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●表紙説明●

　一見、巨大なアイロンの底部のようにも見えるこの構
造物－実は、１万個積みコンテナ船の舳先（船首）
に近い部分の断面です。隣接して製作している船首
部を合体して完成させるのです。
　これを撮影したのは、中国・南通市の南通中遠川崎
船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ）の第一ドックです。川
崎造船と中国遠洋運輸（集団）総公司（ＣＯＳＣＯ）と
の合弁事業として設立されたＮＡＣＫＳは、中国造船
界の好況を背景に順調に業績を伸ばしており、５月に
は第二ドックも操業開始の予定で一層の発展が期待
されています。
（詳しくは「最前線カメラルポ」（Ｐ．１～７）をご覧ください）。

イラストぎじゅつ入門－◯

林地残材や間伐未利用材などを原料にして、
電力や熱を生み出す
「木質バイオマス流動層ガス化発電システム」
のしくみ

70

発展する、
中国における生産拠点

本誌は再生紙を使用しています

南通中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ、江蘇省南通市）の
第一ドックで、１万個積みコンテナ船の建造が進む。

　事業展開のグローバル化を積極的に推進し
ている川崎重工グループでは、アジア・中国を
重点市場の一つに位置付けて生産・販売拠点
の拡充に努めている。
　中でも中国は、８月に北京オリンピックの開
催を控え、また、２年後には上海万国博覧会が
開かれることもあって世界の注目を集めてい
る。近年、経済発展の目覚ましい中国で、川崎

重工グループは１９７９年以来、さまざまな事業
を展開し大きな成果をあげてきた。
　川崎重工グループの中国における事業は多
岐にわたり、また、事業所は広大な中国の各地
に存在している。そこで今回は、長江流域の
事業拠点を訪ねてみた。いずれも想像を超え
る活況を呈していた。

船舶（江蘇省南通市）、舶用 機器（湖北省武漢市）、
精密機器（江蘇省蘇州市）の 生産拠点、そして上海の事業支援拠点を訪ねて
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南通中遠川崎船舶工程有限公司（ＮＡＣＫＳ）

上：黄土色の長江を
いく通常汽渡の
カーフェリー。

下：カーフェリーが動き
出すと見えた蘇通
長江公路大橋。
全長３２．４ｋｍの長
大橋である。

艤装岸壁は第２期拡張計画で５４０ｍから９２０ｍに延伸される。

約２００名を擁する強力な設計・開発チーム。

ＮＡＣＫＳの総合事務所。

船舶の寿命を左右するといわれる塗装は、厳し
い新国際基準に則って行なわれている。

間もなく完成する長さ５００ｍ、
幅８０ｍ、深さ１２．８ｍの第
二ドック。２基の８００ｔ門型
クレーンが、操業開始を今
や遅しと待ち構えている。

徐凱総経理（左）と工藤仁志常務副総経理（右）。

　全長約６，３００ｋｍの中国最大にして
世界第３位の大河、長江。その河口の
上海からさかのぼることおよそ１１０ｋｍ。
江蘇省の南部、長江の北岸に位置する
南通市（人口約７８０万人）を目指す。
　上海から車で移動し、長江を通常汽
渡のカーフェリーで渡る。フェリーが黄土
色をした川面を動き出すと、進行方向右
手の靄の中に橋が見えてきた。蘇嘉杭
高速公路の蘇通長江公路大橋（４月
１８日全線開通）だ。この長大橋は全長
が３２．４ｋｍで、長江を跨ぐ部分の長さが
約８．１ｋｍ。この橋を使えば、カーフェリー
で３０分はかかる長江を１０分ほどで横
断できるという。こうした長大橋の建設
にも、発展する中国経済の一端をみるこ
とができる。長江を渡って南通市へ。
　南通中遠川崎船舶工程有限公司（以
下、ＮＡＣＫＳ）の本社・造船所は、南通
市の長江の河岸にあり、約１０２万ｍ2と
いう広大な敷地を有している。
　ＮＡＣＫＳは１９９５年、（株）川崎造船（当
時川崎重工）と中国遠洋運輸（集団）
総公司（ＣＯＳＣＯ）との合弁事業として
設立。中国の造船業界では初めての合
弁事業で、しかも大型の造船所だった。
以来、世界の先端をいく川崎造船の設計・
建造技術と、ＣＯＳＣＯの優れた船舶運
用能力の結集という合弁事業の目的に
向かい力を合わせて発展してきた。

　ＮＡＣＫＳは、ＣＯＳＣＯから受注した
第１番船「ＦＥＮＧＨＡＩ」（載貨重量４万
７，９８０ｔのばら積み運搬船）を１９９９年に
引き渡して以来、これまでにばら積み運
搬船やコンテナ船、ＶＬＣＣ（大型タンカー）、
５，０００台積み自動車運搬船など合わせ
て約５０隻を建造した。
　徐凱総経理（社長）はこう話す。
　「ドック一つでこれだけの実績を上げ
ることができました。この効率のよさは中
国で一番と言っても過言ではなく、中国
の関係者からも高く評価されています。
これは、川崎造船の支援を受けながら、
およそ２００名にのぼる強力な設計・開発
チームを育ててきたことが、大きな力になっ
ています。現在、ドックでは、１万個積み
の大型コンテナ船を建造中です」
　工藤仁志常務副総経理は、「約５０
隻という実績は、極めて順調な伸びと言
えます。この間、トラブルらしいトラブルは
ありませんでした。これこそが日中双方
の信頼感がもたらした大きな成果です」
と話した。
　徐凱総経理が話したように、第一ドッ
クでは１万個積みコンテナ船の建造が
佳境を迎えていた。
　ＮＡＣＫＳの第一ドックは長さ３５０ｍ、

幅６８ｍ、深さ１２．８ｍでクレーンは５基。
このうちの２基は３００ｔの門型クレーンで
ある。
　敷地内には、鋼材の１か月の加工能
力が最大２万１，６００ｔの内業工場、最大
ブロック（ドックで船舶を組み立てる単位）
重量２００ｔまでの組み立てができる組立
工場、１日の最大塗装能力６，０００ｍ2の
塗装工場、それに、パイプ（管）の１か月の
製作能力８，６００本の艤装工場が立ち
並んでいる。艤装岸壁は長さが５４０ｍ
あり、２基のクレーンを装備している。

　この造船所に、間もなく第二ドックが仲
間入りする。
　第二ドックは、造船所の第２期拡張計
画の一環として建設中で、長さが５００ｍ、
幅が８０ｍ、深さが１２．８ｍと、第一ドックを
はるかにしのぐ規模だ。クレーンは５基で、
うち２基は８００ｔの門型クレーンである。
　能力のより大きなクレーンが設置され

たということは、ドックで搭載するブロック
をより大きくできるということだ。
　「それだけ工期を短縮できるわけです。
第一ドックでは、１万個積み大型コンテナ
船の組み立てに約３か月かかりますが、
第二ドックでは約２か月で組み立てが可
能になると考えています」（工藤常務副
総経理）
　第二ドックの建設に伴い、各工場も増
強された。内業工場は約１．８倍、組立工
場は２倍、塗装工場は１．５倍という具合だ。
艤装岸壁も５４０ｍから９２０ｍに伸びる。

