海外展開の最前線など

上：操業開始から７年後の兵庫
工場。「９６００形蒸気機関
車」の量産が始まり、活況
を呈した。

下：操業１００年目の兵庫工場。
最新設備を整え、各種の
車両を次 と々効率的に製
造している。
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現在の兵庫工場。川崎重工の車両事業の中
核で、わが国有数の車両製造工場である。

兵庫分工場（現兵庫工場）の最初の
完成車両は、南海鉄道（株）（現南海
電鉄（株））向けの「木製電動客車」だっ
た（明治４０年）。
その「木製電動客車」の内部。「電気
機器や台車はすべて輸入品だった」と
記録にある。
ＥＦ５２形直流電気機関車（昭和３年製）。
国産初の国鉄幹線用大形電気機関
車である。
６７００形テンダ機関車（明治４４年製）。
川崎重工が製造した第一号で、初の
国産蒸気機関車である。
兵庫電気軌道向け電車の製造風景（明
治４３年）。

年産能力２，０００台を目指して台車一貫生
産ラインの整備が進んでいる。
カワサキ産業用ロボットがベースのグラインダー
ロボットが研磨中。
この西日本鉄道向け車両は製造工程でレー
ザー溶接を利用した。
中国の在来線高速化プロジェクト向け時速
２００ｋｍ車両の先頭部を製作中。
中国広東省・広州市地下鉄車両（リニアモー
タ駆動式）の構体製作。

　明治１１年（１８７８年）、川崎正蔵が東
京・築地に開設した川崎築地造船所は
順調に発展を続け、明治２９年、株式会
社川崎造船所と改組された。初代社長
には松方幸次郎が就任した。
　その１０年後の明治３９年（１９０６年）、
運河分工場の建設が始まった。
　この年の３月、帝国議会で鉄道国有
法が可決。全国１７の私設鉄道（延べ
４，５０６ｋｍ）が国有化され、大量の車両
の改造や新造需要の発生が予想され
ていた。それにもましてこの前後は、鉄
道車両の本格的な国内生産が望まれ
ていた時期でもあった。それまでの鉄道
車両は、イギリスなどからの輸入頼りであっ
た。また、明治２０年代の末頃から、車両
製造を目的とする会社が相次いで設立
されたが、明治３３年から始まった不況

期に、これらのうちの多くが解散を余儀
なくされていたのである。
　ところで、川崎造船所は会社設立以来、
神戸市東川崎町２丁目の官営兵庫造
船所跡地を拠点として事業基盤を確立
してきたが、隣接して官営鉄道の神戸
工場があった。新事業への進出チャン
スをうかがっていた松方幸次郎社長は
通勤途上、官営神戸工場で完成されて
いく蒸気機関車を見て強く心を動かさ
れていたという。

　神戸市東尻池村の兵庫運河沿岸で
建設工事が始まった運河分工場は、敷
地約８万８，３００ｍ2。当時としては広大な
敷地で、和田岬線（明治３９年に国営化）
と兵庫運河に隣接する地の利を得た絶
好の立地であった。

　運河分工場は、鋳鋼部と鉄道部で構
成され、鋳鋼品と鉄道車両製造という
新事業の拠点となった。
　運河分工場は翌年、兵庫分工場と
改称。同年５月に鋳鋼工場を完成させ、
続いて９月には帝国鉄道庁向け橋桁の
製造を開始した。
　明治４０年１１月、この工場初の鉄道
車両「木製電動客車」（３両）が完成し、
南海鉄道（株）（現南海電鉄（株））に
納入した。
　明治４２年、兵庫分工場の鉄道部で
は鉄骨造りの機関車工場を完成させ、
機関車製造の生産基盤を確立させた。
そして明治４４年、鉄道院から受注した
「６７００形蒸気機関車」全１２両が完成し、
納入した。これは、機関車国産化計画
における民間での最初の製造であった。
なお、この機関車には、川崎造船所本
社製缶工場で製作した最初の機関車
用ボイラが搭載された。

　１００年目の兵庫工場（大正２年（１９１３
年）に兵庫分工場から改称）は敷地面
積が約２２万３，０００ｍ2に拡大し、最新設
備を整えたわが国有数の車両製造工
場となっている。
　その一例。アルミ構体組立ラインでは、
部材加工、新幹線車両の側構や屋根構、
台枠などのブロック組立から構体完成ま
でがシステマティックに進められており、
アルミ新幹線車両の日産１両体制が確
立している。加えて兵庫工場では、可能
な限りムダを排除し、人・物・設備を合理
的に活用する生産システム、ＫＰＳ（カワ
サキ・プロダクション・システム）を導入し
て生産性向上を図っている。
　そして今進めているのが「最新設備
の導入などによるさらなる増産体制の整
備」（川崎重工車両カンパニー生産本
部生産技術部  会沢英樹部長）だ。

　たとえば、ステンレス車両が対象の大
型レーザー溶接装置。レーザー溶接は
溶接痕が残らない、自動化で作業が早
く溶接品質が均一化するなどの特長が
あり、凹凸の少ないステンレス車両の生
産体制を構築。すでに、西日本鉄道（株）
とＪＲ東日本向けにレーザー溶接による
車両の納入実績がある。

　台車枠の溶接部を研磨するグラインダー
ロボット（カワサキロボット  ＦＳ４５Ｎ×２台）
もユニークだ。溶接部の盛り上がり具合
をロボット自身が測定し、アーム先端にセッ
トしたグラインダー（円盤砥石）を巧みに
コントロールして曲線部も含めて研磨する。
１日に台車４台分（車両２両分）の研磨
が可能という。

　こうした最新装置の導入とともに、鉄
道車両の駆動部分である台車の一貫
生産ラインの整備も進んでいる。１０棟あ
る車体をつくる構体工場のうちの２棟が、
２００５年春から台車工場へ切り替えら
れつつある。
　台車新工場のラインは、溶接組立、焼

鈍・塗装、機械加工の各工程が作業順
に一直線に並んでおり、工程間の製品
の受け渡しがスムーズで、未完成品が
工程間に滞留しにくい。作業員の移動
距離はおよそ３分の１に縮まる。台車新
工場では、台車が完成するまでの期間
を今の２か月から１か月に半減させられ
るという。これにより、兵庫工場の台車生
産能力は、２００７年度末には５０％増の
年産約２，０００台体制となる。

　川崎重工が、仏・アルストム社と６６０両
（ベース契約）を共同受注したニューヨー
ク市交通局向けの地下鉄電車は、台車
はすべて当社が担当する（後述）。オプショ
ン契約１，０４０両分を加えると、３，４００台
の台車を製造することになる。台車新工
場はこうした海外などからの活発な受注
に対応するものである。
　今、兵庫工場では、台湾・台北市向け
地下鉄車両（ステンレス鋼製）が１日１両
のピッチで完成し、中国・広州市向け地
下鉄車両（アルミニウム合金製のリニア
メトロ車両）の構体製作が進み、また、中
国の在来線高速化プロジェクト向け中
国国産化車両用構体の製作も進行中
－工場は活気に満ちている。

１００年前、運河分工場から始まった
官営神戸工場で造られる
蒸気機関車が刺激に

最初に完成させた鉄道車両は
「木製電動客車」

そして１００年、兵庫工場は、今
最新装置などの導入で進む
増産体制の整備

台車は年産能力２，０００台を
目指して整備
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リンカーン車両工場ではボストン向け２階建て
客車の製造も行なわれている。

ＫＲＣヨンカース工場の外観。

ヨンカース工場で改修を待つ電車。

リンカーン車両工場では現在、兵庫工場、ヨンカース工場と連携して、ニューヨーク市交通局向け次世代地下鉄電車「Ｒ１６０」の製造が進んでいる。

ＫＭＭリンカーン工場
内の車両工場（米国
ネブラスカ州）。車両
の一貫製造ができる
工場で、１日１両の生
産が可能だ。

　運河分工場から出発して１００年
－現在、川崎重工はわが国の車両
製造のトップメーカーで、世界でも４、５番
手の地位にあり、製造する車両は世界
に向けて送り出されている。
　川崎重工の車両事業の海外展開は、
戦前を除けば１９５６年、アルゼンチン向
けの電動車（４０両）に始まる。その後、
アルゼンチンやブラジル、チリなど南米向
けの案件が続いた。
　１９８０年代に入ると、米国からの受注
が始まり、急増していく。
　米国では、１９７９年にフィラデルフィア（サ
ウスイースト・ペンシルヴァニア運輸公団）
の路面電車（１４１両）の受注を皮切りに、
１９８０年にフィラデルフィアの地下鉄電
車（１２５両）、１９８２年にニューヨーク（市
交通局）のＲ６２地下鉄電車（３２５両）、

