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●表紙説明●

　９月２３日、「ツインリンクもてぎ」（栃木県）で行なわれた
「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」第１５戦・日本グランプリ
「ＭｏｔｏＧＰクラス」の決勝レースのひとコマです。
　カワサキレーシングチームからは写真のランディ・ドゥ・プニエ
選手（ゼッケン１４）のほか、アンソニー・ウエスト選手（同１３）、
柳川明選手（同８７、スポット参戦）が出場。ドゥ・プニエ選手が
２位で表彰台に上り、ウエスト選手が７位、柳川選手も完走し
ました。
　このレースについての詳細は「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－◯

「ＢＫ１１７型ヘリコプター」は
なぜ、ドクターヘリとして
高く評価されているのか

68

カワサキ、
実力発揮の2位！

せん もう

　カワサキが実力発揮！
　９月２３日に行なわれた世界最高峰のモーター
サイクルレース、「ＭｏｔｏＧＰ※世界選手権シリー
ズ」第１５戦・日本グランプリ（栃木県・ツインリ
ンクもてぎ）の「ＭｏｔｏＧＰクラス」決勝で、カ
ワサキレーシングチームのランディ・ドゥ・プニ
エ選手（仏）がカワサキのレース専用マシン
「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ」を駆って２位でゴール。アン
ソニー・ウエスト選手（豪）も７位に入った。

　“世界最速”の２輪車ロードレースである
ＭｏｔｏＧＰクラスは、今年から最大排気量が４ス
トローク９９０ｃｃから同８００ｃｃへとレギュレーショ
ン（規則）が変更された。つまり、出場する全マ
シンがフルモデルチェンジされての戦いである。
　カワサキは今回の規則変更を機に、直営の
レース運営会社Ｋａｗａｓａｋｉ Ｍｏｔｏｒｓ Ｒａｃｉｎｇ  
Ｂ．Ｖ．（ＫＭＲ：オランダ）を設立するとともに、直
属のカワサキレーシングチームを結成。規則

変更に対応した最新鋭マシン「Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ」
を開発してシリーズを戦ってきた。
　そして１５戦目。カワサキの応援席で無数の
ライムグリーン（カワサキのレースカラー）の
応援旗がうち振られる中、ドゥ・プニエ選手が歓
喜の表彰台に上ったのである。
※正式には「ＦＩＭロードレース世界選手権ＭｏｔｏＧＰクラス」。現在のＭｏｔｏＧＰ
は、最小排気量の１２５ｃｃクラス、ミドルクラスの２５０ｃｃクラス、そして最高峰
ＭｏｔｏＧＰクラスの３クラスに分けられており、今年は３月１０日のカタールＧＰ（カ
タール）を開幕戦に、１１月４日のバレンシアＧＰ（スペイン）まで全１８戦が展
開される。
ＦＩＭ：国際モーターサイクリズム連盟

「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリー ズ」第１５戦・日本グランプリ「ＭｏｔｏＧＰクラス」で、
ランディ・ドゥ・プニエ選手が堂 々2位の表彰台
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快調に走るドゥ・プニエ選手。１６周目で浮上した２位の位
置をがっちりキープしてゴールした。
ウエスト選手は、ジャンプスタートによるペナルティの影響
を盛り返して７位に入った。
「ツインリンクもてぎ」のストレートを猛スピードで疾走するドゥ・
プニエ選手。
スポット参戦の柳川明選手も見事に完走した。
カワサキ２位！に盛り上がるカワサキ応援団。ライムグリー
ン（カワサキのレースカラー）の応援旗が止むことなくうち
振られた。
２４周を走り終えてレース結果が表示されたポジションボード。
歓喜の表彰式。左端が２位のドゥ・プニエ選手。
決勝前日のカワサキレーシングチーム・ライダートークショー。
入念なマシン点検が行なわれた決勝前日（公式予選日）
のピット風景。

　９月２３日（日）、午後２時。
　「ＭｏｔｏＧＰクラス」の決勝レース（１周
４，８０１ｍコースを２４周）は、ぱらつく雨の
中で始まった。雨は小降りだが、朝から
の強い雨でウエット宣言が出され、レー
ス中にマシンを乗り換えることが可能に
なった。各ライダーはウエット路面用のタ
イヤでスタートしたが、ピットではスリックタ
イヤ（ドライ路面用のタイヤ）を装備した
マシンが準備された。
　“雨に強い”といわれるウエスト選手
（ゼッケン１３）が、２周目に首位に躍り出る。
ポジションボードのトップに「１３」が表示さ
れ、カワサキ応援席がどっと沸く。３周目も
首位をキープ。しかし、この時、ウエスト選
手がジャンプスタート（フライングスタート）と
ビデオ判定されてピットスルー（ピットを通
り過ぎる）のペナルティが課せられ、１４番
手へ後退。また、今回５年振りにＭｏｔｏＧＰ
にスポット参戦した柳川明選手は、スタート
直後にリアブレーキにトラブルが発生し、
緊急ピットインで大きく順位を落とした。

　ウエットコースのため、ペースが上がら
ない。
　ちなみに快晴の前日、最高気温３４℃
という厳しい暑さのもとで行なわれた
公式予選（１周のタイムを競う）では、
トップの記録は１分４５秒８６４（最高時速
２８８．５ｋｍ）。ランディ・ドゥ・プニエ選手は
１分４６秒６４３（同２８６．９ｋｍ）で４番手、
アンソニー・ウエスト選手は１分４６秒９１２
（同２８２．６ｋｍ）で６番手。両選手とも
２列目からのスタートだった。

　「今年からＭｏｔｏＧＰクラスの規則が
変更されたのは、今までの４ストローク
９９０ｃｃでは最高時速が３３０ｋｍを超える
こともあり、ライダーの安全が考慮された
ためです」（川崎重工汎用機カンパニー
技術本部モトＧＰ部  松田義基上級専
門職）
　しかし、モーターサイクルレースは、いう
までもなくスピードを争うレースである。
４ストローク８００ｃｃに変更されて、マシン

開発はハイテク化による総合性能競争
がますます進むことになったという。
　「カワサキは２００５年２月から新規則
対応マシンの開発に取り組み、テーマは
高回転・高出力。そして、ライダーの手や
足、尻といった操作系にいかにフィットさ
せるか。コーナーでのマシンの旋回性を
最大限に発揮できるマシン性能とライダー
の感性とのバランスです。最高速度の
低減によるラップタイムの低下分をコーナ
リング性能を高めて補おうと考えました」
（松田上級専門職）
　４ストローク８００ｃｃに変更されても、路
面コンディションなどによっては時速３２０
ｋｍを記録したこともあるという。また今
回の「もてぎ」でも上位入賞者の「平均」
走行速度が時速１４０ｋｍを超えている。
まさに想像を絶するスピードの世界である。

　４周目、５周目と目まぐるしく首位が入
れ替わる。雨は完全に上がり、曇天なが
ら路面が乾き始めた。ピットインしてドライ

セッティングのマシンに乗り換える選手が
増えてくる。ドゥ・プニエ選手もマシンをチェ
ンジ。
　９周目を終わって、ドゥ・プニエ選手（ゼッ
ケン１４）が７位、ウエスト選手が１１位に
上がる。

　「ＭｏｔｏＧＰのマシンは、レースのため
にのみ開発したマシンで、ベース車両は
ありません。メーカーの技術力のすべて
を注ぎ込んだ、究極のパフォーマンスマ
シンで、それだけに、その開発競争には
メーカーの威信がかかっているのです」
（松田上級専門職）

　９周目から１４周目まで、ドゥ・プニエ選
手は７位をキープ。ウエスト選手は順位が
小刻みに変わり、ポジションボードの「１３」
の位置が、１１、１０、１１、１２と変動する。

　「今年のマシンも新技術を駆使してい
ますが、そのひとつが、従来の金属バネ
に代えて、エンジンのガス交換弁を高圧
縮空気を利用して作動させるタイプへ
の変更です。エンジンの回転が毎分
２万回近くになるので、従来の金属バネ

では対応できません。これにより、駆動力
が上がり、トップスピードが上がります。今
年のマシンは自信作です」（松田上級
専門職）

　１５周目に５位に上がったドゥ・プニエ
選手は１６周目で２位に浮上。カワサキ
応援席にどよめきがあがる。ウエスト選
手は１０位。以後、ドゥ・プニエ選手は着
実な走りで２位を堅持していく。ウエスト
選手は９位、そして７位へ、じわりじわりと
順位を上げていく。