　第二ドックは４月末に完成し、５月初め
に操業開始の予定という。
　「中国の船舶市場は速いスピードで
発展しています。第二ドックが完成する
ので、人材育成により一層力を注いで設
計・開発チームをさらに強力なものにし、
独自の設計技術で今まで中国になかっ
た新しい船型、例えば３０万ｔＶＬＣＣや
６，０００台積み自動車運搬船、３０万ｔクラ
スの鉱石運搬船、２０万５，０００ｔばら積み
運搬船などを設計したいですね。品質
の向上やアフターサービスの充実はいう
までもありません」（徐凱総経理）
　「極めて高い技術を求められるＬＮＧ
（液化天然ガス）運搬船のメンブレン型
について、技術的検証は終了している
ので、今後は建造体制づくりを考えてい
きたいと思います」と工藤常務副総経
理が口を添えた。

もや

上海から長江を渡り、
ＮＡＣＫＳのある南通市へ

ドック一つで
各種船舶を５０隻建造

第二ドックは長さ５００ｍ、
幅８０ｍ

第二ドックでは
新しい船型の設計に取り組む

5月初めに第二ドックが操業を開始
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工程の打ち合わせをする崔峰職場長（右）。
崔峰職場長が技術者としての誇りを感じると
いう新造船の華やかな進水式。組立工場では大きなブロックの組み立てが進む。 ブロックをドックで組み立てて船舶を建造する。 第二ドックの建設 に伴って各工場も増強された。増設された新工場の一部。

森田博総経理。

ＫＰＭＣの本社・工 場。蘇州の春風に社旗がはためく。
出荷を待つ、主力製品の２０ｔクラスパワーショベル用油圧ポンプ。

組立ラインの作業は、ポカよけシステムの画面を見な
がら慎重に手早く進められている。

蘇州駅で見かけた在来線高速化
車両「ＣＲＨ２型」。ＪＲ東日本の東
北新幹線「はやて」をベースに、川
崎重工と中国の鉄道車両メーカー
が製造した。
蘇州の観光名所・虎丘の雲岩寺
塔（９６１年建立）は、ピサの斜塔の
ように少し傾いている。

　こうして発展を続けるＮＡＣＫＳ。その
原動力はいうまでもなく人である。
　従業員は事務・技術職、現業職合わ
せて２，６５０名（社外工、臨時工含む）で、
このうちＣＯＳＣＯからの派遣者は１６名、
川崎造船からは９名に過ぎない。
　人材育成について工藤常務副総経
理はこう話す。
　「設計などの技術職、組み立てなどの
生産職を中心に毎年、川崎造船・坂出

工場に派遣してほぼ１年単位の研修を
行なっています。これまでに延べ６７０名
がこの研修を受け、今年も２０名が研修
予定です。
　私は坂出工場で研修生を受け入れ、
指導した経験がありますが、みんな優秀
な人たちばかりで、何でも素直に吸収し
ます。うれしいのは、坂出工場の考え方
といいますか、文化といいますか、そうい
うものをきちんと理解して行動してくれる
ことです。この研修制度は、ＮＡＣＫＳを
支える根幹だと思っています」

　今、この造船所のキーマンとなってい
るのが、ＮＡＣＫＳ１期生で、坂出工場で
１年の研修を受けた人たちだ。
　その一人、建造部外業課の崔峰職
場長は、ＮＡＣＫＳによって南通市にそれ
まで無かった造船所がつくられたのを知
り、新しい造船所で働きたいと入社した
と言う。職場長としてドックでの船舶建
造の生産・工程管理を担当している。
　「一番の苦労は多くの関連部門と調

整しながら進める工程管理です。工程
会議は毎日で、その責任者として下す
決定が工程に影響を及ぼすので緊張
します。部下の指導も大きな仕事。新人
は品質や生産技術、工程、安全などを
トレーニングプランに沿って毎週指導し、
毎月のテストで効果を把握しています。
新人以外の社員にも新しい技術や管
理法などを勉強してもらうなど忙しい毎
日です」
　そうした苦労の毎日だけに、「さまざま
な問題をチームワークで解決してよい品
質の船が進水し、船主から高い評価を

受けたときは本当にうれしい。進水式に
は技術者として誇りを感じ、なお一生懸
命努力しなければと思います」と顔をほ
ころばせた。

　最後に、徐凱総経理はこう語った。
　「合弁設立１３年でここまできました。
第二ドックが加わってさらに発展の速度
が増すと思われます。中国と日本、お互
い意見の違いが生じることはありますが、

会社の発展という目的に向かって収斂
してきましたし、今後もそうなるでしょう。
ゼロから発展の過程を見てきた一人とし
て、川崎造船の技術面での支援には感
謝しており、貢献された人たちのことは
忘れません。
　２０１０年にはＮＡＣＫＳはより大きくなり、
中国でトップクラス、あるいはナンバーワ
ンの造船会社になる見込みです。そして
今後も、世界の造船業に貢献していき
たいと考えています」

　太湖のほとりの江蘇省蘇州市は、市
街地を水路が縦横に走る落ち着いた印
象の“水の都”である。
　その郊外にある工業団地の一角で
操業しているのが、川崎精密機械（蘇州）
有限公司（ＫＰＭＣ、従業員４０名）だ。

建設機械用油圧ポンプの販売台数で
世界一を誇る（株）カワサキプレシジョン
マシナリ（ＫＰＭ）の中国における生産
拠点として、ＫＰＭが１００％出資した現
地法人である。主力製品は２０ｔクラスの
パワーショベル用油圧ポンプで、２００６年
６月に第一号機を完成させ、以来フル稼
働が続いている。
　「日本と同じ生産設備と製造技術で、
日本と同じ品質の製品をユーザーに提
供するのが当社の使命です。品質の安
定と確保のために、毎月定期的にＫＰＭ
から技術者を派遣してもらっています」と
森田博総経理。
　現在、油圧ポンプが年産約１万２，０００
台、油圧モータが同約１，０００台。納入
先は柳工や三一重工など中国の企業
がほとんどで、一部が日本や韓国系の
企業となっている。

　工場では、日本（ＫＰＭ）から輸入した
重要部品などを、仕上げ・洗浄→組み
立て→出荷試験→塗装の流れで製品
化している。
　「現地採用の従業員は日本のベテラ
ン技術者が指導し、訓練しました。また、
組立工程では組立順序を画面表示す
るポカよけシステムを導入するなど、効率
と品質にこだわっています」（森田総経理）
　出荷エリアには次々に新しい製品が

運び込まれ、出荷の時を待っていた。
　「中国のインフラ整備の必要性から
建設機械の好況はしばらく続くと思い
ます。そこで第二工場を立ち上げます。
すでに近接して工場棟を確保しており、
９月から量産開始の予定です」（森田総
経理）
　第二工場が加わると、油圧ポンプの
年産は１万５，０００～６，０００台に増え、油
圧モータは同１万台に増大するという。
　「少なくとも２０１５年までは今の好況
レベルで推移するものと見ています」と、
森田総経理は自信を込めた口調で
語った。

会社を支える人を育成する
坂出工場での研修

日本と同じ生産設備・技術で
品質を確保

２０１５年まで
今の好況続くと想定

苦労の結実である
進水式に感じる誇り

「より大きくなって
世界の造船業に貢献します」

設立以来フル稼働で、9月に第二工場 が操業開始
川崎精密機械（蘇州）有限公司（ＫＰＭＣ）

しゅうれん
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ほぼ完成した舶用サ
イドスラスタの前で打
ち合わせをする方波
職場長（左）。
舶用サイドスラスタに
プロペラを組み込む
準備が進む。
天井クレーンから見
下ろした加工棟。右
側にマシニングセン
ターなど最新の加工
装置が並んでおり、
整理整頓・清掃が行
き届いている。

