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現場を訪ねて

スピードとテクニックを駆使して
ジェットスキー の醍醐味を満喫
２００９ ＪＪＳＢＡ ジェットスキー IN 内海（愛知県南知多町）

新製品・新技術

下水管敷設の“夢の工法”といわれた
塩化ビニール管を用いた
「小口径・長距離・曲線推進工法（ベル工法）」を開発

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

倉吉市打吹玉川（鳥取県）
赤い瓦葺き屋根の商家と
玉川沿いの白壁土蔵群
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●表紙説明●

　輝く太陽の下、水しぶきを上げて疾走するのは川崎
重工のパーソナルウォータークラフト「ジェットスキー※

ＳＴＸ－１５Ｓ」です。「ＳＴＸ－１５Ｓ」は搭載装備を必要
最小限にとどめて軽量化し、走りに徹したレースユーザー
のための最新モデルです。
　ジェットスキーのレースといえば、愛知県知多半島の
先端に近い内海海岸・千鳥ケ浜海水浴場で５月の末、
「２００９  ＪＪＳＢＡ  ジェットスキー  ＩＮ  内海」（主催／日
本ジェットスキー協会）が開かれました。２６年前から行
なわれているジェットスキー愛好者を対象にしたアマチュ
アレースの今年の第一戦で、全国から約２００名が出
場して熱戦を繰り広げました。この大会は今年、第６戦
まで各地の海辺や湖で開かれる予定です。（詳しくは「現
場を訪ねて」（Ｐ．８～１１）をご覧ください）。
※「ジェットスキー」は、川崎重工の登録商標です。

イラストぎじゅつ入門－◯

「Ｋプラント」が設計・施工する
大型で省エネルギーの
高性能セメントプラント
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 川崎重工グループの

“森づくり活動”がスタート

最

前
線カメラル

ポ

　国土のおよそ３分の２を森林が占める世界有
数の緑豊かな国－日本。
　森林は木材の産出だけではなく、水を蓄え、
水質を浄化し、また、土砂災害などを防いでくれ
る。二酸化炭素（ＣＯ2）を吸収するので地球環
境保全には欠かせない。森林浴は病気の予防や
健康増進に効果的という。
　このように、さまざまな恵みを与えてくれる森
林が、高齢化や後継者不足などによって管理が
行き届かず、荒廃が進みつつある。林野庁では
２００７年から「美しい森林づくり推進国民運動」
を展開して、緑豊かな国土を次世代に引き継ご

うと国民に呼びかけている。“環境活動”の一環
として、森の再生を目指す「企業の森づくり」活
動に取り組む企業も増えている。
　こうした中、川崎重工は２００８年末、関係自治
体などと協定を結び、兵庫県多可町の森林約
１４ｈａを「川崎重工  西谷なごみの森」と名づけ、
「企業の森づくり」を進めることになった。その
「第一回森づくり活動」が４月に行なわれ、社員
やその家族たちが植樹や伐採作業に汗を流し
て森づくりを“体感”した。
　その活動をカメラで追うとともに、日本の森
林について林野庁、兵庫県庁などで聞いてみた。

森林の再生を目指す「川崎　重工  西谷なごみの森」（兵庫県多可町）が地域との協働で活動を開始
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公民館では“森の講義”の後、スライドを
用いてこの日の作業内容と注意点が詳し
く説明され、全員が熱心に聞き入った。

多可町長の戸田善規さん。

三々五々、連れ立って
１キロほど先の「川崎
重工  西谷なごみの森」
へ向かう。子供たちの
ヘルメット姿が一層凛々
しい。

森林組合員からヘルメットを
渡され、腰ベルトに剪定ばさ
みと鋸を差し込む。いよいよ
山に入るのだ、という実感が
湧いてくる。

東山古墳群。１６基の
古墳のうち、石室の長
さが１０ｍを超えるもの
が５基あり、その１号墳
は兵庫県で最大級で
ある。

神戸

多可町

兵庫県

　「川崎重工  西谷なごみの森」（以下、
「西谷なごみの森」）の「第一回森づくり
活動」に参加したのは、川崎重工グルー
プの兵庫県内の事業所に所属する社
員とその家族などおよそ８０人。その日の
朝、参加者たちは神戸駅前と西明石駅
前に集合し、それぞれバスに乗って多
可町に向かった。神戸－多可町間は直
線距離で約４５ｋｍ。一行は１０時前に
多可町に到着し、公民館で戸田善規町
長や地元集落の田中隆区長などの歓
迎を受けた。