　「世界を転戦しながらレース後に技術
検討を行ない、当初の開発計画に新し
い課題への検討を加えながら、順次改
良を重ねて新しいマシンの仕様に変え
ていきます。今回の「もてぎ」のマシンは、
開幕戦からするとエンジンを４回変更し
ています。ＭｏｔｏＧＰのマシンは、一戦ご
とに進化しており、開幕戦と最終戦とで
は大幅なマシン性能の向上がなされて
います」（川崎重工汎用機カンパニー技
術本部モトＧＰ部  前田清明部長）

　２１周目でドゥ・プニエ選手２位、ウエス
ト選手７位と付けたカワサキはそのままの
順位で、ドゥ・プニエ選手が最終コーナー
を立ち上がった直後から前輪を高 と々
上げながらゴールのチェッカーフラッグ。
タイムはドゥ・プニエ選手が４７分１６秒３３７
（１位と１０秒 ８５３差）、ウエスト選手が
４７分５５秒４８６だった。柳川選手は序
盤のタイムロスがたたり入賞こそ逃した
ものの、レースに復帰後はトップグループ
のライダーと同等のタイムを刻む実力を
観客に披露し、見事に完走した。
　歓喜するドゥ・プニエ選手。カワサキ
応援席も大興奮。ライムグリーンの応援
旗が止むことなくうち振られた。
　ドゥ・プニエ選手は、表彰式恒例のシャ
ンパンファイトで喜びを爆発させた後、こ
う語った。
　「とても難しいレースだったが、表彰台
に立つことができて本当にうれしい。マ
シンを替えた後、今日のレースは終わりか
と思ったが、最後まで全力で走ろうとが
んばった。途中でポジションボードに２番
手と出た時は驚いた。カワサキのために
日本で表彰台に立てて最高にうれしい。
チームはもちろん、皆さんに感謝します」

ぱらつく雨の中でスタートした
決勝レース

前日の公式予選で
カワサキは４位、６位

メーカーの威信をかけた
究極のマシン開発

エンジンのガス交換弁作動機構に
新技術を採用

ドゥ・プニエ選手、
１６周目で２位に上り１位を急追

ドゥ・プニエ選手、
そのまま２位で歓喜のゴール
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１９６７年マン島ＴＴレース・

１２５ｃｃクラスで活躍した

「ＫＡ－Ⅲ」。

１９ １年世界グランプリの

ＧＰ３５０ｃｃクラスで優勝

した「ＫＲ３５０」。

１９７９年世界グランプリ（イ

ギリスＧＰ）２５０ｃｃクラス

ではカワサキのバリントン

選手が優勝した。

バリントン選手。

１９９３年の鈴鹿８時間

耐久ロードレースを制し

た「ＺＸＲー７」。

カワサキは２００２年に

ＭｏｔｏＧＰに復帰し、２００３

年からフルエントリー。

２００３年のシーズン前テス

トを行なう柳川明選手。

一戦ごとに進化する

ＭｏｔｏＧＰ用マシンの開

発風景（明石工場）。
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　今年の「ツインリンクもてぎ」における
「ＭｏｔｏＧＰ世界選手権シリーズ」第１５戦・
日本グランプリは、９月２１日（予選１日目）、
２２日（予選２日目）、２３日（決勝レース）と
３日間の日程で開かれ、観衆は延べ約
９万３１４人にのぼった。また、今年は２３
日の決勝レースが地上波テレビでも中継
放送されたため、多くの人がモーターサ
イクルレースの迫力と興奮を堪能したも
のと思われる。
　とはいえ、日本におけるモーターサイク
ルレースの知名度や“文化度”は残念
ながらそう高くはない。しかし、世界に目
を転じると、様相は一変する。モーターサ
イクルレースの中でも、とりわけＭｏｔｏＧＰ
はステータスが高く、多くの国の人々に
親しまれている。
　「ひとつの開催で１０万人以上の観客
が集まる例が少なくありません。昨年は
全１７戦のうち１０戦が１０万人以上で、ス
ペインの開幕戦では約２４万人を記録し
ました。また昨年、テレビでＭｏｔｏＧＰレー
スを生放送で観戦した人は世界中で一
戦平均１億３千５百万人、録画放送で
見た人も入れた年間全１７戦の延べ人
数では実に約５２億人ともいわれています。
海外の大会で、親子揃って、あるいはお

じいちゃんと孫が選手情報などを語り合
いながら観戦している様子は、傍から見
ていて微笑ましいものです。日本でもそ
んなふうに、モーターサイクルレース観戦
が暮らしに溶け込む日がくるといいと常々
思っていますが、長い歴史を経て、モー
タースポーツの観戦が既に生活に自然
に溶け込んでいる海外の多くの国では、
ＭｏｔｏＧＰなどの主要なレースに出場する
メーカーのブランドイメージは、レースの内
容・成績と強く結びついています。」（川
崎重工汎用機カンパニー営業本部モー
タースポーツ課  井上仁課長）
　川崎重工がＭｏｔｏＧＰに参戦する意
義のひとつがここにある。何よりも、世界
中の多くの人 に々「カワサキ」の技術力
の高さをアピールできるのである。

　１９６５年に開催された第１回東京ロー
ドレースに、３台のカワサキ（ストリートバイ
ク８５Ｊ１をベースに改造したバイク）が参
戦したのが、カワサキロードレース史の始
まりである。このレースでは準優勝し、カ
ワサキの“速さ”を印象づけた。さらにこ
の年１０月の第３回日本ＧＰに、カワサキ
初のＧＰレーサー、ＫＡＣスペシャルが参
戦し、７、８位で完走した。

　１９６７年にはカワサキのヨーロッパ進
出を記念してシンガポールＧＰレースに
出場。初出場ながら３５０ｃｃクラスで１位、
２位のワンツーフィニッシュを飾り、２５０ｃｃ
クラスでも２位、３位となった。同年のマン
島ＴＴレースでは、１２５ｃｃクラスで４位、
２５０ｃｃクラスで４位、５位入賞などの活
躍をみせ、“世界のカワサキ”として広く
認知される契機になった。

　このようにして始まったカワサキのロー
ドレースへの参戦はその後本格化し、華々
しい活躍をすることになる。
　例えば、１９７８年から１９８１年まで世
界グランプリのＧＰ２５０ｃｃクラスで４年連
続チャンピオン獲得。ＧＰ３５０ｃｃクラスで
も１９８１年、１９８２年と２年連続チャンピオ
ン獲得を果たすなど、その活躍は一頭
群を抜くものがあった。カワサキの２５０、
３５０のＧＰマシンが、ＧＰの世界を席巻し、
“ライムグリーンのカワサキ”の名は世界
に響きわたった。
　しかし、１９８０年代に入ってからの経
済状況の変化などにより、カワサキファク
トリーは１９８４年からレース活動を一時
休止した。１９８４年以降１９８７年までは、
世界各国でカワサキの販売会社が運

営するチームやプライベートチームが、耐
久レースや各国選手権でライムグリーン
のマシンを走らせ健闘を見せていたが、
１９８８年からカワサキファクトリーが、ロー
ドレース界に本格復帰、４ストローク７５０ｃｃ
の量産車をベースマシンとするＴＴ－Ｆ１
クラスやスーパーバイククラスにおいて活
躍、‘９０年代には世界選手権、全米選
手権、全日本選手権などのシリーズの制
覇、デイトナ２００マイルレースや鈴鹿８時
間耐久ロードレースでの勝利など、再び
ライムグリーン旋風が世界のサーキットを
吹き荒れることとなった。

　ところで、世界ロードレース選手権が、
現在のようにＭｏｔｏＧＰと呼ばれるようになっ
たのは２００２年からのことだ。それまでの
最高峰クラスは２ストローク５００ｃｃエンジ
ン搭載のマシンが主流で、「ＧＰ５００」と
呼ばれていた。それが２００２年に規則
が大幅に変更され、４ストローク９９０ｃｃエ
ンジン搭載が可能になった。これを機に、
世界最高峰クラスは「ＭｏｔｏＧＰクラス」
と呼ばれるようになり、大会自体がＭｏｔｏ
ＧＰと呼ばれるようになったのである。
　４ストロークエンジン搭載のマシンに
よるレースを得意としてきたカワサキは、
２００２年の規則変更を機に同レースに
復帰。２００３年からフルエントリーで戦っ
ている。
　そして、４ストローク８００ｃｃへ規則が変