“商業の首都”ともいわれる上海の賑わう市街。

６つの貿易型法人・連絡事務所などが集結し
た上海の事業支援拠点の総合受付。

水川博総経理（右）と斉初凡副総経理（左）。

ＷＫＭの工場棟。手前が組立・試験棟。

１，５００年ほど前の建立といわれる江南３大名
楼の一つ、黄鶴楼から見た武漢市街には高層
ビルが建ち並んでいる。

川崎重工諮詢（上海）有限公司の事務所内部（左奥が小林
文彦総経理）。他の事務所もほぼ似たつくりである。

上海人民公園から見た高層のＣＨ
センタービル。このビルの１０階に事
業支援拠点として６つの事務所が
入居している。

　上海から武漢へ向かう。
　飛行機で１時間３０分ほどだ。長江の
河口から約１，２００ｋｍ上流に位置する
湖北省武漢市は、長江をはさんで武昌、
漢陽、漢口の３地区から成り、人口は８００
万人近い。街を横断する長江に架けら
れた武漢長江大橋（全長１，６７０ｍ、道
路と鉄道併用）は、長江に最初に架けら
れた橋である。
　この地で、舶用サイドスラスタを生産し
ているのが武漢川崎船用機械有限公
司（以下、ＷＫＭ）だ。１９９５年、中国船
舶工業総公司（当時）の傘下で有数の
船用補機メーカー、武漢船用機械有限
責任公司との合弁で設立された。
　舶用サイドスラスタは、船の船首、ある
いは船尾の水面下に設けた空洞に設
置する推進機（一般的にはスクリュープ
ロペラ）で、主に港内での船舶の方向転
換や横方向への移動に用いられる。
　近年の中国造船業界の活況の中、コ
ンテナ船やケミカルタンカー、各種作業
船などサイドスラスタを搭載する船舶の
建造が堅調で、ＷＫＭの業績は極めて
好調である。
　水川博総経理は、
　「生産台数の推移では、２００２年に比
べて２００７年は３倍近くに伸びており、
２００６年６月には累計生産１，０００台を記
録しました。今年は、年間３８０台の生産
達成が目標の一つです」と話す。ちなみ
に２００７年実績は３０５台。このうち、中国
国内への出荷は１５９台だった。

　傍らで斉初凡副総経理は、
　「中国造船業界の好況が背景にあり
ますが、当社の品質第一の姿勢がユー
ザーに信頼されたことも好業績の要因。
新入社員には品質教育を徹底して行なっ
ており、何か問題があれば原因を厳しく
究明・分析して対策を立てます。
　アフターサービスは、トラブルが発生し
たら２４時間以内に現場に行って解決
するのが基本方針。中国ではサイドスラ
スタの操作に慣れておらず、そのための
トラブルもあるのですが、とにかく解決し、
ユーザーに納得し、満足してもらうのが先。
どんな時にも安心して使えるようにという
当社の努力が信頼されています」と話
した。
　工場は溶接、加工、組立・試験棟が
隣接して機能的に配置され、よく整理さ
れて清掃も行き届いている。
　加工棟にはマシニングセンター（複合
ＮＣ工作機械）など最新の加工装置が
導入され、全社（従業員１９６名）を挙げ
て「年間３８０台生産達成」へ取り組ん
でいる意気込みが伝わってくる。
　工場で働く社員のほとんどが、クレー
ン操作士や溶接士など何らかの公的資
格を有している。女性の現業員も多く、
工場の天井を忙しく往復する天井クレー
ンのオペレーターは全員が女性だという。
　組立工場の方波職場長は、ＷＫＭ
の設立時に応募して入社した一人で、
１９９６年に川崎重工で６か月、研修を受
けたと言う。一緒に入社した仲間ととも

に会社を支える中堅として力を発揮して
いる。
　「部品の手配などを通じて組立工程
がスムーズに動くように配慮しています。
考えることは生産性アップであり、会社の
発展。みんなが安心して気持ちよく働け
ていると感じる時が、仕事のやり甲斐です」
と話した。

　「サイドスラスタは近年、タンカーやばら
積み船などにも採用されるようになってお
り、シンガポールやマレーシアなどの船主
からも注文が寄せられますが、２００９年ま
ではとにかく受注は手一杯です。殺到
する引き合いにさらなる増産を検討して
います」と、こもごも話す水川総経理と
斉初凡副総経理の言葉が、ＷＫＭの好
調ぶりを端的に物語っている。「合弁は
正しかったですね」（斉初凡副総経理）

　本誌に紹介した３法人のほか、川崎
重工グループでは中国各地でさまざまな
事業を展開している。それらの事業を支
援する連絡事務所などのうち、上海市
内に点在していた６つの貿易型法人・
連絡事務所などが２００７年１２月、上海
市の新築の高層ビル、ＣＨセンタービル
１０階に集結した。
　川崎重工グループへの各種コンサルティ
ング、営業案件支援、事業進出サポート
などを業務とする「川崎重工諮詢（上海）
有限公司」、調査・連絡業務の「川重商
事（株）上海事務所」、油圧プレスに関
する調査・連絡業務の「川崎油工（株）
上海事務所」、ガスタービン発電設備関
連の調査・連絡業務の「（株）カワサキ
マシンシステムズ上海事務所」、油圧機
器販売の「川崎精密機械（蘇州）有限
公司上海分公司」、カワサキプラントシス
テムズ（株）関連機器の中国内外にお
ける取引、設計コンサルティング、アフター
サービスなどの「川崎重工産業機械貿
易（上海）有限公司」である。

　川崎重工諮詢（上海）有限公司の小
林文彦総経理（川崎重工業華東地区
代表）は、
　「６社が隣接して活動することで、情
報の共有化、人の交流が容易になり、相
乗効果もねらえます。リスクマネジメントも
しやすくなります。一つの情報が回り回っ
て、新規のユーザー開拓につながれば
結構なことです。それこそ、川崎重工グルー
プの総合力というものでしょう。その総合
力で、上海を含む華東地区にカワサキ
ブランドを構築、発展させ、ひいては中国
全土に『カワサキ』を強力にアピールし
ていきたいと考えています」と話した。
　上海市の中心部・人民公園を臨む新
築ビルの１０階。「Ｋａｗａｓａｋｉ」のロゴを
掲げた６つの真新しい事務所が整然と
並んでいた。

今年は年間生産
３８０台を目指して努力

「品質第一」の姿勢が得た
ユーザーからの信頼

「２００９年までは受注満杯です」

上海における
連絡事務所などが集結

人の交流などの相乗効果で
「カワサキ」をアピール

この５年間で約３倍に伸びた生産台数
武漢川崎船用機械有限公司（ＷＫＭ）

上海発  ＨＯＴ  ＮＥＷＳ
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●フィルタ
機能は灰分＋未燃チャーの二次集塵。フィルタの表面に付着した未
燃チャーを焼却除去するための燃焼に耐える。この燃焼によるフィル
タ再生により、逆洗（逆方向にガスを流して、フィルタ表面に付着した
ダストを落とすこと）を頻繁に行なわなくても済む高温フィルタ。

