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●表紙説明●

　白とオレンジに配色されたシャープなラインの構造物
－３月２日に全線開業した台湾高速鉄道（「７００Ｔ型」
車両）の先頭車両です。そしてここは、同鉄道の終起点
の左営駅（高雄）。台北駅から約３４５ｋｍを最高時速
３００ｋｍで走って同駅に到着し、台北への折り返し発車
を待っています。
　川崎重工が主契約会社として受注し、国内の他のメー
カーとともに３６０両（３０編成）を製作、納入した「７００Ｔ型」
車両が快走している台湾高速鉄道についての詳細は、「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－◯

水上を颯爽と走る
「ジェットスキー」の
最新モデルの“すごさ”を解剖

66

－純国産ガスタービン－

　３月２日、台湾高速鉄道（いわゆる台湾新幹線）
の未開業部分だった台北－板橋間がつながり、
全線開業となった。
　日本の新幹線が海外で初めて採用された台
湾高速鉄道は、台湾最大の都市、台北と、南部
最大の都市である高雄間（約３４５ｋｍ）を最短
１時間４０分で結ぶ。
　台湾高速鉄道は、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、軌道などを事業主の台湾
高速鉄路股　有限公司から受注し、建設した。
このうち車両は、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３６０両（３０編成）を製作、納入した。こ
の車両（「７００Ｔ型」）は、ＪＲ東海とＪＲ西日本
が共同開発し、「のぞみ」に使用している「７００
系新幹線」車両をベースに、事業主の要求を
盛り込んで設計したものである。
　日本の新幹線にとって、初めての海外輸出と
なった台湾高速鉄道－早速、台北－左営（高
雄）間を乗ってみた。その感想は、車内は広く
明るく、揺れが少なくて快適な乗り心地であった。
そして、新設された駅はいずれもモダンで広く、
その駅を中心に、さまざまな地域開発が計画
されていた。

台北駅（台北市）－左営駅（高雄市）間を最短
１時間４０分で結ぶ台湾高速鉄道の乗車ルポ
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台北駅 Taipei
板橋駅 Banciao

桃園駅 Taoyuan

新竹駅 Hsinchu

台中駅 Taichung

嘉義駅 Chiayi

台南駅 Tainan

左営駅 Zuoying
（高雄）

台中駅－嘉義駅間を快走する台湾高速鉄道。白地に配された
オレンジと黒のラインが颯爽と走っていった。
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重厚な外観の台北の表玄関、台北駅。台湾高
鉄や台湾鉄道（在来線）、地下鉄が発着し、地
下には広大な地下街が整備されている。
吹き抜けが印象的な台北駅の１階。
賑わう台湾高鉄の自動券売機。
チケットは窓口でも販売されている。
台湾高鉄のチケット。取材陣の往路は１０号車
だった。
台北駅では台湾鉄道が駅弁を販売している。
台湾高鉄の自動改札口を入る乗客。
台湾高鉄「４０５」に乗り込む乗客。

写真　～　は台北市街の点描。
デパートやオフィスビルなどが建ち並ぶ台北駅前。
地下鉄板南線・木柵線「忠孝復興駅」近くの繁
華街。
１０１階建て（高さ５０８ｍ）で世界一の高さを誇る
台北の新ランドマーク、台北国際金融センター「台
北１０１」。
台北最大のスケールを誇る夜店、士林夜市。

明るい配色の普通車は２＋３座席。

板橋駅から桃園駅に向かう窓外風景。天気は
どんよりとして今にも降りそうだ。

ワゴンの車内販売に乗客から声がかかる。

７号車の車椅子利用者用バリアフリー席。
（写真提供／台湾高速鉄道）

　午前８時４５分、台北駅。
　台湾高速鉄道（以下、台湾高鉄と略）
が全線開業した直後の、ある日。
　在来線の台湾鉄道・台北駅と共同駅
方式を採用している台湾高鉄・台北駅は、
台北駅の地下の台湾高鉄専用エリア
内にある。その自動改札口を入った所

に設けられた待合い椅子は、多くの利
用者で埋まっていた。家族連れや女性
のグループ、ビジネスマン、外国人の旅
行者など、老若男女さまざまな人たちが
乗車を待っている。その間も、利用者が
次 に々自動改札口から入っていく。
　午前９時。駅員の指示で、利用者た
ちはエスカレーターで地下２階のプラット
ホームへ。そこに、１２両編成の「７００Ｔ型」
車両が待っていた。

　午前９時１５分  台北駅を発車。
　台湾高鉄の列車番号「４０５」列車は、
定刻の９時１５分に台北駅を発車した。
われわれ取材陣が座席指定された１０
号車は、ほぼ満席。なお、台湾高鉄は全
席が指定席である。
　しばらくはトンネルを走る。

　９時２５分、板橋駅を発車。
　板橋駅を発車した「４０５」は、すぐに
地上に出る。後で聞くと、台北駅から続
くトンネル区間は１０ｋｍほどだという。
　この日の天気は曇で視界はあまりよく
なく、窓外の市街地が靄に煙って見える。
と思う間もなく、「４０５」は再びトンネルに
入り、すぐに抜けた。

　ふたつ目の駅が桃園駅（桃園県）。
　桃園県には、首都空港として機能し
ている台湾桃園国際空港がある。
　この駅エリアの開発未来図によると、
テーマイベントドームや遊園地、ビジネス
センター、ショッピングセンター、観光ホテ
ルなどを整備して、発展させることが計
画されている。

　車両の１、５、１１号車には自動販売機
が設置されており、飲み物などを買える。
また、台湾の鉄道では初めて、ワゴンによ
る車内販売も行なわれており、ワゴンが
通りかかると乗客が珍しそうにホットコー
ヒーなどを買い求めていた。
　７号車には４席のバリアフリー席があり、
２台の電動車椅子と２台の折りたたみ式
車椅子を停めて置ける。身体障害者は、
車椅子に座ったまま車椅子固定装置を
使って直接、車椅子を固定させるか、座
席に座って安全ベルトで固定し、上下の
揺れや体の不快感を少なくさせることが
できる。

　最初の駅の板橋駅も地下に設けられ
ている。「４０５」は、滑るように板橋駅に
入り、地下２階の南部方面ホームの定
位置にゆっくりと停車した。なお、上りの
北部方面ホームは地下３階に設けられ
ている。

　台湾高鉄の車両構成は１２両編成（ビ
ジネス車１両＝日本の新幹線のグリーン
車に相当：６６座席、普通車１１両：９２３
座席）で、座席総数は９８９席。車両の
座席配置は、ビジネス車が２＋２（１列
４座席）、普通車が２＋３（１列５座席）で、
「７００系」と同じである。
　回転式の座席を、うまく回転できなかっ
たグループの女性客が、取材陣のやり
方をまねる一幕もあった。
　台湾高鉄の軌道は１，４３５ｍｍの国
際標準軌道が採用されており、車両内
部はゆったりとした快適なつくりである。
直接照明で、内部のカラーデザインは明
るく軽快な配色で、リラックスできる居住
空間となっている（ビジネス車は暖色系
の配色で間接照明を採用）。

　「７００Ｔ型」車両は、白い車体の側面
に、台湾高鉄のコーポレートカラーである
オレンジと、黒のラインがあしらってある。
先頭形状は「７００系」の頭部よりやや短
いが、これは台湾高鉄の希望によるデ
ザインで、空気動力学に適合した流線

型頭部となっている。この先頭形状は、
車両がトンネルに進入した時、トンネルの
出口で発生する微気圧波による音がで
きるだけ小さくなるように研究された結果
だという。ちなみに、台湾高鉄の軌道は、
約７３％が高架橋と橋梁の上、約１８％が
トンネルの中、約９％が切り通しや路床に
敷設されている。

