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●表紙説明●

　雨に打たれながら、じっと見つめ合っているようにも見
える２機種の航空機。右が次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）、
左が次期輸送機（Ｃ－Ｘ）で、７月４日、川崎重工・岐阜
工場で行なわれたそのロールアウト式でのひとコマです。
　川崎重工は、防衛省の「Ｐ－Ｘ」「Ｃ－Ｘ」の国産開
発のプライム（主担当）企業に指名され、２００１年以来、
日本の航空機産業の総力を挙げて２機種同時開発に
取り組んできました。そして、機体・搭載システムの一部
共用化という画期的な成果をあげ、この日、試作１号機
を多数の関係者の前でロールアウトしました。
（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－◯

対人地雷を掘り出して爆破し、
鉄片のほぼすべてを回収する
対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」のしくみ
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マ イ ン ブ ル

　東京（羽田空港）から神戸空港へは、ひと眠
りする間もなく着く。改めて、近くなった神戸
を実感させられる。しかも、神戸空港は神戸市
街地から非常に近い。神戸新交通ポートアイラ
ンド線「ポートライナー」に乗れば、神戸の中心
地、三宮まで最短１６分台である。
　こうした利便性を持つ神戸空港の開港（２００６
年２月）は、周辺の開発事業に着実に効果を及
ぼしつつある。とりわけ、神戸空港のすぐ北側
にある人工島（海上都市）ポートアイランド第２
期で進められている神戸医療産業都市の開発
に、はずみをつけているようだ。神戸医療産業

都市構想は神戸市が、医療・バイオ関連の企業
や研究所の集積を目指して開発を進めている
ユニークな都市構想である。
　一方、神戸港は、国が国際拠点港を育成する
スーパー中枢港湾のひとつに、大阪港とともに
構成する“阪神港”として指定され、ポートアイ
ランド第２期の特定国際コンテナ埠頭で整備事
業が進められている。
　神戸空港から「ポートライナー」に乗ってポート
アイランド第２期へ－広大な海上都市で進む
さまざまな開発・整備の一端をカメラで追った。
※写真協力／神戸市広報課、神戸市みなと総局、神戸市企画調整局、先端
　　　　　　医療センター

開港１年余りの神戸空港が 神戸医療産業都市の開発にはずみをつけ、
スーパー中枢港（阪神港）の整備も進む
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整備が進む神戸医療
産業都市。ポートライ
ナー・先端医療センター
前駅を中心に公的研究
機関や医療バイオ関連
の企業進出が相次いで
いる。進出した企業は
約１００社、雇用者数は
約２，１００人（うち研究員
は４００人以上）にのぼっ
ている。

神戸空港ターミナルビルの
屋上階展望デッキから見た
神戸市街の夜景。
賑わう神戸空港ターミナル
ビル２階の出発ロビー。
ポートライナー・神戸空港駅
も多くの利用者で賑わって
いる。
出発ロビーはポートライナー・
神戸空港駅と同じフロアで
非常に動線がよい。
間近に飛行機を見られるの
も見物客に好評の一因。
空港島西北部の人工ラグー
ン（人工海水池）周辺の砂
浜・磯浜で楽しむ人々。

　川崎重工が３編成１８両を納入したポートライナー
の新型車両。　利用者の多さを物語る空港の駐
車場と川崎重工が製作・施工の一部を担当したス
カイブリッジ。　スカイブリッジをポートライナーが渡っ
ていく。

上：川崎重工が建設工事を担当した貨物ター
ミナル。右：空から見た広大な人工島（海上
都市）・ポートアイランド。ほぼ中央から手前が
「第２期」である。

　神戸空港（マリンエア）で、ターミナル
ビルを運営する神戸空港ターミナル（株）
の代表取締役常務、大下勝さんに利用
状況などを伺った。
　開港（２００６年２月１６日）から２００７年
３月末までの神戸空港の旅客数は約３０９
万人。開港後１年間で締めると約２７４
万人だが、地方自治体が建設した空港
としては旅客数第１位である。

　就航路線は東京（羽田）、札幌（新千
歳）、沖縄（那覇）など７路線。開港から
２００７年３月末までの旅客数では、東京（羽
田）が約１５０万人で断然多く、沖縄（那覇）
約６５万人、札幌（新千歳）約５８万人と
続く。廃止された路線もあるが、今年７月
１日から石垣便が加わり、仙台、鹿児島
とあわせて６路線が就航している。
　なお、神戸空港では２００６年９月から

国際ビジネスジェット（自家用機およびオ
ウンユースチャーター機）の就航を受け
入れており、目標は年間３０機。国際ビジ
ネスジェットの就航は、外資系企業や国
際コンベンション誘致の推進、神戸医療
産業都市構想と連携した空港活用など
に大きな影響を及ぼすものと考えられて
いる。

　神戸空港は海上空港で、北側を向く
と神戸市街を一望でき、とりわけ夕景、夜
景がすばらしいため、空港ターミナルが
神戸の新しい観光スポットになっている
という。開港から２００７年３月末までの見
学者数は約２２６万人にのぼっている。
　「年間を通じてジャズ演奏会やファッショ
ンショーなどのイベントを展開し、楽しく親
しめる施設を目指しています」と大下さん。
　また、おしゃれな街・神戸にふさわしい

空港として「デザイン性を重視した」
（大下さん）という空港ターミナルは、動
線のスマートさが特筆ものだ。ポートライ
ナー・神戸空港駅の改札口を出て左に
曲がり、長さ約１０ｍの橋を渡ってターミ
ナルビル２階の出発ロビーに入ると、両
斜め前方に航空会社のチェックインカウ
ンターが並んでおり、視認性が高い。チェッ
クインを済ませると、その先が出発口（保
安検査場）で、さらにその先は搭乗口。

つまり、２階フロアを真っ直ぐに進めば飛
行機に乗れるのだ。
　神戸空港は、関西国際空港へのアク
セスも良い。高速船のベイ・シャトルが、
両空港を所要時間２９分で結んでいる。
２００６年７月１３日に運航を開始し、２００７
年３月末までに約１４万人が利用したと
いう。神戸空港は世界と直結しているの
である。

　神戸空港駅で「ポートライナー」に乗る。
　川崎重工が納入した「ポートライナー」
の新型車両はステンレス鋼製（従来は
アルミニウム合金製）。座席はボックス
シートで、車椅子スペースも設けた。窓に
はカーテンを付けて日差しを防いでいる。
さらに、駅ホームと車両の床の段差を縮

めるなどのバリアフリー化を進めており、
乗降のしやすさや乗り心地がより一層
向上している。
　「ポートライナー」は神戸スカイブリッジ
を渡り、ポートアイランド第２期に入っていく。
神戸空港駅から４分でポートアイランド
南駅である。

　ポートアイランド第２期は、ポートアイラン
ド第１期と一体となって新しい都市ニーズ
に対応するため、ポートアイランド第１期の
南側に地続きで造成された人工島（海
上都市）で、埋立面積は３９０ｈａと広大だ。

　ポートアイランド南駅から２分、つまり神
戸空港駅から６分で、今注目の神戸医
療産業都市の中核施設が集積する、
先端医療センター前駅に着いた。
　神戸医療産業都市構想は、１９９５年
に神戸市などを襲った阪神淡路大震災
からの産業復興を目的に始まった。
　「それまでは別の構想が進んでいた
のですが、震災で中止になりました。そこ
で、２１世紀に飛躍的な進歩が予見され
ていたライフサイエンス（生命科学）を柱
とする、日本で初めての医療産業の集
積を進めることになったのです。１９９８年
に神戸医療産業都市構想懇談会（座長：
井村裕夫神戸市立中央病院長（当時））
が設置されてスタートしました」と、神戸
市企画調整局医療産業都市構想推進
室長の三木孝さん。

　神戸医療産業都市構想とは、最先端
の基礎研究を実用化し、さらに新しい産
業創出に結びつけようという構想である。
具体的には、新薬の開発や細胞・遺伝
子治療、介護機器を含む医療器具などだ。
　その端緒となった懇談会の設置から
１０年にも満たない現在、この“産業都市”

には約１００社の医療・バイオ関連企業
が進出。雇用者数は約２，１００人（２００７
年３月末現在）で、このうち博士号を持
つ研究者・医師など研究員は４００名以
上。「中核施設の整備は順調に進み、ま
ず、足場はできたと思います。次の目標
は２００社です」（三木さん）