●コントロールパネル
ワンタッチで起動、停止ができるので、
運転員に特別な訓練は必要ない。

●燃焼器
低カロリー（天然ガスの１０分の１程度）の合成
ガスを効率よく燃焼できる低カロリー燃料燃焼器。

●カワサキガスタービン発電設備
出力１５０ｋＷ。ガスタービン制御技術により
合成ガスの燃焼を可能にした。

●流動層ガス化炉
保温性能を高めた二重殻構造で、木質バイオマスを効率よくガス化できる。６５０℃
程度の比較的低い温度でガス化し、可燃性ガスおよびタールを含む合成ガスを発生
させる。加圧型のガス化炉で、ガスタービン燃焼器と同じ圧力なので合成ガスを冷却
せずに、そのままガスタービン燃料として利用できる。ガスが持っている熱エネルギー
および化学エネルギーをすべて利用することになるため、発電効率（投入した熱量の
発熱量から得られる発電量の割合）が高い。

●ペレット生産設備　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ている。

●受入ホッパ
木質バイオマスは林地残材などを回収し、
３０ｍｍ以下に粉砕した圧密性の高いバイ
オマス原料として受け入れる。

●排熱ボイラ
１時間当たり４００ｋｇの蒸気を
生産し、隣接する製材工場の
木材乾燥機に供給している。

●投入スクリューコンベヤ
１時間当たり４５０ｋｇの木質バイ
オマスをガス化炉に供給する。

●ペレットの利用
生産したペレットは現在、地域の温水プール、宿泊施設など４か所で重
油の代替燃料として全量を消費している。

木材乾燥機

●発電機

●ペレットボイラ

●分散板ノズル

●熱交換器

●ロックホッパ

●サイクロン
内部で竜巻状の空 気の流れをつくり、その遠心
力で空気と灰分＋ 未燃チャー（ガスにならなかっ
た炭素成分で、有機 農業に有用な草木灰として
利用される）を分離 （一次集塵）する。

●流動層

（直径６ｍｍおよび８ｍｍ、
長さ約２０ｍｍ、水分１０％）

空気

空気孔

空気

灰分＋
未燃チャー

灰分＋未燃チャー

排ガス

排ガス

排ガス

熱風炉

乾燥機

振動ふるい

粉砕機成型機

合成ガス

バイオマス

バイオマス

バイオマス

電気

蒸気

ペレット

　ＣＯ2など温室効果ガスの排出低減を目指し
て、バイオマスの利用研究が進められている。
バイオマスの中でも、山間部に広く分布してい
る木質バイオマスは、効率的に大量に収集する
のは容易ではなく、その利用は高効率の小規
模分散型が適しているとされる。
　カワサキプラントシステムズ（株）が、開発を
終了した「木質バイオマス流動層ガス化発電
システム」は、従来に比べ極めて利用効率が高
く、コンパクトな小規模分散型発電システムだ。
本システムは、独立行政法人新エネルギー・産
業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）によるバイオマ
スエネルギーの利用促進を目的とした「地域
システム化実験事業」（バイオマスの収集から
エネルギー利用までのトータルシステムの実験）
のエネルギー変換システムに採用され、高知
県仁淀川町で実証試験中（２００７年度～２００９
年度）である。

　実証試験中のシステムは、自社開発の流動
層ガス化炉とガスタービンによる低カロリーガ
ス燃焼技術を組み合わせた独自のシステム。
木質バイオマスによる小規模分散型としては
世界初の設備である。
　バイオマスは、炉（この実験事業向けに開発
した二重殻構造の流動層ガス化炉）の下部か
ら吹き込まれる空気で流動しながらガス化さ
れる。約６５０℃という比較的低い温度でガス化
し、可燃性ガスとタールを含む合成ガスは、そ
のままの温度・圧力でガスタービン燃焼器に送っ
て燃焼できる。そのため、従来システムのよう
なタール除去設備が不要で、タールの冷却に
よる凝固などに伴うトラブルがない。これはガ
スタービンを用いたからこそ実現した新シス
テムである。
　出力は１５０ｋＷ。発電設備の排熱は排熱ボイ
ラで回収し、１時間当たり４００ｋｇの蒸気を生産
している。

■イラストのモデルは、高知県仁淀川町で順調に実証試験が行なわ
　れている「木質バイオマス流動層ガス化発電システム」です。

イラストぎじゅつ入門―70

実証試験中の「木質バイオマス
流動層ガス化発電システム」

発生した合成ガスを
そのままガスタービン燃焼器で燃焼
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日本飛行機（株）／本社・航空宇宙機器事業部

現 場 を 訪 ね て

Kawasaki News 150　2008/410 11



月探査衛星
「かぐや（SELENE）」
子衛星構体
磁気センサ用伸展
マスト
ハイゲインアンテナ
衛星分離機構
システム構体

超高速インターネット衛星
「きずな（WINDS）」
太陽電池パネル構造
衛星構体
アンテナ支持構造
主反射鏡
副反射鏡

　ガラス繊維やカーボン繊維といった複合材を積み重ねてつくる部品を焼き固めるオートクレーブ。　「７４７」
の主脚ドアの組み立てが進む。　ブラジル・エンブラエル社「ＥＭＢＲＡＥＲ１９０」向け複合材製可動翼部品
の製作。複合材を積み重ねている。　ジャンボ旅客機の最新型「７４７－８」の担当部材の開発に取り組む
設計陣。米ボーイング社とオンラインで結ばれている。

「かぐや」の子衛星を固定し、宇宙空間で
分離する分離機構。

磁気センサ用伸展マストのテスト。全長１２ｍの伸展
マストがゆっくりと確実に伸びていくことが確認された。

本社屋上で静かに発電する縦軸型風力発電装置。

　川崎重工グループの日本飛行機（株）
（本社：神奈川県横浜市金沢区）は、
ＮＩＰＰＩ（ニッピ）の愛称で知られ、航空機・
宇宙機器・産業機器の製造および航空
機整備事業を展開し、業界に確固たる
地位を築いている。
　１９３４年（昭和９年）の創業で、事業
は日本海軍の水上飛行機の製造からス
タートし、１９４９年（昭和２４年）に日本飛
行機（株）として設立された。現在、航空
宇宙および産業機器事業を航空宇宙
機器事業部が、航空機整備事業を航
空機整備事業部（神奈川県大和市）が
担当している。
　本社・航空宇宙機器事業部を訪ねた。
　横浜市金沢区の北部、東京湾が目
の前という航空宇宙機器事業部は、機
械加工や板金加工、複合材、溶接、表
面処理・塗装などの工場棟が製造の流
れに沿って機能的にレイアウトされており、
各棟とも活気ある物づくりの音が響き、
熱気に満ちている。他に風洞や宇宙実
験棟、技術試験場などがある。

　２００７年９月に打ち上げられた日本の
月探査衛星「かぐや（ＳＥＬＥＮＥ）」が
送ってきた“地球の出”の映像は多くの
人に感動を与え、宇宙へのロマンをか
きたてた。「かぐや」は現在、月の高度約
１００ｋｍの円軌道を周回し、月探査を行
なっている。
　日本飛行機は「かぐや」の部材製作
も行なった。担当したのは、「かぐや」本
体（全長約４ｍ、重さ約３ｔ）を包み込む
システム構体、月の重力分布を探るため
に搭載された２機の子衛星「おきな」「お
うな」の構体と分離機構、磁気センサ用
伸展マスト、高性能のハイゲインアンテナ。
　「子衛星の分離機構と１２ｍ伸びる磁
気センサ用伸展マストは開発から参画し、
実験でその確かな性能が確認されて製
作しました」（宇宙産機営業部の岡崎
覚万部長）
　また、今年２月に打ち上げられた超高
速インターネット衛星「きずな（ＷＩＮＤＳ）」
の衛星構体、太陽電池パネル構造、大
小４つある主・副反射鏡、主反射鏡の支
持構造を、すべて設計協力から製造ま
で担当した。
　「当社は、日本の人工衛星の７～８割
に関わりを持っています」（岡崎部長）と
いう事実が、同社の宇宙関連技術力の
高さを如実に物語っている。