更された最初の年に、日本で開かれた
第１５戦で、見事に表彰台に上ったので
ある。
　「マシン作りは、ライダーの能力とのコミュ
ニケーションで進みます。それは、ライダー
自身の言葉による表現やラップタイム、走
行中のデータといった客観なデータの分
析で行います。マシンはライダーの能力
以上の速さで走ることはできないこともあ
り、部分的にマシンがライダーのレベルを
超えてしまったところもあるようです。これ
まで転倒が少なからずあったのはそのた
めかもしれません。でも第１５戦で、その
実力をみごとに証明したと思います」
（松田上級専門職）
　前述のようにカワサキは今年、レース
運営の直営会社ＫＭＲ（オランダ）を設
立し、カワサキレーシングチームもその直
属とした。こうして現地でのレース運営
体制を強化するとともに、汎用機カンパニー
営業本部に運営面でのサポートを担当
するモータースポーツ課を設置、マシン
の開発を担当する技術本部「モトＧＰ部」
（２００３年８月設置）との緊密な連携により、
開発と運営の体制を万全なものにしてレー
スに臨んでいる。

　カワサキが世界最高峰のレース、
ＭｏｔｏＧＰクラスに参戦し続けるのは、ひ
とつには技術力のアピールがあるが、そ
れだけではない。

　レースマシンの開発で磨いた技術を
量産車に反映させ、より良い量産車の
開発につなげられるからだ。例えば、
ＭｏｔｏＧＰ４ストローク９９０ｃｃ時代に、エンジ
ンガス交換弁（金属弁）に用いた金属バ
ネ技術は、その後、量産車に転用された。
こうした技術の横展開例は数多くある。
　そして、テレビをはじめとした世界のメディ
アによる情報の露出が大々的に行なわ
れるＭｏｔｏＧＰは、「Ｋａｗａｓａｋｉ」ブランド
をアピールする最適の舞台といえる。
　「今年のレースマシン『Ｎｉｎｊａ ＺＸ－ＲＲ』
を見て、各国の選手や関係者から、総
合技術を持つ重工業メーカーのマシン
は一味違うと言われました。私たちもまた、
レース活動をする中で単一メーカーでは
ない『Ｋａｗａｓａｋｉ』全社ブランドを一層
アピールしていきたいと考えています」
（前田部長）

●
　最後に、前田部長は力強くこう語った。
　「今年のカワサキマシンの優秀性は
選手の間でも評判で、５月頃から、多くの
選手から『乗りたい』というオファーが多
数寄せられています。来年はさらによい
マシンを開発し、ライダー陣の再編も含
めた新しい布陣でＭｏｔｏＧＰの頂点を目
指してがんばります」

別格のレースで
ステータスが高いＭｏｔｏＧＰ

カワサキのロードレース史の
始まりは１９６５年

１９８０年前後の活躍ぶりは
今も語り草

４ストロークエンジン搭載マシンを
使用するＭｏｔｏＧＰへの参戦

「カワサキ」
全社ブランドの発信
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カワサキは、モトクロス全日本選手権ＭＸ２クラス（２５０ｃｃ）でシリーズ
チャンピオンを獲得。その第２戦（近畿大会）でのカワサキ・新井宏彰
選手の力強い走り。
カワサキはモトクロス全米選手権の４５０ｃｃスーパークロスを制覇した。
写真は同大会でのカワサキの華麗なジャンプ。

（上）

（左）

伝統ある米国・デイトナ２００マイルレースで１、２位を独占したカワサキ「Ｎｉｎｊａ  
ＺＸ－６Ｒ」。
全米選手権シリーズで見事にワンツーフィニッシュを決めたカワサキ。
　スーパースポーツ世界選手権シリーズでは９月時点で２位に付けている。
そのオーストラリア戦でのひとコマ。
スーパーバイク全日本選手権シリーズＳＴ６００クラスではランキング２位。その
１０００ｃｃクラスで力走する柳川明選手。

　量産車ロードレースは、一般公道を走
る市販のモーターサイクルを、サーキット
走行用に改造したマシンで争われる。
　ＭｏｔｏＧＰマシンが、いわば一品ものの
レース専用部品の集合体であるのに対し、
量産車レースのベースマシンとなるスポー
ツモデルの開発は、公道走行用の車両
として求められる量産性、耐久性、各種
の法規制への適合など多くの制約がある。
そのため、ＭｏｔｏＧＰマシンの開発とは異
なる意味での高い技術力が必要とされる。
　量産車レースは、世界選手権や各国

での国内選手権として日米欧豪加など
で盛んに行なわれており、一般ユーザー
が“販売店で買える身近なマシン”の対
決を楽しめるレースとして非常に人気が
高い。２輪車メーカーにとっても、自社の
スポーツモデルの性能をアピールできる
絶好の舞台である。
　排気量は、比較的改造範囲の広い
「スーパーバイク」クラスが１，０００ｃｃまで、
より量産車に近い仕様規定の「スーパー
スポーツ」クラスや「スーパーストック」クラ
スが６００ｃｃまでとするのが一般的。また、
レースカテゴリーとして、４０～５０分間の
短距離を争うスプリントレースと、６～２４
時間の長時間耐久レースがある。カワサ

キはスプリント、長時間耐久とも世界選手
権、各国選手権を繰り返して獲得した輝
かしい戦績があり、“カワサキの大型スポー
ツモデルは速くて丈夫”という定評を確
立した要因のひとつになっている。
　２００７年のカワサキは、日本からの技
術支援の下、各地域で現地販売会社
が直接運営、または外部チームをサポー
トする形でレース活動を行なっている。

　米国では、伝統を誇るデイトナ２００マ
イルレースでカワサキ「Ｎｉｎｊａ  ＺＸ－６Ｒ」
が１、２位を独占、同クラス全米選手権シ
リーズ戦でも年間チャンピオンと２位を獲
得した。カナダでは、スーパーバイク、スー

パースポーツともにチャンピオンを獲得。
また、全戦が終了していないが、９月時
点でスーパースポーツ世界選手権、世
界耐久選手権でともにランキング２位。

全日本選手権でもＳＴ６００クラスがラン
キング２位と、今年も世界各地で“ライム
グリーンのマシン”が大活躍している。

　屋外やスポーツスタジアム内で、起伏
の多い土の不整地コースをジャンプを繰
り返しながら走破するモトクロスレースも
長い歴史を持つモータースポーツだ。世
界選手権、各国の国内選手権が行な
われており、特に米国、欧州での人気が
高く、ランキング上位の選手はスター扱
いされる。
　マシンは、モトクロス専用に設計・製作
され、一般に市販されているもので、不
整地の走破性を高めるための開発が

行なわれている。エンジンは、長い間２ス
トロークが使用されてきたが、近年は環
境に配慮した４ストロークのエンジンが主
流になってきている。現在の主要クラスは、
４ストロークの４５０ｃｃと２５０ｃｃクラス。
　２００７年のカワサキは次期量産車の
開発も同時に進めながら、各国の現地
販売会社による直接運営、またはサポー
トによるレース活動を展開している。

　今年のモトクロスレース活動で特筆す

べきは、競争のレベルの高さがモトクロス
世界選手権を超えるといわれる全米選
手権で、メインカテゴリーである「スーパー
クロス」クラス（４ストロークでは４５０ｃｃが
上限）と、米国を東西地域に分けて行な
われる２５０ｃｃの「スーパークロスライツ」
クラス（４ストロークでは２５０ｃｃが上限）
の東西両方を完全制覇したことだ。この
結果、カワサキのモトクロスマシンの性能
の優位性をエキサイティングな形で強烈
にアピールできた。
　また、欧州を中心に行なわれる世界選
手権では、ＭＸ１クラス（４ストロークでは
４５０ｃｃが上限）でランキング４位、ＭＸ２ク
ラス（４ストロークでは２５０ｃｃが上限）で同
３位。全日本選手権では、ＭＸ２クラスで
シリーズチャンピオンとなるなど、モトクロ
スレースでも“ライムグリーンのマシン”は
世界各地で目覚ましい活躍を続けている。

市販のモーターサイクルを
改造したマシンで走る

今年も世界で
“ライムグリーン”が大活躍

土の不整地コースを走破する
モータースポーツ

極めてレベルの高い
全米選手権を完全制覇

●量産車ロードレース ●モトクロスレース
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●低騒音
機外騒音はＩＣＡＯ（国
際民間航空協会）基
準値を大幅に下回っ
ており、同クラス機では
最低の騒音値である。

●エンジン２基、主要系統は二重
エンジンを２基装備しており、万一、１基の
エンジンが停止しても引き続き安全に飛
行できる。また、操縦にかかわる主要な油
圧系統、電気系統は二重になっており安
全性、信頼性が極めて高い。