　神戸空港と神戸中心部を結ぶ神戸
新交通ポートアイランド線「ポートライナー」
（１９８１年にわが国初の新交通システム
として開業。川崎重工がシステム全体
のとりまとめとともに車両（１２編成７２両）、
分岐、総合管理システム、車両基地など
設備の中枢部を担当）は、神戸空港の
建設に対応して神戸空港駅まで延伸さ
れた。この延伸に際し、川崎重工は新

型車両（３編成１８両）を納入した。
　川崎重工はまた、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
（全長１，１８８ｍ）の一部約２９０ｍを製作・
施工。「ポートライナー」の延伸に伴う線
路の上部工などさまざまな付帯工事も
行なった。さらに、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」の建設工事を担当した。

東京（羽田）便は開港１年余りで約１５０万人が利用

神戸の新しい観光スポットになった神戸空港

快適な乗り心地の「ポートライナー」の新型車両

最先端の基礎研究の実用化から新しい産業創出へ

神戸空港と川崎重工
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　神戸医療産業都市構想推進の中核機関のひとつであ
る先端医療センター。　同センターの血管再生研究グルー
プの研究室。　同センターの細胞培養センター。　全国
の大学、研究機関の先端医療に関する情報が集まってい
る神戸臨床研究情報センター（ＴＲＩ）。　ＴＲＩの研究企画・
管理グループの生物統計・データマネジメントグループ。

世界最大級の発生・再生科学の研究センターといわれる、独立
行政法人理化学研究所神戸研究所発生・再生科学総合研究
センター（ＣＤＢ）。

同センターの高次構造形成研究グルー
プ研究室で指導する竹市雅俊研究所長・
センター長。

同研究室。

立地予定地（カーブする線路の向こう側）。

　神戸医療産業都市構想を推進する
中核機関のひとつが、先端医療センター
だ。（財）先端医療振興財団の常務理
事・企画室長で、神戸臨床研究情報セ
ンター長代行を兼ねる村上雅義さんは
こう話す。
　「現在の先端医療は、病気の発生を
分子、遺伝子のレベルで究明して新薬
の開発を目指したり、細胞そのものを培
養して治療に用いる、あるいは、抗体を
人工的に細工して治療しようという研究
が進んでいます。これらの基礎研究の成
果を実用化するためには、例えば試験
薬を対象とする病気の患者さんや健康
な人に投与して安全性・有効性を確認
する臨床試験（治験）が欠かせません。
先端医療センターでは、薬事法にもとづ
く治験を実施したり、また、厚生労働省
の厳格なルールにもとづいて骨や血管
など失われた組織や機能を回復させる
再生医療などの臨床応用などを行なっ
ています」
　そのほか、初期のがん発見などに効
果的なＰＥＴカメラ、患部を特定するＣＴ
（コンピュータ診断法）とがんなどの細胞
を焼くリニアック（放射線照射装置）を組
み合わせたＣＴ－リニアックを用いた診断・
治療、さらには超高磁場ＭＲＩ、高精度
四次元放射線治療装置の開発研究に
取り組んでいる。
　これらの研究・診療を行なうため先端
医療センターには６０床の入院ベッドや
手術室があり、外来診療を行なう病院
機能も有している。また今後、医師（研
究者）の主導で治験が実施できるよう体
制を整備している。
　「ひと言で言うと、基礎から臨床への
橋渡し研究を行なう－それが先端医
療センターの役割です」（村上さん）

　なお、村上さんがセンター長代行を務
める神戸臨床研究情報センター（ＴＲＩ）
は、新しい診断技術や治療法・予防法
の安全性・有効性を科学的に検証して
いくため、臨床試験の企画やデータの管
理・解析・評価を行なったり、個人の体質

に応じた医療（オーダーメイド医療）を目
指し、遺伝子情報を活用した医療の実
用化研究などを行なっている。
　「全国の大学、医療機関の先端医療
に関する研究情報が集まっています」
（村上さん）

　基礎研究の代表的な研究施設が、
先端医療センターと建物が歩廊でつな
がっている独立行政法人理化学研究
所神戸研究所発生・再生科学総合研
究センター（ＣＤＢ）（以下、理化学研究所）
だ。世界最大級の発生・再生科学の研
究センターで、生物の発生と再生のしく
みを研究し、成果を再生医療へ応用し

ていくための基礎の確立を目指している。
研究所長・センター長の竹市雅俊さんに
お話しいただいた研究内容の一端は次
のようなものだ。
　「トカゲのしっぽは切ってもまた生えて
くる、つまり再生します。人間の皮膚や毛
髪なども毎日少しずつ再生して身体の
機能を維持していますが、失った手足が

元に戻ることはありません。この違いはな
ぜなのか。再生の前に発生のなぞがあ
るので、動物の発生のしくみの解明から
研究が始まります。動物の受精卵は分
裂を繰り返して胎児へと成長しますが、
胚盤胞と呼ばれる段階になると、胎盤を
つくる部分と将来体をつくる細胞の塊に
分かれます。後者は、体の各部分をつく

るようにそれぞれの細胞が役割を分担し、
特定の機能を持つようになります。この
細胞の塊を培養したものをＥＳ細胞といい、
分化や増殖を制御する因子を加えるこ
とで、神経や筋肉などさまざまな組織を

人工的につくることが可能と考えられます。
こうした研究はこの１０年ほどで急速に
進んでいます」
　この取材後、新聞などで同センターが、
脳梗塞などの治療、アルツハイマー病な

どへの応用が期待できるヒトの胚性幹
細胞（ＥＳ細胞）の大量培養技術を開
発し、この方法で脳の神経細胞を効率
よくつくることにも成功したと報じられた。
　先端医療の研究開発は日進月歩である。

　先端医療センターや理化学研究所
はポートライナー・先端医療センター前駅
の西側にあるが、東側にあるキメック
（ＫＩＭＥＣ）センタービルに（財）新産業
創造研究機構（ＮＩＲＯ、理事長：田　
雅元（川崎重工会長））を訪ねた。
　ＮＩＲＯは１９９７年、阪神淡路大震災

で大きな被害を受けた地域の復興と産
業再生を図るため、兵庫県や神戸市、
川崎重工、（株）神戸製鋼所など地元
企業の協力で設立され、今年３月に設
立１０周年を迎えた。
　「国や地方自治体の各種の産学官
支援制度を有効に活用しながら、地域

の中小企業の新製品開発支援や産学
連携による大学が保有する技術の種の
育成などの活動を進めてきました。機構
内には、技術の種の発掘、育成を図り、
本格的な研究開発につなげるための一
連の研究開発活動を行なう研究所とイ
ノベーションセンター、中小企業の技術

　国の第３期科学技術基本計画で国
家基幹技術のひとつに位置付けられ、
その整備・運用を担当する理化学研究
所が立地点の検討を進めていた次世
代スーパーコンピュータ施設が、神戸地
域（ポートアイランド第２期）に設置される
ことになった。これは現在、世界最速の
処理能力を誇るコンピュータ（米国）の
約３０倍ものスピードのコンピュータを設
置する事業である。
　世界最先端・最高性能の次世代スー
パーコンピュータは、基礎研究から産業
利用まで幅広い分野での利用が見込ま
れ、大学や研究機関・民間企業などの
立地を促進させ、最先端の研究者の集
結による研究開発の進展や新しい産業
の創出が期待される。神戸市では、ポー
トライナー・ポートアイランド南駅にほど

近い地点に立地予定地を確保し、建設
着手（２００７年度）に備えている。運用
開始は２０１０年度末の予定。
　「客観的・科学的・コスト評価に加え、
神戸医療産業都市構想の存在、十分
な広さの土地を確保できる点、それに、
神戸空港から内外へのアクセスが良く

なった点などが立地決定の要因になっ
たと思います。神戸医療産業都市の今
後の発展にも大きく寄与するはずです」
（神戸市医療産業都市構想推進室長
の三木孝さん）

基礎から臨床への橋渡し研究を行なう先端医療センター

動物の発生のなぞに迫る発生・再生科学の基礎研究

神戸医療産業都市に次世代スーパーコンピュータ施設

特許出願や新製品・新技術開発支援などで大きな成果
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　盛んに利用されている共同デポ。　スー
パー中枢港へ向けて整備されるポートアイラ
ンド第２期の特定国際コンテナ埠頭。　ポート
アイランド第２期のコンテナ埠頭では川崎重
工製のコンテナクレーンが活躍中。　ＰＣ－
１８東バースで進む耐震岸壁工事。　工事用
ケーソン。