待合い椅子を埋めた
老若男女の乗客たち

次の板橋駅の少し先まで
トンネル内を走行

台湾の鉄道で初めて
車内ワゴン販売も登場
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スーリンイェス
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新竹駅。大きな旗とも翼とも見える斬
新なデザインの屋根を雨が打つ。
新竹駅構内。ガラスの多用と高い天井
が明るく広い空間を創出している。
客家の伝統文化をモチーフにした壁面
のレリーフ。
駅の周辺で進む建設工事。夢のある
開発計画が描かれている。
新竹市街の一景。寺院に隣接して市
場が連なり、賑わっていた。

長さが約４２０ｍもある台中駅。織機の杼をイメー
ジしたという屋根がスピード感を演出している。
週末には駅の見学客がたくさん来ると係員はいう。
構内には六角形の自動券売機が設置されている。
台中駅に降りた乗客がエスカレーターで１階の
改札口に向かう。
台湾第３の都市、台中市街の賑わいぶり。車の
多さには驚かされる。

写真　～　は台中市の見どころ点描。
国立台湾美術館。
国立自然科学博物館。敷地内には広大な植物
公園もある。
広さ約１５万ｍ2の中山公園。

ビューポイントでとらえた走る「７００Ｔ型」の全貌。

北部の農村地帯では田植えの最中だった。

ビューポイントで「７００Ｔ型」を待つ人々。

出た！  時速３００ｋｍの表示。車内がざわついた。

　９時４１分、桃園駅を発車。
　郊外に出た「４０５」は徐々にスピード
を上げていく。

　９時５５分、新竹駅を発車。
　「４０５」は田園地帯を走る。田んぼに
は水が張られ、田植機で田植えが行な
われていた。「４０５」は丘を越え、小高い
山の裾を疾走する。

　南下するにつれて空が明るくなり、時折、
陽の差すようなこともあったが、晴天とま
ではいかない。
　「４０５」は台中駅に着いた。

　台中駅の印象は、とにかく大きいことだ。
長さが約４２０ｍあり、構内は広大である。
　その設計コンセプトは、駅の公共事務
専員によると、シャトル（織機の杼）とも、ミ
シンの針ともいう。スピードと人の往来を
イメージしているようだ。人の往来といえば、
台湾の正月（旧正月：今年は２月１８日が
元日）には、１日最大約１万５，０００人の利
用客があったという。また、駅の公共事
務専員は「土・日曜には、多くの人が駅
の見学にくるほどです」と話す。

　台中市は、台北、高雄に次ぐ台湾第３
の都市で、中部最大の商工業都市とし
て発展している。それだけに、台中駅の
設計コンセプトには、南北の各駅を繋ぎ
合わせる中枢的な駅であることを象徴
するクリップの意味合いも含まれているよ
うだ。将来構想も、台湾高鉄・台中駅を
中部の重要な交通の連携の中枢として
いく計画という。
　台中駅エリアの発展構想としては、周
辺にショッピングセンターやインテリジェン
トオフィスビルなどを開発し、“町の中の町”
とのコンセプトで都市中心の集中的な発
展を目指しているという。

　前述したように、台湾高鉄の軌道は
ほとんどが高架橋や橋梁の上、トンネル
の中などに敷設されており、疾走する雄
姿の全容を撮ることがなかなか難しい。
ところが、台中駅から少し離れてはいるが、
絶好のビューポイントがあるというので行っ
てみた。
　そこは、彰化県にある「銀河の鉄道」
と名付けられたオープンカフェ方式のレ
ストランで、小高い丘の中腹にせり出し
たスペースをつくり、目の下を台湾高鉄
が走り抜けるロケーションになっている。
　やがて時間が来て列車が近づくと、
お客がわれ先に手すりに群がり、カメラ
のシャッターが忙しく切られた。
　台湾高鉄の人気の高さを物語る光
景といえよう。

　１０時２３分、台中駅を発車。
　「４０５」は左右に田園風景が広がる
中を、一気にスピードを上げていく。ＬＥＤ

　「７００Ｔ型」車両には、台湾高鉄の希
望により、防火・不燃、防煙素材を用い
た内装材が使われ、また、防火壁を設け
るなど、万一に備えた各種の防火設備
が設置されている。そのほか、低速での
衝突を考慮した衝突吸収要素の採用、
台車異常監視システムの設置、運転士
異常検知システムの設置、異常時のパ
ンタグラフ自動下降システムの設置など、
台湾国内の法令法規などを考慮した設
計調整は約２０点にのぼり、安全対策に
万全を期している。
　さらに、台湾での使用環境に合わせて、
車両の主な部品部材はその強度と抗
疲労性が改めて設計された。加えて、
台湾の環境に応じてエアコンの温度・
湿度調整、デジタル式通信システムなど
の機能が強化された。

　車両にはＬＥＤ（発光ダイオード）電光
板が設置されており、到着駅情報や気
象情報、ニュース、場合によっては緊急
情報などを表示する。この電光板に、桃
園駅を出てから時折、列車の速度が表
示されるようになった。表示される速度
は時速２４０ｋｍ、２５０ｋｍと少しずつ上がっ
ていく。

　新竹駅（新竹県）に着いた時は、雨に
なっていた。
　聞くと、新竹県は風の強い地域だとい
う。新竹駅のデザインはその風に対応し

た設計で、地面の２か所に固定された
大きな旗のような、あるいは風に向かう翼
のような弧面の屋根が印象的だ。この
弧を描くデザインは“客家建築”の要素
を取り入れたものだという。駅構内の壁
面に、客家の伝統文化にモチーフを得
たレリーフが飾られており、楕円形の高
い空間が広 と々して明るい。なお、新竹
駅は台湾高鉄全線の中で、機能的にも
デザイン的にも最も優れた駅のひとつと
されている。
　新竹駅エリアは、近くの新竹サイエンス
パークに加え、清華大学や交通大学、工
業研究院など学術研究機構が協力し、
周辺の工業区と結合してビジネスセンター
やホテル、ショッピングセンターなどが開発
される計画という。駅エリアは、交通と居
住機能を兼ね備えた生活空間と、ハイテ
クの産業環境の発展を目指している。
　新竹駅のプラットホームからも、建設中
のビルの姿が数件見られた。

徐々に上がる
ＬＥＤ電光板のスピード表示

安全対策に万全を期した
設計調整や素材選択

台中駅は南北を繋ぎ合わせる
クリップの役目

ビューポイントで見た
台湾高鉄の人気ぶり

台中駅を出て約１５分後、
時速３００ｋｍを記録
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4 Kawasaki News 146　2007/4 5



左営駅。台湾高鉄の駅はど
れもモダンで大きく、ゆったりと
している。
左営駅の屋根には波のイメー
ジが広がる。
左営駅の発券窓口もご覧の
賑わいぶり。

写真　～　は高雄市の見どころ
点描。
澄清湖の魔除けの意味を持
つ九曲橋。
左（龍）から入り、右（虎）から
出ると善人になれるという、蓮
池潭の龍虎塔。
高雄市内を流れる愛河は灯
明祭りで賑わっていた。

台南駅構内。天井の丸い造形は満月をイメージしたものだとい
う。台南の平野を照らす満月に思いが馳せる。
旅の心をなごませる駅舎の噴水。
列車表示板が正確な運行を物語っている。

写真　～　は台南市の見どころ点描。
オランダ人が建てた城砦で、かつてはプロビデンシャ城といわれ
た赤嵌樓。
１８７１年建造の海防用要塞で、“１億年は持つ鉄壁の城砦”
から名付けられた億載金城。
台南の目抜き通り。
オランダ人が築いた安平古堡。
安平古堡の展望台から見た台南・安平市街。