１９８７年にニューヨークのＲ６８Ａ地下鉄
電車（２００両）などと続いた。また、１９８９
年のボストン（マサチューセッツ港湾運
輸公社）向け２階建て客車（７５両）など
２階建て客車の納入実績も少なくない。
　これまで、海外向け車両の受注累計
は他社との共同受注を含めて約５，２００
両で、このうちニューヨーク市交通局向
け地下鉄電車は累計で約１，６００両あ
り、米国からの受注累計は約２，６５０両と
なっている。

　１９８５年、川崎重工は米国に現地法人
Ｋａｗａｓａｋｉ Ｒｏｌｌｉｎｇ Ｓｔｏｃｋ（ＵＳＡ）， Ｉｎｃ．
を設立し、１９８９年にＫａｗａｓａｋｉ Ｒａｉｌ Ｃａｒ， 
Ｉｎｃ．（ＫＲＣ）に事業を継承した。ＫＲＣ
のヨンカース工場は、ニューヨーク市に隣
接したヨンカース市のインダストリアルパー

ク（工業団地の一種）にあり、ニューヨー
ク市交通局向け地下鉄電車などの最
終艤装や整備・調整、引き渡し、改修工
事などに地の利を活かして取り組んで
いる。
　２００２年にはＫａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ 
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ  Ｃｏｒｐ．，  Ｕ．Ｓ．Ａ．（ＫＭＭ）
リンカーン工場（ネブラスカ州）内の車両
工場が本格的に稼働を開始した。
　リンカーン車両工場は、工場建屋の
幅が約８０ｍ、長さが約５００ｍもあり、長
大な生産ラインが配置されている。構体
製作から車両完成までの一貫生産で、
１日１両の生産が可能。米国最大クラス
で最新の車両工場である。

　現在、川崎重工は米国で、２００２年に
ニューヨーク市交通局から受注した次
世代のＲ１６０地下鉄電車の製作を進め
ている。この案件は仏・アルストム社との
共同受注で、オプションを含めると総計
１，７００両となるが、川崎重工はベース契
約６６０両のうち２６０両、オプションが発
効された場合はその４割の製作を担当
する。また、台車（オプションを含めて総
計３，４００台）は川崎重工がすべてを製
作する。
　Ｒ１６０は、設計や試作車、また端部台枠、
台車枠などの一部部品の製作を兵庫
工場、構体製作と艤装の一部をリンカー
ン車両工場、最終艤装と試験などをヨン
カース工場が担当といった具合に、３工
場が密接に連携して生産を進めている。
今回受注したＲ１６０の納入が完了（オ
プションの最終納期は２０１０年の予定）
すると、ニューヨーク市交通局向け地下
鉄電車では、川崎重工が最も多くの両
数を納入することになる。

　「当社はＲ１６０のエンジニアリングリー
ダーでもあり、こうしたことは、これまでの
ニューヨーク市交通局向けの豊富な納
入実績と技術力、信頼性が高く評価さ
れた結果といえます」（川崎重工車両
カンパニー営業本部海外営業部  原田
琢磨参事）
　米国では近年、環境への影響が少な
い交通手段として鉄道が再評価されて
おり、大規模な新線プロジェクト、既存車
両の代替や輸送力増強に関するプロジェ
クトが増えてきている。また、都市部の地
下鉄路線の増強、更新や、都市近郊か
らの通勤路線の快適化などに伴う地下
鉄電車、２階建て客車の発注が増加し
ている。
　３つの工場が力を合わせて対応する
案件が、今後も増えそうである。

　米国の場合、受注した車両はすべて
完成車で納入するが、そうでないケース
もある。

　台湾・台北市政府捷運工程局（台北
ＤＯＲＴＳ）から受注した地下鉄電車
（３２１両、最終納期は２００９年度）は、
「１５９両を兵庫工場で製作して完成車
として納入し、残りは工業合作プログラ
ムに従い、現地の協力会社で現地生産
します」（原田参事）
　また、中国広東省の広州市地下鉄道
総公司（広州地下鉄）から受注した、リ
ニアモータ駆動式地下鉄車両（３００両、
最終納期は２０１０年）の場合は、設計製
作は川崎重工と中国山東省青島市の
南車四方機車車輌股　有限公司（四方）
の合作で行なわれる。川崎重工が構体
設計を行なったうえで、当社からの技術
供与および製作支援により、四方が艤
装設計および製作、試験・検査を行なう。
最初の１２編成４８両は当社が構体を供
給し、四方が艤装を行なうが、以降は構
体製作から四方が行なう予定。
　さらに、川崎重工は四方と共同で、中国・
鉄道部から在来線高速化プロジェクト
向け鉄道車両４８０両（最終納期は２００７
年度）を受注している。これは、ＪＲ東日
本のＥ２系－１０００番代新幹線電車を
ベースとした、時速２００ｋｍ対応の車両
であり、中国向けに設計変更などを行なっ
たうえで、完成車両（３編成２４両）とノッ
クダウン車両を製作・供給する。その後、
四方が当社からの技術供与により国産
車の製作・納入を行なう。
　これらは、川崎重工の長い経験と進
取の精神で培われた技術力、信頼性が
評価されての受注であるが、こうしたケー
スに見られるように、川崎重工の車両事
業の海外展開は、各国の市場特性に
合わせてビジネススタイルを多様化させ
ながら、これから一層加速化していくこと
が予測される。

●パナマ運河と電気機関車●
　パナマ運河（パナマ共和国・パナマ運河庁
が管理）は、太平洋と大西洋を結ぶ全長約６２
ｋｍの閘門（水門階段）式人工運河で、３か所
に閘門が築かれ、海抜差が約２６ｍある運河
地帯での船舶の航行を可能にしている。閘門（太
平洋側２か所、大西洋側１か所）では、専用の
電気機関車が通過船舶の牽引・曳航を行ない、
船舶の円滑な航行を補助している。
　川崎重工は１９８１年から１９８６年にかけて、
この電気機関車１５両を製作した。ステンレス
鋼製車体で、５０％（約２７度）の急勾配を走行
するため歯車式走行装置を備えている。さらに、
１９９９年から２００６年にかけて、さまざまな改善

を織り込んだ電気機関車の完成車８４両、ノッ
クダウン車１６両の合計１００両を納入した。
　こんな所にも川崎重工の車両技術が活きて
いる。

●開業待たれる、台湾高速鉄道●
　台湾高速鉄道（台灣南北高速鐵路）は、台
北－高雄間（約３４５ｋｍ）を最高時速３００ｋｍで
走行し、最速１時間３０分で結ぶ。日本の新幹
線システムが海外で採用された初めてのケー
スで、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・製作した。車両は、ＪＲ

東海とＪＲ西日本が共同開発した「７００系新幹
線車両」をベースにした「７００Ｔ型車両」で、車
両数は３６０両（３０編成）。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）とともに完納している。
　現在、高速走行試験が行なわれており、１日
も早い開業が待たれている。

加速化する、海外展開

海外向け車両の受注累計は
約５，２００両

米国のヨンカースと
リンカーンに現地工場

兵庫工場と米国のふたつの工場が
密接に連携

広がる海外展開－
国によって異なる納入形態
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車体動揺防止装置のアクチュエータ。 空気抵抗増加装置。

車体傾斜の有無による超過遠心力

乗り心地劣化の要因と
アクティブ制携制御システムの概念

　鉄道の歴史は、そのままスピードアップ
の歴史といっても過言ではない。もちろん、
安全や乗り心地、環境への配慮などが
前提であることはいうまでもない。
　たとえば、１９６４年開業の東海道新幹
線「ひかり」の最高速度は時速２１０ｋｍ。
いきなり世界最速列車となり、欧米先進
国にショックを与えた。しかし、仏のＴＧＶ
など時速３００ｋｍを目指した車両が欧州
に登場すると、１９８５年、上越新幹線「や
まびこ」が時速２４０ｋｍ運転を開始し、
翌年、「ひかり」の最高速度が時速２２０
ｋｍになる、といった具合にスピードアップ
への挑戦が加速。１９９０年に上越新幹
線「あさひ」が路線の一部で時速２７５
ｋｍ運転を始め、１９９７年には５００系「の
ぞみ」が、山陽新幹線内で国内初の時
速３００ｋｍ運転を実現－。
　では、鉄道の国内最高時速は？
　１９９６年７月、ＪＲ東海の高速試験車
両「３００Ｘ」が米原－京都間で記録した
４４３ｋｍである。初代新幹線の実に２倍
以上のスピードだった。