健康な右手の動きに同期してマヒし
た左手が動くリハビリ支援ロボット（前）。
はその裏側。
汎用型小型探索ロボット（研究代表者：
高森年（ＩＲＳ））。

キメック（ＫＩＭＥＣ）センタービル。

上：３つの大学キャンパスと海岸部のポーアイ
しおさい公園。練習帆船「海王丸」など
３隻が同時着岸している。

下：市民に人気のポーアイしおさい公園。

上：先端医療センター・エネルギー棟の「ＰＵ
１０００」（出力８００ｋＷ）。

下：その同型設備のガスタービン本体。

「臨床棟向け医療情報システム」の端末機が活躍
している先端医療センターの総合案内。

川重冷熱工業の「蒸気吸収式冷凍機」（冷却
能力８４４ｋＷ）２基が順調に運転中。

　ポートライナー・先端医療センター前
駅から三宮へ向かう。
　途中、市民病院前駅から大学生の
客が増え、車内は急に賑やかになった。
というのも、神戸市立中央市民病院（場
所はポートアイランド第１期。先端医療セ
ンター前駅近くに新築移転の計画が進
行中）がある西地区のコンテナターミナ
ルがポートアイランド第２期へ移転した跡
地に、神戸学院大学（ポートアイランドキャ
ンパス）、兵庫医療大学、神戸夙川学院
大学が、いずれも２００７年４月に開設あ
るいは開校したからだ。こうした医学系

を含めた大学の開設・開校は、神戸医
療産業都市の発展に好影響を及ぼし
そうだ。大学生たちのおしゃべりを乗せて、
コンピュータ管理で無人運転の「ポート
ライナー」は心地よく走っていく。
　なお、これらの大学のキャンパスが並
ぶ海岸線は、都心ウォーターフロント緑地
「ポーアイしおさい公園」（公募で決定）
として整備され、開放されているキャンパ
スとともに市民の格好の散策路となって
いる。

　三宮駅には１２分で着いた。神戸市
役所で、みなと総局参事の豊田巖さん
にスーパー中枢港について伺った。
　その前に、豊田さんによると、神戸港
が近代港として開港（慶応３年（１８６８年）
１月１日）して今年で１４０年。今年は神
戸港のウォーターフロントを中心に、市内
各所で記念事業や各種イベントが開か
れている。

　近年、アジアの主要港の躍進に比べ
て日本の港湾の地位が相対的に低下
しつつある。そこで、官民が力を合わせ、
とりわけコンテナ港湾の国際競争力を
強化しようというのがスーパー中枢港構
想だ。
　スーパー中枢港の目標は、入港料や
施設使用料など港湾コストの３割削減、
コンテナが本船から港に陸揚げされて

から引き取り可能となるまでのリードタイ
ムの現状（３～４日）から１日程度への短
縮で、そのためにはコンテナターミナルの
ハードウエア、ソフトウエア両面での改革
が必要だ。スーパー中枢港は２００４年、
国土交通省により阪神港（神戸港・大
阪港）、京浜港（東京港・横浜港）、伊勢
港（名古屋港・四日市港）が指定された。

　神戸港では、大阪港との広域連携の
強化、２４時間フルオープン化、船舶の大
型化への対応などによる次世代高規格
コンテナターミナルをイメージし、その実
現に取り組んでいる。ポートアイランド第
２期の特定国際コンテナ埠頭には、すで
に２か所の共同デポ（空コンテナを含む
コンテナの共同中継・集配所）が設けられ、
活発に活動している。
　「最近はコンテナ運搬船の大型化が
進み、２０フィートコンテナ換算で１万個以
上の積載可能な船も就航しています。
これに対応するには、今のバース（船の
停泊水域）の水深１２～１５ｍを１６ｍに

しなければなりません。現在、特定国際
コンテナ埠頭のＰＣ－１８東バースを水深
１６ｍとする耐震岸壁工事を進めてい
ます。また、ＰＣ－１５東～１７のバース（現
在の水深約１５ｍ）は浚渫することになる

と思います」（豊田さん）
　そのＰＣ－１８東バースでは、２隻の工
事船が海中工事中で、南に目を転じると、
夏空の神戸空港から飛行機が東に向
かって飛び立っていった。

　成果のひとつが、神戸市が打ち出し
た神戸ＲＴ（ロボットテクノロジー）構想に
基づき、その中核機関としてＮＩＲＯ内に
設立された神戸ロボット研究所が取り組
んだ医療・介護分野のロボットや災害時
の救助ロボット開発。
　同研究所はこれまで、全方向移動型
電動車椅子、指輪型脈波センサー、障
害者対応リモコン（次世代環境制御装
置）などを研究開発してきたが、最近の
成果がリハビリ支援ロボット。病気で上
肢あるいは下肢がマヒした患者のリハ
ビリを支援する。写真のようなジャケット
型で、「例えば、健康な右手を動かすと、
マヒした左手がそれに同期して動きます。
これにより、左手のリハビリ（反復運動）
を集中して行なうことができます」（神戸
ロボット研究所副所長の三隅隆也さん）

　災害救助ロボットでは、ＮＰＯ法人国
際レスキューシステム研究機構（ＩＲＳ）と
連携し、瓦礫の上を移動して情報を収
集する汎用型小型探索ロボットを開発
した。不整地での走破性と障害物の乗
り越え能力に優れたロボットである。
　こうしたロボット開発事業とは異なるが、
ＮＩＲＯでは地域の中小企業への産業用

ロボット導入支援活動を行なっている。
その一環として生産システムの合理化
セミナーやロボット体験スクールなどを
開いている。こうした活動では川重テク
ノサービス（株）、川崎重工のロボット技
術者のＯＢなどが産業用ロボットを導入
している大手工場の案内やロボット導入
の相談に応じて支援している。

相談や新製品開発支援などを行なう技
術移転センター、大学が持つ技術や発
見を特許化し、技術移転を行なうＴＬＯひょ
うご（技術移転機関）、の各部門があり、
地域の企業や大学などの教育機関、行
政などとネットワークを組んで事業に取り
組んでいます。ＮＩＲＯの協賛企業は現在、
１６４社にのぼっています。
　こうした活動には有為な人材が不可
欠ですが、当機構には常勤職員のほか、
大手企業のＯＢらが登録している技術
移転アドバイザーが約１３０人もいます。
彼らの専門分野は経営から技術、環境
などすべてを網羅しており、幅広い相談
に即応できます」（ＮＩＲＯ専務理事（取
材時）の松井繁明さん）
　ＮＩＲＯは１０年間の活動で、特許出
願約２５０件、新製品・新技術開発支援
７０件、ベンチャー企業設立支援８社と
いう大きな成果をあげた。

　１９９９年に発足した神戸医療産業都
市研究会に参加した川崎重工は、都市
インフラ整備ワーキンググループの主幹
事会社の一員として、先端医療センター
などの具体化と活用法などに関し活発
な提言を行ない、先端医療センターなど
の建設（第１期、２期、３期）では、（株）大
林組・太平工業（株）・川崎重工・（株）
神戸製鋼所のＪＶの一員として建築工
事を担当した。また、先端医療センター
のエネルギー棟に非常用発電設備「カワ
サキＰＵシリーズ」の「ＰＵ１０００」（出力
８００ｋＷ）と「ＰＵ５００」（出力３２０ｋＷ）を
納入。なお、「カワサキＰＵシリーズ」は、神
戸臨床研究情報センター、神戸バイオメ
ディカル創造センター、キメック（ＫＩＭＥＣ）
センタービルにも納入されている。
　先端医療センターのエネルギー棟では、
川重冷熱工業（株）の「蒸気吸収式冷
凍機（冷却能力８４４ｋＷ）」２基が運転
中で、同センターと理化学研究所に冷
水を供給している。
　先端医療センターの「臨床棟向け医

療情報システム」も川崎重工がインテグ
レーターとして構築・納入した。医用画
像情報システムやオーダリングシステム、
医事・会計システム、臨床検査システム、
看護支援システムなどで構成されており、
将来の電子カルテの導入、機能追加な
ど発展性のあるシステムである。

大学生のおしゃべりを乗せて快走する「ポートライナー」

阪神港（神戸港・大阪港）としてスーパー中枢港に指定

次世代高規格コンテナターミナルへの取り組み

リハビリ支援ロボットや災害時の小型探索ロボット

神戸医療産業都市と川崎重工
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●ドラム・カバー
カバーの内側にも掘削刃が配列してあり、掘削ド
ラムの掘削刃と噛むようにして対人地雷を確実に
爆破・粉砕する。
ドラム・カバーには爆風を逃がす通気孔がたくさん
設けられている。

●キャビン内のモニターには、
対人地雷マップ、処理時間、処理
面積、処理マップなどさまざまな電
子データを表示できる。これらのデー
タは、遠隔操縦・操作装置車のリモー
ト・オペレーション・ユニットでも表示
でき、遠隔操作を支援する。