左営から在来線普通電車で終点の高雄まで乗っ
てみた。高雄駅にて。

台南駅。平地の周辺に溶け込むような低層のデザインである。（写真提供／台湾高速鉄道）

今回受注したのと同型のステンレス鋼製地下
鉄電車。完納予定は２０１５年４月。

　１０時４９分、嘉義駅を発車。
　台湾高鉄は、台北－左営間約３４５ｋｍ
を最短１時間４０分で結ぶ。これが、台
湾鉄道（在来線）の西部幹線（縦貫線）
では所要時間が約４時間３０分かかる。
　そんなことを考えていると２００４年１月、
川崎重工・兵庫工場で行なわれた「７００
Ｔ型」車両の披露式で、台湾交通部 
林陵三部長（当時）が、
　「台湾高速鉄道が開通すれば、台湾
西部の回廊の“一日生活圏”が形成され、
台湾の人々および貴国から台湾を訪れ
る人が、商用でも観光でも、高速、便利、
安全、そして快適な輸送サービスを享
受できます」
　と述べた式典挨拶が思い出された。
　「４０５」は台南駅に滑り込んだ。

　台南駅一帯は平地である。そのため、
台南駅の公共事務高級専員によると、
駅の設計コンセプトは“土地と風景の共
生”がテーマだという。駅とプラットホー
ムの屋根が視覚上、水平に連結し、全
体に低層に見えるようになっているのが
周辺の平地と共生しており、新たな“土
地と風景の芸術”を提供しているという
ことのようだ。

　台南は台中に次ぐ台湾第４の都市。
それだけに利用者も多く、平日でも約
４，０００人、旧正月には約２万５，０００人を
記録したという。
　台南駅エリアは、地方産業の基礎と
して科学技術や製造業を段階的に発
展させていく計画のようだ。エリア内で
はまた、ショッピングセンターやホテル、ビ
ジネス展示センターなどの建設がなされ
ていく計画で、駅周辺には台南科学大
学など教育機関の整備構想がある、と
公共事務高級専員は話す。

　１１時１０分、台南駅を発車。
　台南から終点の左営（高雄）までは
１５分で着く。駅は高雄市左営区にある
のでこの名前が付いた。将来は左営－
高雄間を結ぶ地下鉄計画があるという。
　「４０５」は１１時２５分、定刻通りに左
営駅に到着した。２時間１０分の快適な
“新幹線”の旅だった。
　高雄は、台湾第２の観光都市、商工
業都市で、発展の勢いは台北をしのぐ
ほどとともいわれている。その街の台湾
高鉄における玄関口となった左営駅は、
駅全体を波状の屋根が覆っている。高
雄市は海洋都市の異名があることから
波のデザインがコンセプトになった。また、
ガラスが大量に使われており、駅全体を
より明るく、広い構内をより一層広く感じ
させている。
　左営駅エリアは、北高雄にショッピン
グや観光、休憩をひとつにしたスポットが
創られ、人とビジネスチャンスを引き入れ
て北高雄の商業発展を促し、都市の新
商圏を形成する計画があるという。

　左営駅の改札口を出た所で、取材陣
に通訳として同行した川崎重工台北事
務所の張雅茜さん（台北市在住）に、台
湾人としての感想を聞いてみた。
　「３月２日に台湾高速鉄道が全線開
業した時は、うれしかったですね。国民
の一人として、何か誇りのようなものを感
じました。利用するのは今日が初めてで
すが、乗り心地はすばらしかったです。
横揺れが少なく、本当に快適でした。途
中でスピード表示が３００ｋｍと出た時は、
ちょっと興奮してしまいました。これで、国
内の移動が非常に楽になりましたね」

●
　台湾高鉄は今日も多くの乗客を乗せて、
最高時速３００ｋｍで“台湾西部の回廊”
を快走している。

電光板に表示されるスピード表示がみ
るみる内に上がっていき、気になるらしい
乗客が、ちらちらと電光板に目を走らせる。
　台中駅を発車しておよそ１５分後、電
光板に時速３００ｋｍと表示された。最高
営業速度を記録した瞬間だ。車内がざ
わついた。
　時速３００ｋｍのスピードでも、横揺れは
少なく、乗り心地の快適さは変わらない。
　車窓に目を転じると、北部では田植え
の最中だったが、南下するにつれて田
植えの済んだ田んぼの稲の青さが濃くなっ
ていった。
　嘉義駅に着いた。
　嘉義県の県都、嘉義は、熱帯圏の玄
関口で、市街地を離れるとサトウキビ畑
が広がっている。
　嘉義駅周辺は、台湾におけるリゾート
センターとしての発展が期待されている
という。

■川崎重工と台湾の鉄道■

豊富な実績に加え、
このほど、台北市向け地下鉄システムを一括受注
　台北市では都市開発に伴う地下鉄ネットワー
クの整備が計画的に進められており、淡水線
や板南線、中和線など多くの地下鉄路線が運
行している。川崎重工はこれらの地下鉄向け
に１９９１年に１３２両（１次車、納入済み）、２００３
年に３２１両（４次車）の合わせて４５３両の地下
鉄電車を受注し、４次車については２００５年１２
月から納入を開始している。
　さらにこのほど、丸紅（株）およびＣＴＣＩ  
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（台湾・台北市）と共同で、台北
市政府捷運工程局向け地下鉄システムを一
括受注した。これは、地下鉄電車１３８両をはじ
めとして、信号システム、変・給電システム、通信
システム、自動改札機（ＡＦＣ）を一括供給する
ものである。
　本システムは、台北市内の中正紀念堂駅か
ら象山駅までの７駅区間を結ぶ「信義線」と、
西門駅から中山駅を経由して松山駅までの
８駅区間を結ぶ「松山線」の２本の新規路線
に導入される。当社は、コンソーシアム（共同連

帯受注企業体）のリーダーとして、プロジェクト
全体を統括するとともに、地下鉄電車１３８両の
製造および信号システムの供給を担当する。
　このほかにも当社は丸紅と共同で、台北・桃
園（旧称：中正）国際空港鉄道の建設を進め
ている。

旧正月には
１日に約２万５，０００人が利用

形成された台湾西部の回廊の
“一日生活圏”

１１時２５分、
定刻通りに「左営駅」に到着

「３００キロのスピードに興奮」
と女性通訳

台
南

左
営

タイ  ナン

チャーイー
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●ハンドル
５段階に調節可能。ライダーの体型（身長の高低
など）やライディングスタイルに幅広く対応でき、また、
立っても座っても最適なライディングスタイルをと
れる。

●ＳＬＯ（スマート・ラーニング・オペレーショ
　ン）モード
２つのキー（ＳＬＯ用とフルパワー用）でモードチェ
ンジできる。初心者用のＳＬＯキーはエンジン出力
を約７０％に制限するので、初心者などがフルパワー
で操縦する前に操縦の方法を覚えるためなどに役
立てられる。

●イグニッションキー
盗難防止のためイモビライザー機能を備えたイグニッ
ションキーを採用。予めキーに登録された暗号受
信により、正しいキーでのみエンジンを始動させら
れるシステムである。

※エンジン

ベースエンジンには、「JET SKI STX-15F」搭載のＤＯＨＣ水冷４気筒
１，４９８ｃｍ3を採用している。

※ルーツ式スーパーチャージャー
「ジェットスキー」で初めてスーパーチャージャー（空気圧縮機や送風機な
どを用いてエンジンに多量の空気を送り込んでパワーアップさせる過給機
の一種）を採用した。
ルーツ式スーパーチャージャーは、エンジンの動力で直接駆動する過給機で、
ふたつのロータが噛み合い吸気を吐出することで過給する方式。エンジン
と直接つながっているため、低速から高速まで一定の高過給圧を発生でき
るのが特長で、スロットルを開けると、すぐにレスポンスが得られ、強烈な加
速を生み出す。