　こうしたスピードアップは、なぜ可能になっ
たのだろうか。「ひとつには、車両構体の
軽量化があげられるでしょう」（川崎重

工車両カンパニー技術本部プロジェクト
設計部第一プロジェクト設計課  永田
一行課長）
　ＪＲ東海・東海道新幹線の１００系車
両（１９８５年に運行開始）の構体（鋼製）
は重量約１０．３ｔ。これに対して１９９２年
運行開始の同３００系「のぞみ」（アルミ
ニウム合金製）は同６．５ｔで約４ｔも軽い。
１００系車両の最高時速は２２０ｋｍだが、
３００系車両は同２７０ｋｍ。車両が軽くな
れば、速度向上が図れるとともに、沿線
騒音や振動が軽減されるのだという。
　では、スピードアップの要求に対し、川
崎重工の技術陣はどのような技術開発
で対応しているのだろうか。最先端の事
例をいくつかあげてみよう。もちろん、鉄道
技術の研究開発は車両メーカーが単独
で行なえるものではなく、実際に運行する
鉄道会社との連携による共同開発など
のケースが多いことをお断りしておきたい。

　列車が高速でトンネルに突入すると、
トンネル内の空気が圧縮され、反対側の
出口付近で「ドーン」という衝撃音が発
生する。トンネル微気圧波と呼ばれるも
ので、その際に引き起こす振動や騒音
が環境問題のひとつになっている。トン
ネル微気圧波は、スピードが速くなれば
なるほど強くなることが知られている。
　対策は地上側と車両側にある。地上

側では、先頭車がトンネルに突入する際
に巻き込む空気を少なくするための緩
衝工（トンネルの入口を手前に延ばした
形の筒）の改良などがある。
　車両側では、先頭部分を長くし、断面
積を小さく、しかも断面積変化を極力な
だらかにすることだが、これだけでは客
席スペースが減ってしまう。そのため、客
室定員を維持しつつ先頭部の断面積
分布を最適化しなければならない。
　この問題解決のために川崎重工が
開発した、ＣＦＤ（計算流体力学）と最適
化シミュレーション（遺伝的アルゴリズム
ＧＡ）を組み合わせ、数千パターンにも及
ぶ断面積分布の中から最適なものを、
数値シミュレーションにより自動的に導き
出せる手法は、他にない独自のものである。
この最適化手法を用いれば、高速化した
車両でも客室定員を減らすことなく、微
気圧波を抑えた先頭形状を実現できる。

　一般的に鉄道車両のカーブ通過速
度は、直線通過速度より低く制限されて
いる。高速でカーブを通過すると、カーブ
の外側に向かって遠心力が働き、安全
性や乗り心地に問題が生じるからだ。
　この課題に対して、川崎重工が開発・
実用化したのが空気バネストローク式車
体傾斜制御システムである。曲線半径
と速度に応じて台車と車体の間に設け

た空気バネに空気を送り込み、車体を
内側に傾けるのでカーブを不快感なしに、
しかも高速で走行できる。

　鉄道車両は高速化すると、軌道の歪
みや車体周囲に作用する空気力により
上下、前後および左右に振動が同時に
発生する。中でも、左右方向の振動は
乗り心地に与える影響が大きい。この揺
れに対しては、台車と車体の間にアクチュ
エータ（駆動器）を設置し、揺れと反対
方向の力を出す制振制御が使われて
いる。これまで、空気圧式や油圧式など
が実用化されているが、川崎重工が新
たに開発したのが「電磁式」である。
　アクチュエータの電磁石コイルに流す
電流を調整し、永久磁石が付いた可動

子を左右にすばやく動かして車体の左
右の揺れを打ち消す仕組みだ。揺れは、
車体に設置した加速度センサが感知し、
どの方向にどのくらいの力をかければよ
いかをコンピュータが計算して瞬時に装
置に指示を出す。この電磁式アクチュエー
タの反応速度は０．１秒以下で、非常に
短い周期の揺れも軽減できる。

　高速鉄道は地震などの災害時、安全
のため“すばやく止まる”ことが求められ
る。そのための装置が空気抵抗増加装
置である。緊急停車の際、電気ブレーキ・
機械ブレーキのほか、通常は車体に格
納しているアルミ製の板を車外に押し出

し、空気抵抗を増やして停止距離を短く
する。この装置を使うと停止距離が約
５００ｍ短くなる。この装置は、実験中の
超電導磁気浮上式鉄道（リニア車両）
にも装備されているが、実用化されれば
鉄道車両では世界初とのことである。
　車両が走行中に発生し、路盤面や防
音壁内側から反射してくる騒音を吸収し、
沿線騒音の低減を図るのが車体下部
吸音構造だ。川崎重工が開発した騒
音を吸収するパネルを車体下部のほぼ
全面に取り付ける。
　このほか、高速車両用台車、さらなる
軽量化構造、車内騒音低減など、スピー
ドアップの先端ではさまざまな研究開発
が着実に進められている。
　より速く、より安全で、より快適な走行を
目指して－。

　ＪＲ東海とＪＲ西日本が共同開発した
東海道・山陽新幹線の新型車両「Ｎ７００
系」の開発コンセプトは、“東海道・山陽
新幹線直通用車両として最新・最速・
最良の車両”で、最高速度は時速２７０
ｋｍ（山陽区間は時速３００ｋｍ）である。
　時速３００ｋｍ運転に対応した最適な

先頭形状（エアロ・ダブルウイング形）で、
定員や居住性を確保しつつ、トンネル突
入に伴う微気圧波の発生を抑制するこ
とが可能だ。また、車両間に全周ホロを
採用、床下機器の低騒音などにより車内・
車外騒音の低減を図っている。空気バ
ネ式の車体傾斜システムの採用により、
乗り心地を保ちながらカーブを減速せず
に走行できる。車体や台車の軽量化、
車体配線の削減などにより車両重量低

減を図っている。２００７年夏に営業運転
開始の予定。 　ＪＲ東日本が、世界最速の時速３６０ｋｍ

での営業運転を技術上の目標として
開発を進めている新幹線試験車両に、
新幹線専用の「ＦＡＳＴＥＣＨ  ３６０Ｓ」と、
秋田新幹線など在来線直通タイプの
「ＦＡＳＴＥＣＨ ３６０Ｚ」がある。レールと車
輪間の粘着現象のように、時速３５０ｋｍ
超の領域ではまだ十分に解明されてい
ない現象を解明するための試験装置と

しての機能も盛り込まれている。
　トンネル微気圧波対策として、川崎重
工が開発した先頭形状最適化手法によっ
て先頭形状をデザイン。また、空気抵抗
増加装置や空気バネ式車体傾斜装置、
左右の揺れを軽減する電磁式車体動
揺防止装置、車体下部吸音構造などさ
まざまな新技術を装備。両タイプの試験
車両とも時速４００ｋｍレベルまでの速度
向上試験を含め、さまざまなパターンの
走行試験を実施している。

スピードアップ・快適走行、その先端へ

進化する新幹線、その先端は

鉄道の国内最高速度は
時速４４３ｋｍ

トンネル微気圧波を抑える
川崎重工独自の技法

ひとつは車両の軽量化が
もたらした高速化

Ｎ７００系

ＦＡＳＴＥＣＨ  ３６０
（ファステック  ３６０）

乗り心地を向上させる
「車体動揺防止装置」

「空気抵抗増加装置」と
「車体下部吸音構造」

カーブを高速で通過できる
「車体傾斜装置」
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新幹線のスピードは、 開業時の「ひかり」の最高時速２１０ｋｍが 「やまびこ」（２００系）の同２４０ｋｍ、
「やまびこ」（Ｅ２系）が同２７５ｋｍ、「のぞみ」の同３００ｋｍへと変遷してきた。
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　川崎重工の塗装ロボットは発売以来約３０年間、
国内のトップシェアを維持しており、中でも、防
爆塗装ロボット「Ｋシリーズ」は、自動車業界を
はじめとして幅広い業界で活躍している。
　ところで、「防爆」は文字通り爆発あるいは
火災を防ぐことをいう。爆発や火災は、燃える
ものと、火花や火を起こす源（着火源）があり、
燃えるものに火花や火がつくと発生する。した
がって、爆発・火災を防ぐには、「燃えるものと
着火源を同じ環境に置かない」「着火源の着
火能力をなくす」「燃えるもの（たとえば可燃
性ガス）の濃度を低くして発火しないようにする」
などの方法がある。