●経路監視カメラ ●ＧＰＳアンテナ

●鉄片回収システム
爆破後の鉄片などが混ざった掘削土砂をベルト
コンベヤで排出する途中、強力磁石を内蔵したプー
リィで鉄片を収集し、鉄片回収バケットに収める。
小指の先ほどの鉄片までほぼ１００％回収できる。

●掘削深度
　モニタリング装置
掘削ドラム・カバーに３セッ
ト設置されている。前方
のフィンの傾きにより、掘
削深度を測定。測定デー
タはキャビンと遠隔操縦・
操作装置の掘削深度計
に表示され、掘削深度の
平均値も出せる。

対人地雷除去システムは、（左から）遠隔操縦・
操作装置搭載車、モバイル・ワークショップ車、
「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」で構成されている。

「MINEBULL」

遠隔操縦・操作装置搭載車 GPSステーション

サテライト

●強力磁石内蔵のプーリィ
●鉄片回収バケット

●ベルトコンベヤ

●砂埃対策
アフガニスタンの土漠の砂埃は直径１ミクロンと極小で、機械
内部に入り込み故障の原因となる。掘削ドラムやベルトコンベ
ヤ、キャビン、電装品などにはオイルシール、ダストシールなどで
その侵入を防ぐ対策が施されている。

●掘削ドラム
厚さ３０ｍｍの鋼鉄製の高耐爆構造。掘削刃の数
と配列は、掘削ドラム周辺の掘り出した土砂と対人
地雷の動きを詳細に調べ、対人地雷が土砂と一緒
に運ばれないように工夫してある。対人地雷除去
幅は２．２３ｍ、最大掘削深度は３５ｃｍ。対人地雷除
去効率は１時間当たり最大３，３４５ｍ2（時速１．５ｋｍ）。
走行速度は時速最大２０ｋｍ。ドラム・カバーを上げ
ると、高さ１ｍほどのブッシュを伐採できる。

●耐爆・耐弾タイヤ
ゴム厚は１０ｃｍあり、空気層にも
ウレタン・ゴムを充填してある。

●車体の耐爆・耐弾設計
万一、強力な対戦車地雷を爆破し、鉄片などが飛来
しても安全なように設計されている。
※キャビン・ウィンドウ
耐弾ガラスに防塵ガラスを合わせた６７ｍｍのガラス窓。
※キャビン
前面装甲は厚さ１６ｍｍ、側面装甲は厚さ１２ｍｍの
鋼鉄製。
※エンジンルーム・アクセスドア
熱に強く、静的強度が鉄の１０倍もあるザイロン（合
成繊維）と鉄板の複合素材を使用。
※エンジンルーム側面装甲、燃料タンク装甲、タイ
ヤカバー、結合部保護カバーはそれぞれ厚さ１２ｍｍ
の鋼鉄製。

　現在、戦争や紛争などで埋設された対人地
雷の数は、世界の７０か国で１億個以上と推定さ
れており、毎年２万人以上が死傷している。そ
の多くが一般市民や子供である。
　この“残酷な現実”に対し、その除去は現在、
ＮＧＯ（非政府組織）が主に人の手により金属
探知機などで探知して掘り起こし、火薬を仕掛
けて爆発させている。まさに命がけの手作業だ。
こうした方法では１年間に除去できるのはせい
ぜい１０万個といわれており、すべてを除去す
るには１，０００年以上もかかることになる。
　川崎重工が車両技術や航空宇宙技術、プラ
ント技術などを結集して開発した人道的地雷
除去システム「ＢＵＬＬＤＯＧシステム」は、地中
レーダで埋設された地雷を連続探査し、ペイン
ト・マーキングする地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ」と、
対人地雷を掘り出して爆破し、鉄片を回収する
対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」で構成されて
いる。

　人道的地雷除去システム「ＢＵＬＬＤＯＧシス
テム」は２００４年から２００５年にかけて、アフガ
ニスタンの実地雷原で実証試験を行なって大
きな成果をあげた。そして、その経験、試験デー
タを基にさまざまな改良を施した。改良により、
さらに高性能・高効率になった「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」
が１台、２００７年６月にアフガニスタンに向けて
出荷された。今後は、現地のＮＧＯであるＭｉｎｅ 
Clearance Ｐｌａｎｎｉｎｇ Ａｇｅｎｃｙ（ＭＣＰＡ）の
人たちの手によって対人地雷の除去作業が進
められることになる。
　安全な大地を取り戻すために－。

“隠された危険”を確実に見つけ出す
地雷探知車「ＭＩＮＥＤＯＧ」
　航空機搭載センサやロボットの技術を応用し
て開発した、ソリの形をした地中レーダ（地雷探
知センサ）が地面を滑りながら対人地雷（埋設の
深さ０～３０ｃｍ）、対戦車地雷（同０～５０ｃｍ）を
確実に探知し、ペイント・マーキングする。
　独自開発の識別ソフトが地中レーダからの情
報を解析し、地雷・不発弾と地中の金属片などを
正確に区別。また、ＧＰＳ（全地球測位システム）
を用いて地雷探査用の電子マップを半自動的に
作成できるので、作業員は識別情報と地雷・不
発弾の分布状況を容易に把握できる。

対人地雷の掘り出し・爆破、地中の鉄片回収のしくみ
　対人地雷除去車「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」は、川崎重工
グループの（株）日本除雪機製作所の車道用除
雪車をベースに開発した。「ＭＩＮＥＤＯＧ」が探知・
マーキングした対人地雷の電子マップに基づき、
車体前方に装備した高速掘削ドラムで土ごと安
全に掘り出し、ドラムとドラム・カバーとの間で爆
破・粉砕する。また、土中の鉄片などを永久磁石プー
リィで自動的に収集して回収バケットに収める。
　基本は遠隔操作だが有人運転も可能。対人
地雷除去システムは、この「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」と遠
隔操縦・操作装置搭載車、現地での修理に対応
できるモバイル・ワークショップ車の３点で構成
されている。

イラストぎじゅつ入門―67

人道的見地から川崎重工の
総合技術を結集して開発

改良型「ＭＩＮＥＢＵＬＬ」が
アフガニスタンへ

マ イ ン ブ ル

土砂

ブ ル ド ッ グ

マ イ ン ド ッ グ
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（岐阜工場／岐阜県各務原市）

現 場 を 訪 ね て
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左：「日本の航空機産業の
総力を結集して開発に
邁進してきました」と
挨拶する川崎重工の
大橋忠晴社長。

右：関係者によるテープ
カット。

左が次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）で右が次期輸送機（Ｃ－Ｘ）。ともに最新の技術・システムを導入し、約５年半がかりで試作１号機が完成した。 雨の中、岐阜工場の従業員たちも２機種のロールアウトを拍手で祝福した。

「Ｐ－Ｘ」試作２号機の完成予想イラスト。

「Ｃ－Ｘ」試作２号機の完成予想イラスト。

　７月４日、午前１０時３０分。
　川崎重工の岐阜工場・南工場の大
型機組立工場に設営された防衛省向
け「次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）・次期
輸送機（Ｃ－Ｘ）ロールアウト式」会場に
招待客が集まり始めた。会場正面の真
新しい「Ｐ－Ｘ」「Ｃ－Ｘ」が招待客の歓
声を呼ぶ。両機とも、白地に赤のカラー
に配色されている。招待客は防衛省並
びに政府関係者、開発参画企業関係者、
それに川崎重工関係者で、およそ６００
名が順次、席に着いた。
　式典は、ベテランのフリーアナウンサー、
山本文郎さんの司会で定刻の午前１１
時５０分に開始。厳粛な神事・玉串奉奠
などの後、川崎重工の大橋忠晴社長が

挨拶し、
　「（略）『Ｐ－Ｘ』、『Ｃ－Ｘ』の開発は、
大型固定翼機２機種同時開発という、
日本の航空機史上類を見ない、また、お
そらくは世界初であろうかという、画期的
なプロジェクトです。『Ｐ－Ｘ』、『Ｃ－Ｘ』
それぞれには多くの新技術、新システム
が導入されています。それだけに、開発
中に直面した困難も課題も非常に大きかっ
たと言えます。（略）日本の航空機産業
の総力を結集し、所謂、オール・ジャパン
体制で開発に邁進してきました。２００３
年６月に基本設計を完了し、２００５年１１
月には製造図面を完成、その後、各種
関連試験などを実施しつつ、鋭意、試
作機の製作を進め、ようやく今日を迎え
るに至ったわけです。（略）」などと述べた。