　戸田町長によると、多可町は総面積
の約８０％が山林（個人所有林と集落
所有林が半々）という“森林の町”だ。
山林のうち人工林が約６０％で、これは
国全体の人工林の割合（約４０％）より
高い。「これまで地元集落の皆さんが熱
心に森づくりをしてきた成果」（戸田町長）
である。しかし、多可町も高齢化などに
伴い、森林の管理が思うように進んでい
ないという。森林の手入れを怠るとどうな
るか。戸田町長は「森が黒くなる」と表
現した。
　「放置された森林に照葉樹などが繁
茂して、見た目に暗い森になります。する
と陽当たりが悪くなり、下草なども生えま
せん。そんな状態で大雨が降ったりする
と、一気水による土砂災害が起こる可能

性があります」と森林管理の大切さを訴
えた。

　これより先の２００８年１２月、川崎重工
は兵庫県、多可町、（社）兵庫県緑化推
進協会と「森づくり活動への取組に関
する協定」を結び、兵庫県多可町八千
代区の森林約１４ｈａを「川崎重工 西谷
なごみの森」と名づけ、「企業の森づくり」
に取り組むことになった。この森林は、人
工林（主にスギとヒノキ）と広葉樹林で
構成されており、昔から人 に々薪や炭な
どをもたらし、地域住民が大切に守って
きた“里山”の一部である。
　この「企業の森づくり」は、「兵庫県が
２００２年度から１０か年計画で進めている、
森の回復と再生を目指す『県民総参加
の森づくりの推進』の一環です。企業が
社会貢献活動として地域・地元自治体
と協働で、所有者に代わって森林管理
に取り組む活動です」（兵庫県・豊かな
森づくり課長の塩谷元宏さん）

　さて公民館では、戸田町長、藤井部
長などの挨拶の後、北はりま森林組合の
山口組合長が「多可町における森林保
全活動の現状」について話された。印
象的だったのは、木材の値下がりと人件
費の高騰、林業従事者の不足、人工林
の間伐の遅れなど森林管理をめぐる厳
しい現状であった。一方で、「林業は典
型的なスロー・インダストリー、長い目で見
つめることが大切」や「植樹は桜の花が
終わる頃までに」など森林管理のプロら
しい指摘もあった。

　最後に、作業内容と注意事項がスラ
イドを用いて説明された。
　主な作業は植樹と除伐。
　植樹は、家族参加組がヤマモミジを
植える。除伐は、増えすぎた常緑樹を切っ
て風通しをよくし、森を明るくする作業だ。
切るのはヒサカキやソヨゴ、アラカシなどで、
コナラやコバノミツバツツジ、マツなどは
残すなどと具体的な説明がなされた。そ
して「山の作業は危険なので、十分に注
意してください」と締めくくられた。
　一行は、森林組合が用意したヘルメッ
トをかぶり、腰ベルトに剪定ばさみや鋸を
装備して森に向かった。

