
骨髄液（底に沈殿し、
色が濃くなった部分）
にごくわずかに含まれ
ている間葉系幹細胞
を、細胞自動培養装
置で増やして治療に
用いる。

本システムでは、細胞の増え具合が
独自の画像処理技術によって明確
に示され、医師の判断を支援する。

左：「細胞自動培養ロボットシステム」の第１号試作機。右：作業はクリーンロボットが行なう。

骨髄液 間葉系幹細胞

原画像

画像処理

細胞：白　　背景：黒

　最近話題の再生医療は、生物が持
つ細胞や組織の再生能力を利用して、
病気やケガなどで障害を受けた組織や
臓器を正常な状態に回復させようという
先端医療である。培養した患者自身の
細胞、組織を使って回復させるもので、
具体例としては肝硬変や血液疾患、心
筋梗塞などの治療、あるいは骨の欠損
部や軟骨の損傷部の治療などが考えら
れている。
　たとえば、人間の骨髄液にごくわずか
に含まれている間葉系幹細胞は骨、軟骨、
筋肉などの再生が可能とされており、こ
の細胞を培養して増やし、患部に移植
する方法が研究されている。
　現在の細胞培養は、ＧＭＰ※に準拠し
た細胞調整室で行なわれているが、細
胞間の汚染を防ぐため、１室１人分に限
定されている。また、高度な熟練技術者
の手作業に支えられていることもあり、細
胞培養の能力不足が本格的な再生医
療の実現の大きな障害となっている。
※ＧＭＰ：ＷＨＯ（世界保健機構）が１９６９年に勧告した医薬品の

製造および品質管理に関する医薬品適正製造基準。

　川崎重工が先ごろ、第１号試作機を完
成させた「細胞自動培養ロボットシステム」
は、当社が保有するロボット技術、プラン

トエンジニアリング技術、画像処理技術、
および生産技術などのコア技術の応用
として企画したもの。現在は、独立行政
法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）の委託
開発事業として採択され、開発を進めて
いる。なお、研究開発に当たっては、北
海道大学・　木睦教授や大阪市立大学・
脇谷滋之講師のご指導を受けている。
　間葉系幹細胞の培養は、大まかにい
うと、患者の骨髄液から取り出した間葉
系幹細胞を培養皿の培地に移す→細
胞が増殖していく（この間、適宜に培地
を交換）→特殊な顕微鏡で増殖を確認
→細胞を複数の培養皿に分植する（継
代という）→治療に必要な量に増殖す
るまで培地交換を繰り返す、といった手
順で行なわれている。
　「細胞自動培養ロボットシステム」は、
１人分の細胞培養作業を川崎重工の

産業用クリーンロボットが、極めてクリー
ン度の高い直方体の密閉室内で行なう
ようにシステム化した。室内には、培養皿
を収納する個室がロッカーのように並ん
でおり、ロボットが細胞に栄養を与えたり、
細胞を別の培養皿に移したりする。また、
細胞の増殖確認は特殊な顕微鏡でな
ければできなかったが、本システムでは
独自の画像処理技術により通常の光学
系で従来法と同等程度の画像を得られ
るとともに、細胞の増え具合が明確に示
され、医師の判断を支援する。
　本試作機は、信州大学医学部附属
病院に新設された先端医療推進センター
に設置され、評価が始まっている。
　この研究開発の最終目標は、１台で
多人数の細胞を同時に完全自動培養
するロボットシステムの開発で、これが実
現すると世界で初めての装置となる。

　川崎重工は、近年、欧州市場で人気が高まっ
ているスポーツツアラーのニューモデルとして、
ワインディング（曲がりくねった道）を楽しむため
のスーパースポーツ性能と、長距離走行の快
適性をあわせ持った「１４００ＧＴＲ」を開発した。
　「１４００ＧＴＲ」は、スポーツ性の高いグランドツー
リングモデルだ。カワサキ独自のアルミモノコック
フレームや倒立フロントフォークなど、スーパースポー
ツモデルと同等の基本骨格を持ち、しかも、新
開発のシャフトドライブや高い積載性のパニアケー

ス、電動式ウィンドスクリーンなどを装着している。
　水冷並列４気筒ＤＯＨＣ４バルブエンジン
（１，３５２cm3）は、回転数に応じてバルブ開閉の
タイミングを最適化するバリアブル・バルブ・タイミ
ング機構を組み合わせ、発進加速から豊かなト
ルクを発揮しつつ、高回転では伸びがあるという、
このモデルのコンセプトにふさわしい特性を有
している。
　当社は「１４００ＧＴＲ」を２００６年１０月にドイツ・
ケルン市で開かれた欧州最大のモーターサイ