　次期固定翼哨戒機（Ｐ－Ｘ）は「Ｐ－３Ｃ」
の、次期輸送機（Ｃ－Ｘ）は「Ｃ－１」など
の後継機だ。
　現行の両機種とも機体が順次、更新
期を迎えるため、防衛庁（当時）が中期
防衛力整備計画（２００１～２００５年度）
において両機種の国産開発を決定した。
　川崎重工は、「Ｐ－３Ｃ」（派生型を含む）
１０７機、「Ｃ－１」３１機の生産・納入実績
がある。しかも、「Ｐ－３Ｃ」「Ｃ－１」の後方
支援を地道に行なうとともに、常に研究・
開発を怠らず、設備投資も着実に進めて
きた。こうした努力に加え、「Ｐ－Ｘ」「Ｃ－Ｘ」
の開発体制・手順など開発プログラムの
提案全体が高く評価されて川崎重工は
２００１年末、両機種の国産開発のプライ

ム（主担当）企業に指名された。
　大型航空機の国産開発は１９７３年
配備の「Ｃ－１」以来ほぼ３０年ぶりだ。
しかも、大橋忠晴社長の挨拶にあるように、
同時２機種の開発は、おそらく世界初で
ある。そのうえ、防衛庁（当時）からは、
機体の共用化によるコストの削減方針
が出された。これに対して川崎重工は、
風防や主翼、水平尾翼、搭載システムな
どの共用化を提案した。
　２００１年１２月に始まった「Ｐ－Ｘ」「Ｃ－Ｘ」
の開発は、わが国の航空機関連メーカー
が長年培ってきた設計・製造技術力を
結集し、オール・ジャパン体制で進められ
てきた。

　「Ｐ－Ｘ」は全長３８ｍ、全幅３５．４ｍ、
全高１２．１ｍ、基本離陸重量７９．７ｔ。
海上自衛隊の「Ｐ－３Ｃ」の後継機とし
て２０１０年代以降、わが国周辺海域に
おける広域の警戒監視などに使用され
る予定である。
　新技術として、操縦装置からの指示
を光ファイバーで各部に伝達する方式で、
電磁障害に対して強いフライ・バイ・ライト
操縦システム、潜水艦や不審船などの
探知識別能力がより一層向上したフェー
ズド・アレイ・レーダシステムと音響システ
ムなどを採用。また、国産の低燃費ター
ボファンエンジンの採用で高速化した。

　「Ｃ－Ｘ」は全長４３．９ｍ、全幅４４．４ｍ、
全高１４．２ｍ、基本離陸重量１２０．１ｔ。
航空自衛隊の「Ｃ－１」などの後継機と
して２０１０年代以降、有事のほか、国際
平和協力業務、国際緊急援助活動な
どの国外運航を含む航空輸送任務に
使用される予定である。
　機体の大型化により搭載量が「Ｃ－１」
の約８ｔに比べて約３０ｔに増え、また、航
続性能も「Ｃ－１」の約１，７００ｋｍから約
６，５００ｋｍへと延びた。新技術は、山岳
地帯などでの低高度飛行を現行機より
軽負担で行なえる航法の自動化（戦術
飛行管理システムとヘッド・アップ・ディス
プレーの採用）、機内貨物の積み降ろし
を集中管理によって省力化した搭載しゃ
下システムなどがあげられる。

　世界的に見ても例のない試みとなっ
た共用化は、川崎重工の提案に沿って、
機体では主翼（外翼部）、水平尾翼、風
防、搭載システムでは統合表示器や飛
行制御計算機、脚揚降システムコントロー
ル・ユニット、補助動力装置などが実現
した。これは未曾有の画期的な成果で、
共用化により開発費を削減できる。
　なお、川崎重工は開発の主担当企業
として機体の最終組立・飛行試験を
担当するほか、前部胴体、水平尾翼（川
崎重工が開発した軽くて強く、低コスト

の航空機用炭素繊維強化複合材料
「ＫＭＳ６１１５」を採用）の製作を担当した。
また、川崎重工グループの日本飛行機（株）
が、「Ｐ－Ｘ」の翼胴フェアリング（主翼と
胴体の付け根の整形部分）を製作した。

　午後１時。
　自衛隊音楽隊が演奏するマーチに乗っ
て、式典参加者の万雷の拍手の中を、ま
ず「Ｐ－Ｘ」がゆっくりと牽引されて工場
の外にロールアウトされ、「Ｃ－Ｘ」が続い
た。生憎の雨模様だったが、大勢の報
道陣がカメラで追った。また、岐阜工場
の多数の従業員が拍手でロールアウト
を祝福した。
　世界最高水準を目指して開発した
「Ｐ－Ｘ」「Ｃ－Ｘ」の試作１号機は、こう
して無事、ロールアウトした。
　今後、初飛行が予定されており、Ｃ－Ｘ
の試作１号機は来年３月、Ｐ－Ｘは同年
８月に防衛省に納入の予定である。

現 場 を 訪 ね て

川崎重工が国産開発のプライム（主担当）企業となり、
世界で初めて２機種同時開発を進めて共用化も実現

「オール・ジャパン体制で開発」

と大橋忠晴社長

２００１年末、

川崎重工が主担当企業に指名
さまざまな新技術の採用で

能力が大幅にアップ
機体構造および搭載システムの

一部共用化が実現

雄姿が日本の空を飛ぶ－

今後は初飛行、飛行試験などを予定
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ひがし茶屋街で最も道幅
の広い二番丁。往時の栄
華を偲ばせる２階建て茶屋
が建ち並び、しみじみと歴
史を感じさせる。
ある喫茶店（元茶屋）から
眺めた二番丁。
二番丁は暑い夏も観光客
が引きも切らない。
この目の細かな出格子が
特徴のひとつだ。

ひがし茶屋街は文政３年
（１８２０年）、浅野川の東岸に
茶屋が集められたのが始まり
となった。橋は、梅ノ橋。

浅野川越しに見たひがし茶屋
街のある一帯。夏の陽が歴史
を重ねた家々の屋根を暑く照
らしている。

　二番丁と呼ばれる通りの左右に、藩政期の面
影を残す茶屋が建ち並んでいる。建物は軒高が
揃い、１階の出格子は目が細かい。２階は天井が
高く、通りに面して縁側が設けられているのが分か
る。通りの北側の町並みは、２階にすだれを垂らし
て強い夏の陽差しを遮り、時折、どこかの軒下から
涼やかな風鈴の音が流れてくる。
　ＪＲ金沢駅の東、卯辰山の麓の浅野川東岸に
残るひがし茶屋街は、まるで時代をタイムスリップ
したかのような印象を受ける町並みである。

●
　加賀・能登・越中を領地とし、加賀百万石とうた
われた前田家の城下町だった、金沢。初代藩主・
前田利家が金沢城に入城したのは、豊臣秀吉時
代の天正１１年（１５８３年）のこと。以後、廃藩置
県が行なわれた明治４年（１８７１年）までのおよそ
２９０年間、金沢はその城下町として発展した。
　ひがし茶屋街は文政３年（１８２０年）、１２代藩主・
斉広の許可を得て、金沢の中心部に点在してい
たお茶屋をこの地に集め、公認の遊里としたのが
始まりとされている。この茶屋街を「ひがし」と呼ぶ
のは、同じ頃、犀川の西に「にし」茶屋街が整備さ
れたからである。
　「文政三年庚辰初冬徒町御会所渡之図」に
よると、当時のひがし茶屋街は南北約１００ｍ、東
西約１８０ｍの範囲に約９０軒余りの茶屋が建ち
並び、表と裏には冠木門の木戸が設けられていた
という。
　ひがし茶屋街は天保２年（１８３１年）、藩命によ
り廃止されたが、慶應３年（１８６７年）に再び茶屋
街として認められた。明治以降は「東新地」あるい
は「ひがし」と呼ばれ、市内随一の格式と賑わいを
誇る茶屋街として、今日に至るまで金沢の茶屋文
化を受け継いでいる。

なり  なが

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○

金沢市
（石川県）

14

卯辰山

福井県
浅野川

JR金沢駅 ひがし茶屋街

金沢市

岐阜県

犀川

兼六園

石川県

富山県

日本海
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文政３年建築の志摩家の
外観には風格が漂う。
往時の太鼓などの音曲が
聞こえてきそうだ。
２階の客間。天井が高いの
は音曲などがこもらないた
めの工夫か。造りは開放的
で、座敷の外側に凝った意
匠の勾欄（手すり）を付け
た縁側が見える。紅殻色の
土壁、漆で濃く色付けした
丸太柱など渋い仕上げに
なっている。
玄関に入ると、２階に通じる
けやき造りの階段が目に
付く。