　川崎重工グループは、２００７年５月に
制定した「カワサキグループ・ミッションス
テートメント」で、グループミッション（社会
における使命）として、「世界の人々の
豊かな生活と地球環境の未来に貢献
する“Ｇｌｏｂａｌ  Ｋａｗａｓａｋｉ”」を掲げ、地
球環境保全への貢献を強調している。
　“環境活動”は、「ＣＳＲ（企業の社会
的責任）の視点を超えた、企業としてご
く普通に行なうべき活動」（川崎重工・
藤井貞夫地球環境部長）と捉えている。
当然、「企業の森づくり」活動にも高い
関心を持ち、兵庫県以外の県からのア
プローチもあったが、「川崎重工は兵庫
県内に多くの事業所を有してお世話に
なっており、まずは兵庫県からと考えたの
です」（藤井部長）
　その後折よく兵庫県から声がかかり、
具体的な検討に入った。
　「提案された５か所ほどの候補地から、
川崎重工グループの社員１００～２００人
が入山して活動できる広さ、神戸周辺
からの日帰りの可能性、地域の森林保
存への熱意などを考慮して多可町に決
めました」（藤井部長）
　協定では、川崎重工グループは「西
谷なごみの森」で植樹や下草刈り、間伐
などの森林保全活動を通して社員の環
境教育を行なうとともに、日常的な管理を
兵庫県森林組合連合会に委託し、森
林整備のための資金を提供する。また、
緑の募金を通じた森林ボランティア活動
への支援、さらには、ひょうごエコアクショ
ンポイントモデル事業（県民の地球温暖
化防止活動の促進によるＣＯ２削減への
取り組みとして、森林ボランティアが行な
う植林や間伐活動、また、県民のエコ商品・
サービスの購入などにエコポイントを付与）
の原資支援を行なう、となっている。

　川崎重工では、ここに紹介した「第一
回森づくり活動」に引き続いて４月下旬、
技術開発本部に配属された今年の新
入社員（２４名）による「森づくり研修活動」
を「西谷なごみの森」で実施した。
　新入社員たちは、「多可町における
森林保全活動」の講義を受けて現状と
課題を認識した後、除伐作業による“森
づくり活動”を体験した。

　２００５年に中町、加美町、八千代町が
合併して誕生した多可町（総面積約
１８５ｋｍ２、人口約２万５，０００人）は、周囲
を中国山地に囲まれた中山間地域であ
る。「多可」という地名は「播磨風土記」
によると、どこへ行っても天が低く、腰を
屈めて歩かなければならない大人が、こ
の地では腰を伸ばして歩けるほど天が
高いので、タカノコオリ（「高の郡」か）と
記されるようになり、ここから「多可」の地
名が始まったとされる。
　６世紀末～７世紀中頃に造られた東
山古墳群が地域の歴史の一端を物語っ
ている。横穴式石室を持つ１６基の古墳
で構成された古墳群である。
　田畑は総面積の約８％と少ないが、
酒米「山田錦」の発祥の地として知られ
ている。また、７世紀後半に始まったとい
う和紙「杉原紙」は、江戸時代半ばには

浮世絵などに利用され、現在、宮中の歌
会始の儀向けにも納められている。
　特筆すべきは、「敬老の日」の発祥の
地であること。戦後間もない昭和２２年、
野間谷村（八千代町の前身）の村長が

「としよりの日」を提唱し、村主催の敬老
会を開いた。この篤実な敬老精神が、
昭和４１年制定の「敬老の日」につながっ
たという。

川崎重工グループの
社員・家族約８０人が参加

社会の一員として当然なすべき
“環境活動”

スギ・ヒノキなどの人工林と
広葉樹林で構成

“森の講義”を受け、
剪定ばさみ・鋸を装備して森へ

■新入社員の「森づくり研修活動」も実施

■「多可町」のこと
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Kawasaki News 155　2009/72 3



　家族参加組（５家族）はヤマモミジの植樹に汗を
流した。　石混じりの土に苦労しながら穴を掘った。
「ちゃんと大きく育ってね」。

第一回活動を記念して「川
崎重工  西谷なごみの森」の
入口で、戸田町長や川崎重
工地球環境部・藤井部長ら
がヤマモミジを植樹した。

山と山が連なって
多可町は“森林
の町”である。「手
入れの行き届かな
い森は黒くなりま
す」（戸田町長）。

伐採作業を終えて山を下る。汗びっしょりで疲れたが爽快だ。「また来た
い」と元気な声が杉林を渡っていった。

森林組合によるスギ伐採のデモンストレーション。ゆっくり倒れるスギの木に歓声があがる。

広葉樹林の繁茂した樹木を伐採し、枝を
落としてから一か所に集める。慣れない作
業に体がきしみ、汗が吹き出す。
枝落とし作業も真剣。この日は真夏のよう
な気温で、とにかく暑かった。
伐採は次 と々進み、森はみるみるうちに明
るく、風通しがよくなった。
作業の後はご覧のとおり。伐採した木の幹
や枝などが立木を利用してきちんと整理し
て積み上げられた。

