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現場を訪ねて

長大なレールでの持ち込み運転に親子で歓声
第５回鉄道模型走行会に約４，０００人
（神戸海洋博物館・カワサキワールド）

新製品・新技術

■ニッケル水素電池「ギガセル」が
　バックアップ電源にも使えることを実証

■川重冷熱工業（株）が大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ」の
　新シリーズ「Ｉｆｒｉｔ  Ｂｅａｔ」を開発・発売

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

六合村赤岩（群馬県）
里山を背に、建ち並ぶ
頑丈な造りの
養蚕農家

21

●表紙説明●

　埼玉県小鹿野町を流れる荒川水系吉田川の上流。その清流
のほとりで、カワサキ独自のスタイリングの半身を見せているのは、
川崎重工がこの２月に新発売した大排気量（１，１６４ｃｍ3）ロードス
ポーツモデル「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」です。
　小鹿野町は、ユニークな“オートバイによるまちおこし”に取り
組んで二輪車専用駐車場の整備など着実に事業を進めており、
５月２日には珍しい“温泉付きバイクミュージアム”がオープン予定
です。そこで、春まだ浅いある日、「ＺＲＸ１２００ ＤＡＥＧ」で「ウエル
カムライダーの町」を走ってみました。
（詳しくは「最前線カメラルポ」（Ｐ．１～５）をご覧ください）。 

イラストぎじゅつ入門－◯

「アポロカッター工法
シールド掘進機」が、多様な断面の
トンネルを掘れるしくみ

74

 “ライダーを呼ぶ町”、小鹿野へ

　時は春－モーターサイクルファンが待ち
に待った、本格的なツーリングシーズンがやっ
てきた。ところで、一人でも多くのツーリング
ライダーが来てくれることを願い、ライダーに
やさしい地域づくりを進めている町がある。
　埼玉県の西北部に位置する小鹿野町は、首
都圏のモーターサイクルファンには手頃な日
帰りツーリングコースとして知られていた。こ
うした“地の利”を活かして、３年前から全国で
初めてという“オートバイによるまちおこし”に

取り組んでいる。「ウエルカムライダーの町」
を合言葉に、小鹿野町をライダーが“来やすく・
居やすく・また来たい町”にしようという試みだ。
　そこで、早春のある日、モーターサイクルラ
イダーの一人の後藤武さんに、川崎重工がこ
の２月に新発売した大排気量ロードスポーツ
モデル「ＺＲＸ１２００ ＤＡＥＧ」で小鹿野の町内
を走っていただいた。また、町の関係者にユニー
クな“オートバイによるまちおこし”についてあ
れこれ伺った。

早春の光の中を、新発 売のカワサキロードスポーツモデル
「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」 に乗って

小鹿野の町中を颯爽と走る「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」。
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ツーリングの途中、「平成の名水百選」に選ば
れた町自慢の「毘沙門水」で喉を潤す。「う～ん、
美味い！」。

“オートバイによるまちおこし事業”の協賛店
が掲げる“ウエルカムボード”。

小鹿野町の道の駅「両神温泉薬師の湯」に設けられた二輪車専用駐車場。こうした二輪車駐車
場が増えることを、モーターサイクルファンは首を長くして待っている。

この２月新発売の大排気量（１，１６４ｃｍ3）ロードスポーツモデル「ＺＲＸ１２００ＤＡＥＧ」は、峠や市街地
など日本固有の道路状況や日本のライダーのニーズに合わせて造り込みを行なった国内専用のフラッ
グシップモデル。幅広い層のライダーがスポーツライディングを楽しめるロードスポーツモデルである。

左：商店街の一角、「夢鹿蔵」に整備された二
輪車専用駐車場。ロッカー付きで、後藤さん
も「これはうれしい駐車場です」と早速利用
していた。

右：駐車場の位置はこのマークで一目瞭然。

練馬I.C

藤岡J.C

花園I.C

関越自動車道

小鹿野町

埼玉県140
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　小鹿野町は埼玉県の西北部、群馬
県と県境を接している。関越自動車道
の花園インターチェンジから国道１４０号
を経て国道２９９号を走ればモーターサ
イクルで約１時間の距離（花園インターチェ
ンジから約４５ｋｍ）だ。東京都心からで
も２時間弱で着く。
　こうした“地の利”もあり、もともと小鹿
野町にやって来るツーリングライダー（以下、
ライダー）の数は少なくなかったが、近年、
年を追って増加しているという。なぜな
のか。
　小鹿野町計画推進室長の高橋稔さ
んや同室の長谷川伸一さん、強矢立家
さんのお話を伺ったところ、次のようなこ
とがわかった。
　小鹿野町が首都圏からの日帰りツー
リングコースとして最適な位置にあり、また、
首都圏から群馬県や甲信越方面への
ツーリングの際、休憩地点としてベストポ
ジションにあること。さらに、町を横断する
国道２９９号がライダーにとってツーリング
しやすい道路であること。加えて最近、
町の名物の「わらじカツ丼」がモーター
サイクル雑誌などに紹介されてライダー
の間で人気になっていること。日本百名
山の両神山や“ロッククライミングのメッカ”
とされる二子山など魅力に満ちた自然、
日帰り温泉「薬師の湯」などがライダー
に人気があること、などだ。

　しかも小鹿野町では、モーターサイク
ルを楽しむ人の数は今後も増え続ける
だろうと予想している。
　なぜなら、定年を迎えた団塊の世代
など熟年ライダーが増えつつある。高速
道路での二人乗り解禁（２００５年）以降、
夫婦で楽しむのんびりツーリングが増え
ている。従来は困難とされていた大型自
動二輪免許が、教習所で比較的容易
に取得できるようになり、若い頃はあきら
めていた中高年や女性が大型モーター
サイクルを楽しむ傾向が強まり、とりわけ、
女性ライダーが増えていること、などだ。
　こうしたことから小鹿野町では今後も、
来町する中高年ライダーや女性ライダー
が増加するものと予測した。この予測も
契機の一つとなって、“オートバイによる
まちおこし事業”を進めることになったの
だという。

　町にやって来るライダーを温
かく迎えるために、具体的には
何をすればよいか。検討の結
果、最初に取り組んだのが二
輪車駐車場の整備だった。
　これはまことに当を得た具
体策といえる。というのも、ライ