浅野川を挟んでひがし茶屋街の斜め向かい、主計町茶屋街（伝統的建造
物群保存地区、伝統的建造物は３４棟）にも昔ながらの料亭や茶屋が建ち
並んでいる。浅野川の水運と共に繁栄した歴史を持つ。

左：三番丁。伝統を誇る
和菓子屋やお茶屋
などが並んでいる。

右：観光案内に“小さい
お宮さん”と書かれた
菅原神社。習い事や
商売繁盛の神様だ
という。

狭い露地が特徴の一番丁。心落ち着く雰囲気に
満ちている。小さな風がどこかの軒下の風鈴を鳴
らしていった。

●
　その茶屋の一軒、「志摩」を訪ねた。
　「志摩」は文政３年、つまりこの茶屋街の創設
の年に建てられた典型的な茶屋建築で、国の重
要文化財である。
　茶屋建築の１階の目の細かな出格子の桟は、
断面が外側が広い台形で、外からは見えにくく、
内からは外がよく見通せるように工夫されたものが
多いが、「志摩」の場合は材料が肉厚の荒格子
である。
　玄関戸を入ると、玄関は意外に狭く、２階に通ず
るけやき造りの階段が目につく。客間は２階で、
天井が高く、遊芸を楽しむために開放的な造りに

なっている。また、２階は座敷の外側に、通りに面
して縁側と凝った意匠の勾欄（手すり）を設けてい
る。当時、こうした２階は茶屋街だけに許された建
築法だったという。それだけにこれらの建築が連な
る町並みは、まさに茶屋街独特の景観となったの
である。
　室内装飾は紅殻色の土壁、漆で濃い色付けを
した丸太の柱などが渋く、また、瀟洒でもある。当
時の茶屋は封建制度の下、町方にわずかに許さ
れた娯楽と社交の場で、上流町人や文人たちを
客とし、もてなす側には琴や三弦、笛、舞、茶の湯
などから俳諧など幅広い技能と高い教養が要求さ
れたという。

●
　２００１年１１月に選定された「東山ひがし重要伝
統的建造物群保存地区」は面積約１．８ｈａで、建
造物数は１４３棟。このうち伝統的建造物は９１棟。
家屋は人が住んでいないと傷みやすいといわれるが、
金沢市都市政策局歴史建造物整備課によると、
高齢の持ち主が家を離れることなどもあり、無人化
した伝統的建造物が少なからずあるという。また、
土産屋や喫茶店、酒・食事処などへの転業が相
次ぎ、茶屋は８軒のみとなっている。

●
　ひがし茶屋街は一番丁から四番丁まで４本の
通りがあり、二番丁が“メインストリート”。観光客
がまず訪れるのがこの通りのようで、猛暑の日中も
観光客の姿が絶えることがない。
　一番丁は二番丁に比べるとかなり細い通りで、
途中で鍵の手に折れている。ここには喫茶店や
土産屋などがあり、二番丁とは異なるしっとりとした
雰囲気だ。三番丁には茶屋が１軒で、喫茶店や
食事の店などが並んでいる。旧木戸から見て三番
丁の端にある菅原神社はひがし茶屋町の鎮守社
で、習い事や商売繁盛の神様。往時、芸妓が芸
の上達を願ってお参りをしたことだろう。

　四番丁まで足を伸ばす観光客は多くなく、静か
な通りである。

●
　往時の風情をそのまま残しているひがし茶屋街
だが、建物は年々傷んでいく。国の保存地区の選
定以前から、金沢市では建築物の修理・修景に
取り組んでいるが、伝統的な建築物の修理などに
は専門職人の技能が欠かせない。しかし、近年の
生活様式の変化の中で伝統的な職人文化も衰
退しつつある。そこで金沢市では金沢職人大学
校を創設し、石工、瓦、左官、造園、大工、畳、建具、
板金、表具の職人を対象に、さらなる高度な伝統
技能の継承を目的とした研修を行なっている。また、
同大学校に修復専攻科を設け、同大学校の修了
生などを対象に、歴史的建造物の修理・修復など
に関する専門知識の修得、技術の研鑽を図って
いるという。

●
　少なくなったとはいえ、茶屋が８軒あるひがし茶
屋街。陽が落ちる頃になると、着物姿の女性が幅
の狭い一番丁の通りを足早に通り過ぎていく－。
　ここは、往時の姿と情緒を伝えつつ、今を生きて
いる茶屋街なのである。

かずえ まち

しょう しゃ

典型的な茶屋建築の「志摩」家
金
沢
市
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高い省エネ効果が評価された「三重効用ガス吸収冷温水機」。

これまでの実機適
用例。左は大阪ガ
ス泉北製造所第
二工場内のＬＮＧ
気化器付属配管、
右は同社姫路製
造所のＬＮＧタンク
廻り配管。

海底トンネル内に
設置された「イン
バー合金製海底
ＬＮＧ配管」。熱収
縮対策用の配管
ループが不要の
ため、配管は直線
状に伸びている。

複雑な形状の配管 単純形状の配管

LNG用配管概念図（使用材料による形状の違い）

ステンレス鋼

配管ループ

インバー合金

インバー合金LNG配管全長　2.0km
（海底トンネル全長　1.3km）

泉北第二工場

泉北第一工場

水路

省エネルギー率の比較 CO2排出量の比較

注）COP：高位発熱量基準

COP
ton-CO2/年

冷房能力：６５１ｋＷ（１８５冷凍ｔ）
年間冷房時間：５０００Ｈｒ、平均負荷率：７５％
年間暖房時間：１０００Ｈｒ、平均負荷率：４０％

　川崎重工が大阪ガス（株）、住友金
属工業（株）、住友金属パイプエンジ（株）
と共同で、大阪ガス泉北製造所に設置
した「インバー合金製海底ＬＮＧ配管」
（２００６年９月完成）が、（社）日本ガス協
会の平成１９年度技術賞を受賞した。
　インバー合金は鉄（６４％）とニッケル
（３６％）の合金である。鉄にニッケルを添
加していくと、熱による膨張（収縮）量が
減少する。ニッケル含有率３６％で極小
値となり、室温付近ではほとんど０になる
ことが、およそ１００年前にフランスの研究者、
ギヨームによって発見された。この合金を
インバー（Ｉｎｖａｒ）と呼ぶのは、Ｉｎｖａｒｉａｂｌｅ  
Ａｌｌｏｙ（不変合金）に由来するからである。
　インバー合金は、主に測量尺（巻尺）
や機械式時計の部品、テレビのブラウン
管（シャドウマスク）など、いずれも薄板の
機能材料として用いられてきた。という
のも溶接が難しいためで、肉厚の構造
材として用いられた例はほとんど無い。
ＬＮＧの分野では、ＬＮＧ運搬船のカー
ゴタンク用メンブレン（タンクの内側を覆う
薄膜）として用いられているが、その板
厚は０．７～１．７ｍｍと薄い。
　川崎重工は大阪ガス、住友金属工
業と共同でインバー合金の溶接技術の
開発に取り組み、溶接材に炭素（Ｃ）と
ニオブ（Ｎｂ）を加えることなどにより、溶
接時の再熱割れ（微細な割れ）などの
難題を克服。播磨工場での実証試験を
経て、厚板（６～２０ｍｍ）の施工技術を
確立した。そして、大阪ガス泉北製造所
ＬＮＧ気化器の付属配管、同社姫路製

造所ＬＮＧタンク廻り配管の実績を踏ま
えて、「インバー合金製海底ＬＮＧ配管」
を設置したのである。

　一般的にＬＮＧ配管にはステンレス鋼
が用いられているが、約－１６０℃の極低
温のＬＮＧを流すと、１ｍ当たり約３ｍｍ
熱収縮するため、配管の途中に曲がり（熱
収縮対策用配管ループ）を設けなけれ
ばならない。そのため、配管は複雑な形
状で設置スペースが大きくなり、トンネル
内配管の場合はトンネル直径が大きくなっ
て施工コストが増大する。しかし、インバー
合金は線膨張係数がステンレス鋼の約
１０分の１と小さいため、ループが不要だ。