　「西谷なごみの森」の入口（西谷公園）
で戸田町長などがヤマモミジを記念植
樹した後、参加者全員で記念撮影。桜
が満開の時期で、華やかな花吹雪の中
での記念植樹となった。この日、公園で
は地域の人たちが花見の最中で、参加
者たちは昼食を摂りながら地域の人た
ちと交流した。
　植樹と除伐の場所に移動する前に、
森林組合によるスギの伐採のデモンスト
レーションが行なわれた。根元の直径３０
～４０ｃｍのスギが切り倒されるのを間近
に見るのは珍しく、参加者たちから大き
な歓声が上がった。

　植樹は５家族が、西谷公園近くの林
道沿いにヤマモミジを植えた。石混じり
の地面を苦労して掘り、ヤマモミジの苗
木を植えた後、鹿除けのネットを張った。
植樹に汗を流した子供たちは「ちゃんと
大きく育ってほしい」と言い、親たちは「木
を植えるというのは、それだけで気持ち
いいことなんですね。成長の様子を毎年
見に来たいです」と笑顔で話した。

　除伐作業は６班に分かれ、３０分ほど
尾根沿いに山を登った広葉樹林で行なっ
た。除伐は「何年か先の山をイメージし、
さまざまな生物の住める豊かな森にする
ため、増えすぎた常緑樹などを伐採する」
（森林組合）のだという。
　参加者たちは森林組合員の指導の
もと、繁茂した木 を々切り倒した。枝を払い、

幹や太い枝は適宜の長さに切りそろえる。
切った枝を整理して立木や切り株に掛け、
木の幹や重い枝で上から押さえて安定さ
せた。６班による６区画（１区画は２０ｍ×
２０ｍ）の除伐作業は１時間ほどで終わった。
　この日は快晴、夏を思わせる高温で
全員が汗だくだった。しかし、「疲れたけ
ど楽しかったし、気持ちいい汗」と元気
な声が相次いだ。
　「山って爽快、また来たい」－この
言葉が、参加者全員の気持ちを代弁し
ているようだった。
　「少なくとも年２回、春秋に社員参加
の『森づくり活動』を企画したいと考え
ています」（藤井部長）

●
　「森が黒くなるのも気がかりですが、そ
れよりも、地域住民も含めて山に関心が
薄くなっていることのほうが心配。『企業
の森づくり』制度により、こうして多くの方
が森に入って活動してくださるのはあり
がたいことです。『土の人（地元住民）
は風の人（都市住民）に起こされ、風の
人は土の人に癒される』という言葉があ
りますが、こうした活動で土の人が森を
再認識し、また、風の人との交流が深ま
ることを願っております。川崎重工グルー
プの『風の人』には森に大いに関心を
持ち、いつでも森に来ていただきたい。
大歓迎です」（戸田町長）

　わが国の国土面積約３，７７９万ｈａの
うち、２，５１０万ｈａが森林（約６６％）である。
ちなみに、兵庫県の場合、県域に占める
森林の割合は約６７％で、奇しくも国全
体の割合とほぼ同じとなっている。
　熱帯雨林の伐採などで世界的に森
林の減少が進んでいるが、わが国の森
林面積は昭和４０年代初めと比べても
横ばい状態で減ってはいない。これは、
伐採したら植えるという森林整備が適
切に行なわれてきたからである。
　ところで、わが国の森林の約４０％は
人工林（スギ、ヒノキなど）で、その人工林
の約６０％が間伐が必要な時期を迎え
ている。２００７～２０１２年の６年間に間伐
しなければならない人工林は約３３０万ｈａ
で、年平均約５５万ｈａ。しかし、これまで
の実績は年約３５万ｈａで、約２０万ｈａの
上積みが必要だ。このため林野庁では、
作業の集約化や高性能林業機械の整
備などに取り組んでいる。