●大きな機体後部観音開きドア
機体後部に大きな観音開きドアがあり、患者の搬
出入が迅速、容易にできる。しかも、高規格ストレッ
チャー（車輪付きの足のあるタイプ）の搭載が可能。
また、開口高さが十分あるため大型の保育器もスト
レッチャーに載せたまま搬出入が可能である。

●万一の際にも安全な
　耐衝撃性燃料システム
衝撃に強い強化ゴム製燃料タンクを採用。
衝撃に対して燃料タンクが破裂しない構造
なので、万一の際にも火災が起こりにくい。

●広くフラットな
　キャビンスペース
ドクターヘリの機体内では、医
師が患者の全身にアクセスでき
なければならないが、要求される
十分な広さを有している。しかも、
床面がフラットなので、柔軟なレ
イアウトを可能にするＥＭＳ専用
床を装備できる。
※ドクターヘリではキャビンに
医師、看護師、患者、付添人
のほか、ドクターヘリに従事す
る医師／看護師の慣熟訓練
用に１座席（合計搭乗者５人）
が必要になるが、本機はその
要求を満たしている。

●快適な治療室
空調は快適で、振動も少ない。
また、優れた防音対策のため、キャ
ビンではヘッドホンなしでの会話
が可能である。

●耐衝撃性乗客用座席
非常着陸時の衝撃（約３０Ｇ）
に耐え、人体への衝撃を和ら
げる最新の安全基準に適合
した座席である。

このイラストのモデルは
最新のＣー２型です。

●メインロータ／テールロータの
　位置が高い
メインロータは地上高さが約３．５ｍ、テール
ロータは最低地上高さが約２ｍあるため、
患者の搬出入が安全、迅速に行なえる。

●使い勝手の良いＥＭＳキットを装備
ドクターヘリ先進国のモデルをベースに、これまでのドクターヘリ試行事業で示さ
れた医師・看護師・運航者の要求を反映させた、使い勝手の良い日本オリジナル
のＥＭＳ（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ  Ｍｅｄｉｃａｌ  Ｓｅｒｖｉｃｅ）キットを装備できる。
※標準的な機内医療用装備の主なもの
　 酸素ボトルケース　　患者監視モニター　　シリンジ・ポンプ（点滴用の精
密ポンプ）　　医療用小物入れ　　スポット・ライト　　酸素吸入器　　人工
呼吸器　　吸引器　　除細動器　　３段キャビネット　

●患者２名にも対応
補助ストレッチャーを装備し、
患者２名にも対応できる。
ただし、その場合は座席２席
が使用不可となる。

　印の写真は、セントラルヘリコプ
ターサービス（株）（旧カワサキヘリ
コプタシステム（株））の提供です。

●現場救急・転院搬送に最適
航続距離が７００ｋｍと長く、多くの医療機器、荷
物、人員を搭載できるので、現場救急・転院搬
送に最適なヘリコプターである。

●稼働率が高い
国産機であるため、迅速で充実したアフターサー
ビスを実施しており、高い稼働率を維持できるの
で整備面で有利。また、整備費用も低くて済む。

●狭隘地・不整地でも離着陸可能
キャビンの広さ、搭載重量の大きさに比べて機
体全体の形状がコンパクトなため狭隘地などで
も離着陸できる。

●素早く離陸できる
３分程度で離陸可能。

座席および担架配置図
●患者１名の場合

●患者２名の場合
　　補助ストレッチャー

　　　　座席　　担架

  今年６月、「救急医療用ヘリコプターを用いた救
急医療の確保に関する特別措置法」（いわゆる“ド
クターヘリ法”）が国会で成立した。ドクターヘリは、
医師が搭乗して傷病者のいる現場に急行し、その
場で診断・初期治療を行なうとともに、医療機関
に搬送する間にも医療を行なえるヘリコプター
のこと。１分１秒を争う救急医療の切り札としてそ
の有用性はよく知られており、特に近年、医師の
偏在や病院の集約化が進む中で、全国的な配備
の必要性が高まっている。
  わが国では現在、ドクターヘリを導入している自
治体は１０道県で、拠点となる医療機関１１か所に
配備されているにすぎない。今回、全国の自治体
に導入を促す“ドクターヘリ法”が成立したことで、
本格的な“ドクターヘリによる救急医療時代”の
幕が開くものと期待されている。

  ドクターヘリに用いるヘリコプターには高い安
全性と、機内での治療や看護が容易に行なえる
広いキャビンスペースが求められる。
  その点、川崎重工がドイツＭＢＢ社（現ＥＣＤ社）
と共同開発した「ＢＫ１１７型ヘリコプター」は、エ
ンジン２基の双発機なので、万が一、一方のエン
ジンが停止しても安全に飛行できる。また、操縦
装置の油圧系統、電気系統が二重になっており、
１系統が故障しても操縦に支障がない。キャビン
スペースが非常に広く、患者を含めて５人の搭乗
が可能である。また、機体後部に大きなドアを装
備しており、患者の搬出入が迅速、容易にできる
など多くの優れた機能を備えている。
  最新のＣー２型は、従来型より床面積を３５％も
拡大し、より快適な居住性を備えるとともに、耐衝
撃性座席や燃料システムを採用し、より飛行の安
全性を高めている。
　「ＢＫ１１７型」は現在、全世界で約１６０機以上が
ドクターヘリに採用（世界のドクターヘリの機種
別シェア〔双発〕では約４０％で断然の１位。国内で
は６機）されており、このことがドクターヘリとして
の優位性と高い評価を雄弁に物語っている。

きょうあい

イラストぎじゅつ入門―68

全国的な配備を促す
“ドクターヘリ法”が成立

全世界で約１６０機以上が
ドクターヘリに採用

A

B

B

A

川崎重工が独自に開発したこのシステムは、ＧＰＳ（全地球測位システム）
により飛行中の自機の位置をデジタルマップ上に表示。さらに、自機の高度
より高い山などの障害物はマップ上に赤色で表示するとともに、その方向と
危険度を専用表示器と音声で知らせる画期的なシステムである。

■「ＧＰＳ航法支援システム」で安全運航●独自のＧＰＳ航法支援システムの装備が可能
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札幌

北海道

釧網線
藻琴

藻琴湖
北浜

オホーツク海

線路走行：約11ｋｍ

原生花園

浜小清水
とう ふつ  こ

涛沸湖

道路走行：約２５ｋｍ

ＪＲ北海道・釧網線
せ ん  も う

現 場 を 訪 ね て
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“線路を走るバス”。前部タイヤが浮いてい
るのがよく分かる。
オホーツク海をバックに走るＤＭＶ。
藻琴駅で線路から降り、道路に向かう。
いかにも北海道らしい風景の中を快走する
ＤＭＶ。乗客の笑顔が見えた。

予約客の確認をするガイドの
宮本絵美さんは「いつも満員
の人気」と話す。
“夢の乗り物”へ期待ととも
に乗り込む。
浜小清水駅近くのモードイン
ターチェンジ。線路の幅を広
くして乗り入れ易くしてある。
ここで鉄輪を線路に下ろし、
車体の前部を浮かす。

初秋の爽やかな風を受け、小清水原生花園の中を走るＤＭＶ。

 “線路も走れるバス”の運転席。右上に線路
と道路のモード切り替えスイッチを納めたボック
スがある。

お話を伺った庄司
義規さん。

ＪＲ北海道・柿沼博彦
副社長。

　９月最初の土曜日の午前９時。
　オホーツク海に面したＪＲ北海道・釧
網線浜小清水駅の構内に、黄色と黒に
塗り分けられたマイクロバスが停車して
いた。車体に大きくＤＭＶと書かれている。
ＪＲ北海道が、今年の４月半ばから試験
的営業運行（土・日・祝日、１日３回運行）
を行なっている話題のＤＭＶ（デュアル・
モード・ビークル）である。
　車体の点検後、乗客１２名（予約制）
を乗せたＤＭＶは、約１００ｍ離れた引き
込線の入口（線路との切り替えポイント：
モードインターチェンジ）までタイヤで走った。
そこで、車幅と同じ間隔のゴムタイヤガイ
ド用ガイドウェイの間をゆっくりと進み、線

路の上に乗って止まる。そして車体の前
後に格納した鉄輪を線路に下ろし、車
体の前部を浮かして前のタイヤをロック
する。この間、約１０～１５秒。道路モード
から線路モードへの切り替えは瞬く間に
終わった。
　ＤＭＶは、釧網線に臨時列車として
運転するため運転指令所との間で線路
情報を確認した後、本線に入った。運
行区間は、線路走行が浜小清水駅～
藻琴駅間（約１１ｋｍ）、道路走行が約２５
ｋｍで合わせて約３６ｋｍ。所要時間は
約１時間１０分である。
　ＤＭＶは右手にオホーツク海、左手に
涛沸湖を眺めながら、初秋の澄んだ空
気の中を時速約４０ｋｍでガタンゴトン
と走っていく。