　ロボット容器内部の圧力が故障などで低下
した場合は、あるいはそういう場合こそ圧力監
視装置、あるいは排気口開閉装置は作動する
必要がある。しかし、少しでも外部の可燃性ガ
スが入り込んでいると、これらの装置の起動に
も危険が伴う。その場合は、ロボットコントロー
ラに設けた、これらの装置への供給電力を低く
抑える回路に切り替えて、火花の発生を防ぐ。
これは「着火源の着火能力をなくす」方法で、
これを本質安全防爆構造という。
　本質安全防爆構造は、ロボットアームの位置
を検出し、ロボットが自分の位置を見失わない
ための装置である位置検出器にも用いられて
いる。ロボット容器内部の圧力が低下した場合
は、ロボットコントローラ内で位置検出器への
電力供給の回路が本質安全防爆の回路に切り
替わり、安全に現在位置を記憶できるようになっ
ている。

　塗装ロボットが活躍する塗装場の空気は、塗
料に含まれている有機溶剤が気化したガスと
混合し、可燃性になっていることが多い。この
環境の中に電気機器を置き、スイッチなどが火
花を発生させると爆発につながる。
　ロボットアームには電動モータなどの電気
機器を使用しており、この電気機器が火花を発
生させると危険である。「Ｋシリーズ」はイラス
トのように、ロボットアーム自体を容器構造に
して、その中に電気機器を内蔵している。そして、
容器内部の圧力が外部より少し高くなるよう、
容器に空気を封入することで、外部の可燃性
ガスが容器に入り込まないようにしている。つ
まり、「Ｋシリーズ」の防爆対策は、「燃えるもの
と着火源を同じ環境に置かない」が基本。内圧
を高めることで燃えるものと着火源の接触を
避けるので、内圧防爆構造という。
　万が一、容器内部の圧力が低下した場合は、
圧力監視装置が直ちに検知して電気機器への
電力供給を停止し、ロボットを止める。

●ホース内蔵アーム
Ｋシリーズの３Ｒ手首タイプロボット（手
首の３か所が回転する）では、エアガ
ンなど塗装用ツールへの塗料やエア
の供給用ホースを上部アーム内部
に通すことで、ホースに付着したゴミ
などが塗装品に付着する塗装不良を
防止している。同時に、ホースと周囲
との干渉をなくしている。

■イラストのモデルは、
　カワサキロボット「Ｋシ
　リーズ」の「ＫＦ２６３」
　です。

●空気の供給口と排気口
ロボットは停止中に、容器構造の内部
に可燃性ガスが侵入する可能性がある。
そこで、電源を入れると、まず、排気口を
開け空気を供給し、容器内部を換気する。
換気後、排気口を閉じ、外部に対して本
機種（ＫＦ２６３）では０．１気圧以上を保つ
ように空気を供給している。この状態を
圧力監視装置で監視し、この状態が維
持されている間は電力を供給してロボッ
トを作動させることができる。

●付帯装置
さまざまな形状・サイズの
ワーク（塗装すべき部品・
装置など）に対し、搬送、
回転を行なう装置を用意
している。ロボットコントロー
ラでサーボ制御すること
により、高精度の動作と
ロボットとの同期動作を
させることができ、高い塗
装品質を得られる。また、
自動車や建設機械など
の大型ワークに対しては、
ロボット全体をスライド走
行させる走行装置を用
意している。
※このイラストは、中型ワーク塗装
セル「サーボスピナー」で、ライ
ン上でワークを位置決めでき、
また、テーブルを回転させなが
ら連続回転塗装が可能である。

●塗装機制御盤
複雑なワーク形状に合わせて
塗料の吐出量などを制御する。
制御の中心はロボットコントロー
ラが行なっており、ロボット動作
に同期させることができ、高い
　　塗装品質を得られる。

●制御部
ロボット本体だけではなく、付帯
装置や塗装機器を制御する機
能を備えている。また、ロボット
の内圧を監視し、内圧が低下し
た場合はロボットへの電力供給
を遮断する機能、圧力監視装
置などには本質安全防爆回路
を備えている。

■カワサキ防爆塗装ロボット「Ｋシリーズ」のラインアップ
川崎重工は、ロボットだけではなく、ロボット走行装置、ワーク搬送、回転装置などのロボット付帯装置、塗装ガンなど
を制御する塗装機制御盤、塗装ラインの管理をするライン管理盤まで提供しており、トータルシステムのサプライヤー
として高い評価を得ている。

ＫＦ１２１　　　　   ＫＦ１９２　　　　　   ＫＦ１９３　　　　　  ＫＦ２６２　　　　　 ＫＦ２６４　　  ＫＥ６１０ＨＫＦ２６３ 自動車ボディ塗装ライン  写真提供：マツダ（株）

●フロアコンベア

●塗装ブース

●サーボスピナー
●防爆塗装用ロボット

●エア供給口

●エア排気口

●塗装、エア供給用ホース

●圧力監視装置（内蔵）

●手首回転減速ギアボックス

●上下駆動減速機

●上下駆動モータ

⑤回転駆動モータ

⑥回転駆動モータ

④回転駆動モータ

ベースユニット

●旋回駆動モータ

●旋回駆動減速機

ロータユニット

下部アームユニット

●前後駆動減速機

●前後駆動モータ

②前後（１７０°）

上部アームユニット

③上下（１７０°）

リストユ  ニット

⑥回転
   （８２０°）

⑤回転
   （１，４４０°）

④回転（１，４４０°）

①旋回（３００°）

イラストぎじゅつ入門―63

幅広い業界で活躍する
「Ｋシリーズ」

着火能力を抑える回路へ
切り替える

容器内部の圧力を高くする
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現 場 を 訪 ね て

カワサキワールド（神戸市）がぎっしり

10 Kawasaki News 143　2006/7 11



「カワサキワールド」では現
在、約３５名の川崎重工の
ＯＢがボランティアとして補
足説明や場内整理などの
活動を行なっている。

神戸海洋博物館内に新設
されたミュージアムショップ。
ここだけにしかないカワサキ
グッズなどが人気を呼んで
いる。

「カワサキワールド」は神戸海洋博物館内に
整備され、多くの来館者で賑わっている。

５月１７日、関係者のテープカット
でオープンした。                              
ウェルカムゲートに近いヒストリー
コーナー。

鉄道模型を走る模型電車のモニター
カメラを操作する子供たち。
ルービックキューブを鮮やかに完成させ
るパフォーマンスロボット。
油圧モータを利用した川崎重工オリジ
ナルのゲームに熱中する子供。

実物の新幹線の運転席に座り、運転士
の気分を満喫できる。

興奮冷めやらぬ２人。２７人乗り大型双発ヘリコ
プターの実機に乗り込んだ感想は？

海のゾーン・「船のシアター」の大画面。船の進水の仕組み
などが迫力ある画面で分かりやすく紹介される。

　５月１７日のオープニングセレモニーで、
雅元会長が

　「『カワサキワールド』では当社の歩ん
できた歴史をはじめ、それぞれの時代に
最先端の技術を駆使し、社会の発展に
貢献してきた製品群をご紹介しておりま
す。製品をご覧いただくだけではなく、楽
しく学び、そして遊びながら『技術の素
晴らしさ』、『ものづくりの大切さ』を実感
していただきたいと思います。」
　と挨拶。 会長と井戸敏三兵庫県
知事、矢田立郎神戸市長らがテープカッ
トを行なった。
　「カワサキワールド」があるのは、神戸・
メリケンパークの神戸海洋博物館内。