ダーにとって二輪車駐車場の不足が頭
痛の種だからだ。２００６年の「改正道路
交通法」の施行による違法駐車の取り
締まり強化により、二輪車の駐車違反件
数が急増した。このことは、二輪車駐車
場の不足が露呈されたともいえる現象
であり、「いったいどこに駐めればいいの？」
というのがライダーの正直な気持ちであ
る（別掲「コラム」参照）。
　町では、町役場と町営駐車場にひと目
でそれとわかる二輪車駐車スペースを
設置。さらに、商店街の一角（「夢鹿蔵」）
と道の駅「両神温泉薬師の湯」にそれ
ぞれ１か所ずつ、二輪車専用駐車場を
設置した。それも、商店街の駐車場はヘ
ルメットなどを収納できるロッカー付きで、
「道の駅」のそれは、ひと休みできるベン
チや洗車用水道が設けられており、“ラ
イダーを温かく迎えよう”という気持ちが
十分に伝わってくる設備となっている。

　この二輪車専用駐車場をはじめ町内
いたるところで目にするのが、「ＯＧＡＮＯ」
を図案化したロゴマーク（公募作から採
用）である。地の配色が歌舞伎の幕と
同じなのは、およそ２００年の伝統を誇る「小
鹿野歌舞伎」に由来している。花道な
どを張り出した祭り屋台（山車）で演じる
のが特徴で、役者も義太夫も裏方もす
べて地元の人たちがつとめる“村歌舞伎”
である。
　このロゴマークと「ようこそ小鹿野町へ！」
という文字を組み合わせた“ウエルカム
ボード”や幟が、ライダーを歓迎してくれ
るというわけだ。それも、ただ“温かく迎
える”だけではない。“ウエルカムボード”
を掲げた協賛店では、それぞれの店で
特典が用意されているという。
　「鹿の子」という店で、人気の「わらじ
カツ丼」を食べてみた。

　社団法人日本自動車工業会によると、
２００６年の「改正道路交通法」により、
違法駐車の取り締まりが強化される
と二輪車の駐車違反件数が激増した。
２００７年の取締件数は２００５年のおよ
そ５倍あったという。これは、二輪車
駐車場数の少なさの反映といえるの
が実情で、二輪車駐車場の増加が切
望されている。限られた予算の中で
工夫しながら駐車スペースの確保に
取り組む自治体もあるが、多くの自治
体では積極的な取り組みが見られな
いのが実態である。
　そうした中、日本自動車工業会で
はＮＭＣＡ日本二輪車協会とともに
２００８年７月、「二輪車の駐車場所の確

保・拡充について」と題する要望書と、
９０万人を超えるモーターサイクルファ
ンの署名（２００８年末には約１０２万人
に達した）を国土交通省と警察庁に
提出し、二輪車駐車場の整備を求め
る声の大きさを訴えた。二輪車の駐
車場整備を促進させる法令の整備が
行なわれているとはいえ、具体的な
施策が伴わなければ問題解決には結
びつかないわけで、とりわけ、地方自
治体が問題意識をもってその対策に
取り組むことが期待される。日本自動
車工業会では、そのためには国のよ
り一層の積極的な働きかけや支援が
必要だとしている。
出典／ＪＡＭＡ  Ｒｅｐｏｒｔ  Ｎｏ.１０８より抜粋

増加する小鹿野町への
ツーリングライダー数

目に付くＯＧＡＮＯを
図案化したロゴマーク

これからも来町するライダーは
増えると予測

ライダーの心に響いた
二輪車駐車場の整備

早急に、二輪車駐車場の整備を！

すねや  たつや

りょうかみさん

ゆめかぐら
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交通安全パレードや交通安全教室など、町では交通安全の啓発活動にも力を入れている。
（写真提供／小鹿野町）

５月２日にオープン予定
の「バイクの森おがの」。
おそらく他に例のない温
泉付きバイクミュージア
ムで、モーターサイクルファ
ンの話題になっている。

人気上昇中の小鹿野名物「わらじカツ丼」。
店のおかみさんから「御来町感謝」ののし袋をいただく。

荒川水系吉田川の合角ダムでひと休み。堰堤の向こうには早春の西秩父桃湖が広がっている。

町が購入したレスキューバイ
クには通信機器などが備え
られている。今年の「東京モー
ターサイクルショー」（３月）に
出展された。

アドバイザーの鵜飼
清志さん。

笑顔で「ＺＲＸ１２００ 
ＤＡＥＧ」の印象を語
る後藤武さん。

かっ  かく

　「わらじカツ丼」は、丼のフタほどのサ
イズの大きなカツが２枚載っている。卵と
じではなく、甘辛いタレがしみ込んだあっ
さり味で、食べやすい。長谷川伸一さんが、
「１枚をフタに置いておくと食べやすい」
と教えてくれた。なるほど、大きなカツもじゃ
まにならずに食べられるのだった。
　食事が済むと、店の人が「はい、ライダー
さんどうぞ。気を付けて帰ってね」と言っ
て差し出したのが「御来町感謝」と書か
れたのし袋。裏返してみると「ゆったり走っ
て楽しもう小鹿野町  家まで無事にホッ
カイロ～！」というわけで、中身は使い捨
てカイロ。まだ早春の時期ならではのう
れしい心遣いであった。こうした特典の
中身は店によって、また、季節によって異
なるという。
  町内には「わらじカツ丼」を食べられる
店が約１５店ある。

　この町起こし事
業の発案者で、ア
ドバイザーを務め
ている鵜飼清志さ
んは二輪車業界
の出身。
　「縁があって何
度か来ているうち
に、この町にすっか
り魅せられてしまいました。しかも、ライダー
を温かく迎える町にしたいというのです
から、こんなうれしいことはありません。
　今考えている“おがのウエルカムライ
ダーズ構想”のキーワードは、自然を満
喫して『走る』、わらじカツ丼や手打ちそ
ばを『食べる』、専用駐車場や道の駅で
『休む』、歌舞伎や祭りを『見る』など

８項目。専用駐車場など具現化したもの
もありますが、『走る』に関してはオート
バイトレッキングを構想中です。小鹿野
町の豊かな自然をステージに、初級者か
ら上級者向けの１０コースほどを用意し、
トレッキング用モーターサイクルのレンタル、
トレッキングコースのガイド（パークレン
ジャー）なども構想しています」