　ＤＭＶのアイデア
を発想し、開発の陣
頭指揮をとってきた
のがＪＲ北海道の副
社長、柿沼博彦さん
である。
　「ＪＲ北海道の全
営業キロのうち約３

割強は、１日の輸送人員（輸送密度）が
５００人未満の超閑散線区です。こうし
た線区は、廃止してバス代替えというの
がこれまでの方法でした。しかし、鉄道
は１００年以上の長い間、地域の人たち
の足として利用され、人々の深い愛着も
あります。廃止すればいいというもので

はなく、廃止そのものにも多大な費用
がかかります」（柿沼博彦さん）
　実は、線路と道路の両用車への挑戦
は国内外で早くから行なわれてきた。
１９３２年のイギリスをはじめヨーロッパな
どではゴムタイヤ駆動方式、日本では
鉄車輪駆動方式の開発が行なわれた。
しかし、ゴムタイヤ駆動方式はゴムタイヤ
の性能と負担、鉄車輪駆動方式はメカ
ニズムが複雑化するなどの問題があっ
て実用化に至らなかった。
　「幼稚園の送迎用マイクロバスを見
ていてヒラメキました。１日５００人ならマイ
クロバスでいいだろうと。調べてみると、
マイクロバスの後輪はタイヤが左右に二
つ並ぶダブルタイヤで、内側のタイヤを
数センチ内側に寄せれば、左右のタイヤ
が狭軌（１０６７ｍｍ）のレールの真上に
乗ることが分かりました」（柿沼博彦さん）
　２００２年、“道路も走れる列車”から“線
路も走れるバス”へと逆転の発想が具
現化した一瞬だ。車体の前後に脱線さ
せないための案内用鉄輪を付け、それ
自体に動力はない。つまり、ＤＭＶは線
路も道路もマイクロバスのエンジンで走
行する仕組みである。
　次の問題は、線路と道路の乗り換え
時間の短縮だ。過去の例ではこれに約
８分、あるいは数十分もかかったとか。こ
の点、ＤＭＶは先に紹介したように、鉄輪
を上げ下げするだけなので極めて短時
間で切り替えられる。
　ＤＭＶは、夏にはエゾノコリンゴやクロ
ユリ、エゾキスゲ、ハマヒルガオなど４０種
類もの花が咲き揃うという小清水町の
原生花園駅を通過していく。観光客が
一斉にカメラを向けた。

　ＤＭＶの開発にＪＲ北海道と共同で
取り組んだのが、川崎重工グループの
（株）日本除雪機製作所である。鉄輪の
上げ下げ機構などＤＭＶに油圧の制御
技術が不可欠だが、日本除雪機製作
所は高度な油圧技術を有している。走
行も雪を掻き込むロータリ装置も油圧で
動く除雪車の製作に油圧技術が欠か
せないからだ。
　「さまざまな技術開発とともに、軽量化
も大きなテーマで、小さな部品ひとつにも
軽量化の観点から厳しく臨みました。
結局、マイクロバスの重量プラス１．２ｔで
抑えられました」（日本除雪機製作所の
鈴木隆好技術部長）
　ＤＭＶは線路走行の場合、レール（幅
６５ｍｍ）の上を後部タイヤ（幅２３５ｍｍ）で
走るため、タイヤ幅の一部しかレールと接
しない。タイヤのパンクなどが懸念される。
　「後部タイヤと後部鉄輪の荷重配分
が重要です。タイヤが最大限の駆動力
を得られる空転率の範囲で荷重させ、
残りは後部鉄輪が分担します。実験を
繰り返し、走行状況に応じて後部タイヤ
６０～３６％、後部鉄輪４０～６４％の割合
で荷重配分を自動的に行なっています」
（柿沼博彦さん）
　この油圧による荷重配分の自動制御
装置も日本除雪機製作所が開発した。
　ＤＭＶは藻琴駅で前部タイヤを下ろし、
前後の鉄輪を上げてバスに戻り、道路
標識に従った速度で広大な北海道の
大地を快走した。

　マイクロバスがベースなので車両コス
トは鉄道車両の約６分の１、燃費は５分
の１、保守費用は４分の１で済むという
ＤＭＶ。ローカル線再生の有力な方法と
して全国の自治体などが関心を寄せて
いる。現在行なわれている“試験的営
業運行”は、国土交通省がこうした画
期的な乗り物の運行ルールを定めるうえ
で必要なデータ収集のためでもある。
また、この運行で得たデータは、ＤＭＶの
改良に生かされる。ＪＲ北海道では現在、
ＧＰＳ（全地球測位システム）によるタク
シー、バスの配車並みの運行システムの
確立を目指している。

●
　乗客の一人、庄司
義規さん（釧路市在
住）に、乗車時間約
１時間１０分のＤＭＶ
の感想を伺ってみた。
　「素晴らしいアイ
デアですね。線路で
はゴットンゴットンとい
かにも電車の走りで、道路ではバスその
ものでまったく違和感ありません。これな
ら自宅近くのバス停で乗れるし、病院な
どへ行くのも便利になりますね」

も   こと

とう  ふつ    こ

現 場 を 訪 ね て

世界初の“線路も走れるバス”を、
ＪＲ北海道と（株）日本除雪機製作所（川崎重工グループ）が共同開発

釧網線・浜小清水駅で

素早くモードチェンジ

鉄道屋の発想を覆した

“線路も走れるバス”

（株）日本除雪機製作所が

高度な油圧技術を駆使

ローカル線再生の

有力な方法と期待高まる
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左：町並み越しに鳥居
峠（標高１，１９７ｍ）の
方向を遠望。奈良
井宿と南隣りの薮
原宿を結ぶ中山道
最大の難所だった。

下：秋の奈良井川。奈
良井宿の東側を流
れる清流である。
右手に国道１９号
が走っている。

山並みがすぐそこに迫る奈良井の家並み。奈良井宿の誕生は室町時代末以前とされており、“奈良井千軒”といわれるほど賑わった。

京都側の入口から見た奈良井の上町。（鎮神社の境内から）。 中町。中央は築約１７０年という旅籠・徳利屋（現在は郷土館・茶房）。 上町と中町（手前側）の町境を示す鍵の手の道路。

　思いのほか強い陽差しが、建ち並ぶ家々に降り
注ぎ、路上に濃い陰を落としている。空は高く碧く
晴れ、家並みをとりまく山々は鮮やかに色づき、建
物越しに中山道・木曽路の難所といわれた鳥居
峠を遠望できる。
　清澄な空気に包まれて、奈良井宿の秋はまさに
たけなわである。
　中山道（中仙道とも書く）は、江戸時代の五街
道のひとつで、江戸から木曽１１宿を経て草津に
至り、東海道と合流するので木曽路ともいわれた。
江戸の板橋から草津まで６７宿、１２９里余り（約
５００ｋｍ）。この街道は信濃はもとより、北陸の加
賀や越中、あるいは越後（上越）の大名が江戸と
の往復に用いる交通の要路だった。
　その木曽１１宿の北（江戸寄り）から二番目が奈
良井宿である。

●
　奈良井は宿駅として、幕府関係者などの公用
旅行者や参勤交代の大名の通行のための人馬
を常備し、要請に応じてそれらを提供する義務や、
通信の業務なども果たしていた。そのため、本陣・
脇本陣が設けられ、また、多くの旅人の宿泊・休憩
のための旅籠・茶屋などが設けられた。

　奈良井宿は鳥居峠をほぼ１里先に控え、木曽路
で最も標高の高い（約９４０ｍ）宿場町だ。鳥居峠（標
高１，１９７ｍ）は木曽路最大の難所で、峠越えを明
日に控えた旅人は、奈良井宿で一夜、英気を養っ
たとか。“明日は難所の峠越え”というわけである。
　奈良井は交通集落であるとともに、漆器や曲物、
塗櫛（飾り櫛）などが盛んで、江戸末期には広く江
戸や京・大阪などで販売された。記録によると、慶
長６年（１６０１年）以降、木曽谷の住民に尾張藩
から下賜された白木御免木６，０００駄※のうち１，５００
駄余りが奈良井に割り当てられたというから、木曽
谷におけるその地位の高さがうかがえる。
　こうした地場産業の隆盛もあって、“奈良井千軒”
といわれるほど発展したのである。
※駄：馬の背に乗せた荷物の数え方で、１駄は重さにして約１２０ｋｇ。