※インタークーラー
スーパーチャージャーは空気を圧縮させるので、圧縮熱が発生する。燃料と
混合する空気が高温では充填効率が低下するため、外気温程度にまで冷
却するのが大型のインタークーラー（水冷式）である。この吸気冷却により、
高い充填効率と高出力を生み出せるのだ。これらの装備により、このエン
ジンは自然吸気エンジンの約１．６倍の２５０馬力という最高出力を達成した。

●ＫＳＳ
　（カワサキ・スマート・ステアリング）
作動条件を満たした場合にのみ、スロットルを全
閉にしても旋回に必要なエンジン回転数を保ち、
推力を発生させるシステム。操縦者が旋回操作を
学ぶことを手助けする補助的な舵とりシステムで
ある。

●ＫＳＤ（カワサキ・スプラッシュ・ディフレ
　クター）は４本ライン
バウ（船首）のＫＳＤは、初めて４本ラインを採用。コー
ナーで内側に傾いてもライダーにかかる水しぶきを
最小限に抑えて視界を確保したので、一層快適
なライディングが実現した。

●ハル（船底型）
２５０馬力の大パワーを最大限に生かすために、新設計
された高性能ハル。デッドライズ（船底勾配）を２２．５°
の深いＶ船型にして波間での波切り性を向上させると
ともに、ウェーブショックを緩和するなどさまざまな工夫を
施した。
平水から荒れた水面までのあらゆる水面状況で、アイド
リングスピードから最高速まで、また、初心者からエキスパー
トまで最適なハンドリングと安定性を実現した。

●ストレージ
合計２００ の大容量スト
レージを装備。いくつか
の部屋に別れているので、
目的別収納に便利だ。

※フロントストレージは一
　部着脱式で多機能に
　使える。

※グローブボックスには
　取り外し可能なドリン
　クホルダー（ペットボト
　ルを２本収納可能）を
　セット。

※リアシート下にも工具
　や小物などを収容可能。

●ジェットポンプ
強大なエンジンパワーをより効率的に推力に変え
られるように、新設計の大口径（１５５ｍｍ）ジェット
ポンプを採用。耐久性の向上も図った。

●燃料タンク
７８ の大型燃料タンク（クラス最
大容量）の採用により、長距離
のクルージングでも安心である。

●JET SKI ULTRA LX

●JET SKI STX-15F

●JET SKI STX-12F

●JET SKI X-2

●JET SKI 800 SX-R

吸水

噴出

●パワーユニット
STX-15Fエンジン
ルーツ式スーパーチャージャー
インタークーラー
エアーバイパスバルブ
スロットルボディー
フューエルインジェクション

ルーツ式スーパーチャージャー

※ジェット推進システムとは
船底（ボトム）から吸い込んだ水をインペラーで加
圧し、さらに、後方の先端が絞られたノズル内に送
り込み、そこで加圧してノズルの外に噴出させる。
この噴出の反動でジェットスキーが前に進む。飛
行機のジェットエンジンと同じシステムで、空気の
代わりに水を利用している。

※「JET SKI」は川崎重工業（株）の登録商標です。

ＪＥＴ ＳＫＩ ＵＬＴＲＡ ２５０Ｘ

　近づく、マリンスポーツの季節。
　そのシーズン到来を待ち兼ねているのが、
カワサキ「ジェットスキー」ファンではないだろ
うか。水面を切り裂いて疾走する爽快感、醍醐
味はほかのマリンスポーツとはひと味もふた
味もちがう。
　川崎重工が他に先駆けて創り出し、１９７３年
に米国でデビューした新しい水辺のスポーツ
マシン、パーソナルウォータークラフト「ジェッ
トスキー」は、今では世界中にマリンスポーツ
として定着している。
　その最新機種である大型の「ＪＥＴＳＫＩ 
ＵＬＴＲＡ２５０Ｘ」（３人乗り、２００７年モデルとし
て新発売）は、カワサキで初めてスーパーチャー
ジャー過給機付きエンジンを搭載し、最高出力
は前例のない２５０馬力（ＵＳ仕様）。あらゆる水
面状況で瞬時にトップスピードにまで達する加
速性能と、カワサキらしいニュートラルなハン
ドリング、高速での操縦安定性を発揮するウル
トラスーパースポーツモデルである。
　“現時点で考え得る最高のモデル”といわれ
る「ＪＥＴＳＫＩＵＬＴＲＡ２５０Ｘ」の“すごさ”を
解剖してみた。
●「ＪＥＴ ＳＫＩ ＵＬＴＲＡ ２５０Ｘ」は、（社）日本舟艇工業会の排ガス
自主規制値を大幅に下回るだけではなく、米国ＥＰＡ（環境保護
庁）ならびに、世界で最も厳しいＣＡＲＢ（カリフォルニア州大気
資源局）の排ガス規制値もクリアしている。

イラストぎじゅつ入門―66

のラインナップ
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千葉みなと 発電所〔サミット美浜パワー（株）〕（千葉市）千葉みなと 発電所〔サミット美浜パワー（株）〕（千葉市）

－純国産ガスター  ビン－
現 場 を 訪 ね て
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ガスタービン「Ｌ２０Ａ」を
用いた発電設備（出力
約１万７，０００ｋＷ）が２基
並び、順調に運転を続け
ている。「発電所」では構
成する各機器の運転組
み合わせの最適化により、
熱電併給と電力供給の
需要変動に柔軟に対応
している。
川崎重工が経験と最新
技術を駆使して開発した
ガスタービン「Ｌ２０Ａ」。
窓があって発電所が見え
る中央制御室。
中央制御室のパソコンに
はガスタービンの稼働状
況などが表示される。

奥に見える「発電所」から不二製油・千葉
工場に蒸気を送るパイプ。
不二製油・千葉工場の正門。業務用のマー
ガリンと油脂を生産している。
食品の製造工程で使う蒸気なので、浄化
装置で不純物を除去した水を用いている。

吸収式冷温水機。夏場などにガスタービンに
送り込む空気が高温になると発電出力が下が
るので、この吸収式冷温水機でつくった冷水
で空気を１５℃程度に下げて送り込む。夏場の
電力需要の増大に対応するための備えである。

ガスタービン排熱回収ボイラ。ガスタービンの排熱を回収
して蒸気をつくり、蒸気タービンに送って発電する。
貫流ボイラ。ボイラの燃焼室の炉壁に多数の水管が配
置されており、水管の中で蒸気を発生させる。

　千葉市美浜区新港。
　千葉港に面した千葉食品コンビナー
トには現在、製粉業や製パン業、製糖業、
製油業、乳業など４０社が立地し、稼働
している。
　その一角に、サミット美浜パワー（株）（住
友商事グループ）の千葉みなと発電所（総
出力約５万ｋＷ）がある。発電所に近づ
くと、５万ｋＷという出力の割りには敷地

がこぢんまりと感じられる。コンパクトなガ
スタービンを中心に、各機器・装置が機
能的にレイアウトされているからだ。ガスター
ビンの軽快な運転音が響いてくる。商業
運転の開始は２００４年の７月。
　「現在、近隣の７社に合わせて約２万
ｋＷの電力と、そのうちの２社には蒸気も
供給しています。また、約３万ｋＷは、地
元の電力会社の送電線を通じて、住友
商事グループの特定規模電気事業者
であるサミットエナジー社に供給しています」
（千葉みなと発電所々長の若井堯令さん）