　この５月２日には「バイクの森おがの」
がオープンする。町営温泉「クアパレス
おがの」の温泉機能を残し、民間の指
定管理者が、世界各国の名車や希少
なモーターサイクルの展示館に変身させ
たものだ。他に例のないユニークな“温
泉付きバイクミュージアム”で、ツーリング
を楽しみながら小鹿野町に来たら、世界
の名車に会えて温泉でくつろげる、とい

うわけだ。
　小鹿野町ではまた、地元消防団やボ
ランティア団体の協力を得て災害バイク
ボランティア隊を予定。通信機器などを
備えたレスキューバイクを購入し、町の自
然を利用した訓練を計画中。町では、「東
京モーターサイクルショー」（期日：３月２７
～２９日、会場：東京ビックサイト）に自治
体として初参加し、レスキューバイクなど
を出展。“オートバイによるまちおこし”を
広くアピールした。

　次の構想として進められているのがラ
イダーズピット。これは、ライダー同士が交
流し、憩える場を整備しようというものだ。
国道２９９号沿いに広いスペースを確保し、
町内の観光・イベント、宿泊などの情報、
あるいは地元の土産品、特産品などの

情報も提供したいという。
　「ライダーズピットは、オートバイによる
まちおこし事業の拠点となる施設です。
ライダーが小鹿野町に来たら、まずここ
に寄って交流を深め、情報を得ること
がトレンドになるようにしたいですね」

（長谷川伸一さん）
　小鹿野町が描く“モーターサイクルの
町”の将来像は、例えば、北海道や九
州のライダーが日本縦断ツーリングを行
なう場合、「その欠かせない中継地とし
て小鹿野町に寄ることが“ライダーの常

識”になること。つまりは、町が“モーター
サイクルの聖地”になること」（鵜飼清志
さん）だ。
　小鹿野町ではこの壮大な夢に向かっ
て、一歩一歩努力が重ねられている。

●
　最後に、この日一日一緒に走ったカ
ワサキ「ＺＲＸ１２００  ＤＡＥＧ」の印象を
後藤武さんは、
「非常に気持ちが
よかったですね。日
本の道路を日本の
ライダーが走る、そ
こをよく考えてつく
られたカワサキなら
ではのモーターサ
イクルという気がし
ます。運動性がい
いので、普通の道路を普通に走って軽
快で楽しく、ライダーともども走る姿が格
好よく見えるのがいいですね」と話した。

　２００６年１０月、旧両神村と旧小鹿野
町が合併して現在の小鹿野町が誕生
しました。自立した地域振興に向けて、
他の真似ではないわが町らしい町起こ
しを模索して見つけたのが、“オートバイ
によるまちおこし”です。バイクには、レー
スの爆音や一部のライダーの不心得な
行動などから、あまりよいイメージを持た
ない方もいるようですが、ほとんどのライダー

は良い人で、ライダーと直接話してみると、
そのことがよくわかります。社会的な地位
のあるバイクファンも少なくありません。こ
の事業を始めて、ライダーと接する機会
が多くなるにつれて、町の人もライダーに
対する印象が変わってきているようで、
今後も時間をかけて浸透させたいと思
います。事業の成否は、町全体でライダー
を温かく迎えられるかどうかにあるわけ
ですから、さらなる町民の気持ちの変化
に期待しています。
　こうした事業は警察との連携が不可
欠です。私どもも小鹿野警察署の協力

を得て交通安全パレードを行なったり、さ
まざまな関連イベントの際にバイクの安
全教室を開いたりして啓発活動に力を
入れていますので、ライダーもルールやマ
ナーをよりしっかり守り、町民との相互の
信頼関係をさらに高めていただきたいと
思います。
　この事業の目標は、もちろん町のより
一層の活性化にありますが、経済効果
ばかりではなく、“バイク文化”を町に根
づかせるというねらいが基本にあるわけで、
息の長い事業といえます。いずれ、小鹿
野町が“バイクの聖地”と言われる日が
来ることを信じて努力してまいります。（談）

「わらじカツ丼」は
甘辛いタレのあっさり味

進む
“おがのウエルカムライダーズ構想”

目指すは
“モーターサイクルの聖地”

ユニークな温泉付き
“バイクミュージアム”

“バイク文化”を考えた町起こし事業です。
小鹿野町長　関口和夫さん
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前胴

後胴

●カッターヘッド
装備された耐摩耗超硬合金製の「刃」
で地中の土砂を掘削する。片刃で、
従来型の約３倍の高速（１分間に４．７
回転）で回転するため、硬い地盤で
も切れ味鋭く掘り進むことができる。

●揺動フレーム
■自転と公転を組み合わせた
　斬新な発想による掘削機構
イラストのようにカッターヘッドとカッター
ヘッドの位置を制御する公転ドラム、
揺動フレームで構成されている。カッ
ターヘッドが高速で回転（自転）して
地中の土砂を掘削する。公転ドラム
と揺動フレームを同時に制御し、カッター
ヘッドを低速で移動（公転）させるこ
とで必要な断面の掘削が可能である。

●カッターヘッド駆動用
　油圧モータ（７台）

●公転ドラム

●揺動フレーム回転用
　油圧モータ（７台）

●公転ドラム回転用
　電動モータ（６台）

■硬質地盤や地中障害物
　に強い理由
高速回転するカッターヘッドは片
回転型で、専用設計のカッタービッ
ト（刃）の形状や配列は、多くのシュ
ミレーションと切削実験で最適化
したものを装備している。そのため、
硬い地盤や木杭などの地中障
害物になどに対して高い切削性
を発揮する。

■渋谷～代官山間地下化工事（土木工事第１工区）
　（施工者：鹿島・西松・鉄建建設共同企業体）
イラストのモデルは、本工事用に製作された「ダブルヘッ
ド（２連）型シールド掘進機」で高さ７．４４ｍ、幅１０．６４ｍ
で、機械長は８．９５ｍ。１分間に約３ｃｍ掘り進められる。
本年４月に掘削を開始し、計画では初期には１日４．４ｍ、
本格化したら同６．６ｍで、掘削区間５７７ｍをほぼ１年未
満で掘削する計画である。