　「当社は、長年にわたって蓄積した航
空機部品製造技術をベースに、受注案
件には設計から参画し、当社の品質保
証体制に基づいて製造するという一貫
した作業で、各種旅客機のさまざまな部
品を製造しています」（航空宇宙機器
事業部の長谷川春樹取締役）と、技術
力、製造体制に揺るぎない自信を示す。
　現在、米ボーイング社の長距離ワイド
ボディ旅客機「７７７」や中型旅客機「７６７」、
欧州エアバス社の総２階建て超大型旅
客機「Ａ３８０」、ブラジル・エンブラエル
社の小型旅客機「ＥＭＢＲＡＥＲ１９０」
などの各種部品を製造・納入している。
　このうち、「７７７」では、主翼のリブ（骨
格）および主翼と胴体をつなぐスタブ・ビー
ム・フィッテング、複合材製の前脚ドアを

担当。主翼リブは１機分が９０枚で、組み
立ててつくる組立リブ、厚板から削り出
すマシンド・リブで構成される。リブは、最
大で５ｍ以上という大きなものもあり、そ
の組み立てには長年の研究成果から
独自に生み出した自動組立システムが
威力を発揮している。「７７７」関連の納
入実績は、初号機から担当している主
翼リブが７２１機分、スタブ・ビーム・フィッ
テングが６７３機分、前脚ドアは２７４機分
に及ぶ。
　「７６７」では主翼リブ（１機分７０枚）を
担当。「７７７」と同じく組立リブ、マシンド・
リブで構成されており、納入実績は９６１
機分。そのほか、エアバス「Ａ３８０」では、
同社の雷対策設計思想に基づく水平
尾翼翼端を製造している。

　ところで、航空宇宙機器事業部敷地
内にある本社ビルの屋上で１基の風力
発電装置が静かに回っていた。聞くと、
産業機器部門が得意の空力技術など
を応用して開発した縦軸型風力発電装
置「ＮＷＴＡシリーズ」の「Ａ－１０」（定格
最大出力：１０ｋＷ）だという。
　「Ａシリーズ」はプロペラ型と異なり、ビ
ル風などのように激しく変動する風向に
対応して回転する。翼端速度が低く騒
音が低いのも特長で、住宅地にも設置
できる。堅固なフレーム構造で安全性が
高い。

　この装置は、“航空機メーカーが造っ
た風力発電装置”として注目を集めて
いる。
　－風力発電装置の開発にも見ら
れるように、チャレンジ精神旺盛な日本飛
行機。機会があれば航空機整備事業
部も訪ねたいと思った。

　これらの実績をベースに同社は、ボー
イング社が「７４７」の最新型として開発
中の「７４７－８」型機の前胴パネルフレー
ムと主脚ドア、複合材製の外舷フラップ
（可動翼）を受注した。
　「現在、約２０名の設計技術者・生産
技術者をボーイング社（米国・シアトル）
に派遣し、また、社内でも約１０名の専任
技術者が設計支援を行なうなどして開
発作業を進めています」（航空宇宙機
器事業部の大山光男副事業部長兼海
外営業部長）
　設備も増強した。外舷フラップ組立用
として、アルミとカーボン複合材を同時に
穴あけするドリルマシンなどを導入。技

術陣が異種材料の同時穴あけの研究
開発に力を注いでいる最中だ。
　「７４７－８」の部材の出荷予定は、前
胴パネルフレームが今夏、主脚ドアと外
舷フラップが今秋となっており、関係者は
多忙を極めている。
　なお、同社は２００４年から改善活動を
強力に推進している。例えば、工程ごと
に動作を分析して作業者の移動距離を
減らす、部品を１個ずつラインに流すなど
きめ細かな改善を積み重ね、「７７７」向
け部品などでそれまでの３倍以上の月
産７機分の増産体制を構築した。
　「こうした改善をさらに進め、『７４７－８』
向け部品の生産を一層効率化します」
（航空宇宙機器事業部改善推進班の
森川久行参与）

蓄積した高度な技術力をベースに設計から参画し、
自社の品質保証体制で部品を製造する一貫作業

愛称ＮＩＰＰＩ（ニッピ）で

業界に確固たる地位

最新型ジャンボ旅客機の

部品の開発作業に尽力

各種旅客機の部品を

設計から参画して製造

注目の“航空機メーカーが造った

風力発電装置”

高い技術力で

日本の人工衛星の７～８割に関与

現 場 を 訪 ね て
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左：エンジン担当の奥さんは説明
役も兼ねている。

右：淡い春の陽の下、のんびりと
小野川を行く観光舟。

観光客を乗せて乗り場を離れる観光舟。“水郷の小江戸”への観光客は年間約４８万人で、約７０％がリピーターという。

佐原を代表する偉人、伊能忠敬の旧宅。造り酒屋だっ
た店舗と正門はおよそ２５０年前の建築とされている。
質実、堅固な印象の伊能忠敬旧宅の内部。

　乗り場を出発した観光舟は、ほんの少しの間バッ
クで進み、忠敬橋のたもとでＵターンした。
　聞くと、舟を操っているのはご夫婦で、船尾の奥
さんがエンジンを担当し、舳先のご主人が安全の
見張り役といったところ。観光舟は小さなエンジン
音をなびかせて進み、時折、奥さんが旧家などの
説明をしてくれる。
　ここは、香取市（平成１８年３月末に佐原市、小
見川町、山田町、栗源町の１市３町が合併して香
取市となる）佐原の市街地を流れる利根川の支流、
小野川である。佐原は、江戸時代中期から昭和
初期にかけて利根川の水運で栄えた水郷の商都
で、市街地の中央を流れる小野川沿いの町並みが、
かつての繁栄をしのばせている。

●
　その繁栄ぶりは「利根川図志」（１８３８年、赤松
宗旦・著）に、「佐原は下利根附第一繁栄の地な
り。村の中程に川ありて（略）米穀諸荷物の揚下げ、
旅人の宿、川口より此所まで先をあらそひ両岸の
狭きをうらみ、誠に水陸往来の群衆、晝（昼）夜止
む時なし」と記され、また、俗謡に「お江戸見たけりゃ
佐原へござれ、佐原本町江戸優り」と唄われたほ
どである。

　扱われた物資は、米・雑穀・薪炭・酒・醤油などで、
往路はこれらを江戸へ運び、復路は呉服や日常品
を仕入れて佐原周辺に売り捌いた。佐原はさらに、
東北地方への物資輸送の中継地としての役割も
大きかったという。
　こうした経済的発展は地域の文化や学問にも
大きな影響を与え、天文学・地図作製の伊能忠敬、
国学者・画家・歌人の楫取魚彦、儒学・教育者の
久保木竹窓などを輩出した。