かん まち しずめ

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○

塩尻市
（長野県）

15

鳥居峠
奈良井宿

長野

塩尻
塩尻市

長野県

“奈良井千軒”といわれた中山道の宿場町
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元塗櫛問屋、中村屋利兵
衛邸（天保８年建築）の勝
手の吹き抜け。奈良井の町
並みの中でも貴重な吹き抜
けである。（塩尻市指定有
形文化財）。
中村邸の外観。入口はくぐ
り戸で、その左手に蔀戸（し
とみど、日光を防ぐ上げ戸）、
２階には格子が見える。
表２階。大切な取引先をも
てなし、泊めたという座敷で
ある。
５０ｃｍほど張り出した２階の
出梁（腕木）。

時代を経た建物には、
正面に猿頭と呼ぶ装
飾をあしらった鎧庇（小
屋根）が設けられている。

風情ある水場
には、夏でも
冷たい山の湧
水があふれて
おり、旅人たち
の喉を潤した。
水場は６か所
ある。

中町の旅籠・伊勢屋。店構え
といい、古い看板の文字といい、
いかにも時代を感じさせる現役
の宿屋である。

建物によって屋根の高低に差がある。明治
に入ってからの建物の屋根が高いのは、生活
しやすさを求めた結果といわれている。

道路の舗装工事が進む下町（取材時）。全長
約１ｋｍの奈良井宿の通りを３年がかりで工事す
る。水場も水槽や屋根を歴史的形態に復原整
備するという。

奈良井の北隣の木曽平沢は６００年の伝統を受け継ぐ木
曽漆器の中心地である。木曽漆器生産の産業町（漆工町）
として、重要伝統的建造物群保存地区に選定されている。

●
　奈良井宿は、江戸時代後期までは飢饉や火災
などで盛衰を繰り返したが、後期以降は大きな火
災もなく往時の町並みが残っている。
　鳥居峠入口に当たる鎮神社を京都側の入口と
し、奈良井川に沿って緩やかに下りながら約１ｋｍ
の中山道沿いに約２３０軒が建ち並んでいる。町
は奈良井川上流方向から上町・中町・下町に分
かれ、町境は道路が鍵の手になっているが、上町
と中町との境が大きくて分かりやすい。鍵の手に
したのは、本陣を目指す敵の進軍速度を落として
防御しやすくするため、道路を直角に曲げて見通
しを悪くしたというのが理由らしい。本陣は中町の
中ほど（つまりは町の中央）にあったが、今はその
建物はない。
　上町には櫛挽き職人や櫛問屋が集まり、中町
には本陣・脇本陣があり、問屋などが多かった。中
町は大名行列を止めて大名が篭に乗り降りしたり、
また、一般の荷の継ぎ替えをしたことから道路幅が
広くなっている。下町は漆器の木地師などの職人
が集まった町で、道幅はいちばん狭く、建物間口が
比較的狭い。
　現在、通りにはみやげ店や喫茶店、飲食店など
が多く、観光客で賑わっている。
　沿道には宮の沢、鍵の手などと名付けられた水
場が６か所ある。宿場の背後の豊かな森林から湧
き出る清冽な沢の水を引いた水場は、かつて中山
道を往来する旅人にとってのオアシスだった。今も、
「うわあ、美味しい」などと喉を潤す観光客が少な
くない。

●
　上町の中村邸は、元塗櫛問屋の中村屋利兵
衛の屋敷で、天保８年（１８３７年）の奈良井宿大
火の後に建てられたという。２階の５０ｃｍほど張り
出した出梁（腕木）、格子と袖壁、猿頭と呼ばれる
装飾をあしらった鎧庇（小屋根）、１階正面の大戸
（くぐり戸が設けられている）など奈良井宿の町家
の建築デザインを典型的に備えている。
　くぐり戸を通って中に入ると、土間が中庭まで
通じており、土間に沿って右側に店の間、囲炉裏
のある勝手、中の間、座敷と続く。間取りからも分
かるように、奥行きの深い造りだ。一般的に奈良
井宿の町家は間口が約３間（約５．４ｍ）、奥行き
が６～９間（約１０．８ｍ～約１６．２ｍ）といわれるが、

中村邸は奥行きが９．５間（約１７．１ｍ）ある。
　勝手は吹き抜けになっている。カマドと囲炉裏
で火を焚いたので、天井が高いほうがよかったの
だろうか。しかし、現代の生活では、吹き抜けは暖
房効率がよくないなど生活しにくい。そこで、多く
の町家が２階部分に板を張ってしまい、吹き抜け
が残っている建物は中村邸を含めてごくわずかし
かない。
　２階は、吹き抜け部を挟んで表２階と裏２階に分
かれている。表２階は炉を切った座敷になっており、
取引先をもてなし、あるいは泊めた。裏２階は奉公
人などが使用したという。

●
　通りを歩いていると、連なる町家の屋根の高さ
（２階の高さ）が異なるのが分かる。塩尻市観光
協会楢川区観光案内所によると、２階の低いのが
江戸時代の建物で、高いのは明治に入ってから
の建築というのが目安だという。生活しやすさを求
めて高くなったようだ。そういわれて眺めてみると、
町並みの屋根の凹凸にもそれぞれの歴史が感じ
られて興味深い。
　町では通りの舗装工事が進んでいた。聞くと、
側溝を地中に埋め、舗装は自然素材を用いて町
並みに調和させるとか。水場も水槽や屋根を歴史
的形態に復原整備する。工事は下町から上町に
向けて、各町１年がかりで行なう予定といい、現在、
下町工区の舗装は完成している。

●
　奈良井宿の秋は、日暮れが早い。午後３時半を
まわると、太陽は山並みに没し、意外に濃かった日
陰が消え、通りはモノクロームの色合いが濃くなっ
ていく。風が冷たさを増し、観光客の姿も少なくなる。
やがて、夜のとばりが町並みを覆ってくる－。
　往時、鳥居峠越えを明日に控えた旅人の心持
ちはどんなものだったのだろうか。

しずめ

かんまち

だしばり さるがしら

よろいびさし

ならかわ

だし ばり

さるがしら

よろいびさし

吹き抜けが残る中村邸塩
尻
市
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「耕洋丸」の田渕清春船長。

ＫＰＭがＳＴＮシステム用回路を開発して製作・納入したトロー
ル用ワープウインチ。左右の２基。

トロール用ワープウインチなどを駆動するため
の油圧装置（ＫＰＭが製作・納入）。

曳航水槽での試験風景。

一般公開された「耕洋丸」（長崎市松ケ枝岸壁）。

世界初の「ＳＴＮシステム」が導入された水産大学校の漁業練習船「耕洋丸」。

「耕洋丸」のブリッ
ジにはさまざまな
漁撈関連装置が
並んでいる。左端
が川崎自動定点
保持装置「ＫＩＣＳ
－５０００ＳＴＮ」で
ある。

川崎重工がさまざまな水槽試験を行なって開発した最新鋭のオートトロールシステ
ム用川崎自動定点保持装置「ＫＩＣＳ－５０００ＳＴＮ」。
そのディスプレイ表示の一例。自船、トロール網、トロール網の誘導目標（魚群）の
それぞれの位置が表示されている。
「ＳＴＮシステム」を用いたトロール漁のイメージイラスト。

　今年６月末、独立行政法人水産大学
校（山口県下関市、本村紘治郎学校長）
の４代目の漁業練習船「耕洋丸」（総ト
ン数：２，３５２ｔ、田渕清春船長）が竣工し
た。本船は、水産大学校の学生および
教職員が、船舶の運航や機関運転の
実習、水産・海洋資源および海洋生態
系に関する教育・調査・研究を行なうた
めの漁業練習船である。そのため「耕
洋丸」には、新時代に対応した最先端
の航海・機関機器類が搭載され、また、
環境・資源に配慮した最新の科学的漁
撈設備などが導入されている。
　そのひとつが、トロール網の投下・揚
収および曳航を自動化した「セルフト
ロール＆ナビゲーション（ＳＴＮ）システム」
である。これは、水産大学校が検討した