●ロータリージョイント ●中折れジャッキ
シールド掘進機の前胴部を
このジャッキ部で曲げて、カー
ブ部を掘削しやすくする。

●排土口
掘削した土砂をここか
らスクリュウコンベヤで
排出する。

●スクリュウコンベヤ
掘削した土砂を排出
する排土装置。

●シールドジャッキ
設置したセグメントを推
し、その反力でシールド
掘進機を前進させる。

●エレクター
分割されたブロック状の
セグメントを掘削断面形
状に組み立てる装置。

●セグメント
シールド掘進機による掘削では、予めつくられた
セグメント（鉄筋コンクリートや鋼製の補強材で、
分割ブロックでつくられている。本機の場合は掘
削断面が円形ではなく“角メガネ形”のため、イ
ラストのような形状に分割されている）で掘削後
のトンネルを保護していく。セグメントはトンネルを
支える永久構造物となる。さらに本機では、複線
鉄道断面を一挙に掘るため、トンネルの真ん中
に支柱が１．１ｍおきに立てられる。

●テールグラウトシール
セグメントの外面とテールス
キンプレートの間から、地下
水などがシールド掘進機内
に侵入するのを防ぐシール。

■確実・高精度の掘削断面管理
トンネル掘削では地表への影響を最小
限に抑えるため、正確な掘削断面管理
が重要だが、本工法では、カッターヘッ
ドの移動（公転）を低速で行なうためよ
り確実な管理が行なえる。
カッター軌跡制御は、川重テクノサービ
スの協力を得て開発を進め、また、制御
装置に技術開発本部が開発した「汎
用高速制御装置（１ＭＺ）」を採用する
ことなどにより、誤差±１０ｍｍ以内とい
う高精度な軌跡制御を実現した。

自転しながら公転するカッターヘッド。

●アポロカッター工法による多様な掘削断面

土
砂
排
出

土
砂

自転

公転

　装置前面の大型の回転カッターを回転させ、モ
グラのようにトンネルを掘り進むシールド掘進機。
掘削するトンネル断面は円形が基本だが、近年、地
下鉄や共同溝などの工事では、余分な掘削断面を
減らして工事を効率化したい、地中支障物との間
隔を十分に確保したいなどの理由から非円形トン
ネルの要求が増えている。
　川崎重工と鹿島建設（株）が共同開発した「アポ
ロカッター工法シールド掘進機」は、こうした要求
に応えた最新型のシールド掘進機である。円形は
もとより、長円形や矩形、馬蹄形など多様な断面の
トンネルを掘削でき、しかも、前例のない特殊なカッ
ター機構を装備しており、硬質地盤により優れた切
削性を発揮できるなどの特長を有している。

イラストぎじゅつ入門―74

増えている
非円形トンネルのニーズ

　両社による開発の契機となったのが、東京の東
急東横線と東京メトロ副都心線とが相互直通運転
するための、渋谷～代官山間の地下化工事である。
河川や民有地の地下の横断部、および下水道管と
既存のトンネルとの隔離距離をできるだけ長くし
たいなどの理由から、また、複線鉄道断面を一挙に
掘り進むことから、２連矩形断面（角メガネ形）とい
うこれまでにない複雑なトンネル形状が求められ
たのだ。さらに、掘削部分のほとんどが固結シルト
と呼ばれる硬質地盤である。
　この難題に応えたダブルヘッド（２連）型シールド
掘進機によるトンネル工事はすでに始まっており、
掘削が続いている。
　自由な断面を掘削でき、硬質地盤にも対応でき
る「アポロカッター工法シールド掘進機」への関係
者の関心はきわめて高く、多くの問い合わせや引
き合いが寄せられている。

※アポロカッター工法
ＡＰＯＲＯ－ＣＵＴＴＥＲ工法：Ａｌｌ（あらゆる）Ｐｏｔｅｎｔｉａｌ（可能性を秘めた）
Ｒｏｔａｒｙ（回転式）Ｃｕｔｔｅｒ（カッター）との意を込めた愛称。
アポロカッター工法は川崎重工と鹿島建設（株）が共同で特許申請中。

“角メガネ形”の
複雑なトンネル形状に対応
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ため息を誘った、川崎重工鉄道研究同好会の
会員が持ち寄った新幹線模型の勢揃い。

「モーターサイクルギャラリー」でカワサキの
新車にまたがって得意満面の二人。

「カワサキワールド」の実機展示の一例。この「０系
新幹線」の運転席に座ることもできる。

長い行列が開場とともに神戸海洋博物館に
吸い込まれるように入っていく。

体験運転コーナーでは本物の帽子をかぶり、すっか
り運転手の気分で「出発、進行！」。

昨年１０月の「ヘリコプターフェスタ」では、２日間で５００
名が体験飛行を楽しんだ。

ボーリングのピンの模型をみごとに倒立さ
せたバランスロボット「サキちゃん」。

「ここをこう折ってと」「パパ、できた？」
－ペーパークラフト会場も大賑わい。

走ってきた自分の車両を見つ
める親子の真剣な目－！

エントラ ンスホール会場にはＨＯゲージのレールがセットされ、
さまざま な模型車両が走り回った。

ス イ モ

　１０時の開場とともに、長い行列をつくっ
ていた人たちが、神戸海洋博物館の館
内に吸い込まれるように入っていく。親
子連れ、家族連れ、若いカップルなどが、
博物館のエントランスホールと大ホール
を目指して直進する。そして、大ホールに
一歩足を踏み入れたとたん、「おお」と
か「うわあ」といった言葉にならない声を
あげた。
　来場者を待ち構えていたのは巨大な

ジオラマで、鉄道模型レール（Ｎゲージ：
軌道幅９ｍｍ）の長さは一周３０ｍにも及
ぶ長大なものである。
　川崎重工グループの企業ミュージアム
「カワサキワールド」が開催する、この鉄
道模型走行会のスタッフとして協力して
いる川崎重工鉄道研究同好会（会員
約６０名、以下鉄研同好会）の会員で、
川崎重工車両カンパニー技術本部設
計部の平井彰一係長は、「関西最大級
のジオラマと言えると思います。縮尺が
１５０分の１なので、実尺では４．５ｋｍ分に
相当します」と話す。
　ある親子連れの父親は、「家ではとて
も不可能な大きさ。１６両編成の新幹線
を、曲げずに直線で走らせられるなんて
驚きです」と感心していた。