●
　実は、小野川の観光舟の乗り場は伊能忠敬の
旧宅前にある。伊能家の店舗と正門は、忠敬が
１７歳で婿養子に入る（１７６２年）以前の建物とさ
れている。造り酒屋だったので、原料や商品の船
積みに便利なように家は小野川に面し、川には“だ
し”（荷の上げ下ろし用の階段）が設けられている。
その“だし”を下りて観光舟に乗るのである。
　なお、旧宅の対岸には伊能忠敬記念館があり、
５０歳を過ぎてから歩いて全国を測量し、わが国初
の実測日本地図を描いた忠敬の業績が詳しく紹
介されている。

ちゅう けい  ばし

かじ とり

香取市
（千葉県）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○17

香取市

佐原

千葉県

利根川

利根川水運の隆盛を今に 伝える“水郷の小江戸”
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建ち並ぶ旧家。左から福新呉服店
（明治２８年建築）、小堀屋本店（明
治２５年建築）、正文堂書店（明
治１３年建築）。
小野川畔の柳越しに見た正上醤
油店。店舗は天保３年、土蔵は明
治初期の建築。
旧油惣商店。３階建ての土蔵は
佐原最古の建築（寛政１０年）の
可能性があるとか。
中村屋商店（安政２年建築）。

創業が約２５０年前
という植田屋荒物
店の白壁の蔵。
植田屋荒物店の
店舗前景。「佐原
まちぐるみ博物館」
の一軒である。
白壁の蔵の内部。
黒く太い松の梁の
下には、歴史を語
る古い看板などが
保存されている。
店舗の２階からの
眺め。右奥に伊能
忠敬記念館の屋
根を望める。

左：“大利根コース”の観光舟
はこの取水口から利根川
に出てＵターンする。

右：観光舟の乗り場近くの樋
橋（別名：ジャージャー橋）
から流れ落ちる水音が心
地よく響く。

●
　その伊能忠敬の名を冠した忠敬橋周辺に、歴
史的な建物が多く残っている。
　正文堂書店には明治１３年（１８８０年）の棟札
があるといわれ、大正年間建築の住宅と接続して
いる。小堀屋本店は明治３３年（１９００年）の建築
で、建築当初からの形態を残しているという。江戸
時代から続くそば屋で、当代で８代目とか。福新呉
服店は明治２８年（１８９５年）の建築。２階は昭和
４年に改造し、ガラス窓になった。
　正上醤油店の店舗は、醤油製造を家業とした
天保３年（１８３２年）の建築で、江戸時代の商家
の面影をよく残している。袖蔵があり、これは明治
元年（１８６８年）の建築という。「正上醤油店は今
は醤油は造っていませんが、９代目で」と観光舟の
エンジンを操る奥さんが説明してくれる－川端
の柳越しに見る旧家には、何ともいえぬ風情がある。
　旧油惣商店の袖蔵は寛政１０年（１７９８年）の
建築で、佐原の土蔵では最も古いようだ。忠敬橋
の袂の中村屋商店（土産物店）は、安政２年
（１８５５年）から明治時代の建築と考えられている。
　こうしてみると、江戸時代の建築物はそう多くない。
というのも、佐原には何度か大火があり、とりわけ
明治２５年（１８９２年）の火災は大きく、約１，２００棟
を焼失したという。この頃から防火を意識した土蔵
造りや厚塗り壁の建築物が増えたようだ。佐原の
伝統的建造物の多くが明治２５年以降の建築な
のは、そのためである。

●
　旧家の中には、軒下に「佐原まちぐるみ博物館」
の看板を掲げた家がある。「町を訪れた人に、佐
原をもっと知っていただきたい」と佐原おかみさん
会が２００５年８月に始めた交流事業で、現在４１店
舗。この看板を掲げた旧家では、観光客は自由に
中に入り、その家の調度品など自慢の逸品、ある
いは伝統の技や文化に触れることができるという。
　その一軒、植田屋荒物店にお邪魔した。
　店主の辻新次さんによると、同店の創業はおよ
そ２５０年前。忠敬が伊能家に婿入りした年だった
かもしれないとか。
　自慢は明治元年建築の白壁の蔵で、黒光りの
する松材の太く重厚な梁が時代を感じさせる。明
治２６年の建築という店舗の２階からは、小野川べ
りの柳が瑞 し々い。
　「『佐原まちぐるみ博物館』が始まってから、年々
お客さんが増えています」と辻ご夫妻は笑顔で話
した。
　ちなみに、香取市役所商工観光課によると、こ
の“歴史の町”への観光客は年間およそ４８万人
で、その７０％がリピーターだという。この日も、川端
で絵を描く人や写真を撮る人などが目についた。

●
　観光舟は忠敬橋から共栄橋、中橋といくつかの
橋をくぐっていく。観光舟が通ると観光客の視線
が集まり、カメラが向けられる。
　中橋の少し先までが、１９９６年に関東で初めて
選定された伝統的建造物群保存地区の選定地
域だ。観光舟はさらにいくつかの橋を過ぎ、利根川
から分流する小野川の取水口に達する。広大な
利根川の本流に出た観光舟は、通称タヌキ島を
右手に見てＵターンし、元の乗り場を目指す。この“大
利根コース”の所要時間は４０分ほどだった。
　乗り場に戻ると、すぐそばの樋橋から水がジャー
ジャーと流れ落ちていた。江戸時代初期の潅漑
用水用の水路橋を復元したもので、３０分間隔で
約５分間放水しており、別名“ジャージャー橋”と
呼ぶとか。
　川端の柳をそよがせる薫風に乗って、水音はい
かにものんびりと周辺に響いていた。

しょう じょう

あぶ  そう

しょう じょう

あぶ  そう

明治元年建築の白壁の蔵

香
取
市
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LNG運搬船

LNGタンクトレーラ

LNG
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N
G

L
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サテライト基地

工場

一般家庭

一次受入基地のLNGタンク

駅　舎

変電所 変電所
鉄道システム用地上蓄電設備の
ユニット

カ行車両回生車両

充  電 放  電

●鉄道システム用地上蓄電設備は通常、変電所と変電所との間、あるいは変電所の敷地内に設置される。

大型ニッケル水素電池
「ギガセル」。

実用化されて活躍中の大
阪ガス（株）向け１４ｔクラス
の大型ＬＮＧタンクトレーラ。

実証実験でセットされた
鉄道システム用地上蓄
電設備の「ギガセル」ユ
ニット。コンパクトサイズ
で設置場所をとらない。

鉄道システム用地
上蓄電設備の実
証実験は大阪市
営地下鉄・谷町線
の協力を得て行な
われた。

　天然ガスは、メタンを主成分とする可
燃性のガスで、不純物をほとんど含まず、
燃やしてもＣＯ2などの排出量が少ない
クリーンエネルギーである。そのため近年、
世界中で需要が伸びている。天然ガス
に圧力をかけながら、－１６２℃まで冷却
して液化したものがＬＮＧ（液化天然ガス）
で、液化すると体積が約６００分の１にな
るためＬＮＧ運搬船で大量輸送でき、貯
蔵面でも有利である。
　資源に乏しいわが国では、天然ガス
のほとんどを輸入しており、島国の日本
にはそのすべてがＬＮＧ運搬船で運ば
れてくる。
　川崎重工グループは、ＬＮＧ運搬船の