開館１９年を迎えた神戸海洋博物館では、
１階の大展示室（床面積約２，０００ｍ2）
のより一層の有効活用を目指してその
運営者を公募した。
　「これに応募した当社の企業ミュージ
アム案は企業ＰＲだけでなく、学校・社会
教育への寄与や地域社会に貢献でき
る公共性の高い提案として評価された
のです」（川崎重工総務部総務課 鳥居
敬課長）
　神戸が発祥の地である川崎重工は、
極めて神戸にゆかりが深い。また、陸・海・
空の総合輸送機メーカーの製品の展示、
映像の活用などにより、市民や観光客を
はじめ、子供たちにとってもみて、乗って、
ふれることができ、楽しく、ものづくりの大
切さが実感できる施設である、が大きな
選定理由である。

　ともあれ、「カワサキワールド」をのぞい
てみた。
　ウェルカムゲートを入ると、目の前に大
画面。疾走する船や鉄道車両、モーター
サイクル、飛行する航空機の映像がスク
リーンいっぱいに迫り来る。そして、製品
が現実の姿から近未来デザインへＣＧ
で変化する。入館者の期待、好奇心が
高まる一瞬だ。

　次へ進むと、まず創業者紹介コーナー。
創業者・川崎正蔵、初代社長・松方幸
次郎を紹介。松方幸次郎が、ヨーロッパ
で収集した美術品の「松方コレクション」
に関するエピソードが興味深い。
　続いて、ヒストリーコーナー。豊富な写
真と製品の実物や模型で、川崎重工グ
ループの１世紀以上にわたる事業を年
代別に紹介している。製品紹介文に「わ
が国初」や「世界初」と記されたものが
少なくない。川崎重工グループの歩みが、
そのままわが国の製造業の歩みと重なっ
ているのが分かる。
　さらに、円筒形のシアター内にパノラ
マ映像（６つの大画面）を映し出すカワ
サキワールドシアターでは、その多彩な製
品群が、ダイナミックな音響とともに紹介
される。

　モーターサイクルギャラリーには歴代
のカワサキの名車がずらり。モトクロス大
会で“赤タンク旋風”と恐れられた「Ｂ８Ｍ」
（１９６３年）、世界初の空冷４ストローク

ＤＯＨＣ並列４気筒エンジンで、世界最
強モデルとされた「Ｚ１」（１９７２年）、世
界の“バイク  オブ  ザ  イヤー”の栄誉に
輝いた「ＧＰｚ９００Ｒ」（米国モデル名は
Ｎｉｎｊａ、１９８３年）、さらには空前のヒット
作となった「ＺＥＰＨＹＲ」（１９８９年）など、
３０台が年代順に展示されている。「モー
ターサイクルにまたがろう体験コーナー」
もあり、学生などが喜色満面で乗車感を
体験していた。
　海のゾーンの「船のシアター」では、船
舶の建造工程と進水の仕組みをＣＧを
交えた３面マルチ映像で学べる。１０台
のカメラで追った船台方式の華やかな
進水式の映像が迫力満点で、満員の
盛況ぶり。
　陸のゾーンには、初代新幹線「０系新
幹線電車」の先頭車両（１２ｍ分）とその
台車の実物、空のゾーンには、２７人乗り
大型双発ヘリコプター「ＫＶ‐１０７Ⅱ型」
の実機が展示されており、運転席や操
縦室も見ることができる。
　ところで、こんな大きな物をどのように
建物内に搬入したのだろうか。「実は博
物館の壁の一部を壊して、ようやく搬入
しました」（鳥居課長）という苦心の裏
話も、パネルでちゃんと紹介されている。
　長さ約１３ｍにもおよぶ鉄道模型コー
ナーでは、川崎重工がこれまでに製造し
た各種鉄道車両の模型が走り回る。先
頭車両に搭載されているカメラからの映
像が映し出されるモニターもあり、小さな
鉄道ファンが食い入るように見つめていた。

　体験といえば、パイロット気分で神戸
空港での離発着を体験できるフライトシミュ
レーター、建設機械に使われる油圧機
器を利用したゲームなどがあってそれぞ
れ行列ができる人気。また、館内には、
科学技術などに関する知識を試し、習
得できるパソコンによる「カワサキワール
ドクイズ」（陸編・海編・空編）が各所に
設置されており、子供たちが頭をひねっ
ていた。
　自動車の組立などに利用される最新
型の産業用ロボットを腕に使用したパ
フォーマンスロボットは、来館者が設定し
たルービックキューブを、例えば「３０手で
完成させる」と宣言し、その通りに完成さ
せて拍手を受けていた。

　「カワサキワールド」は、子供から大人
まで世代を越えて楽しめるミュージアムだ。
オープンして約１か月半で来場者３万人
を突破し、人気も上々である。
　「『カワサキワールド』は老若男女が
楽しく体験し、学べるミュージアムです。
一人でも多くの方にご来館いただきたい
と願っております」（カワサキワールド  
三浪晴生ゼネラルマネージャー）

■カワサキワールド
所 在 地／神戸市中央区波止場町２‐２
　　　　　神戸海洋博物館内
開館時間／１０時～１７時（入館は１６時３０分
　　　　　まで）
休 館 日／月曜日（月曜日が祝日の場合は
　　　　　翌日）・年末年始（１２／２９～１／３）
入 館 料／大人５００円
　　　　　小・中学生２５０円
　　　　 （海洋博物館入館料に含まれて
　　　　　います）

現 場 を 訪 ね て

神戸海洋博物館内に完成、

５月１７日にオープン

川崎重工グループの歴史は

わが国製造業の歴史

モーターサイクルの歴史を創った

名車がずらり

パイロット気分の

フライト体験などに歓声

「一人でも多くのご来館を

願っております」

“技術のカワサキ”をみて・ふれて・体感できる－
川崎重工グループの企業ミュージアム
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龍御前神社の背面の龍の岩付近から見た町並み。

龍御前神社（手前が本殿で、後ろが奥の院）。
生活物資などを運んできた北前船の守り神
といわれる。

往時、石見銀山の石工が山裾の岩盤を削っ
てつくったという平地。倉庫として利用してい
たようだが、現在は使われていない。

温泉旅館や町家が並ぶ温
泉津地区のメインストリート。
町並みはじりじりと蒸すような
暑さにあえいでいるようだった。

“震湯”の別名を持つ薬師湯の旧館。「震湯ギャ
ラリー」として親しまれている。

　２００５年１０月に大田市と合併して大田市温泉
津町となった旧温泉津町は、島根県のほぼ中央
に位置している。
　町の温泉津地区は“温泉のある港町”で、元
湯と薬師湯のふたつの源泉があり、温泉津港が
ある。温泉津地区は、狭くて急傾斜の山肌が背後
に迫っている谷筋に、山裾の岩盤を削ってわずか
な平地を確保しているのが特徴だ。この狭い地域
に、江戸時代から昭和初期にかけて建てられた町家、
ふたつの源泉を中心にした温泉旅館や洋風建築、
寺社などが密集している。
　建物は、時代とともに多少は変遷してきたが、
道や寺社の配置など基本的な町割りは元禄５年
（１６９２年）の「町絵図」とほとんど変わっていない、
と大田市教育委員会ではいう。

●
　温泉津地区は、大永６年（１５２６年）から本格的
な採掘が始まった石見銀山の開発とともに形成さ
れ、発展した。とりわけ毛利元就が、銀山と温泉津
を直轄地とした永禄４年（１５６１年）の石見支配か
ら港と町並みの整備が進んだ。元就は温泉津を
非常に重要視し、当時“温泉銀山”の名称が使
われたほどだった。温泉津は銀の搬出と銀山で消
費される物資の水揚げ港として機能し、多くの商
人が往来した。問屋、小売商も増加し、町並みは

飛躍的に発展した。
　江戸時代になると銀山は徳川幕府の直轄となり、
慶長から承応年間（１６００～１６５３年）が銀の産
出量の最盛期だったという。

●
　温泉街を歩く。
　温泉旅館は１０軒余り。高層の建物はほとんど
なく、せいぜいが３階建てだ。温泉旅館と温泉旅
館との間にみやげもの屋や町家が建っている。
　温泉街通りの入口近くに龍御前神社がある。
北前船など船乗りの守り神だ。岩山にある奥の院
にのぼる。背面の突き出た岩の形が龍のようだと
いうのでこの神社名が付いたとか。温泉街の港方
面を見下ろす。真夏の太陽の下で、ひなびた温泉
街は暑さにあえぎながら静かにたたずんでいた。
　龍御前神社の並びの空き地には、山裾の岩盤
を削った名残が見られる。岩盤を削り、削り残した
柱に屋根をかけ、倉庫に利用したようだ。町の人
の話では、こうした工事に、石見銀山の石工の腕
が振るわれたという。