　一方で、民有林（国の森林の約７０％）
のうち、保有山林面積が５ｈａ未満の小
規模経営林家が約７５％を占め、さらに
は私有林の約２５％は不在村者が所有
しているなど、森林管理を考える上で心
もとない数字が並んでいる。何よりも、採
算が合わないなどの理由による林業関
係者の意欲の低下が最も憂慮されると
ころだ。
　これに対して、“国民共通の財産”と
もいうべき森林を守ろうと、近年、ボランティ
ア活動などが活発化しているのは明る
い話題といえる。「企業の森づくり」も各
地でさまざまな形で進められており、兵庫
県では川崎重工グループを含めて９件
が進行中である。
　林野庁では、森のための４つのアクショ
ンとして「森にふれよう」「木をつかおう」
「森をささえよう」「森と暮らそう」を提唱
している。

石混じりの地面を掘って
ヤマモミジを植樹

「年２回はこうした社員活動を
企画します」

■日本の森林
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　各原料を所要の化学成分割合になるように混合、
乾燥・粉砕して粉状の原料をつくる。この工程では、
原料をパウダー状になるまですりつぶす「原料粉砕
機」（原料ミル）が重要な装置である。

●原料粉砕機（ＣＫ型ローラミル）
ローラと粉砕機底部の回転テーブルとの間に原料をかみ込
ませてすりつぶす。微粉砕性に優れたローラ形状を採用し、ま
た、粉の粒度を自由に調整できる分級機構を装備することで
高品質な原料粉砕ができる。
長年の間に培った独自のノウハウを駆使してローラおよびテー
ブルを磨耗しにくい形状とし、しかも磨耗に強い材料を使用し
ているため寿命が長く、長期間安定した運転が可能。低振動、
低騒音の運転で、省電力効果の高い粉砕機である。

■お断り
①セメントはその用途や混合材料の違いなどでいくつ
もの種類に分けられるが、イラストは最も一般的な
「普通ポルトランドセメント」の製造プラントをモデ
ルにしている。

②近年の先進国では廃棄物問題の解決の一助にと、
原料の一部に都市ごみ焼却灰や石炭灰、高炉ス
ラグ（製鉄の副産物）などさまざまな廃棄物などを
用いてつくるセメント（エコセメントと呼ばれている）
もあるが、イラストは一般的な「普通ポルトランドセ
メント」の製造工程である。

ロータリーキルン（回転窯）
横長の円筒型の回転窯で、水平に対してわずかに勾
配を付けて設置されている。ゆるやかに回転させながら、
上方からプレヒータで約９００℃に予熱された原料を供
給し、出口側に設けた燃焼装置（燃料は石炭・天然ガス・
重油など）から燃焼ガスを送る。窯の中の最高温度は
１，４５０℃に達し、原料が焼成されて化学反応を起こす。

エア・クエンチング・クーラ（ＡＱＣ）
高温の焼成物に冷風を送り、急冷（大気温度
＋約６５℃）してクリンカにする。高温の焼成物を
冷やして温度の上がった空気は、ロータリーキル
ンや予熱装置に送って再利用するので燃料を
節約でき、省エネルギーにつながる。

予熱装置（サスペンションプレヒータ）
イラストのように、ロータリーキルン（回転窯）からの排熱を利用する予熱装置
（サスペンションプレヒータ）には、予熱器（サイクロン）が縦に５段並んでいる。
各予熱器の中を排熱は上段へ、最上段に供給されたセメント原料は下段へ
渦巻き状に移動しながら予熱されるので、予熱器はサイクロンと呼ばれている。
イラストのモデルは、最下段部に仮焼炉（ＲＳＰ助燃炉）があるニュー・サスペ
ンション・プレヒータ（ＮＳＰ）である。
原料は最上段（約５０℃）から下段に移動するにつれて加熱され、ロータリー
キルンの入口では約９００℃になる。