　今回の海底ＬＮＧ配管（口径３１８．５
ｍｍ、板厚６．０ｍｍ）は、大阪ガス泉北製
造所の第一工場と第二工場を結ぶ全
長１，３３０ｍの海底トンネル内に敷設さ
れた。地上部も含めるとインバー合金製
ＬＮＧ配管の全長は約２，０００ｍに及ぶが、
ループの無い直線状の配管が実現した。
そのため、トンネル内径がステンレス鋼の
場合の４ｍから２．４ｍになり、配管・保冷
工事費低減に加え、トンネル工費を大幅
に削減できたのである。
　熱収縮を吸収するループが不要とい
う画期的な「インバー合金製ＬＮＧ配管」
は、今回の受賞のほか、すでに、日本溶
接協会第３３回技術賞本賞、日本エネル
ギー学会平成１８年度進歩賞（技術部門）
などを受賞しており、その技術の高さが
広く認められている。

　川崎重工グループの川重冷熱工業
（株）が、新エネルギー・産業技術総合
開発機構（ＮＥＤＯ）から研究を受託し、
（社）日本ガス協会と共同開発した次世
代型「三重効用ガス吸収冷温水機」が、
「平成１８年度省エネルギー大賞」（主催：
経済産業省）を受賞した。
　世界で初めての開発、商品化となっ
たこの「三重効用ガス吸収冷温水機」は、
業界基準となっている川重冷熱工業の
二重効用型（初号機）に比べると、冷房
用エネルギーを５３％も低減するなど省
エネルギー効果を飛躍的に向上させた。
さらに、コージェネレーションシステムに組
み込んで排熱を利用すれば、燃料ガス
の消費量を２０％以上削減できる。
　吸収冷温水機は、ガスや油を燃料とし、
水を冷媒とするクリーンな冷暖房用機器
である。
　その仕組みは大まかにいうと、
蒸発器　ほぼ真空状態で水を低温蒸

発させ※、その気化熱でパイ
プを通る水を冷やして冷房
用冷水をつくる

吸収器　蒸発器で水を冷やした蒸気
を吸収液〔臭化リチウム水
溶液〕に吸収させる

再生器　蒸気を吸収して濃度が薄く
なった吸収液を、ガスを燃や
した熱で水分を蒸発させて
濃縮する

凝縮器　再生器で蒸発した水蒸気を
冷却水で冷やして水に戻す

といった一連のサイクルで冷房用冷水を
つくる。
　暖房の場合は、再生器で吸収液を加
熱すると水分が蒸発するが、この蒸気で、
パイプの中を流れる水の温度を上げて
暖房用温水をつくる。
※低温蒸発させる「水」は冷媒と呼ばれるもので、パイプの中
　を流れる冷房用冷水、暖房用温水とは異なる。

　吸収冷温水機の「二重効用」や「三
重効用」という場合の効用数は、先に述
べたサイクルの再生器の数を表している。
　「例えてみれば再生器は大きなヤカン
で、吸収溶液を沸騰させ、含まれている
水を水蒸気として取り出します。この水
蒸気は高温なので、これでもう一度水溶
液を沸かすのが『二重効用』で、最初
のヤカンの温度を高温にし、二番目のヤ
カンでつくられる水蒸気で三番目のヤカ
ンを沸騰させるのが『三重効用』です」
（川重冷熱工業  営業・サービス総括室
の斉藤健一副室長）
　この「三重効用ガス吸収冷温水機」

は再生器を高温（約２００℃）、中温（約
１２０℃）、低温（８０～９０℃）の３つに分け、
高温再生器だけをガスで加熱するよう
になっているので省エネルギーが図れる。
　「三重効用ガス吸収冷温水機」は、
冷房運転時の省エネルギー効果が極
めて大きいことから、長時間の冷房運転
が必要な病院やスーパー、インテリジェン
トビル、エネルギー管理指定工場などで
の利用が適しており、これまでの受注実
績も研究所や病院などが多い。また、こ
れらの施設以外からも多くの問い合わ
せや相談が寄せられているという。
　本製品を導入すると、エネルギー消
費量を削減できるのでＣＯ2の大幅な削
減につながる。つまり、地球環境保護に
大きく貢献できるというわけである。

溶接の難しさを共同研究で克服し、
長さ１，３３０ｍの海底トンネル内に施工、順調に稼働

川重冷熱工業が本機の共同開発で
「平成１８年度省エネルギー大賞」を受賞

新 製 品 ・ 新 技 術

極低温でも収縮量が極めて小さい
インバー合金

配管・トンネル施工費などが
大幅に低減

高温、中温、低温の３段階で
熱を有効利用

冷房用エネルギーを
５３％も低減（同社比）
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「ＡＵＴＨＥＮＴ ７０ＺＶ－２」

味の素のインドネシア現地法人の工場にコンバインド発電設備を納入

オフロード法排出ガス基準値対応の新型ホイールローダ４機種を新発売高知県仁淀川町が取り組むバイオマス実験事業に参画し、実証試験を開始

マレーシア向け天然ガス圧送用圧縮機設備を受注

韓国・東亜地質に岩盤対応型トンネル掘削機（ＴＢＭ）を納入

実環境で働く人間型ロボット「ＨＲＰ－３  Ｐｒｏｍｅｔ  Ｍｋ－Ⅱ」を開発

Ｈ－ⅡＡロケット１３号機用フェアリングを出荷

ＶＬＣＣ「ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ」を引き渡し

　川崎重工は、東南アジアのガスタービンの販売
とサービスの拠点、Ｋａｗａｓａｋｉ Ｇａｓ Ｔｕｒｂｉｎｅ  
Ａｓｉａ Ｓｄｎ Ｂｈｄ（マレーシア・クアラルンプール）
を通じて、現地のエンジニアリング会社、ＰＴ 
Ｅｕｒｏａｓｉａｔｉｃ社と共同で、味の素（株）のイン
ドネシア現地法人の工場にガスタービンを核と
した１万２，０００ｋＷコンバインド発電設備を納
入した。
　納入したシステムは、自社開発の７，０００ｋＷ
級カワサキガスタービン「Ｍ７Ａ－０２」を主機と

する天然ガス焚きのガスタービン発電設備、排
熱回収ボイラと蒸気タービン発電設備で構成。
このシステムで発生する１万２，０００ｋＷの電力
と毎時５５ｔの蒸気は、工場内の生産設備に全
量供給され、総合効率９０％以上で運転するこ
とにより同工場のエネルギーコストの大幅な改
善に寄与する。また、本システムは低ＮＯｘ（窒
素酸化物）燃焼器の採用など環境面に配慮し
ており、本設備の導入によって同工場のＣＯ2 
排出量を従来より約２０％削減できる。

　なお、本システムは、川崎重工がガスタービン
発電設備・蒸気タービン発電設備の供給、ＰＴ  
Ｅｕｒｏａｓｉａｔｉｃ社がボイラや補機類一式の調達
と現地工事を担当した。
　川崎重工はインドネシア向けに、コージェネレー
ションや非常用発電設備として、１９９４年以来
これまでに合計１８台のカワサキガスタービンの
納入実績がある。今回納入したガスタービン
「Ｍ７Ａ－０２」は川崎重工の主力機種で、現在
までに６台の受注実績がある。

　川崎重工は、オフロード法排出ガス基準値
に適合した新型ホイールローダ「ＡＵＴＨＥＮＴ 
７０ＺＶ－２」、「ＡＵＴＨＥＮＴ ８０ＺＶ－２」、
「ＡＵＴＨＥＮＴ ８５ＺＶ－２」、「ＡＵＴＨＥＮＴ  
９０ＺＶ－２」の４機種を新発売した。
　４機種とも高出力・高トルクを実現しつつ、排
出ガスに含まれる大気汚染の原因物質である
窒素酸化物（ＮＯｘ）および粒子状物質（ＰＭ）
を大幅に削減したエンジンを搭載し、国の定め
る「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す
る法律」（オフロード法※）に適合している。
　また、今回新たに、荷役作業のサイクルタイム
を短縮し、低燃費に貢献するエフィシェント・ロー
ディング・システム（ＥＬＳ）、軽作業時などにエン

ジン出力を抑えたモードの任意選択により燃料
を節約できるフューエル・エフィシェント（ＦＥ）モー
ド、ブーム停止位置の上げと下げに対し、任意
に設定することで荷役作業の効率向上を図れ
るデュアル・ブーム・キックアウト（ＤＢＫ）を搭載。
さらに、メンテナンス性を重視した広いエンジンルー
ム開口部の採用や故障診断機能を備えたマ
シン・オペレーション・ダイアグナスティック・モジュー
ル（ＭＯＤＭ）など、数々の新技術を盛り込むこ
とで、現行機に比べて作業効率、耐久性、信
頼性を格段に高めている。加えて、除雪仕様
や産廃仕様など、さまざまな用途や作業環境に
幅広く対応できるように各種バケットやオプション・
アタッチメントを拡充した。