●
　薬師湯は、明治５年（１８７２年）の浜田地震の
時に湧き出たことから“震湯”の別名がある。旧
館は大正８年建築の洋館で、大正ロマンを今に伝
えている。

たつのごぜん

いわ み ぎんざん

ゆ　の  ぎんざん

たつのごぜん

しん  ゆ

［歩いて・見た・歴史の家並み］－⑩

大田市温泉津町

（島根県）

元禄年間の町割りそのままの“温泉のある港町”

温泉津

広島県

島根県

日本海
大田市

松江市

おお　  だ ゆ の つ
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かつての銀山街道への石
の道標。
石見銀山（柵内）と温泉津
の間を結んだ銀山街道。鬱
蒼たる樹林に覆われて、うね
うねと歴史の古道が続いて
いる。
石見銀山（柵内）に残る龍
源寺間歩（坑道）の入口。
銀の産出量は江戸時代に
最盛期を迎えたという。

「やきものの里」に復元された登り窯。
付近には温泉津焼きの窯元が３軒ある。

灯が入ったメインストリート。
空気はまだなま温かいが、
なかなかの風情を醸し出し
ている。

元湯１９代目の
湯主・伊藤昇介
さんの住居の
上がりかまちに
は、安政６年の
建築という風格
が漂う。
元湯の全景。
幅広い効能が
あると伊藤さん
は話す。

温泉津地区に残るなまこ壁
の屋敷。４００年の歴史があ
るという。
沖泊港。石見銀山を毛利
氏が支配した時代、銀の積
み出しと物資補給が行なわ
れた港である。

　元湯は、１，３００年前の発見とか。かつては湯治
場として評判が高かった。隣接して建つ元湯の湯
主・伊藤昇介さんの自宅は、「安政６年（１８５９年）
の建築」（伊藤さん）だという。時代を経た暖簾に
得も言えぬ情緒があり、上がりかまちの縁や天井
の大きな梁が重厚な雰囲気を漂わせている。
　「泉度は約５０度と高いのに、熱さを感じさせな
い温泉です。含有成分のバランスがよく、効能は
さまざま」と、伊藤さんの温泉話しがひとしきり続
いた。

●
　温泉津は１７００年代、北前船の西回り航路の

寄港地に指定され、活況を呈した。この北前船に
より関門海峡、瀬戸内海を通って関西方面に運
ばれたのが、粗陶器の水瓶で、温泉津の特産品と
なった。現在も温泉津焼きの窯元が３軒ある。また、
町が整備した「やきものの里」には大きな登り窯
が復元されている。
　その窯元が集まっている地域の道路を少し走る
と、銀山街道（温泉津沖泊道）への入口が見えて
くる。石見銀山と温泉津の間を結び、銀の搬出と
諸物資が流通した歴史の古道だ。最盛期には人
夫や荷馬車の往来があとを絶たなかったという。
　鬱蒼たる樹林の中の古道を歩く。道は緩やか
に蛇行し、あるいはアップダウンしながら続いていく。
時折、樹木のまばらな所があり、夏の陽がスポット
ライトのように照りつける。ヤブ蚊の大群の猛攻
撃を受けながら、石段状の古道をカメラに収めた。

●
　銀山街道の“温泉津沖泊道”の沖泊は、温泉
津湾の北西にある港で、戦国時代から銀の積み
出しなど銀山の外港として発展した歴史がある。
沖泊から温泉津へと海辺を移動し、温泉津港に
近いあたりを歩くと、廻船問屋の大きな屋敷が目
についた。廻船業で栄えた名残で、なまこ壁が懐
かしい気分を誘う。
　ふたたび温泉街へ。
　夏の太陽が西に没して夜のとばりが降り、街路
灯に灯が入ると、温泉街は昼の顔とは変わり、しっ
とりとした風情につつまれた。浴衣と下駄履きが
似合いそうだ。

●
　地元では、温泉津や沖泊、銀山街道（一部を除

く）などを含む石見銀山遺跡の世界遺産登録を目
指してユネスコの世界遺産委員会に働きかけを行
なってきた。２００７年にも世界遺産リストに登録さ
れる見通しだという。登録されると、日本で初めて、
東アジアでも初めての“産業遺産”となる。

さくのうち

ま  ぶ

おきどまり

鬱蒼たる樹林の中の銀山街道

大田市温泉津町
お お 　だ 　 　 　 　ゆ の つ
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ガスタービンの排熱を利用してつくった蒸気で
運転するカワサキ蒸気タービン発電機。

蒸気ヘッダー。ここからパイプを通って各工場
棟へ蒸気が供給されている。

コージェネレー
ション発電設備
に用いられてい
る「Ｍ７Ａ－０２」
ガスタービン。

コンバインドサイクル発電設備に用いられている「Ｌ２０Ａ」
ガスタービン。

“明石工場自家発電所”のコンバインド
サイクル発電設備「ＰＵＣＳ２５０」（出力合
計２万４，７００ｋＷ）。
パソコンで操作ができる操作室。
上から見た“明石工場自家発電所”。右
側がコージェネレーション発電設備「ＰＵＣ
７０ＰＬＵＳ」（出力７，７５０ｋＷ）で、左側が
のコンバインドサイクル発電設備。

“明石工場自家発電所”
でつくられた電力と蒸気は、
さまざまな製品づくりの
原動力として利用されて
いる。左からガスタービン、
二輪車、産業用ロボット
の製造風景。

　明石工場（兵庫県明石市）は、川崎
重工の主力工場のひとつで、敷地面積
約４８万ｍ2、従業員数は約３，３００名。こ
こには、二輪車、汎用ガソリンエンジン、
産業用ロボットなどを生産する汎用機カ
ンパニー、ガスタービンやジェットエンジン
の製造を行なうガスタービン・機械カンパ
ニー、技術開発本部、およびこれらの関
連会社がある。
　明石工場の電力および蒸気の使用
量は、電力が最大で４万ｋＷｈ弱、蒸気
が１時間当たり最大５５ｔで、エネルギー
多消費工場である。しかも、機械・機器
を製造する工場であるため化学工場な
どの装置産業工場と異なり、昼夜、平日・
休日での需要の変動が大きい。
　電力の場合、定時操業時間を８時～
１７時として季節で比較すると、夏季を
１００％とすれば冬季は８０％、そのほかの
季節は７５％となる。また、昼夜の比較では、
昼間１００％に対して夜間は５０～６０％、
さらに昼休みにはぐんと減る。
　蒸気は主に塗装の乾燥、メッキ溶液
の加熱などの生産プロセス用、吸収冷

凍機用、暖房用に用いられる。その使用
状況は、冬季の昼間は１時間当たり約
２３～４２ｔ、夜間同約２０ｔ、夏季の昼間同
１２～１８ｔ、夜間同７～１０ｔ、そのほかの
季節は昼夜とも同２～１０ｔとなっている。
また、定時操業開始１時間前に、暖管の
ために一時蒸気使用量が増加する。そ
の後、一時減少するが、操業開始につ
れて使用量が増加するなど時間帯にお
ける変動もある。

　川崎重工は２００１年１０月、明石工場
に新開発の中容量高効率ガスタービン
「Ｌ２０Ａ」（定格発電出力：１万８，０００ｋＷ）
の長期実証試験を兼ねた「コージェネレー
ション設備」を設置した。以後、この設備
により明石工場の需要電力の約２分の
１と需要蒸気のほとんどを供給してきた。
　２００５年８月には、「発電効率の向上と
工場の電力および蒸気のほとんどを供給
する目的」（川崎重工ガスタービンビジネ
スセンター産業ガスタービンシステム総括
部発電プロジェクト部プラントエンジニア
リング課  森脇健課長）で設備を拡充し、

「明石工場エネルギーセンター」（明石
工場自家発電所）として運用を開始した。
　「コージェネレーション設備」に蒸気
タービンを付加してコンバインドサイクル
発電設備とすると共に、新たに当社開
発の７，０００ｋＷ級ガスタービンコージェネ
レーション設備を増設したものである。「モ
デルプラントとしてのショールーム、顧客
のオペレーターを含めた運転・保守の習
熟訓練を図るという目的も兼ねています」
（森脇課長）