　川崎重工がフルターンキー契約で受
注して建設した千葉みなと発電所（以下、
「発電所」と略）は、自社開発した純国産・
高効率の２万ｋＷ級ガスタービン「Ｌ２０Ａ」
が商用として初めて採用された発電所
である。
　ガスタービン「Ｌ２０Ａ」は、当社が長年
培ってきた産業用ガスタービンの技術と
経験をベースに、最新の流体解析技術
や材料技術などを駆使して開発した。
ガスタービン単体の熱効率は約３５％と
非常に高く、高温度の排出ガス（５４５℃）
は排熱回収利用に最適だ。
　「発電所」の発電設備は、ガスタービ
ン「Ｌ２０Ａ」を用いた発電設備が２基
（出力約１万７，０００ｋＷ×２基＝約３万
４，０００ｋＷ）、それぞれの「Ｌ２０Ａ」に設
置した排熱ボイラ（合計２基）、蒸気ター
ビン（出力約１万５，０００ｋＷ）１基、貫流
ボイラ７基などで構成されている。つまり
この「発電所」は、ガスタービン発電設備

の排出ガスに含まれる熱を排熱ボイラで
回収して蒸気を発生させ、その蒸気で
蒸気タービンを回す、二段構えの発電シ
ステム（コンバインドサイクル発電設備）
なのである。蒸気供給も含めた総合熱
効率は５０％超と極めて高い。
　なお、ガスタービンや蒸気タービン、排
熱ボイラはもとより、「発電所」を構成する
主要機器・設備のすべてが川崎重工グ
ループ製である。

　「発電所」では独特な運転方式を採
用している。
　「団地の供給先はすべて工場なので
通常、夜間の需要がぐんと落ちます。そ
こで、ガスタービン２基のうち、夜間は１基
の運転を停止、つまり毎日交互に、起動、
停止を繰り返しています。一般的に、ガ
スタービンをこれほど頻繁に起動、停止
することはなく、それだけにガスタービン
の信頼性が重要なわけですが、『Ｌ２０Ａ』
は起動性能に優れており、過酷な使用
条件をクリアしています」（同発電所発
電部長の高野英樹さん）
　千葉食品コンビナートの周辺には
住宅地が広がっており、環境への配慮
からガスタービンの燃料は一般家庭と同

じ都市ガスを使用している。燃やしても
ＣＯ２（二酸化炭素）の発生が少なく、燃
えカスが出ないクリーン燃料だ。わずか
に発生するＮＯｘ（窒素酸化物）は脱硝
装置で除去し、千葉県の規制値をクリ
アしている。
　「コンバインドサイクル発電設備などに
よる熱電併給事業では、１社１工場での
自家消費が一般的でしたが、この発電
所は工場団地の複数の工場への熱電
供給事業と、電力小売り事業（特定規
模電気事業者）を結び付けた、５万ｋＷ
規模の発電所では例のない新しい事業
形態で、今後の普及発展が期待されて
います」（川崎重工ガスタービン・機械
カンパニーガスタービンビジネスセンタ－
発電プロジェクト営業部営業課の
須田信男上級専門職）

　「発電所」が電力と蒸気を供給して
いるうちの１社、不二製油（株）千葉工
場を訪ねた。「発電所」に隣接している
同工場は２００６年５月から稼働が始まっ
た新しい工場で、業務用のマーガリンと
油脂（ポテトフライなどの揚げ物用）を生
産している。
　「電力は工場の稼働や事務所などの
照明などに、蒸気は生産工程で加熱、
殺菌などに使います。蒸気は直接、間
接に食品に接するので高品質のもので
なければなりません」（不二製油千葉工
場長の高木裕司さん）
　そのため、工場内に水道水の浄水装
置を設け、純水並みに不純物を除去し
た水を「発電所」に送水している。「発
電所」ではその水を使い、工場指定の
薬品を用いて高度に清潔な蒸気を生産
している。
　「マーガリン工場では、適宜、製造装
置を洗浄しますが、その時瞬間的に大
量の蒸気を使います。装置洗浄の直前
に発電所に連絡し、ボイラーの運転に注
意をしてもらっています」（高木さん）
　両者のお話によると、蒸気をめぐるこう
した連携プレーは極めてスムーズにいっ
ているという。
　「電力供給も蒸気の供給も、非常に
満足しています」（高木さん）
　「商業運転を始めて間もなく３年にな
りますが、極めて順調な運転が続いてい
ます」（若井さん）

たかのり

現 場 を 訪 ね て

総出力約５万ｋＷ。食品コンビナートの７工場に電力と蒸気を供給し、
さらに特定規模電気事業者に電力を供給

機能的にコンパクトに
レイアウトされた発電所

複合発電に最適な
ガスタービン「Ｌ２０Ａ」

食品の生産工程に
求められる高品質の蒸気

起動性能のよさで
過酷な運転条件をクリア
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左：遠見山展望台からの眺め。この突き出た小さな岬が笠島港を天然の良港たらしめる一助となっている。右：尾上神社か
ら見た笠島地区。住宅地の先の丘陵が城山で、屏風のように集落を隠している。

江戸から大正の名残をとどめる笠島地区。江戸後期や明治時
代の建物がおよそ３０棟ほど残っているという。

三方を丘陵に囲まれて“天然の良港”といわれる笠島港。かつ
ての塩飽水軍の本拠地だった。

　正面に千本格子の窓をあしらった本瓦葺きの町屋形式の住宅が連なり、独特の風情を醸し出している東小路。
　小さな路地の昼下がり。暖かな風がそよぎ、ゆったりと時間を刻んでいく。

　丸亀港を出港したフェリーは、およそ３５分で本
島の本島港に着いた。島全体がやわらかな春の
陽に包まれている。
　周囲が約１６ｋｍの本島は、塩飽諸島の中心。
塩飽諸島は、本島、瀬戸大橋が通る岩黒島や櫃
石島、さらには広島など大小２８の島々の総称であ
る。“しわく”という呼び名は、島の浜辺で行なわ
れた製塩の“塩焼く”、あるいは狭い備讃瀬戸の
潮が大小の島かげにぶつかり合って複雑に渦巻
いて流れる“潮湧く”から転化したといわれる。
　塩飽といえば、古くから海運・回船業で全国に
知られた塩飽水軍。織田信長や豊臣秀吉の軍役
の際、海上輸送で上げた功によって朱印状を授か
り、軍役に携わった船方衆６５０人に対し、塩飽の
島に１，２５０石が与えられた。６５０人は大名、小名
に擬して“人名”と呼ばれ、以降、その中から選ば
れた４人の年寄たちによって交代で統治された。
年寄たちが政務を執った海の政所・塩飽勤番所
（国指定史跡）が本島にある。この“自治制度”は、
徳川時代を経て明治の初めまで続いたという。

●
　その塩飽水軍の本拠地だったのが、本島の北
東の端にある小さな港町・笠島地区である。本島
港から歩いて２０分ほどだ。
　北は海に面し、東は海に張り出した城山、他の
二方も小高い山に囲まれている。さらには、港から
１ｋｍほど沖には向島が横たわっている。つまり、北
の向島、東の城山が集落の所在を巧みに隠して
いる。塩飽水軍の本拠地として絶好の“天然の
良港”なのである。
　笠島地区は東西約２００ｍ、南北約２００ｍの緩
やかな傾斜地で、ここに１１０棟余りの伝統的建造
物が建ち並んでいる。江戸時代に船方衆が、その
富と誇りを競いあって意匠を凝らした町家建築で
ある。
　延宝４年（１６７６年）の記録では、本島の戸数
は７１４戸（４，４９４人）で、このうち笠島は１７７戸
（１，２５９人）。また、本島全体の船１６４隻のうち笠
島は４３隻を占めている。塩飽の回船業は江戸時
代中期まで繁栄を極めたが、その後は全国的な回
船業の発達によって塩飽船方への需要は減少し
ていく。そこで、船大工の技術を活かした塩飽大
工として中国地方を中心に活躍したという。いうま
でもなく、笠島地区に残る伝統的建造物は塩飽
大工が建てたものである。