基本的な仕様・条件を基に、川崎重工、
ニチモウ（株）、（株）カイジョーソニック、
（株）カワサキプレシジョンマシナリ（ＫＰＭ）

が共同開発した世界で初めての本格
的なオートトロールシステムである。

　日本で普通トロール漁といえば、オッター
ボード（網の口を開く一対の板）が付いた
袋状の網を曳く漁を指し、海の表面に沿っ
て曳く表層曳き、中深度で曳く中層曳き、
海底に沿って曳く着底曳きに分けられる。
　これらすべてのトロール漁は、スキャニ
ングソナーで魚群を捉えると、漁撈長の
主に経験とカンに基づく指示で船を走ら
せて網を引いていった。しかし、動き回る
魚群に、長いワープ（引き綱）の先にある
網を誘導させるのは容易ではない。これ
を自動化し、海中のトロール網を魚群の
位置へ自動的に的確に誘導できるよう
にしたのが「ＳＴＮシステム」である。
　このシステムは、スキャニングソナー、
操船制御装置、トロール用ワープウイン
チ（２基、ＫＰＭが製作・納入するとともに、
ＳＴＮシステム向けワープウインチ制御
回路を開発）などの漁撈機器で構成さ
れている。これらのうち、トロール網を自
動誘導するシステム開発を担当したの
が川崎重工で、自動曳網制御機能を
担っているのが、最新鋭のオートトロール
システム用川崎自動定点保持装置
「ＫＩＣＳ－５０００ＳＴＮ」である。

　「ＳＴＮシステム」のフルオートモードで
は、スキャニングソナーで船の位置から
最大５ｋｍ、通常３．８ｋｍの周囲に分布す
る魚群を捕捉し、魚種、サイズ、魚群のボ
リュームなどを演算。「ＫＩＣＳ－５０００ＳＴＮ」
に目標位置（魚群）を入力すると、船の
位置やトロール網の位置などを計測し、
船速および船首方位（可変ピッチプロペ
ラおよび舵で制御）とワープウインチの自
動操作により、トロール網が目標位置（緯
度、経度、深度の３次元位置）を確実に
通過するように船を走らせる。この間、船
が針路を変更した際は、左右のワープ
の長さを自動的に調節して張力を均衡
させ、トロール網の開口部がふさがらな
い仕組みになっている。
　魚群が移動した場合は、目標魚群位
置を変更可能なオーバーライド機能も有
している。このほか、トロール網の深度の
みを自動制御し、設定したルートに沿っ
て本船をオートトラッキングさせるＳＴＮＳ
セミオートモードなども備えている。写真
のように、測定した魚群、トロール網、自
船のそれぞれの位置を、ディスプレイ上
にグラフィカルに表示できる。
　「耕洋丸」は、今年の７、８月の２回、東
シナ海の指定試験海域で試験操業を
行なった。
　「残念ながら大きな魚群には出会え
ませんでしたが、任意に仮設定した目
標位置をトロール網が確実に通過し、
『ＳＴＮシステム』の機能の高さが証明
されました」と田渕清春船長。

　トロール漁
の自動化、さら
には省人・省
エネ・省力化
に貢献できる
強力な武器
が開発された
といえよう。

　「ＫＩＣＳ－５０００ＳＴＮ」は、オートトラッ
キング機能付きの自動定点保持装置
（ＤＰＳ※）「ＫＩＣＳ－５０００」をベースに開
発されたものである。
　もともと、「ＫＩＣＳ－５０００」は、川崎重

工の約１世紀にわたる造船・船体運動（流
体）技術の蓄積、ロボットなどの分野で培っ
てきた高度な制御技術、可変ピッチプロ
ペラ、サイドスラスタなど舶用推進機の
設計技術を融合させて開発したシステ
ムである。
　大きく分けてふたつの機能を備えて
いる。ひとつは、洋上の定点に船舶や海
洋石油掘削装置の位置と方位を自動
的に保つ機能、もうひとつは、電力ケー
ブルや光ケーブルの敷設船を、設定ルー
ト上にケーブルが敷設されるように自動
的に航行させる機能である。ふたつめ
の機能を利用すると、船の入出港などの
際、設定したコース通りに自動的に進み、
所定の位置に正確に停止することがで
きるので極めて効率的で安全である。
　ふたつめの機能に、水中曳航体の
自動誘導制御機能をプラスしたのが
「ＫＩＣＳ－５０００ＳＴＮ」である。
　ところで、トロール漁では、非常に長い
ワープでトロール網を引いていく。ワープ
の長さは、網の深さの約３倍というから、
例えば、網の深さが約３００ｍとすると、ワー
プの長さは約１，０００ｍにもなる。こうした
状況で、目指す魚群に網を確実に誘導
するにはどうすればよいのだろうか。
　「技術研究所が中心となり明石船型
研究所の曳航水槽を用いて、網は船の
動きにどのように対応するのか、船速やワー
プの長さを変えながら、さまざまな試験を
およそ半年かけて行ないました」（川崎
重工機械ビジネスセンター水力機械部  
大西廣部長）
※ＤＰＳ：ＧＰＳ（全地球測位システム）などの船体位置計測装
置を使用して船体位置をリアルタイムに計測しながら、船体
が所定の位置からずれないように推進装置や舵を自動的に
制御する装置。

川崎重工が世界初の「セルフトロール＆ナビゲーション（ＳＴＮ）システム」の共同 開発に参画
システム中枢部を独立行政法人水産大学校の漁業練習船「耕洋丸」に納入

新 製 品 ・ 新 技 術

６月に竣工した
漁業練習船「耕洋丸」に装備 東シナ海での試験操業で

機能の確実性を証明

試験水槽で半年かけて
さまざまな試験を実施

トロール網の
自動誘導システムの開発を担当

Kawasaki News 148　2007/1018 19



「Ｎｉｎｊａ  ２５０Ｒ」

「第４０回東京モーターショー２００７」に出展

「カワサキグリーンガスエンジン」が世界最高の発電効率４８．５％を達成次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）の試作１号機が初飛行に成功

液化水素４０フィートコンテナを納入／大阪水素ステーションが完成

ガスタービン発電設備をシンガポールから初受注

ニューヨーク市交通局向け地下鉄電車を２６０両追加受注

ＫＰＭが本社工場の新工場棟で生産を開始

ＬＰＧ運搬船「ＢＷ  ＢＲＯＫＥＲ」を引き渡し

　川崎重工は、日本コンベンションセンター
（千葉市・幕張メッセ）で開かれる「第４０回東京
モーターショー２００７」（１０月２７日（土）から１６日
間）に、ワールドプレミア１台、ジャパンプレミア
４台を含む参考出品モデル１３台を出展する。
今回出展するモデルの一部には、欧州排出ガ
ス規制「ＥＵＲＯ－３」への適合仕様やＡＢＳ仕
様を設定するなど、環境と安全に一層配慮し
ている。

■主な出品モデル

スーパースポーツモデル

●ＺＺＲ１４００

２００６年のデビュー以来、世界中のモーターサ
イクル誌で高い評価を受けているカワサキのフラッ
グシップモデル。本モデルは吸排気系を改良し
て一層の低排出ガスレベルを達成するとともに、
より高い走行性能を実現。
●Ｎｉｎｊａ  ＺＸ－１０Ｒ

海外市場から高い評価を得ている大排気量スー
パースポーツモデルのニューモデルとして全面
的に改良。レース活動から多くの技術的なフィー
ドバックを受けて、エンジン特性やシャーシの剛
性バランスを大幅に変更した。

スポーツモデル

●Ｎｉｎｊａ  ２５０Ｒ

フルカウル装備で、街乗りからスポーツ走行まで
をこなすオールラウンドなスポーツマシン。スタイリッ
シュな外観とスポーツ性能の組み合わせは“モ

ダンとスポーツを融合した２５０ｃｃクラス”という、
カワサキからの新しい提案である。

モタードモデル※

●Ｄ－ＴＲＡＣＫＥＲ  Ｘ

スリムな車体に前後輪１７インチタイヤを組み合
わせた２５０ｃｃモタードモデル。専用設計のサス
ペンションにより、従来からの特長である軽快な
フットワークをさらに高めた。
※オフロードモデルに小径のストリート用タイヤなどを装着したモー
　ターサイクルの総称。

デュアルパーパスモデル※                        

●ＫＬＸ２５０

高い走破性を誇る現行の「ＫＬＸ２５０」をベー
スに、パワフルさと扱いやすさをさらに高い次元
へ引き上げてオフロード走行性能を強化し、ス
タイリングを一新したデュアルパーパスモデル。
※舗装路・未舗装路両方の走行を前提としてつくられたモーター
　サイクルの総称。

　川崎重工は、新規に開発した発電出力
７，８００ｋＷ、１８シリンダのガスエンジンを発電機
と組み合わせて試運転を開始し、世界最高の
発電効率４８．５％を達成するとともに、ＮＯｘ（窒
素酸化物）排出値も世界最高レベルの環境性
能を実現した。（Ｏ２＝０％換算にて１６０ｐｐｍ）
　川崎重工は１９１９年に舶用ディーゼルエンジ
ンの製造を開始して以来、発電用を含む各種エ
ンジンの技術開発を行なってきた。これらの多様