クルショー「インターモト２００６」に出展し、来場
者の注目を集めた。なお、本機種は２００８年モ
デルとして発売される予定である。

　川崎重工は、米国・ボーイング社が開発を進
めている新型旅客機「７８７ドリームライナー」（以
下「７８７」）の当社担当部位である前部胴体
の開発製造を完了し、１月１１日、名古屋第一
工場から初出荷した。
　今回出荷した前部胴体は、名古屋第一工
場近くの岸壁から艀によってセントレア（中部国
際空港）に運ばれ、ボーイング７４７（ジャンボ機）
を改造した専用機（ボーイング７４７ラージカーゴ
フレーター「ドリームリフター」）で米国サウスカ
ロライナ州のグローバルエアロノーティカ社に空
輸された。そこで後部胴体と合体したのち、ワ
シントン州のボーイング社へ空輸され、最終組
立に入ることになっている。
　「７８７」は、２００～３００席クラスの高効率運
航を目指した中型旅客機で、設計の斬新さや
革新的な生産技術が多数導入されている。当
社は「７８７」の国際共同開発および量産事業
に当初から参画し、前部胴体、主脚格納部お
よび主翼固定後縁を担当している。とりわけ、
当社が担当している胴体構造部位は、民間旅
客機として世界で初めて複合材製の一体成
形構造が採用され、製造方式が従来と大きく
変わった。そこで当社は２００６年７月に、「７８７」
向け製品を生産する新工場を名古屋第一工
場敷地内に竣工し、複合材部品の加工から前

部胴体の組立までを一貫生産する効率的な
製造ラインを構築した。今回出荷した前部胴
体（直径約６ｍ、長さ約８ｍ）は、この新工場に
設置したプリプレグテープを同時に積層できる
ファイバープレイスメント装置「プリプレグ自動
積層機」や、直径約６ｍの巨大な円筒形をした
「マンドレル治工具」、積層された複合材を高
温高圧で焼き固める世界最大級（直径約９ｍ）
の「オートクレーブ（複合材硬化炉）」などの最
新鋭設備を駆使して完成させた。

　「７８７」開発プログラムでは、他の共同開発
パートナーも同様に後部胴体などの製造に取り
組んでいるが、当社の胴体部分が最初の出荷
となった。
　現在、「７８７」は、今年後半の初飛行を目指
す試作初号機の完成に向けて各社担当部位
の製作作業が最終段階にさしかかっている。
当社も、今回の初出荷で弾みをつけ、続く次号
機の製造にも万全を期し、計画通りに出荷でき
るよう全力を挙げて取り組んでいる。

はしけ

最終目標は１台の装置で多人数の細胞を同時に培養するとともに、
全工程を完全自動化するシステムの開発

新 製 品 ・ 新 技 術

再生医療に

欠かすことのできない細胞培養

細胞培養の作業を

ロボットでシステム化

グランドツーリングモデル「１４００ＧＴＲ」を開発

「７８７ドリームライナー」の前部胴体を初出荷

Kawasaki News 145　2007/118 19



世界初、大型航空機用一定周波数発電装置「Ｔ－ＩＤＧ」を新開発

カワサキ初のスーパーチャージャー搭載の最上級機種「ジェットスキー ＵＬＴＲＡ ２５０Ｘ」を新発売

潜水艦「もちしお」が進水ニューヨーク市交通局向け
新型地下鉄電車の初編成を納入

日本製紙ケミカル江津事業所向け石炭焚きボイラ設備を受注

マレーシア向け１万８，０００ｋＷ級ガスタービン発電設備を受注

神戸大学と「産学連携の推進に関する協定書」を取り交わす

次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）の静強度試験機を納入

　川崎重工は神鋼電機（株）と共同で、世界
で初めて大型航空機にトラクションドライブ（油
膜の粘性抵抗を利用して動力を伝達する方法）
無段変速機を適用した一定周波数発電装置
「Ｔ－ＩＤＧ※」（Ｔｒａｃｔｉｏｎ Ｄｒｉｖｅ ＩＤＧ）を新開
発した。ＩＤＧ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｄｒｉｖｅ Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）
は航空機の主電源供給装置で、発電機（交流）
と発電機を一定回転数で駆動する定速駆動
機構を組み合わせて一体化したもので、ジェッ
トエンジンに搭載される。この定速駆動機構の
働きで、エンジン回転数に係わらず一定周波