※：オフロード法（２００６年４月施行）は、建設機械など公道を走
行しない特定特殊自動車の排出ガスを規制する法律。エ
ンジン出力１９ｋＷ以上５６０ｋＷ未満の特定特殊自動車は、
エンジン出力帯ごとに２００６年１０月から２００８年１０月までの
間に順次、使用規制が開始される。

　カワサキプラントシステムズ（株）（以下、Ｋプ
ラント）は、高知県仁淀川町が取り組むバイオ
マス実験事業に参画し、木質バイオマスによる
小規模分散型としては世界で初めてとなる流
動層ガス化・ガスタービン発電設備と、その排
熱を利用したペレット製造設備などの中核シス
テムを、高知県佐川町の（株）ソニア敷地内に
設置。２００７年４月、Ｋプラントは仁淀川町から
再委託を受け、本事業の経済性などを評価す
るための実証試験を開始した。関係者による
本設備の火入れ式は、仁淀川町の主催で５月
１８日に行なわれた。この実証試験は２００９年
度まで３年間にわたって実施される。
　本事業は仁淀川町が、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「バイオマスエネルギー地域システム化実

験事業」として委託を受
けて取り組んでいるもの
である。
　この実証試験では、
林地残材（末木、枝条、
曲材など）、間伐未利用
材を年間１，９００ｔ利用し
て１５０ｋＷの発電を行な
うとともに、排熱ボイラに
より木材乾燥機に蒸気
を供給する。また、排熱
ボイラの排熱と発電した
電力の一部を利用して年間６００ｔの木質ペレッ
トを生産し、地元の温泉プール・宿泊施設や養
護施設など４か所で重油代替燃料として利用
する。本実験事業は、仁淀川流域の森林に放

置されている林地残材などを有効利用し、将
来的には地域で必要なエネルギーを自給でき
るシステムの構築を目的としている。

　川崎重工は、マレーシアの石油開発会社
タリスマン社が推進するブンガオーキッドフィー
ルド開発プロジェクト向けに、天然ガス圧送用
圧縮機設備を受注した。
　今回受注した圧縮機設備は、マレー半島
コタバル沖、マレーシアとベトナムの国境に位置
するブンガオーキッドフィールドに建設された洋

上プラットフォーム上に設置され、天然ガスを海
底パイプラインでマレーシア、ベトナム両国の陸
上受け入れ設備に圧送することを目的としてい
る。本設備は、双日（株）の現地法人双日マレー
シア社を通じて受注したもので、川崎重工はガ
スタービン駆動圧縮機２基を中心とする機器・
設備を調達・製作する。納入予定は２００７年９月。

　今回の受注は、川崎重工のこれまでの天然
ガス圧送用圧縮機設備の豊富な実績と信頼
性が高く評価された結果である。川崎重工は
今後も、マレーシアはもとより世界規模で圧縮機
の受注活動に積極的に取り組んでいく。

　川崎重工は、韓国ソウル市の電力ケーブル
溝建設工事に投入されるトンネル掘削機１基を、
韓国の東亜地質（株）に納入した。川崎重工・
播磨工場で製作したこのトンネル掘削機は、完
成後、一旦解体して現地へ輸送したもので、
現地で再び組み立てられ、７月から掘進を行なっ
ている。
　納入したトンネル掘削機は、現在、韓国電力
が進めているソウル市チャムシル地区のギョヨ
カラク電力ケーブル溝建設工事（２００９年１２月
に完成予定）に投入され、全長約２．４ｋｍを掘

削する。掘削径は４．５５ｍ。このトンネル掘削
機は、高水圧下の軟弱土層の掘進に用いられ
るシールド掘進機の技術と、岩盤や礫層など
の掘削に用いられるＴＢＭ（Ｔｕｎｎｅｌ Ｂｏｒｉｎｇ  
Ｍａｃｈｉｎｅ）の技術を融合させた岩盤対応型で、
複雑な土層を１台で掘削できる。
　川崎重工はこれまで、韓国向けに７基、国内
外で１，３００基を超えるシールド掘進機・ＴＢＭ
の納入実績を有している。近年では、２００６年
１０月に韓国仁川空港高速鉄道工事向けに
岩盤対応型のシールド掘進機を納入しており、

今回の案件も川崎重工の技術力と豊富な実
績が高く評価されたものである。

　川崎重工と川田工業（株）、独立行政法人
産業技術総合研究所は、屋外の建設現場な
どの悪環境・過酷環境下でも働ける人間型ロボッ
ト「ＨＲＰ－３  Ｐｒｏｍｅｔ  Ｍｋ－Ⅱ」を開発した。
　外観デザインをアニメーションメカデザイナー
の出渕裕氏が担当したこの次世代ヒューマノ
イドロボットは、身長１６０ｃｍで体重（バッテリを
含む）６８ｋｇ。ロボットの関節を２００２年に発表
した「ＨＲＰ－２」に比べ１２増やして４２としたこ
とでより柔軟な動きが実現し、さらなる複雑な作
業への対応が可能になった。
　関節軸部や電装実装部については、外部

環境からの防塵・防滴性を維持するとともに、ロ
ボットの体内で生じる熱の排出機構を開発。こ
れにより悪環境・過酷環境下での稼働が可能
になった。また、滑りやすい状態の路面での歩行、
脚と腕を協調させながら制御することで、ロボッ
トが自ら最適な姿勢を保てる脚腕協調制御を
実現。さらに、「ＨＲＰ－３」は操作者が意識して
行なう動作を遠隔操作で指示し、バランスをと
るような無意識動作を自律制御で行なう自律・
遠隔ハイブリッド型全身操作技術により操作機
能が向上しており、これらによって作業機能が
大幅に拡大した。

　川崎重工は人間型ロボットの実環境遠隔操
作技術の開発を担当し、操作に適した遠隔操
作コックピットおよび簡易操作装置を開発した。

　川崎重工は、直径４ｍのシングル・タイプのフェ
アリング※１（４Ｓ型）を、岐阜工場での設計・部
品製造、播磨工場での組立作業を経て、播磨
工場から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。本フェ
アリングは、種子島宇宙センターで８月中旬の
打ち上げに向けて準備作業が進められている
Ｈ－ⅡＡロケット１３号機に組み込まれる。
　本フェアリングは、収容できる衛星の大きさが
米国のスペースシャトルや欧州のアリアンＶロケッ
トと同じで、この中に大型衛星１機（今回は月周

回衛星（ＳＥＬＥＮＥ※２））が搭載される。
　川崎重工は、１９８８年のＨ－Ⅱロケット向け
フェアリングの納入を皮切りに、Ｈ－Ⅱロケット
向けは７機分を納入。Ｈ－ⅡＡロケット向けには
４ｍシングル・タイプ（４Ｓ型）、４ｍディアル・タイプ
（４／Ｄ型）、５ｍシングル・タイプ（５Ｓ型）の各種フェ
アリングを開発・製造し、合計１２機分の納入と
いう豊富な実績でわが国の宇宙開発に貢献し
ている。

※１：フェアリング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、音響、振動など過
酷な環境から衛星を保護する。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。

※２：ＪＡＸＡが開発したわが国初の月周回衛星。月の起源と
進化の解明を目指した月全域の観測と、将来の月探査
に必要な基盤技術の実証のために１５種類のミッション
機器を装備した３ｔ級の大型衛星である。

　（株）川崎造船は中国・大連市において、南通
中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ、中国・
南通市）建造の３１万５，０００重量ｔ型ＶＬＣＣ
「ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ」を、ＧＩＯＳ ＭＡＲＩＴＩＭＡ  
Ｓ．Ａ．に引き渡した。
　本船は、川崎造船が新開発した最新鋭の
ＶＬＣＣ（大型タンカー）で、マラッカ海峡を通航
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を有している。万一の際
の海洋汚染防止対策として、燃料油タンクが
貨物タンクと同じ二重船殻構造になっている。
また、省エネルギー対策として、フィン付きラダー

バルブ（ＲＢＳ－Ｆ）および高効率タイプのプロペ
ラを採用している。
●主要目

全　　長：３３３ｍ
幅   （型）：６０ｍ
総トン数：１６万２９５ｔ
載貨重量：３１万４，０２０ｔ
主 機 関：川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ ７Ｓ８０ＭＣ－Ｃ型

ディーゼル機関×１基
（連続最大出力：２万７，１６０ｋＷ×
７６回転／分）

航海速力：約１６ノット

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

プ ロ メ テ　　　マーク・ツー

オ ー セ ン ト

お問い合わせ先

建設機械ビジネスセンター
kenki@toh.khi.co.jp
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