な経験を基に開発したガスエンジンは、燃焼室
形状の最適化に加えて、シリンダごとの個別制
御を行なうことにより耐ノッキング性能を向上させ、
サイクル効率の向上を図っている。副室式電気
着火方式を採用したガス専焼機関であり、着火
用の液体燃料を準備する必要はなく、ハンドリン
グ性を高めている。また、副室は流動解析技術
などを活用して安定燃焼を実現した。
　「カワサキグリーンガスエンジン」は、シリンダ

径３０ｃｍ、シリンダ数１２、１４、１６、１８の４機種を
取り揃え、出力域は５，０００～７，８００ｋＷまでをカ
バーしているため広範囲な市場ニーズに対応
できる。

　川崎重工は岐阜工場において、防衛省向
け次期固定翼哨戒機（ＸＰ－１）の試作１号機
の初飛行に成功した。
　「ＸＰ－１」の試作１号機は９月２８日の朝、航
空自衛隊岐阜基地を離陸し、約６０分間の飛
行を行なった後、無事、着陸した。機長は川崎
重工飛行課所属の関戸昭洋で、副操縦士馬
場良直ほか乗員９名で飛行した。「操縦感覚
がシミュレータと同じだったので、離陸直後から
安心して飛行できました。かつて経験したこと
がないほど極めて安定した機体であり、エンジ

ンも順調で、計画どおりに完璧に飛行できました」
（関戸昭洋機長）
　「ＸＰ－１」は現有機「Ｐ－３Ｃ」の後継機として、
次期輸送機（Ｃ－Ｘ）とともに防衛省が２００１年
度から２機種同時開発を進めているもので、川
崎重工は２００１年１１月に防衛省から主担当企
業に指名され、協力企業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いる。
　今後は、川崎重工岐阜工場で引き続き社内
飛行試験を行ない、２００８年中に防衛省へ納
入の予定である。

　川崎重工は、岩谷産業（株）に自己加圧が可
能な液化水素４０フィート（ｆｔ）コンテナを納入した。
　水素はロケット燃料や産業ガスとしての需要
のほか、将来的には家庭・自動車用などの燃料
電池用としての需要が見込まれている。水素
は液化すると体積が約８００分の１に収縮する
ので輸送効率が高くなるため、液化水素コンテ

ナは水素の大量輸送に貢献できる。
　今回納入したコンテナは、コンテナ規格として
は最大のＩＳＯ４０ｆｔ型を採用し、スペースを最大
限に活用して積載効率の向上を図った。また、
液化水素の定置式貯槽への充填・払出し運用、
並びにコンテナ自体を留め置きし、払出し容器と
しても運用ができるように加圧蒸発器をコンテナ
に搭載。そのため、外部加圧装置がないケース
でも払い出しが可能なシステムとなっている。

　今年８月、大阪ガス（株）の「ＪＨＦＣ※大阪
水素ステーション」が運用を開始した。これは
商業地域に建設された日本初の都市型ステー
ションで、燃料電池車以外に車椅子やカートな

どに水素が充填される。
　川崎重工は、この建設工事で機械設備工
事を担当。電気制御および保安設備などを含
む機械設備工事における設計・製作・据え付け・
試運転までの工事一式を担当した。
※JHFC(水素・燃料電池実証プロジェクト)は、経済産業省が
　実施する燃料電池システム等実証試験研究補助事業です。

　川崎重工は、東南・南アジアのガスタービン
販売・サービス拠点、Ｋａｗａｓａｋｉ Ｇａｓ Ｔｕｒｂｉｎｅ 
Ａｓｉａ Ｓｄｎ Ｂｈｄ（マレーシア・クアラルンプール）
を通じて、ガスタービン発電設備をシンガポール
から初受注した。
　受注したガスタービン発電設備は、各種ボイ
ラと組み合わせるコージェネレーションシステム
として、Ｎａｔｕｒａｌ Ｆｕｅｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（豪・パース近
郊）が、シンガポールの石油化学工業の中枢で
あるジュロン島に建設中の世界最大のバイオ

ディーゼル工場に、エネルギー供給会社、Ｂａｎｙａｎ 
Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ Ｐｔｅ Ｌｔｄ（シンガポール）から電気と
蒸気を供給するもの。川崎重工は本発電設備
を、システムの建設を担当するＣａｐｉｔａｌ Ｔｕｒｂｉｎｅ 
Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｐｔｙ Ｌｔｄ（豪・パース）の子会社であ
るＣＴ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ａｎｄ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｐｔｅ 
Ｌｔｄ（豪・パース）から受注した。
　受注したのは、環境にやさしい低ＮＯｘ燃焼
器（ＤＬＥ）採用の自社開発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で、排熱回収ボイラ、パッケー
ジボイラと組み合わせたコージェネレーションシ
ステムとして設置される。このシステムにより発
生する５，６０５ｋＷの電力と毎時４５ｔの蒸気は
全量が工場内の生産設備に供給され、同工
場のエネルギーコストの改善、電力の安定供
給に寄与することになる。
　なお、川崎重工は本システムにおいてガスター
ビン発電設備の供給を担当し、２００８年に完成
の予定である。

　川崎重工は、ニューヨーク市交通局（ＮＹＣＴ:
Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｃｉｔｙ Ｔｒａｎｓiｔ）から地下鉄電車
（Ｒ１６０）２６０両を追加受注した。
　今回の受注は、２００２年にアルストム社（仏）
と共同で受注したベース契約６６０両（うち川崎
重工は２６０両）に付随するオプション契約（オ
プション１）６２０両（うち川崎重工は２６０両）が
行使されるものである。なお、本案件にはさらに
オプション２（３８０～４２０両）が付随している。
　本プロジェクトで川崎重工は、Ｒ１６０車両製
作のほか、現行車両（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の
役割を担っている。また、アルストム社製車両を
含む、すべてのＲ１６０車両に川崎重工製の台
車が採用されている。Ｒ１６０地下鉄電車は、ス
テンレス車体に信頼性の高い制御装置や空
調装置、ドア開閉装置、放送装置などを備え、
安全性や快適性に配慮している。車両構体
製作をリンカーン工場（米国ネブラスカ州）で、
機器取付と最終組立、試験をヨンカース工場（米
国ニューヨーク州）で行ない、順次ＮＹＣＴに納
入を開始している。納期は２００９年８月の予定。

　なお現在、米国では既存車両の代替や輸
送力増強に関するプロジェクトの大幅な増加
が予想されており、リンカーン工場では将来の
生産性増強のため拡張工事を進めている。

　(株）カワサキプレシジョンマシナリ（ＫＰＭ）は、
本社工場（神戸市西区）に建設した新工場棟
で、建設機械用油圧ポンプやモータに組み込ま
れるコアパーツの生産を開始した。
　この新工場棟は、本社工場内に分散してい
たコアパーツの生産ライン集約による生産の効
率化と、設備増強による増産を目的として建設
を進めていた。２００７年４月に工場建屋が完成し、
その後、加工機械の設置などを経て生産を開
始したものである。新工場棟では、油圧ポンプ
やモータの重要部品であるピストンやシュー、シ

リンダ、バルブプレートなどのコアパーツを機械加
工から熱処理まで一貫生産し、国内および川
崎重工グループの海外生産拠点に供給する。
　ＫＰＭでは今後も機械設備の導入を進めて
生産体制を強化し、２００８年３月には新工場棟
での本格生産を開始する予定である。これによ
り、コアパーツの生産および熱処理能力を大幅
に増強し、建設機械メーカーをはじめとする国
内外の顧客からの高精度な油圧ポンプ、モー
タの増産要求に応えていく。

　（ 株 ）川 崎 造 船 は 、ＦＡＩＲ  ＷＩＮＤ  
ＮＡＶＩＧＡＴＩＯＮ  Ｓ．Ａ．向け８万ｍ３型ＬＰＧ運
搬船「ＢＷ  ＢＲＯＫＥＲ」を引き渡した。
　本船は、川崎造船が開発した新船首形状
（ＳＥＡ－ＡＲＲＯＷ）を採用し、船が航走する
際に発生する船首波による抵抗を極限まで減
少させ、推進性能の大幅な向上を図っている。

ＬＰＧ（低温で液化された石油ガス）を積むため、
船体から独立して収縮する貨物タンクを４区画
の船倉内に４基設置。貨物タンクには－４６℃ま
でのＬＰＧを積めるように低温用特殊鋼材を使
用し、周囲に発泡ウレタンを用いた防熱を施し
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

ビーダブリュ  ブローカー
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