　コンバインドサイクル発電は、都市ガス
などの燃料を燃やして発生させた高温
ガスでガスタービンを回して発電し、さらに、
ガスタービンの排ガスの熱を排熱回収ボ
イラで回収して蒸気を発生させ、その蒸
気で蒸気タービンを回転して発電する、
二段構えのシステムである。当コンバイ
ンドサイクル発電設備「ＰＵＣＳ２５０」は、
「Ｌ２０Ａ」ガスタービン発電設備（出力：
１万８，０００ｋＷ）に川重冷熱工業（株）
製の排熱ボイラとカワサキ蒸気タービン
発電設備（出力：６，７００ｋＷ）を組み合

わせたもので、発電端効率は４７％。
　コージェネレーション発電設備は、まず、
ガスタービン発電設備を運転して発電を
行ない、次に、ガスタービンからの排熱を
排熱ボイラで回収して蒸気や熱水をつ
くる。当コージェネレーション発電設備
「ＰＵＣ７０ＰＬＵＳ」は、「Ｍ７Ａ－０２」ガス
タービン発電設備（出力：７，７５０ｋＷ）と
川重冷熱工業製ボイラを用いている。
総合効率は、電力優先時は５５％、蒸気
優先時は７１％。
　これにより、当エネルギーセンターの出
力合計は３万２，４５０ｋＷ、送気量は、最
大送気量が１時間当たり３４ｔ、連続送気
量が同２０ｔとなっている。

　先に述べたように、明石工場は電力、
蒸気の需要変動が大きく、また、当エネ
ルギーセンターは、川崎重工のガスター
ビンエンジンの長期実証試験設備を兼

ねるため、各設備の容量が大きく異なっ
ている。そのため、「需要対応計画には
苦労した」（森脇課長）という。
　電力制御は、コンバインドサイクル発
電設備のガスタービン・蒸気タービン発
電設備をベースとし、コージェネレーショ
ン発電設備のガスタービン発電設備で
電力変動を吸収している。といっても、当
エネルギーセンターで賄えるのはピーク
需要電力の約８０％程度であり、不足分
は電力会社からの受電電力を利用して
いる。
　蒸気は、蒸気タービンへの供給量の
増減によって利用量が異なってくる。工
場の蒸気使用先へは、当エネルギーセ
ンターからの蒸気のほかに、分散小型ガ
ス焚きボイラが対応している。
　なお、コージェネレーション設備の発電
設備に使用しているガスタービン「Ｍ７Ａ
－０２」は、余剰蒸気をそのままガスタービ
ン内に噴射し、熱エネルギーを電力に変
えるプラス機能を有している。こうすると
発電効率が上がるとともに、より低ＮＯｘ（窒

素酸化物）運転が可能になるという特
徴を備えている。また、操作室における
操作は、パソコンで可能というシステムに
なっている。

　この“明石工場自家発電所”は運用
開始以来、順調に運転を続けており、「エ
ネルギーコスト削減率１５％、ＣＯ2（二酸
化炭素）低減率２０％という実績」（森脇
課長）をあげている。
　「国内外から、エネルギービジネス会
社などの関係者が相次いで見学に訪れ
ており、モデルプラントのショールームの役
割も十分に果たしています」（森脇課長）

コンバインドサイクル発電設備とコージェネレーション発電設備で
構成される「明石工場エネルギーセンター」

新 製 品 ・ 新 技 術

電力・蒸気の需要変動が大きい
明石工場

設備を拡充して
２００５年８月１日に運用開始 ３基の発電設備と

２基の排熱回収ボイラ
各発電設備の効果的な
組み合わせで変動に対応

ＣＯ2低減などに成果、
関係者の見学相次ぐ
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「ＣＯＮＥＴ２００６」に建設機械を出展

超低床電池駆動路面電車「ＳＷＩＭＯ
※

」を開発中カンボジアで、人道的地雷除去システム
（ＢＵＬＬＤＯＧシステム）の実証試験を開始

世界最大級の舶用電子制御ディーゼル機関が完成

自社開発の高効率内部循環型流動床炉採用のバイオマス発電設備を納入

積貨重量１８万５，０００トン型ばら積み運搬船「ＣＡＰＥ  ＭＥＤ」を引き渡し

インドネシア・ジャワ島中部地震被害に対して支援

高効率ガスタービン「Ｌ２０Ａ」搭載のコンバインドサイクル発電設備を納入
　川崎重工は、「ＣＯＮＥＴ２００６  建設機械と
施工技術展示会」（主催：社団法人日本建設
機械化協会）に建設機械２機種を出展した。
同展示会は７月１３日から１６日まで、幕張メッセ・
国際展示場（千葉県千葉市）で開催され多く
の来場者で賑わった。
　当社は、「ＣＯＮＥＴ２００６」のテーマである「け
んせつきかい 未来への挑戦！」に沿う最新鋭機
で、オフロード排ガス新法「排出ガス第三次基
準値」に適合したホイールローダ「ＡＵＴＨＥＮＴ  
９０ＺＶ－２」（海外向け参考出品車）と、世界最
速の高速型除雪ドーザ「ＡＵＴＨＥＮＴ  ５５ＤＶ」
を出展。多用途ニーズへのきめ細かな対応に
取り組む企業ポリシー「Ｏｎｅ Ｆｏｃｕｓ Ｃｏｍｐｌｅｔｅ  
Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ／カワサキは一人ひとりのお客さま
を大切にします」と、環境・安全・作業効率など
の卓越した技術力を訴求した。
　用途別コーナーに展示した「ＡＵＴＨＥＮＴ  
９０ＺＶ－２」は、リサイクルなど環境保全のニー

ズの高まりに応える産廃仕様車で、容量４ｍ3 
の大型バケットを装着、２ステージ油圧システム
の採用とエンジン制御の高度化による作業性
の向上と低燃費化などの特長がある。
　除雪コーナーに展示した「ＡＵＴＨＥＮＴ  ５５
ＤＶ」は、標準機の最高時速３４ｋｍに対し、最
高時速４９ｋｍおよび約２倍の発進加速により、
一般交通車両の流れに乗り渋滞を引き起こす
ことなく、目的地までスムーズに回送できる。加え
て、国土交通省「排出ガス第二次基準値」と「低

騒音基準値」に適合したエンジンを搭載、高性
能ラジアルスノータイヤ、全油圧ディスクブレー
キの採用による抜群の牽引力、安心の制動力
などの特長を有している。

　川崎重工は、次世代型路面電車「ＳＷＩＭＯ
（スイモ）」開発の核となる大容量充放電が可能
な車載用ニッケル水素電池「ギガセル」の実用
化にめどがついたことから、今年８月に「ギガセル」
を搭載した電車の走行試験を行なう予定である。
　当社が開発中の「ＳＷＩＭＯ」は、車載用「ギ
ガセル」電池を備え、架線がなくても走行できる
のが特長。現在、２００７年内の実験車両製作
を目指して開発を進めている。今年８月に予定

している電池駆動走行試験は、筑豊電鉄（北
九州）より譲り受けた２１０３形車両に、車載用「ギ
ガセル」を搭載して各種性能確認を行なうもの
である。
　「ＳＷＩＭＯ」は、床と乗降場の段差を極力
小さくした超低床バリアフリー電車で、床が全
面平坦な客室は多彩なシートアレンジが可能だ。
ブレーキ時にモータを発電機として使用し、発
電した電力を「ギガセル」に蓄え、発車時のモー

タ駆動などに有効活用することで高い省エネ
効果を得られるなどの特長を備えた“人と環境
にやさしい電車”である。
※ＳＷＩＭＯ：Ｓｍｏｏｔｈな乗降、Ｓｍｏｏｔｈな非電化区間への直通

運転を達成する（ＷＩｎ）移動手段（ＭＯｖｅｒ）という
コンセプトからつけられた愛称。

　川崎重工は、自社開発した安全・高効率な
人道的地雷除去システム（ＢＵＬＬＤＯＧシステ
ム）の、カンボジアでの実証試験をこの７月から
行なっている。
　当社は２００５年、アフガニスタンの実地雷原
で実際に地雷除去を行なうなどの実証試験を
完了し、「ＢＵＬＬＤＯＧシステム」による地雷除
去作業の安全性および有効性を確認した。カ
ンボジアでの実証試験はこれに続くもので、アフ
ガニスタンと同じく、日本政府による無償資金協