建造やＬＮＧ一次受入基地のＬＮＧタン
クなどの建設で多くの実績を有している。
先ごろ、川崎重工は国内最大級の１４ｔ
クラスの大型ＬＮＧタンクトレーラを開発し、
実用化した。ＬＮＧタンクトレーラは、一次
受入基地から各地の都市ガス会社、あ
るいは工場のＬＮＧ基地（サテライト基地）
への陸上輸送に用いられる。ＬＮＧの需
要増大に伴って陸上輸送も増えており、
タンクトレーラの大型化による輸送回数
の低減や輸送効率の向上、また、環境
負荷の低減などが求められている。
　今回、開発・実用化した大型ＬＮＧタ
ンクトレーラは、これらの要求に応えたも
ので、すでに大阪ガス（株）（２台）などに
４台導入されて輸送現場で好評を得
ている。

　このトレーラのＬＮＧタンクは二重殻構
造で、内槽と外槽の間の空間を真空と
した真空多層断熱を採用し、熱輻射を
多層断熱で低減させ、真空層で熱伝導
を遮断している。この断熱方式により、タ
ンクトレーラの大幅な軽量化が図れた。
　そのため、車両制限令や道路運送車
両の保安規準の制限内で１４ｔクラス
という最大容量化を実現できた。大型
ＬＮＧタンクトレーラでありながら、高速道
路走行条件（Ａ条件）をクリアしている
ので、運行効率が非常に高い。さらに、
積載量を落とさずに加圧蒸発器の設置
を可能とした。これは、積載しているＬＮＧ
の一部を加圧蒸発器に導いて大気と

の熱交換で気化さ
せ（膨張する）てタン
ク内の圧力を上げ、
ＬＮＧの払い出し能
力を高めるもので、
荷下ろし効率が向
上する。
　この国内最大級
の１４ｔクラスの大型
ＬＮＧタンクトレーラは、
今年中に３台の納
入が決まっているほ
か、多くの引き合い
が寄せられている。

　一方、運行車両が多くなるラッシュ時
には電力使用量が増えて架線電圧が
低くなるが、その場合には蓄電池が放
電して変電所の受電量を減らすことが
できた。つまり、ピークカットが可能なので、
契約電力を節約できる。
　鉄道では、変電所から遠い所で架線
の電圧低下が発生することがあるが、そ
の場合は蓄電池から放電して電圧降
下を防げる。また、変電所を停電させて
も本設備だけで通常の運転ができるの
で安心で、変電所の代替になる。停電

時を想定した実証実験では、蓄電池か
らの給電のみで、２編成（１編成：６両）列
車の空調や照明を維持したまま最寄り
駅まで移動できた。
　本設備は、大容量で急速充放電が
可能な「ギガセル」の特長と、電気が電
圧の高い方から低い方へ流れて電圧
のバランスをとろうとする性質の応用によ
り、制御装置なしで架線と直結できる。
そのためサイズがコンパクト（１ユニット約
５．４ｍ3）で、変電所の空きスペースなど
限られた場所でも２ユニットを並列して
設置できる。直流高速度遮断器を正負
両極に設けて、非常時の漏電を防止す
るなど安全対策も万全である。
　本設備は、２００８年度中に実用化さ
れる予定である。

　鉄道では通常、電車は架線から電力
を取り入れて駆動モータを回している。
この駆動モータは、ブレーキ時には発電
機として使えるので電力を発生させて
エネルギー効率を高められ、ひいては
ＣＯ2の排出量を低減できる。このシステ
ムを回生ブレーキといい、発生した電力
を回生電力という。
　回生電力は架線に戻すが、その電力
を利用するほかの電車が近くにいないと、
架線の電圧が上がりすぎるのを防ぐ（例
えば、架線電圧が７５０Ｖ系の場合、約
９００Ｖが上限）安全システムが働き、駆
動モータは発電機として機能せず（回
生失効）、機械ブレーキに切り替わり、電
車の運動エネルギーは熱となって発散
してしまう。
　川崎重工が、自社開発の大型ニッケ
ル水素電池「ギガセル」を用いて開発
した鉄道システム用地上蓄電設備（特
許申請中）のメリットのひとつは、回生失
効をできるだけ少なくし、電車により多く
の回生電力を発生させてエネルギー使
用量を減らせることだ。

　大阪市交通局および交通サービス（株）
の協力を得て、大阪市営地下鉄・谷町
線の変電所に設置して行なった実証試
験で、その有効性を確認できた。
　架線に戻された回生電力を自車と他
の車両で使用し切れず、あるいは近くに
他の車両がなくて架線の電圧が高くな
ると、電気は電圧の低い方へ流れるの
で蓄電池に充電され、架線の電圧上昇
を抑える。このようにして、回生電力を最
大量発生させることができた。

りっこう

R

新 製 品 ・ 新 技 術

すでに４台が実用化されて
輸送現場で好評

タンクトレーラの軽量化で
大容量化を実現

停電時も安全で、
２００８年度中に実用化の予定

回生電力を最大限に発生させて
再使用できる

真空多層断熱で、重量・寸法制限内での最大容量化を実現。加圧蒸発器も設置可能に 大阪・谷町線で架線と直接結べる地上蓄電設備として、世界に比類なき性能を実証
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川崎重工がアーステクニカを子会社化

国内向けのニューモデル３機種を新発売
川崎重工は、国内向けのニューモデル３機種を４月５日に発売した。

潜水艦「もちしお」を引き渡し

ガス３社のグリーン機種に選定された吸収冷温水機「シグマエース１．４３」シリーズを新発売

「７８７ドリームライナー」向け新工場を建設

ＫＰＭが建設機械用油圧ポンプの新工場を建設

ドイツから新開発「Ｍ７Ａ－０３Ｄ」ガスタービン搭載の発電設備を初受注

サウジアラビア向けに「天然ガス圧縮機設備」を出荷

　川崎重工は（株）神戸製鋼所との合意により、
４月１日をもって両社の破砕機事業の合弁会社
である（株）アーステクニカの神戸製鋼所保有
株式のすべてを譲り受けることになった。
　アーステクニカは川崎重工と神戸製鋼所の
破砕機事業の営業・設計部門統合会社として
２００３年７月に営業を開始し、２００５年４月には
製造部門も統合して現在に至っている。事業

統合後は販売網や製品ラインナップの補完、
保有技術の融合による新製品開発、製品ごと
の生産集約による効率化などにより事業基盤
の強化を進めてきた。同時に、中長期的に成
長が期待される資源リサイクルなどの環境関
連機器分野において事業の強化・拡大を図っ
てきた。
　川崎重工グループは、中期経営計画

「Ｇｌｏｂａｌ Ｋ」（２００６年９月策定）に沿い、「エ
ネルギー・環境関連事業」をグループを支える
新たな柱として育成している。川崎重工は、アー
ステクニカをその一翼を担うグループ子会社と
して位置付け、経営資源を積極的に投入して
同社の環境関連機器事業の強化・拡大を加
速させていく方針である。

●Ｎｉｎｊａ  ２５０Ｒ

　上質感漂う本物志向のスーパースポーツス
タイリングを持つモデル。高い環境性能を有す
る新設計の並列２気筒エンジン（２４８ｃｍ３）を
搭載。スーパースポーツ「Ｎｉｎｊａ」シリーズ譲り
の本格的な造りのフルフェアリングを装着した
街乗りからスポーツ走行までこなすスタイリッシュ
な２５０ｃｃスポーツバイクである。