　鉄道模型走行を心ゆくまで楽しんだ
来場者はその後、「カワサキワールド」へ
入場するパターンが多い。
　川崎重工が、神戸海洋博物館（神戸

市・メリケンパーク）１階の大展示室（床
面積約２，０００ｍ2）に、公募選出の運営
者として２００６年５月にオープンしたのが
「カワサキワールド」である。
　初代新幹線「０系新幹線電車」の先
頭車両とその台車、２７人乗り大型双発
ヘリコプター「ＫＶ－１０７Ⅱ」、パーソナル
ウォータークラフト「ジェットスキー」など、乗っ
たり触れたりできる実機展示が豊富なの
が特徴だ。歴代のカワサキの名車約３０
台を展示したモーターサイクルギャラリー
には触れてまたがることのできる「ふれあ
いモーターサイクルゾーン」もあり、子供
たちが嬉 と々してライダー気分を味わっ
ていた。まさに「技術のカワサキ」を“みて・
ふれて・体感できる”、他に例の少ない
ユニークな企業ミュージアムである。
　「『カワサキワールド』は、ここに来れば
川崎重工のすべてが分かるといっても
過言ではなく、しかも、子供も大人も楽し
く体験し、学べるミュージアムです。週末
や連休などはかなり込み合い、東南アジ
アや香港などから、あるいは各界著名人
の来場も少なくありません。目的の一つ
であるカワサキのブランドの向上に大きく
寄与していると思います」（カワサキワー
ルドの三浪晴生ゼネラルマネージャー）
　「カワサキワールド」では鉄道模型走
行会のほか、「カワサキＢＫ１１７ヘリコプ
ター」の体験飛行が楽しめるヘリコプター
フェスタなどさまざまなイベントを企画して
好評を得ている。

　ここでは、来場者が持ち込んだ鉄道
模型を、この巨大なジオラマで走らせる
ことができる。その整理券が次 に々捌け
ていき、大人も子供も自慢の鉄道模型の
走行に熱中していた。自分の車両の走
りぶりを食い入るように見つめる、親子の
真剣な目、目－。
　巨大なジオラマの隣は、体験運転コー
ナー。新幹線や特急・通勤電車など４種
類から選んだ鉄道模型を走らせられる。
“運転席”には本物の帽子も用意され
ており、子供たちは運転手の気分で「出
発、進行！」－。
　その楽しさは「身近な乗り物である

電車の運転願望を叶えられること。改造
を加えたりした自分だけの車両が走る
快感は、何とも言いようがありません」
（平井彰一係長）とか。
　その隣の“相談コーナー”では鉄研
同好会の会員が、来場者の故障車両を
手際よく修理し、また、助言を与えていた。
　大ホールの隣室は、川崎重工が開発
した架線なしで走れる超低床電池駆動
の次世代型路面電車「ＳＷＩＭＯ」のペー
パークラフト会場。親子で「むずかしいね
え」などと言いながらも、でき上がると「やっ
た！」。
　エントランスには二つのジオラマ（ＨＯ
ゲージ：軌道幅１６．５ｍｍ）が設けられ、
鉄研同好会や宮水クラブ（私設鉄道模
型クラブ）が持ち込んださまざまな車両
が走り回り、来場者を堪能させていた。
鉄研同好会の会員が持ち込んだ鉄道
模型は１，０００両を超えるという。
　「子供が好きで毎回来てますが、とに
かくスケールが大きいので親子で大満足。
来るたびに内容が充実し、参加項目が
増えるので次回も楽しみにしています」
（ある来場者の声）

　「カワサキワールド」は展示内容が年 、々
着実に充実している。例えば、モーターサ
イクルの展示機種が毎年モデル変更に
あわせて入れ替えられ、他のコーナーのディ
スプレイやパネルなども追加されている。
　ルービックキューブを「○手で完成さ
せる」と宣言し、鮮やかな手並みでその
通りに完成させる人気のパフォーマンス
ロボット「キューブ君」の隣に、愛らしい
妹ロボットが登場した。名付けて「サキ
ちゃん」（公募作から採用）。エンピツや
ボーリングのピンなどの模型を倒立させ、
風を当てても倒さないというバランス感
覚に優れた、極めて高い制御技術が要
求されるバランスロボットである。
　油圧技術を応用したボードゲームも
新しくなった。電気ジョイステックと油圧
バルブで地球を動かし、７つの世界遺産
をめぐる「世界遺産の旅」で、子供たち
がわいわい言いながら楽しんでいた。

★
　鉄道模型走行会を開いた２日間の「神
戸海洋博物館・カワサキワールド」への
入館者は約４，０００人。３月末現在の累
計入館者は６３万人を超えた。

３月２０・２１日に開催－２日間で入館者約４，０００人の大盛況

来場者の感嘆の声を誘った

大規模なジオラマ

自分の車両を

長大なレールで走らせられる快感

見て・ふれて・体感できる

「カワサキワールド」

バランスロボット

「サキちゃん」も登場して一層充実

現 場 を 訪 ね て
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赤岩地区の北端にある上の観
音堂は宝暦１４年（１７６４年）の
創建とされる。

赤岩神社の鳥居。鳥居から
３００ｍほど続く参道の先にある
拝殿は明治４１年（１９０８年）の
建築である。

養蚕等展示場（かいこん家）の内部。昭
和７年建築の養蚕農家、篠原家の２階部
分を改造して展示場にしたという。

総３階建ての関駒三郎邸。
当初は茅葺きだったが、現在
は瓦葺きである。
広さ１００畳の２階は間仕切り
がなく、蚕棚などを配置しや
すかった。
「濡れた桑の葉を乾かしたり
した」というデバリ（出梁）の
上に設けられた縁側。

文化３年（１８０６年）頃の再
建とされる湯本禮邸。玄関
前の満開の桜がとりわけ印
象的だった。

燦々たる春の陽とレンギョウと
赤岩の集落。里山から野鳥の
鳴き声が響く。

地区内で最も大きい、安原家の風格ある土蔵。１階には穀
物を貯蔵する穀櫃が設置されているという。

小高い里山を背に、傾斜地の中腹に民家が連なり、その前面に畑地が広がる赤岩地区。春の陽がやわらかい。

　群馬県の北西、長野県・新潟県と県境を接す
る六合村は明治３３年（１９００年）、草津村（現在
の草津町）から分村し、赤岩、日影、小雨など６つ
の大字を合わせて一つの村になった。「くにむら」
という村名は、古事記の「天地四方を以て六合と
成す」にちなんで名付けられたという。
　赤岩地区は標高７００ｍ前後。大半を山林が占
めて水利に恵まれず、麻の栽培や養蚕が普及した。
記録によれば、養蚕は明治初期にはすでに行なわ
れていたようだ。養蚕が盛んになるにつれて、養蚕
に適した頑丈な農家が建築されるようになった。