にんみょう

ひつ

いし

まんどころ

し わ く

ほん　じま

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○

丸亀市本島町
（香川県）

13塩飽水軍の本拠地に残る、
品格ある町家建築

丸亀

児島

岡山県

岡山

坂出

香川県

高松

瀬戸大橋

塩飽諸島

岩黒島

牛島

櫃石島

塩飽諸島

笠島地区

広島

向島

本島
与島

瀬
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東小路では桜が春を謳歌
していた。通りには人の姿
もなく、ひっそりと静まり返っ
ていた。

かつての回船問屋だった
小栗邸は、“ふれあいの館”
として公開され、軽食などを
提供している。

東小路の見事な出格子の町
屋建築。ツシ二階建てと呼ぶ
中二階の窓は虫籠窓となって
いる。

寛政１０年（１７９８年）
の建築とされる塩飽
勤番所（国の史跡）
の豪壮な門。
ここで“人名”から
選ばれた年寄りたち
が島の政治を司った。

日本武尊を祀る尾上神社は桜に埋まっていた。拝殿は
大正５年、塩飽大工の養成所の生徒たちが建てたという。

笠島まち 並み保存センターとなっている真木邸。ナマコ壁の土蔵を配した江戸期の建物である。 格子越
しに春の日差 しがやわらかい。 旧家の内部は土間ひとつにも時代を感じさせる雰囲気に満ちている。 道路
の歪みに合 わせて建てたため、変形の畳を敷くことになったようだ。

●
　笠島地区の主な道路にはマッチョ通り（町通り
から転化）や東小路、田中小路といった名が付い
ている。東小路はわずかにＳ字形に、マッチョ通り
は弓なりに曲がっており、また、道路の交差部は丁
字形に交わらせるか食い違い十字路としており、
見通しがきかない。これは、敵の侵入に備えた城
下町における道路構成とまったく同じ手法だという。
　東小路を南へ歩く。
　本瓦葺きで、地元でツシ二階建てと呼ぶ中二
階の家が建ち並んでいる。中二階で建物が低い
のは、潮風の影響を少なくするためのようだ。建物
は江戸後期から大正時代に建てられたものが多く、
気分はたちまち江戸時代に飛んでいく。
　建物の基礎には御影石が使われ、１階は腰格
子付き雨戸構えと出格子・窓格子を組み合わせ
た表構えで、堅牢で美的景観にも工夫が凝らされ
ている。２階は物置で、虫籠窓や格子窓が設けら
れており、得も言われぬ品格のある建物である。
　「１９８５年に島嶼部として初めて国の『重要伝
統的建造物群保存地区』に選定されてから、年に
２～３軒ずつ修復し、やっとこれまでの景観になりま
した。修復事業は今も続いています」と、ＮＰＯ法
人本島町笠島まち並保存協力会（会員は島内外
の約１００名）事務局の高島久子さん。

●
　その保存協力会の保存センターが設けられて
いるのが、東小路とマッチョ通りが交差する辻に
建つ真木邸（公開）だ。ナマコ壁をふんだんにあし
らった江戸時代の建築で、祖先は年寄（名主との
説も）を務めた家柄といわれる。カマドを築いた土
間や二階造りの土蔵など、町家造りの特色を十
分に残している。面白いのは、わずかに歪曲する
道路に合わせて建てたため、部屋の一部に変形
の畳が敷かれていること。また、屋根の造作に船
大工の技術が転用されているという。
　マッチョ通りを少し西に入った海側の小栗邸
（「ふれあいの館」として公開）はかつての回船問
屋で、外観の割りに母屋は狭く、物置や土間など
の収納部が広い。

●
　笠島地区の西端にある尾上神社は満開の桜
に包まれていた。日本武尊を祀る笠島の氏神だ。
その境内から見える笠島地区は、密集した本瓦葺
きの屋根が、春の陽の下で黒く輝き、左手に臨め
る笠島港では、小さな漁船が舳先を揺らしていた。

●
　笠島と本島港を結ぶ道程の中ほどに、塩飽勤
番所がある。島民による自治領を統治した政庁で、
この種のものでは全国唯一の歴史遺産とか。信
長や秀吉、家康からの朱印状など貴重な古文書
が公開されている。
　余談めくが、万延元年（１８６０年）２月に太平洋
を初めて横断した咸臨丸に乗船していた水夫５０
名のうち、３５名が塩飽出身者だったという。塩飽
水軍の面目ここにあり、という歴史のエピソードで
ある。

とう しょう  じ た   なか しょう  じ

む   かご  まど

とう  しょ

さなぎ

歪曲する道路に合わせた変形の室内丸
亀
市
本
島
町
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ロボット1
コントローラ

ロボット2
コントローラ

音声＆動画
表示部

全体制御部

制御パソコン

画像処理部
K-HIPE-R

AI処理部
（人工知能）

KIS

外部軸

ロボットアーム

カラーカメラ

カメラ照明

ハンド

双腕型知能ロボットのシステム構成

「カワサキワールド」
で「キューブ君」がパ
フォーマンスを始める
とたちまち多くの観客
が集まってくる。

「キューブ君」が搬出入装置からルービック
キューブを取り出す。
川崎重工が独自に開発した画像処理シス
テム「Ｋ－ＨＩＰＥ－Ｒ」で６面の色配置を高速
で認識し、表示する。
川崎重工が独自に開発した人工知能シス
テム「ＫＩＳ」が「３０手」で解くと読む。
両手を巧みに動かして解いていく。
「あと１手」と表示。
完成。「やったぜ、このとおり！」

　川崎重工が２００６年５月、神戸海洋
博物館内にオープンした企業博物館
「カワサキワールド」が好評だ。
　実物展示では、初代新幹線の先頭
車両の運転席に座ったり、大型双発ヘ
リコプターの操縦室を見ることができ、モー
ターサイクルギャラリーには歴代のカワサ
キの名車がずらりと並び、モーターサイク
ルにまたがることもできる。また、船のシア
ターでは船舶の建造工程と進水の仕組

みを３面マルチの迫力ある大画面で学
べるなど、“みて、ふれて、体感する”を
具体化した、ひと味違う展示・構成が好
評で、子供から大人まで多くの入館者
が訪れている。
　その「カワサキワールド」でいつも人だ
かりができるのが“パフォーマンスロボット”
「キューブ君」だ。「キューブ君」は、さま
ざまな製造現場でスポット溶接や組立ハ
ンドリング、塗装などを行なう産業用のカ
ワサキロボットをベースに先端技術を採
り入れて開発したものである。

　「キューブ君」は、取り出したルービッ
クキューブ（以下、キューブ）の６面の色
配置を素早く認識し、“顔”の部分に画
像表示する。次に解く手順を計算し、完
成までの手数を、例えば「３０手」と表示
する。そして、キューブを両方の“手”で
持ち替えながら回転させ、「あと５手」な
どと表示し、その手数通りに６面を完成
させる。完成させると、得意そうにキュー
ブを“左手”で観客に見せ、“右手”の

指をパチパチと鳴らして自分で拍手まで
してしまうのだ。
　「キューブ君」は、観客が任意に崩し
たキューブも、予告した手数で鮮やかに
解く。なぜこのようなロボットを開発した
のだろうか。
　「モノを見分ける機能や人工知能は
今後のロボットの高機能化に必要な
技術です。また、双腕は重心を安定させ
るし、双腕を協調させ、回転軸や走行
軸を加えることで、より柔軟性のある作業
が可能になります。こうした先端技術
適用の一例が『キューブ君』なのです」
（川崎重工汎用機カンパニーロボット
ビジネスセンター企画管理部 前田徹治
上級専門職）