●Ｄ－ＴＲＡＣＫＥＲ Ｘ

　幅広いトルクバンドを持つエンジン（２４９ｃｍ3）
や高剛性ペリメターフレーム、前後の１７イン
チオンロードタイヤ装着などにより高い走行
性能を誇るモデルとして国内で好評の「Ｄ－
ＴＲＡＣＫＥＲ」がベース。そのスタイリングを一
新するとともに、最新の環境性能と街乗りに
適した走行性能を両立させた軽二輪ストリート
スポーツである。

●ＫＬＸ２５０

　スムーズな吹け上がりを有するエンジン
（２４９ｃｍ3）や高剛性ペリメターフレームなどによ
り、高い走破性を誇る軽二輪デュアルパーパス
モデル「ＫＬＸ２５０」の環境性能の向上を目的に、
フューエルインジェクションを搭載し、さらに、スタ
イリングを一新した新モデルである。

　（株）川崎造船は神戸工場において、防衛
省向け潜水艦「もちしお」の引き渡し式を防衛
省関係者ほかの出席のもとに行なった。
　「もちしお」は、潜水艦「おやしお」型の１１番
艦として川崎造船が建造した。船型は優れた
水中運動性能と推進性能を持つ葉巻型で、
船体には高張力鋼を使用している。また、各種
システムの自動化、高性能ソーナー装備による
捜索能力の向上、ステルス性能の向上などが
図られているとともに、安全対策も十分に施さ
れている。

　川重冷熱工業（株）は、東京ガス（株）、大阪
ガス（株）、東邦ガス（株）のガス３社が運営す
る「吸収式グリーン制度（０５基準）」のグリーン
機種に選定された高期間効率機「シグマエー
ス１．４３」（ＪＩＳ基準ＣＯＰ１．４３）シリーズを新発
売した。
　この制度は、環境負荷低減の面で優れた機
能を持つ吸収式冷温水機を、“グリーン機種”
として選定するこれまでの「吸収式グリーン制度」
に、さらに厳しい条件を加えたもので、「シグマエー
ス１．４３」シリーズはエネルギー環境負荷低減機・
高期間効率機として選定された。

　吸収冷温水機「シグマエース１．４３」シリーズ
は、定格運転時の効率を向上させるとともに、
独自の技術で部分負荷運転時の効率も上げ
た。そのため、建物や用途などの条件によって
部分負荷での運転時間が長くなるケースでも
運転効率がよいので期間効率が向上する。また、
ＮＯｘ排出量を従来機に比べて３分の２に低減
できる超低ＮＯｘバーナを標準装備、冷水圧力
損失を同社従来機（１．４シリーズ）に比べて約
５０％以下に低減したことによる冷水ポンプの
消費電力の抑制、などの特長を備えている。

　川崎重工は、航空機製品の生産・組立工場
である名古屋第一工場（愛知県弥富市）の南
側に、米ボーイング社と共同開発中の新型旅
客機「７８７ドリームライナー」（以下、「７８７」）向
け専用工場を建設する。「７８７」向け製品の
生産工場は２００６年７月に竣工し、すでに生産
を開始しているが、「７８７」の受注が好調なこと
から、生産能力を増強するために新工場を建
設することになった。

　川崎重工は、「７８７」の開発において前部
胴体、主脚格納部、主翼固定後縁を担当して
おり、新工場では既設工場と同種の生産設備
を追加導入して前部胴体の増産を行なう予定
である。
　「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、設計の斬新さに伴
い、革新的な生産技術が多数導入されている。
とりわけ、川崎重工が担当する胴体構造部は

世界で初めて全複合材製の一体成形構造が
採用されている。

　（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）内に建設機械用油
圧ポンプの新工場を建設する。また、併せて本
社工場を再編し、各種油圧機器の生産能力
を増強する。
　これは、世界的な建設機械用油圧機器の
需要増に対応するためで、２００８年４月に着工し、
２００９年４月からの生産開始を経て２００９年６月
より本格稼働を開始する予定である。
　ＫＰＭでは、今回の新工場建設により、今後
大幅な需要が見込まれる新型油圧ポンプの生
産ラインを新工場に移管するとともに、新たに生
産設備を導入し、機械加工から組立・運転に

至る一貫生産を行なう。また、移管に伴う空き
スペースにはコントロールバルブの生産ラインを
集約し、新たに生産設備を導入するほか、油
圧モータやコアパーツについてもそれぞれの工
場で生産設備を導入するなど、本社工場全体
で生産効率化と設備増強による各種油圧機
器の増産を図っていく。ＫＰＭでは２００７年４月
にコアパーツ工場を新設するなどして順次、生
産能力の増強を進めているが、今回の増産投
資により、国内外の建設機械メーカーをはじめ
とする顧客からの増産要求に応えていくとして
いる。

　川崎重工は、欧州のガスタービンの販売・サー
ビス拠点、カワサキ・ガスタービン・ヨーロッパ社
（ドイツ・バドホンブルグ市）を通じて、ドイツのム
ンクスヒュー製紙のウンターコーヘン工場向け
「ＧＰＢ８０Ｄ」ガスタービン発電設備を受注し
た。この発電設備は、川崎重工が新開発した
７，０００ｋＷ級ガスタービン「Ｍ７Ａ－０３Ｄ」を駆
動源としており、これは「Ｍ７Ａ－０３Ｄ」の初受
注である。

　新開発の「Ｍ７Ａ－０３Ｄ」ガスタービンを搭
載した「ＧＰＢ８０Ｄ」ガスタービン発電設備は、
すでに市場で高い評価を得ている「ＧＰＢ６０Ｄ」
「ＧＰＢ７０Ｄ」をベースに開発したもので、「ＧＰＢ
７０Ｄ」に比べて出力で約１０％、熱効率で２．９
ポイントの性能アップを達成している。
　ムンクスヒュー製紙は、アーレン電力公社と
合弁で、同社のウンターコーヘン工場内におけ
る石炭焚きボイラ発電設備を更新し、ガスター

ビン発電設備および排熱回収ボイラで構成す
るコージェネレーション発電設備を建設する。
本設備の導入により、ＣＯ2が約３０％（年間
３万ｔ）削減される見込みであり、同工場では環
境保全に配慮したエネルギー供給システムが
構築されることになる。「ＧＰＢ８０Ｄ」ガスタービ
ン発電設備の運用開始は２００８年９月の予定。

　川崎重工は、サウジアラビアンオイルカンパニー
から受注していた６基の「モータ駆動天然ガス
圧縮機設備」を、神戸工場から出荷した。
　本設備は、サウジアラビアンオイルカンパニー
の子会社、アラムコオーバーシーズ社から２００７
年１月に受注したもの。サウジアラビアンオイル
カンパニーでは現在、首都リヤド南部にあるヌ
アイイム地区において、２００９年中の日量１０万
バレルへの生産能力増強を目指して、新プラン
トの設置および既存パイプライン・ポンプステーショ

ンの更新を図っている。本設備は、新設するヌ
アイイムガスオイルセパレーションプラントおよび
既存のハウタスタビライザーユニット内に設置さ
れ、天然ガスを圧縮するために使用される。
　今回の６基の出荷により、川崎重工のサウジ
アラビアを含む中東地域向けの圧縮機の納入
実績は合計３７基となり、全世界では総計２３１
基にのぼる。

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

お問合わせ先   川重冷熱工業（株）東京本社  営業・サービス総括室　営業・サービス管理部　　０３－３６１５－５８２１

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

Ｎｉｎｊａ  ２５０Ｒ Ｄ－ＴＲＡＣＫＥＲ Ｘ ＫＬＸ２５０
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