●
　その典型的な一軒、関駒三郎邸は往時、養蚕
のための農家としては県内最大級だったという。
　幕末から明治前期にかけての建築といわれる
主屋は、間口１０間、奥行き４間半の総三階建て。
当初は茅葺き（現在は瓦葺き）の二階建てだったが、

後に増築されたようだ。１階は生活の場で、２、３階
を養蚕に用いていた。２階は、蚕棚などが配置しや
すいように間仕切りのない空間になっており、広さ
はおよそ１００畳（！）。３階も同じように広い。家はす
べてにがっしりした造りで、梁や柱の一本一本が
風雪を経た歴史を物語っている。
　建物正面の端部を外壁より前に張り出したデ
バリ（出梁）があり、手すりのある“縁側”が設けら
れている。「通路にしたり、濡れた桑の葉を乾かし
たりしました」（関さん）

●
　赤岩地区にはこうした養蚕農家が数多く現存
しており、その屋敷は農作業を行なう前庭を中心に、
主屋、蔵、小屋などで構成されている。また、石垣
や樹木などで構成される敷地、通り沿いの景観、
農地と山の境界地に配置された仏堂や神社、周
囲の農地や森林など、江戸時代からの環境がまだ

十分に残っている。これらのことから平成１８年７月、
地区を貫く赤岩本道を中心とした周辺の農地、集
落の周りの墓地やお堂・神社、山林などをひっくる
めた約６３ｈａの広い範囲が、「地域的特色を顕著
に示している」として国の重要伝統的建造物群
保存地区に選定された。

●
　赤岩本道を歩く。
　北関東の春は歩みが遅い。４月下旬なのに家々
の屋敷には桜が咲き、芝桜が地面を濃いピンクに
染め、里山ではウグイスが鳴く－。
　総三階建ての湯本禮邸、往時の生糸紡ぎや機
織りの技を伝えようという活動の場になっている稚
蚕飼育所、安原家の大きな土蔵などすべて印象
深い。
　集落の南の端には養蚕等展示場（かいこん家（カ
イコンチ））。かつての養蚕農家の２階部分を改造
した広い空間に、養蚕道具や資料などが展示され
ている。
　かいこん家の斜め向かいに赤岩神社。参道脇
の満開のレンギョウに燦 と々春の陽光が降り注ぎ、
その先に建ち並ぶ赤岩の集落－。
　桃源郷のようであった。

ち

かみ

く　　　　　　に

く に

（群馬県）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○21
赤岩地区

六合村

群馬県

前橋市

草津町
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「Ｉｆｒｉｔ  Ｂｅａｔ」

ＫＤＤＩ（株）評価用基地局
での実証試験。

フローティング充電試験用電池。

大容量ニッケル水素電池「ギガセル」。

●貫流ボイラの構造

●運転状況を色で知らせるLED状態表示

●年間CO2排出量の比較

CO2

（ton-CO2）

（百万円）

排
出
量

3300 

3200 

3100 

3000 

2900
「Ifrit」
（6000AGE×1台）

「Ifrit  Beat」
（6000BGE×1台）

「KF-2000GE」×3台

ボイラ別（川重冷熱比較）

●年間燃料費の比較

年
間
燃
料
費

120 

115 

110 

105
「Ifrit」
（6000AGE×1台）

「Ifrit  Beat」
（6000BGE×1台）

「KF-2000GE」×3台

ボイラ別（川重冷熱比較）

待機中青 正常運転緑 お知らせ黄 警報赤

　ボイラは、一般的に燃料を燃やして容
器内の水を加熱し、蒸気あるいは温水
をつくる装置である。その構造によりいく
つかに分類されるが、貫流ボイラは「イラ
スト」のように、縦に並んだ多数の水管
の下端から給水し、この水管を加熱する
ことで上端から蒸気が出てくる構造になっ
ている。

　川重冷熱工業（株）（以下、川重冷熱）
の大型貫流ボイラ「Ｉｆｒｉｔ」は、高効率・コ
ンパクトで、優れた制御方式と乾いた高
品質な蒸気を得られるという特性を有し
ている。そのため２０００年の発売以来、
化学や食品、飲料品、紙パルプ、ゴム製品、
電気機器、機械など、主に製造業界全
般の工場の熱源機、また、コージェネレー
ションシステム（一つのエネルギー源から
電気と熱など二つ以上のエネルギーを
取り出すシステム）のバックアップ用（非
常用）熱源機などとして広く採用されて
きた。
　この優れた特性を引き継ぎながら、さ
らなる高効率・コンパクト化などを図った
のが「Ｉｆｒｉｔ」の新シリーズ「Ｉｆｒｉｔ  Ｂｅａｔ」
である。この「Ｉｆｒｉｔ Ｂｅａｔ」は、ボイラ効
率（燃料を燃やして発生した総熱量に
対し、どれだけの蒸気（としての熱量）が

得られるかの比率）が、従来の９６％から
９８％に向上した。これは、熱吸収を向上
させた新開発の高性能コンパクト缶体（蒸
気を発生させる部分）を採用した成果
である。

　蒸気の需要量の増減に、燃焼量のス
ムーズな制御で対応できるのも「Ｉｆｒｉｔ  
Ｂｅａｔ」の大きな特長の一つだ。
　例えば、工場での蒸気供給に小型貫
流ボイラで対応する場合、蒸気供給の
増減に応じて最大燃焼量状態、最大燃
焼量の５０％程度に固定された燃焼量
状態、燃焼していない状態の三つの段
階で断続的に燃焼を制御する（これを
三位置制御という）。これに対して「Ｉｆｒｉｔ」
では、１台で蒸気供給の増減に応じて
滑らかに連続的に燃焼量を制御できる。
その制御を受け継いだ「Ｉｆｒｉｔ  Ｂｅａｔ」は、

一般的な小型貫流ボイラの三位置制
御に比べて、年間の燃料費とＣＯ２排出
量がともに約６％削減可能になった。
　また、ボディーデザインも一新。缶体が
従来型より約３０％小型化したことなどで、
設置スペースがぐんと小さく（川重冷熱
の小型貫流ボイラ比）なっており、ボイラ
室などの有効利用を図れる。
　操作も、液晶カラータッチパネル方式