　「キューブ君」のパフォーマンスを、順
を追ってみてみよう。
　まず、「キューブ君」は横の搬出入装
置からキューブを取り出す。
　「常設展示なので長期間、連続・安
定して動かせるよう、キューブ破損や持
ち損ないを最小限にするため“手”の接
触部を改良し、また、確認用センサを合
計６個も配置して搬出入装置の精度を
高めました」（川崎重工技術開発本部
システム技術開発センターメカトロ開発
部センサ技術課  島田忠雄上級専門職）
　次に、６面の色配置の認識。これは、
川崎重工が独自に開発した画像処理
システム「Ｋ－ＨＩＰＥ－Ｒ」（Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ Ｉｍａｇｅ Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ 
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ ｆｏｒ Ｒｏｂｏｔ）の役割だ。
６面配色の認識を高速に２～３秒で行な
い、画像に表示する。
　６面の色配置を認識した後は、川崎
重工が独自に開発したＡＩ（人工知能）
システム「ＫＩＳ」（Ｋａｗａｓａｋｉ Ｉｎｆｅｒｅｎｃｅ  
Ｓｙｓｔｅｍ）が活躍する。（「ＫＩＳ」は、川
崎重工が開発したＰ－３Ｃ型航空機の
自動操縦用整備支援システムにも適用

されている）。
　「ＫＩＳ」は、６面完成
までの手順（どのキュー
ブから色を揃えるかなど）
や、それまでに揃えた
キューブを崩さずにキュー
ブを移動・回転させるた
めの操作内容など、完
成に必要な知識やコツ
を、約１６０通りのルール
（囲碁・将棋の“定石”
のようなもの）として有し
ている。キューブは操作
するごとに色の配置が
変化するので、６面完成までにはそれぞ
れの状況に適したルールを繰り返し参
照しながら（考えながら）、完成までの手
順を導き出す。
　「初めにどの面から揃えるかなどの違
いにより、６面完成までの操作はさまざま
な組み合わせがあります。『キューブ君』
は瞬時（１秒程度）に約１００通りの解き
方を“算出”し、その中から完成までの
手数や操作時間が最少の解き方を選
択します。仮に完成までの手数が３５手
なら、『キューブ君』の人工知能はおよそ
３，５００回の“思考計算”を瞬時に行なっ
ているわけです」（島田上級専門職）

　「キューブ君」は、双腕ロボット（二つ
のロボット）がキューブを解く手順を共有
し、同期した動きをするように、右上「構
成図」のように全体制御部が司令部と
なり、ＴＣＰ／ＩＰと呼ぶ最新の通信プロト
コル（制御手順）を用いて両ロボット（両手）
に解く手順のデータ通信や動作指示な
どを行なっている。一方、「キューブ君」
からは、６面完成までの残りの手数を送
信している。また、両ロボット間でも同期
通信ができるようになっており、全体制御
部からの指令で動く動作と、ロボット間で
のみ同期通信で動く動作を使い分けて

いる。そのため、動作には寸部の誤差も
なく、全体として極めてスムーズな動きを
実現できた。
　「キューブ君」はすでに２号機も完成
しており、今年は米国や中国でのロボット
関連の展示会への“出演”が決まって
いる。また、各地の公立博物館などから
常設展示を要請する声も寄せられてい
るという。
　今後は新しいパフォーマンスを披露す
る計画もある。ますます楽しみな「キュー
ブ君」である。

■「カワサキワールド」での
　パフォーマンスは３０分おき

「カワサキワールド」での実演は１日１４回、３０分
おきです。お見逃しのないように。

●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）

双腕型で目とＡＩ（人工知能）システムを備えた
未来志向の産業用高機能ロボットの一例として開発
パフォーマンスが始まると

人だかりの人気

観客が崩したルービックキューブも

予告の手数で鮮やかに解く

独自の画像処理システムと

人工知能システム

２号機が各国のロボット関連の

展示会に“出演”予定

ルービックキューブを解く“パフォーマンスロボット”

＜話題のコーナー＞
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「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｕｓｔｏｍ」

ＬＮＧ運搬船「ＥＮＥＲＧＹ ＰＲＯＧＲＥＳＳ」 ＶＬＣＣ「YAMATOGAWA」

「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｌａｓｓｉｃ」

カワサキプラントシステムズとカワサキ環境エンジニアリングが合併

中日新聞社から「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」を受注

大排気量クルーザーモデル「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｕｓｔｏｍ」と「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｌａｓｓｉｃ」を新発売

モロッコから
セメントプラントを受注

鉄道車両の製造拠点・兵庫工場に新総合事務所が完成

自社開発のガスタービン「Ｌ２０Ａ」搭載のコージェネレーション発電設備を受注

１４万５，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船と最新鋭の大型タンカー（ＶＬＣＣ）を相次いで引き渡し

　川崎重工の１００％子会社であるカワサキプ
ラントシステムズ（株）（以下、Ｋプラント）とカワサ
キ環境エンジニアリング（株）（以下、ＫＥＥ）が
４月１日に合併した。
　川崎重工グループの新たな中期経営計画
「Ｇｌｏｂａｌ Ｋ」では、「エネルギー・環境関連事業」
を川崎重工グループを支える新たな柱に育成
する方針を打ち出した。ＫプラントとＫＥＥは、そ

れぞれ「エネルギー・環境関連事業」でコアの
ひとつになりうる事業を有しており、両社の合
併は「Ｇｌｏｂａｌ Ｋ」の基本戦略の一環として「エ
ネルギー・環境関連事業」の育成を加速させる
ための方策でもある。
　川崎重工は合併会社に対して、営業・技術・
資金を含む経営支援を行ない、川崎重工グルー
プとしての総合力を高めるとともに、「Ｇｌｏｂａｌ  Ｋ」

の実現を通じてグループ企業価値の向上に努
めていく。
●合併新会社の概要

合併時期：２００７年４月１日
会 社 名：カワサキプラントシステムズ（株）
資 本 金：８５億円（川崎重工の１００％出資）
代 表 者：取締役社長  林敏和
従業員数：約９１０人（合併時）

　川崎重工は、中日新聞社から最新型の
「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」（以下
「Ｃ－２型」）を受注した。報道用に使用される
「Ｃ－２型」としては初めての受注で、引き渡し
予定は２００８年４月。
　今回受注した「Ｃ－２型」は、自動操縦装置
を含む航法装置や衛星電話、安全対策として
空中衝突警告装置などを搭載した最新型の
ヘリコプターで、中日新聞社で使用されている
「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－１型ヘリコプター」の後継
機として使用される。
　「川崎式ＢＫ１１７ヘリコプター」は、川崎重工
と欧州のユーロコプタードイツ社（当時、ＭＢＢ社：
メッサーシュミット・ベルコウ・ブロウム社）が共同
開発した中型双発機で、物資・人員輸送・消防・
防災、警察、ドクターヘリ（救急救命）など多用
途に活用されている。同機は、優れた安全性・
操縦性、コンパクトな機体形状、担架など長尺
物の搬出入に適した機体後部の大型観音開

きドアなどが特長で、国内で約１４０機、全世界
で５００機以上の受注実績を誇るベストセラー
機である。
　その最新型の「Ｃ－２型」は、従来型機より
キャビンスペースを約３０％、最大全備重量を約
７％拡充し、また、航続距離の約３０％延長によ
り輸送能力・飛行能力が大幅に向上。また、新
型メインロータ・ブレードの採用で、騒音・振動が

大幅に低減された。
■主要諸元

全　　　　長：１３．０３ｍ
全　　　　幅：１．７３ｍ（胴体）
定　　　　員：１１名（最大座席数）
最大全備重量：３，５８５ｋｇ
巡 航 速 度：２６０ｋｍ／ｈ
航 続 距 離：７００ｋｍ（標準タンク）