力事業の一環である。
　「ＢＵＬＬＤＯＧシステム」は、地雷探知センサや
各種カメラを搭載した対人地雷探知車「ＭＩＮＥ
ＤＯＧ（マインドッグ）」と、地雷を掘り出して爆破す
る掘削ドラムや爆片など紛争廃棄物の回収機
構を搭載した対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ
（マインブル）」で構成されている。この実証試験
は、アフガニスタンでの実証試験を経て改良した
本システムをカンボジアの地雷除去サイトに持ち
込み、現地における探知および除去作業への

有効性を実地雷を対象として試験評価すること
によりカンボジアの植生や土壌、地形などに適合
したシステムを開発することを目的としている。
　６月に「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」をカンボジアに向けて
出荷し、７月から同国シェムリアップ州の地雷原
で地雷除去試験を開始。また、８月には「ＭＩＮＥ
ＤＯＧ」を出荷し、１０月から性能試験を実施する
予定である。

　カワサキプラントシステムズ（株）は、自社開発
の高効率内部循環型流動床炉を採用したバ
イオマス発電設備を東海パルプ（株）島田工場
（静岡県島田市）に納入した。
　本設備は、温室効果ガス排出抑制に寄与す
るバイオマス発電設備で、ボイラおよびタービン・
発電機、排ガス処理装置、ＲＰＦ貯蔵サイロなど
で構成されている。木質燃料チップおよびＲＰＦ
（紙、プラスチック固形化燃料）、プラスチックを
ボイラで混合燃焼して蒸気を発生させ、既設ボ
イラから供給される蒸気と合わせ、蒸気タービン
を回して発電するとともに、製紙工場でも紙の
乾燥工程などで蒸気を有効利用する。また、ター

ビンには軸流排気形を採用してタービン建屋の
高さを低く抑え、コンパクト化を図っている。
　本設備の中核をなすボイラは、同社が独自に
開発した二重仕切壁構造をもつ内部循環型
流動床炉を採用。炉内の流動層を燃焼セルと
収熱セルに分離することにより、層温度を低く抑
えることができる。これにより、塩素による腐食を
防げるので、収熱セル内に最終過熱器管と層
内蒸発器管を配置でき、蒸気の高圧高温化が
可能になった。また、このボイラは性状や発熱量
の異なる多種多様な燃料の安定した混合燃
焼が可能で、運転負荷も６０～１００％の範囲で
容易に調整、制御できるという特長がある。

　（株）川崎造船は、坂出工場において、載貨
重量１８万５，０００トン型の大型ばら積み運搬船
「ＣＡＰＥ  ＭＥＤ（ケープメド）」を、船主の“Ｋ”
ＬＩＮＥ  ＢＵＬＫ  ＳＨＩＰＰＩＮＧ（ＵＫ）ＬＩＭＩＴＥＤ
に引き渡した。
　本船は、シンプルで合理的な荷役などの諸
設備を採用した最新鋭の大型ばら積み運搬
船で、ばら積み貨物船の追加安全措置など安
全性向上のための新規則を適用した安全性
の高い船である。推進抵抗の小さい船型を採
用し、最新の省燃費型ディーゼル主機関およ
び高効率タイプのプロペラ、川崎フィン付きラ
ダーバルブを採用している。また、主機などから

の排出ガスに含まれるＮＯｘを削減する対策を
施すとともに、機関室の消火装置を炭酸ガスか

ら泡消火装置に変更し、さらに冷房機・冷凍機
に新冷媒を採用するなどして地球環境に配慮
している。
■主要目

全　　長：２９０ｍ 
幅   （型）：４７ｍ
総トン数：９万３，００３トン
積貨重量：１８万５，８２７トン 
主 機 関：川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ ６Ｓ７０ＭＣ

ＭｋⅤⅠ型  ディーゼル機関１基 
（連続最大出力：１万６，８６０ｋＷ×９１
回転／分）

航海速力：約１４．７ノット

　日本時間の５月２７日７時５４分頃、インドネシア・
ジャワ島中部でマグニチュード６．３（米国地質
調査所発表）の地震が発生し、周辺地域で
１万人以上の死傷者が出るなど大きな被害が
発生しました。

　この地震の被害に対する支援として川崎重
工は、現地法人を含めて総額約１，２００万円を
寄付しました。支援内容は、川崎重工が日本
赤十字社を経由して９００万円、カワサキ・モー
ター・インドネシア社（Ｐ．Ｔ．Kａｗａｓａｋｉ  Ｍｏｔｏｒ  

Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ）が１万ドル、また、支援物資として
カワサキ・モーター・インドネシア社が二輪車（モペッ
トタイプ）２０台（約２００万円相当）を寄贈しました。
　被災地の１日も早い復興を心からお祈りします。

　川崎重工は、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
熱電併給事業向けに、総出力２万５，０００ｋＷ
のコンバインドサイクル発電設備を納入した。
本設備は、当社が自社開発した純国産の２万
ｋＷ級高効率ガスタービン「Ｌ２０Ａ」を採用して
いる。
　今回納入した発電設備は、高効率ガスター
ビン「Ｌ２０Ａ」１基および排熱回収ボイラ１基、
蒸気タービン１基で構成されており、主要構成
機器はいずれも当社が製造したものである。本

設備を用いて大阪ガスが供給する電気や蒸
気は、ダイハツ工業滋賀工場内の動力源や熱
源として利用され、ＣＯ2（二酸化炭素）削減な
どの環境対策や総合エネルギー効率の大幅
な改善に寄与するものと期待されている。
　本設備の主機となるガスタービン「Ｌ２０Ａ」は、
当社が１９９８年から自社技術で開発を進めて
きた最新鋭の純国産高効率ガスタービンである。
千葉食品コンビナート内でオンサイト熱電併給
事業を行なう、千葉みなと発電所向け（２基）を
含め、これが国内外で６基目の納入実績となった。

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、世界最大級の舶用電子制御
ディーゼル機関「川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ １２Ｋ９８
ＭＥ」の初号機を完成した。本機関は、川崎
汽船（株）が（株）アイ・エイチ・アイ マリンユナ
イテッド（ＩＨＩ ＭＵ）に建造を発注している超大
型８，０００ＴＥＵ※型コンテナ船に搭載される。
　完成した電子制御ディーゼル機関は、豊富
な実績を誇る川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ型ディーゼル
機関を電子制御化した「川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ  
ＭＥ型ディーゼル機関」である。本機関は、低
燃費でシリンダ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により

出入港時の操船性を高め、また、排気ガス中の
ＮＯｘ（窒素酸化物）、煤塵を減少させるなど
環境に配慮した製品である。当社は本機関の
２号機を含め、計５台の受注残がある。
※ＴＥＵ：コンテナの個数単位で、２０フィート換算個数のこと。

■川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ １２Ｋ９８ＭＥ機関の概要

出　　　力：６万８，６４０ｋＷ
回　転　数：９４ｒｐｍ
シリンダ直径：９８ｃｍ
シリンダ数：１２

お問い合わせ先
建設機械ビジネスセンター
営業部  営業企画課
03-3435-6959

E-Mail：kenki@khi.co.jp

「ＡＵＴＨＥＮＴ
　　　５５ＤＶ」

「ＡＵＴＨＥＮＴ  ９０ＺＶ－２」
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地球の大きさは変わりませんが、ここに住む人の数は急速に増え続け、たった50年前に30億人だった人口が、いまでは65億人
を越えています。国連が予測する2050年の世界人口は90億人。このままの地球では、きっと住みにくくなってしまいます。 
次の時代を担う子供たちに、安全で暮らしやすい地球、便利で快適な環境を手渡していくために……川崎重工グループが開発し、

製造するさまざまな土木建設機械が、地球の改造に取り組
んでいます。生活や産業の場を広げるために、掘削・搬送・
整地を行なう各種の機械。人や物の移動をスムーズにさ
せるために、道路を延ばし、地下や海底にトンネルを掘る
機械。Kawasaki生まれの多彩なマシンが、今日も世界の
各地で、新しい空間の創造に活躍しています。 
子供たちが、安全に、快適に暮らせる地球を創っていく

ために――私たちは、さらなる技術の進歩に全力を注い
でいます。 

子供たちが快適に暮らせる地球のために。 

超大型ホイールローダ135ZV 超大口径シールド掘進機 

もっとステキな未来のために 7