の採用で一層簡単になった。
さらに、操作パネル周りに配置
したＬＥＤライトが、色の変化
で運転状況を知らせるので、
遠くからでもひと目でボイラの
状態を把握できる。
　「Ｉｆｒｉｔ Ｂｅａｔ」は、最も需要
の多いボイラの最高耐圧力
が「０．９８メガパスカル（１０気
圧）」タイプで、１時間当たりの
蒸気発生量が「３，０００ｋｇ」、
「４，０００ｋｇ」、「５，０００ｋｇ」、
「６，０００ｋｇ」の４機種をライン
アップ。前述の各種工場など
のほか病院、ホテル、駅ビルな
ど幅広い需要に応えられる。

　コンピュータや通信機器、あるいは医
療施設（医療機器）などへの電気の供
給は一瞬の断絶も許されない。そのため、
電気通信用施設やデータセンター、医
療施設などでは、電力会社から供給さ
れる電気の停電に備えてバックアップ（非
常用）電源を設置している。バックアップ
電源は、停電時には瞬断なく電気を供
給するシステムで、通信や情報、病院な
どに限らず、金融や化学・半導体工場な
ど、あるいは身近な例では公共施設など
の非常口表示など、幅広い分野で不可
欠な電源といえる。中でも通信、情報な
どの分野ではその普及に伴って重要性
が一層増大し、また、大容量の電力供
給能力が求められるようになってきている。
　川崎重工が自社開発したニッケル
水素電池「ギガセル」は、大容量・高速
の充放電に適した電池である。川崎重
工が開発中の超低床電池駆動の次
世代型路面電車で、架線なしで走れる
「ＳＷＩＭＯ」の電源、鉄道システム用地
上蓄電設備、また、電気自動車やフォー
クリフトの電源などとして応用範囲が広
がりつつある。さらに実証試験で、通信
基地局などの大型施設のバックアップ
電源としても使えることが実証されたの
である。

　バックアップ電源は、停電発生時に電
力を瞬時に放電できるように、電池を常
に満充電の状態に保つ定電圧フロート
充電ができなければならない。
　川崎重工が、ＫＤＤＩ（株）の協力を得
て、「ギガセル」を同社の評価用基地局
に２か月間設置して行なった充放電特
性の評価試験（実証試験）で、「ギガセル」
の定電圧フロート充電が実証できた。フ
ロート充電中は、電池が満充電になると、
供給される電力は熱になるため、電池は
いつも満充電状態を保つことができる。
そのため、電池への負担が少なく、電池
の寿命を引き延ばせる。ただし、常に流
れ続ける電流のために電池内の圧力
や温度が上昇することがある。この点も
「ギガセル」は、ファンを装着した強力な
放熱機構を備えており、大出力で充放
電しても温度上昇の少ない安全な電池

であることが確認された。この実証試験
は２００８年７～８月の暑い盛りに行なわれ
たが、圧力・温度の評価試験を完全にク
リアした。
　安全といえば、「ギガセル」は材料に
鉛や水銀、カドミウムなどの有害物・危険
物を使用していない。また、電解液が不
燃性の水溶液で構成されているなど、
安全で環境にやさしい電池である。また、
バックアップ電源として従来の鉛蓄電池
と比べて体積比約５０％、重量比約３０
％の低減を実現。電気通信用施設の
バックアップ電源が、ビルの屋上など限ら
れたスペースに設置されるケースが多
いことを考えると非常にメリットのある特
長といえる。
　ニッケル水素電池を用いての定電圧
フロート充電に成功したのは、日本では
これが初めてである。
■この実証試験に用いた「ギガセル」は１台当り、定格電圧
２４Ｖ、エネルギー容量５．３ｋＷｈで、体積は６８リットル、重量
１６５ｋｇ。これを２台並列で使用。

新 製 品 ・ 新 技 術

ボイラ効率が
９６％から９８％に向上

設置スペース、
燃料費・ＣＯ2排出量が低減

川重冷熱工業（株）が、さらに高効率・コンパクトな
新型「Ｉｆｒｉｔ  Ｂｅａｔ」を開発・発売

重要性が一層増大する
バックアップ電源

２か月の実証試験で
各種評価試験をクリア

ニッケル水素電池では日本で初めて。
ＫＤＤＩ（株）の協力を得た実証試験で高評価

R
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ロールス・ロイス社の最新鋭旅客機用エンジン「ＴＲＥＮＴ  ＸＷＢ」の開発・生産に参画

長谷川　常務が次期社長に内定

「カワサキグリーンガスエンジン発電設備」の
実証運転で世界最高水準の性能を実現

枚方市に最新鋭ごみ処理施設を納入

０系新幹線の先頭車両が
２６年ぶりに川崎重工・兵庫工場へ

新型ホイールローダ「ＡＵＴＨＥＮＴ  １３５ＺＶ－２」を新発売

ばら積み運搬船「ＫＯＭＡＴＳＵＳＨＩＭＡ  ＳＴＡＲ」が進水

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

　川崎重工はロールス・ロイス社（英国、以下、
ＲＲ社）と、最新鋭旅客機用エンジン「ＴＲＥＮＴ  
ＸＷＢ」の開発・生産に、リスク＆レベニュー  シェ

アリング  パートナー（ＲＲＳＰ：開発・製造コストや
リスクを応分負担し、利益の配分を受けるパー
トナー）方式で参画する契約を正式に結んだ。
　「ＴＲＥＮＴ  ＸＷＢ」は、ＲＲ社がすでに開発・
生産している５機種の「ＴＲＥＮＴシリーズ」の

最新モデルで、エアバス社（フランス）が開発中
の新型旅客機「Ａ３５０」（２５０～３５０席クラス
の中型機）への搭載が決定している唯一のエ
ンジンである。
　川崎重工は今回の開発・生産プログラムで、
中圧圧縮機（ＩＰＣ）モジュールの設計・製造・
組立を担当する。ＩＰＣモジュールは、エンジンを
構成する８個の主要モジュールの一つで、直
径約１．５ｍ×長さ約１．５ｍ、部品数約４，０００点
のモジュールである。
　川崎重工が、このモジュール全体の設計・製
造・組立を担当するのは、「ＴＲＥＮＴ１０００」に
続いて２回目となる。川崎重工はＲＲ社へ技術
者を派遣し、共同でモジュールの開発作業を
進めている。