　川崎重工は、大排気量クルーザーモデル
「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｕｓｔｏｍ」と「ＶＵＬＣＡＮ ９００ 
Ｃｌａｓｓｉｃ」を２月に新発売した。
　「ＶＵＬＣＡＮ ９００」シリーズは、中低速回転
域で強力なトルクを発生し、発進時や高速走
行時に優れたパワーフィーリングを発揮する
新設計の水冷４ストロークＶ型２気筒エンジン
（９０２ｃｍ3）を搭載し、これも新設計のロー＆ロ
ングのプロポーションを持つ車体と相まって、優

れた外観バランスを実現したクルーザーモデル
である。また、フューエルインジェクションやハニ
カム触媒などを搭載して国内の排出ガス規制
値を大幅にクリアし、高い環境性能を有している。
●「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｕｓｔｏｍ」

　大径２１インチキャストホイール、ストレートタイ
プのハンドルバー、カバーレスのフロントフォーク、
コンパクトなヘッドランプなどを装着。とりわけ前
輪のキャストホイールはクルーザー発祥の地、ア

メリカの幌馬車のホイールを連想させる形状を
持ち、独自性の高いスタイリングを有するモデル
である。
●「ＶＵＬＣＡＮ ９００ Ｃｌａｓｓｉｃ」

　極太のタイヤをクロームメッキのスポークホイー
ルに装着し、曲線を基調としたクラシカルで重
厚な外観とロー＆ロングのプロポーションを、高
い次元でバランスさせたモデルである。

　川崎重工は、ＭＣ塩浜エネルギーサービス（株）
（三菱商事（株）の１００％出資子会社）が、三
菱化学（株）四日市事業所塩浜地区構内で
実施するオンサイト熱電併給事業向けに、出力
１万５，９００ｋＷのコージェネレーション発電設備
を受注した。本発電設備には、川崎重工が自
社開発した高効率ガスタービン「Ｌ２０Ａ」（Ｐ．１０
～１３「現場を訪ねて」で詳しく紹介）が採用さ
れる。

　三菱化学四日市事業所では現在、川尻地
区においてＭＣ川尻エネルギーサービス（株）
によるオンサイト熱電併給事業が進められており、
川崎重工の３万５，０００ｋＷコージェネレーション
発電設備（Ｌ２０Ａ×２基）が採用されている。
今回の受注は、この川尻地区に続くもので、川
崎重工のガスタービン「Ｌ２０Ａ」とこれを用いた
コージェネレーション発電設備の高効率、高い
信頼性が三菱商事および三菱化学から高く評

価された結果である。
　本発電設備により供給する電気や蒸気は、
三菱化学四日市事業所塩浜地区構内の動力
源や熱源として利用される。本発電設備の導
入は、事業所燃料を重油から天然ガスへと転
換することによるＣＯ2削減などの環境対策に
貢献するとともに、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。
　操業開始予定は２００７年１１月。

　（株）川崎造船は坂出工場で、（株）商船
三井の子会社であるＪＯＶＩＡＬ  ＳＨＩＰＰＩＮＧ  
ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ Ｓ．Ａ．向けＬＮＧ運搬船
「ＥＮＥＲＧＹ ＰＲＯＧＲＥＳＳ」と、ＫＡＷ１５７２  
ＳＨＩＰＰＩＮＧ Ｓ．Ａ．向けの最新鋭ＶＬＣＣ
「ＹＡＭＡＴＯＧＡＷＡ」を相次いで引き渡した。

●ＬＮＧ運搬船「ＥＮＥＲＧＹ ＰＲＯＧＲＥＳＳ」

　４個のモス型球形独立型ＬＮＧタンクを持ち、
１４万５，３４４ｍ3の液化天然ガスを輸送できる大
型ＬＮＧ運搬船である。ＬＮＧタンクには、川崎
造船が独自に開発した防熱効果の高い川崎
パネル方式防熱システムの採用により、ＬＮＧの
蒸発率を１日約０．１％としている。貨物タンク区
画は、二重船殻、二重底構造とし、ＬＮＧタンク
はその内側に配置されているため、万一の船
体損傷時でも直接タンクに損傷が及ばないよう
に保護されている。

●ＶＬＣＣ「ＹＡＭＡＴＯＧＡＷＡ」

　川崎造船が新規に開発した最新鋭タンカー
で、マラッカ海峡を通行でき、日本の主要バース
に入港できる船としては最大級の積載能力（荷
油槽容積は約３５万２，０００ｍ3）を有している。
燃料油タンクおよびポンプルームを貨物タンクと
同じく二重船殻構造とすることで、万一の際の
海洋汚染防止対策としている。また、省エネル
ギー対策として、舵にフィン（翼）とバルブ（球状
の物体）を付けた「ＲＢＳ－Ｆ」、および高効率タ
イプのプロペラを採用している。　川崎重工は、鉄道車両の製造拠点である

兵庫工場に新総合事務所を完成させた。
　新総合事務所は、鉄道車両事業に従事す
る設計部門を中心に営業、資材、管理など主
に上流部門の集約を行なうもので、２００７年５月
の移転完了時には約７００名が勤務することに
なる。兵庫工場では、海外向け大型案件など
の受注増加により要員が急増している。こうし
た状況に対応して業務スペースを拡大すると
ともに、現在分散している設計部門の事務所
の集約化を図ることで業務効率の大幅な向上
が期待できる。
　新総合事務所は、鉄道車両製造拠点のシ
ンボルとなる外観の創出、高度な情報インフラ
の構築に対応するインテリジェントビル、確実な
セキュリティの実現、省エネルギーに十分配慮
した施設、働きやすいオフィス環境をコンセプト
として建設した最新施設である。
　川崎重工は、国内向け鉄道車両をはじめ、
北米やアジア向けを中心とする輸出案件にも
積極的に取り組んでおり、兵庫工場をエンジニ
アリングセンターならびにマザーファクトリーと位
置付け、米国のヨンカース工場（ニューヨーク州）
やリンカーン工場（ネブラスカ州）との一体運営

を行なっている。今回の新総合事務所の完成
を機に、川崎重工は今後も、一層の効率向上
と高度なエンジニアリング力の発揮により鉄道
車両事業の拡大を図っていく。
●新総合事務所の概要

所 在 地：兵庫県神戸市兵庫区和田山通
　　　　　２－１－１８（兵庫工場内）
建築面積：１，５１５．４４ｍ2 
延床面積：１万７，６１３．２３ｍ2（地上１２階建て）
勤務人員：約７００名

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）（以下、Ｋプ
ラント）は、ラファージュセメント社※（モロッコ王国）
から、テトアンⅡ工場の２号ライン向けセメント
プラントを受注した。設置場所はモロッコ北部
テトアン市で、セメントの生産開始は２００９年の
予定。
　今回受注したセメントプラントは、Ｋプラントが
２００４年に納入したテトアンⅡ工場の１号製造ラ
インと同一設計の日産２，３００ｔ。Ｋプラントは、主
要設備である原料粉砕および焼成設備の機
器供給と機器据え付けを担当する。
　本プラントは、モロッコ国内の旺盛なセメント
需要に応えるため、ラファージュセメント社が既
設の１号ラインに隣接して建設するものである。
Ｋプラントが先に納入したテトアンⅡ工場の１号
ラインは、セメントの総生産量世界一というラファー
ジュ社の工場の中でもトップレベルの高い操業
率を誇り、ラファージュ社の業績に大きく貢献し
てきた。今回の受注は、この１号ラインで実証さ
れたＫプラントの技術力をラファージュ社が高く
評価し、特命で連続発注を決定したものである。
※ラファージュ社（仏）とＳＮＩ社（モロッコ）の共同出資会社
　ラファージュモロッコ社の子会社。

エネルギー   　　   プログレス

お問い合わせ先（株）カワサキモータースジャパン  お客様相談室　    ０１２０－４００－８１９
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