数の安定した電力を航空機に供給することが
できる。
　当社が新開発した「Ｔ－ＩＤＧ」は、定速駆
動機構としてこれまで用いられてきた油圧式無
段変速機に替わり、高速トラクションドライブ無
段変速機を大型航空機用に初めて適用した
ものである。これにより、従来型に比べて効率・
耐久性が大幅に向上し、また、高い制御性によ
り良好な電源品質を実現することができ、航空
機の燃費・信頼性向上に大きく寄与できる。当
社は、今後「Ｔ－ＩＤＧ」を世界の航空機に適

用すべく製品化を図っていく予定である。
※「Ｔ－ＩＤＧ」は川崎重工の登録商標です。

　川崎重工は、カワサキ初のルーツ式スーパー
チャージャー※1搭載の最上級機種「ジェットス
キー※2 ＵＬＴＲＡ ２５０Ｘ」を３月から新発売する。

　「ジェットスキー ＵＬＴＲＡ ２５０Ｘ」は、水冷４
ストローク直列４気筒エンジン（１，４９８ｃｍ3）に
低回転域から高い過給圧を発生するルーツ

式スーパーチャージャーを搭載し、最高出力を
大幅に向上させた。本機種は、この高性能エ
ンジンを新設計の船体に搭載し、あらゆる水面
状況で優れた加速性能、操縦性能を発揮する、
３人乗りのウルトラスーパースポーツモデルである。
　なお、本機種と共通の船体に「ジェットスキー  
ＳＴＸ－１５Ｆ」のエンジンを搭載した、オールラウ
ンドスポーツクルーザー「ジェットスキー ＵＬＴＲＡ  
ＬＸ」も同時に発売する。
　両機種とも、（社）日本舟艇工業会の排出ガ
ス自主規制値を大幅にクリアするだけでなく、
米国ＥＰＡ（環境保護局）、ならびに世界で最も
厳しいＣＡＲＢ（カリフォルニア州大気資源委員
会）の排出ガス規制値をクリアしている。
※1スーパーチャージャー：エンジンの出力軸からベルトにより
直接駆動する過給器で、ルーツ式は２つのローターが噛み
合い、吸気を吐出することにより過給する方式。

※2「ジェットスキー」は川崎重工の登録商標です。

　（株）川崎造船は神戸工場において、防衛
省向けに建造中の潜水艦「もちしお」の進水
式を行なった。進水式には、久間章生防衛大
臣（当時、防衛庁長官）、　川榮治海上幕僚長、
横山文博装備本部長をはじめとする防衛省
関係者ほかが出席。命名ならびに支綱の切断
は久間防衛大臣が行なった。

　本艦の船型は葉巻型で優れた水中運動性
能と推進性能を持ち、船体には調質高張力鋼
が使用されている。各種システムの自動化や
高性能ソーナー装備による捜索能力の向上、
ステルス性の向上などが図られるとともに、十分
な安全対策が施されている。

　川崎重工は、米国現地法人Ｋａｗａｓａｋｉ Ｒａｉｌ 
Ｃａｒ， Ｉｎｃ．（ＫＲＣ：ニューヨーク州ヨンカース市）
を通じて、ニューヨーク市交通局向け「Ｒ１６０」
地下鉄電車の初編成（１０両）を納入した。
　納入した地下鉄電車は、２００２年１０月に
アルストム社（仏）と共同で受注したベース契
約６６０両のうち、当社製作分２６０両の第１編
成である。本件で当社は、「Ｒ１６０」車両製作
のほか、現行車両である「Ｒ１４３」の技術提供
と合わせ「Ｒ１６０」のエンジニアリングリーダーと
して本プロジェクトを遂行するとともに、当社製
作分とアルストム社製作分の全車両の台車を
製造する。なお、本件にはオプション１（６２０両）
とオプション２（４２０両）が付随しており、両オプショ
ンが発効された場合には当社が４２０両の製作

を担当する予定である。
　「Ｒ１６０」地下鉄電車は、制御や空調、ドア
開閉装置、放送装置など究極の安全性や快
適性を追求した車両である。納入した初編成
は試作車であるため、兵庫工場で製作から試
験までを行なったが、今後、量産車は、車両構

体製作を米国ネブラスカ州リンカーン工場で、
機器取り付けと最終組立、試験をニューヨーク
州ヨンカース工場でそれぞれ行なうので、米国
唯一の当社による大量一貫生産が本格化す
ることになる。ベース契約の量産車は２００８年
に完納の予定。