　川崎重工は、２月２３日の取締役会において、
大橋忠晴社長の後任として長谷川聰常務が
第１４代社長に就任することを内定した。
大橋社長は代表取締役会長に就任する。
　取締役会後に行なわれた記者会見では、大
橋社長は次期社長について「リーダーとして必
要な事業に対する強い愛着と執着心、判断の
バランスの良さ、優れた国際的ビジネス感覚を
兼ね備えている」と述べた。これに対して長谷
川次期社長は「経営環境は大変厳しいが、こ
のような時期は社会も変革しており、新たなニー
ズも求められるはずでチャンスとも言える。グルー
プ力を結集して新事業への技術革新を促進
させ、社会的使命達成と企業価値向上に最
善を尽くしたい」と抱負を語った。
　２００９年６月２５日に開く株主総会終了後の
取締役会において正式決定される。

　川崎重工は、上越エネルギーサービス（株）
（新潟県上越市）内で系統連係運転中の「カ
ワサキグリーンガスエンジン発電設備」実証プ
ラントにおいて、１年間の実証運転（累計運転
時間４，０００時間）を完了した。
　「カワサキグリーンガスエンジン」は、世界最
高の発電効率４８．５％、世界最高水準の低
ＮＯｘ排出量１６０ｐｐｍ（Ｏ2＝０％換算）を誇り、
経済性・環境性に優れた画期的なガスエンジ
ンである。
　今回の実証運転では、シリーズ最大機種の

「ＫＧ‐１８グリーンガスエンジン」（発電出力：
７，８００ｋＷ）を用い、上越エネルギーサービス内
でＤＳＳ運転（毎日、朝起動して夜停止する運
転パターン）を基本とした系統連係運転を行なっ
た。その結果、季節変動の中でも世界最高の
発電効率と、低ＮＯｘ排出量を安定して実現し
た。これは、従来の同クラスのガスエンジンと比
較して、燃料費を５％以上削減し、また、ＮＯｘ
についても国内ほぼすべての地域で脱硝装
置が不要となる水準であることを実証したもの
である。

　カワサキプラントシステムズ（以下、Ｋプラント）
は、大阪府枚方市に最新鋭のごみ処理施設（処
理能力２４０ｔ／日（１２０ｔ×２炉））を納入した。
　本施設は、「環境への負荷において世界最
高水準を目指す」というコンセプトの基に、Ｋプ
ラントが自社開発した最新鋭のストーカ式焼却
炉を採用したごみ焼却設備や燃料式灰溶融
設備などで構成されている。また、余熱利用の
発電設備として蒸気タービン１基（発電出力：
４，５００ｋＷ）を備え、発電電力は主に本施設の
稼働電力として使用する。
　このストーカ式焼却炉では、ごみを送る方向
に炎の流れを並行させる炉形状とすることにより、
従来型より少ない空気量でごみを完全燃焼させ、
かつ灰中の未燃成分の発生を抑制できる「カ
ワサキ  並行流ストーカ式焼却炉」、ならびに、
ごみを送り燃焼させる火格子を水冷することで

焼却炉の耐久性を向上させた「カワサキ水冷
火格子」 を、採用している。

　本施設は、ダイオキシン類排出基準、排ガス
規制、排水規制および灰などの溶出規制など

の厳しい基準をす
べてクリアするとと
もに、上記最新技
術によって、一層の
環境負荷低減を
達成した。

　２００８年１２月に引退した０系新幹線の先頭
車両が、西日本旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）か
ら川崎重工に譲渡され、３月１８日、兵庫工場に
帰ってきた。
　この車両は、昨年１２月の“さよなら運転”の際、
新大阪発博多行き「ひかり３４７号」として最後
の運行に使われた車両である。１９８３年に兵
庫工場で製造したものなので、２６年ぶりに“ふ

るさと”に帰ったことになる。先頭車両はＪＲ西
日本・博多総合車両所から搬送用のトレーラで
陸路を博多港に運ばれ、博多港から神戸港に

海上輸送された。
　川崎重工では、貴重な鉄道資料として保存
展示することにしている。

　川崎重工（現（株）ＫＣＭ）は、新型ホイールロー
ダ「ＡＵＴＨＥＮＴ  １３５ＺＶ－２」を新発売した。
　本機は、バケット容量９．７ｍ3の超大型機で、
最新鋭の技術を投入した川崎重工のフラッグシッ
プモデルである。最大出力５３７ｋＷ（７３０ＰＳ）
のＶ型１２気筒・３０リッターエンジンを搭載し、余
裕のある作業能力を実現した。また、今回新た
に、作業効率を向上させて低燃費化を図るエフィ
シェント・ローディング・システム（ＥＬＳ）や、ブレー
キペダルのインチング作動位置を任意に設定

できるインチング・コントロール・システム（ＩＣＳ）を
搭載。さらに、メンテナンス性を向上させる故障
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た。
■主要目

バケット容量：９．７ｍ3

走 行 速 度：０～３０ｋｍ／ｈ
全　　　長：１２．９ｍ

全　　　　幅：車体４．１６ｍ  バケット４．５２ｍ
エンジン排気量：３０リットル
定  格  出  力：５３７ｋＷ（ＮＥＴ）

　川崎造船は神戸工場において、パナマの
ＬＵＡ  ＬＩＮＥ  Ｓ．Ａ．（ルア  ラインエスエイ）向け
５５型ばら積み運搬船「ＫＯＭＡＴＳＵＳＨＩＭＡ  
ＳＴＡＲ（コマツシマ スター）」の命名・進水式を
行なった。
　本船の船型は船首楼付き平甲板型で、５つ
の船倉を有し、穀類、石炭、鉱石、鋼材などの
積載貨物の運搬に適した船倉形状としている。
また、川崎造船が開発した抵抗の少ない滑ら
かな船首形状を採用し、従来船型と比べて燃
料の節約を可能としている。今年６月に引き渡

しの予定。
■主要目

全　　　　長：約１９０ｍ、長さ：１８５ｍ
幅　　　（型）：約３２ｍ
総　ト　ン　数：約３万１，０００ｔ
載貨重量トン数：約５万５，１００ｔ
主　　機　　関：川崎‐ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ

６Ｓ５０ＭＣ‐Ｃ  ＭＫ７×１基
連続最大出力８，２００ｋＷ×１１０
回転／分

お問い合わせ先 株式会社ＫＣＭ  ０７９－４９５－１２１１

大橋忠晴社長と

長谷川　・次期社長（右）。

Trent  XWB イメージ図 IPCモジュール イメージ図
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