　川崎重工は、マレーシアのメタノール製造会
社Ｐｅｔｒｏｎａｓ  Ｍｅｔｈａｎｏｌ（Ｌａｂｕａｎ）Ｓｄｎ  Ｂｈｄ
（ペトロナス・メタノール・ラブアン、以下ＰＭＬ）か
ら１万８，０００ｋＷ級カワサキガスタービン「Ｌ２０Ａ」
を主機とするガスタービン発電設備を受注した。
今回の受注により、「Ｌ２０Ａ」を主機とするガスター
ビン発電設備の受注累計は合計１０台となった。

　受注したのは、自社開発の１万８，０００ｋＷ級
カワサキガスタービン「Ｌ２０Ａ」を主機とする天
然ガス炊きのガスタービン発電設備で、ＰＭＬ社
がマレーシアのラブアン島に新しく建設するメタノー
ルプラント（天然ガスを原料として日産５，０００ｔの
製造能力を持つ東南アジアで最大規模の設
備になる）の電源として設置され、１万４，０００ｋＷ

の電力を供給する。
　本システムは、当社がガスタービン発電設備
の供給、ドイツのエンジニアリング会社Ｌｕｒｇｉ  
ＡＧ（ルルギ）がメタノールプラントを含めた現地
工事および全体エンジニアリングを行ない、２００７
年１２月に完成の予定。 　国立大学法人神戸大学（学長：野上智行、

以下、神戸大学）と川崎重工は昨年１０月に、「産
学連携の推進に関する協定書」を取り交わした。
神戸大学と当社は、これまでにもいろいろなテー
マについて共同研究を行なってきたが、今回の
協定は社会貢献への共通理念に基づく戦略
的産学連携の新しい試みといえる。
　本協定は、両者が戦略的な産学協力関係

を構築し、互いの研究・技術シーズの集積など
を活かし合うなかで、相互のメリットを創出し、
神戸大学の「知」と当社の「ものづくり」により
新たな価値や事業を創出し、社会に貢献する
ことを共通理念としている。この理念に基づく
連携活動で、神戸大学は基礎研究が促進で
きるとともに、インターシップを含めて学生の教育
も活発になる。当社は、必要な範囲で多岐にわ

たる技術・知識を補完・補強し、新製品開発に
必要な自社のコア（ベースとなる）技術や基礎
技術力の強化、エネルギー・環境分野などの新
技術開発・事業育成を図ることができる。
　具体的には、「広範囲の連携を目的とした交
流会」「共同調査・研究」「相互人材交流」「施
設・設備・図書などの相互利用」などを含めた
幅広い連携活動を進めていくとしている。

　川崎重工は、次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）の
静強度試験機（＃０１号機）を、防衛省（当時、
防衛庁、以下同じ）技術研究本部に納入した。
　この静強度試験機（＃０１号機）は昨年３月
から４月にかけて当社岐阜工場から防衛省技
術研究本部航空装備研究所（東京都立川市）
内の強度試験場に搬入され、同試験場で組
み立てた後、架構、荷重負荷装置および計測
装置を据え付け、１０月、防衛省に納入した。現
在、防衛省により各種試験が行なわれている。
　次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）、次期輸送機
（Ｃ－Ｘ）は、防衛省が２００１年度から２機種同
時開発を進めているもので、２００７年度の初飛
行を予定している。当社は、防衛省から主契
約企業に指名され、協力会社をはじめとする
開発参画企業とともに開発作業を進めてきた。

現在、初飛行に向けて次期固定翼哨戒機
（Ｐ－Ｘ）の飛行試験機（＃１号機）および次期

輸送機（Ｃ－Ｘ）の飛行試験機（＃１号機）の組
み立てを進めている。

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

　カワサキプラントシステムズ（株）は、日本製紙
ケミカル（株）江津事業所（島根県江津市）か
ら石炭焚きボイラ設備を受注した。
　受注したボイラ設備は、同事業所の自家発
電設備の中核となるボイラ設備を、重油焚きか
ら石炭焚きへ燃料転換を図るためのもの。急
騰する重油事情を背景に、日本製紙グループ

が推進しているオイルレス化と大幅なエネルギー
コスト削減に寄与できる。
　本設備は、同事業所で使用される電力と蒸
気を供給するもので、ボイラ本体設備、排ガス
処理装置、煙突などで構成される。なお、環境
規制物質の発生を抑えるために、同社独自開
発の低ＮＯｘバーナを採用し、２段燃焼方式と

の組み合わせにより効果的な炉内脱硝が可能
である。また、電気集塵機、排煙脱硫装置など
の排ガス処理設備を完備することで周辺環境
に十分に配慮している。さらに、資源の有効活
用および環境負荷を減らす観点から、バイオマ
ス燃料の混焼も可能な構造となっている。完工
予定は２００８年８月。

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

Kawasaki News 145　2007/120 21