●セメント粉砕機（仕上ミル）〈カワサキ仕上粉砕システム〉
横型のミル（チューブミル）。鋳鋼製ボールを入れた回転円筒体にクリンカを送入
して、ボールによる摩擦と衝撃で微粉砕する。ボールに高い微粉砕性能が得られ
る動きを与えるように設計された自社開発のＫＵＣライナの採用により、粉砕効率
が高く電力消費量は少ない。
この高性能チューブミルと、微粉砕したセメントの分級性能がきわめて高いセパレー
タを組み合わせたのが、カワサキ仕上粉砕システムである。
この他に、ローラミルを予粉砕（粗砕）に適用したＣＫＰ型ローラミルとチューブミルと
の組み合せでセメントを粉砕するシステムが省エネルギー対策として注目されている。

カンファセメントプラント（クリンカ  6,000ｔ／日） 
ヴェトナム  2008年

ケレテセメントプラント（クリンカ  3,000ｔ／日）
トルクメニスタン  2005年

ラファージュセメントプラント（クリンカ  2,300ｔ／日×2）
モロッコ  右1号：2004年、左2号：2009年

パーアンセメントプラント（クリンカ  4,000ｔ／日）
MEC  2002年

原料採石・破砕

原料ストレージヤード

■原料粉砕工程

　セメント製造プロセスの心臓部。まず、パウダー状の原料を「予熱
装置」（サスペンションプレヒータ、高さが７０～１００ｍ超のタワー状で、
現在のセメントプラントの象徴的な装置）で、９００℃位まで加熱する。
これを、「ロータリーキルン」（回転窯、太いパイプ（プラントの生産能
力によって異なるが直径４～５ｍ超、長さ７０～１００ｍ）を横にした装置）
で、最高温度１，４５０℃で焼成する。高温で焼くことで原料が化学反
応を起こし、水を混ぜると固まる性質に変化する。
　焼成後、一気に冷やすことにより、クリンカと呼ばれるセメントの中
間製品となる。

■焼成工程

　クリンカに、セメントの凝固を遅らせる役割を持つ石膏を加え、
「セメント粉砕機」（仕上ミル）で微粉にするとセメントが完成する。

■仕上工程

原料（入粉） 原料
（精粉）

原料（戻粉）

熱ガス

●焼成（ＮＳＰ方式セメント焼成装置）

原
料

燃
料
燃
料
燃
料

ガ
ス

ガス

原料

投
入
原
料

冷気

投入原料
ガス

ガス 予熱原料

クリンカ
＋石膏

冷風

排気

セメント
（粉砕品）

クリンカサイロ

セメントの中間製品「クリンカ」

袋詰セメント

出荷

バルクセメント車

燃料

　高層ビル・住宅、橋梁、高速道路、ダム・・・・日
常生活で目にするコンクリートの活用例を挙
げれば切りがないが、そのコンクリートは、セメ
ントと水と骨材（砂と砂利）を練り混ぜて固め
たものだ。型枠で自由な形を作ることができ、
火や圧力などに強くて丈夫な"人工の石"である。
　コンクリートの主要な材料がセメントである。
石灰石などを砕いて、焼いて、再び砕いて粉に
したもので、水を混ぜると固まる性質がある。
　セメントの原料の割合は主原料の石灰石が
７０～８０％を占め、粘土、けい石、鉄原料などの
副原料が合わせて２０～３０％となっている。こ
れらの原料を用い、イラストのように粉砕→焼
成→仕上という工程でセメントを製造するの
がセメントプラントである。

イラストぎじゅつ入門―75

石灰石などを原料に
粉砕→焼成→仕上の工程で製造

　川崎重工グループの総合エンジニアリング
企業である、カワサキプラントシステムズ（株）
（以下Ｋプラント）はセメント製造の主要設備を
８０年にわたり、国内外に納入している。さらに、
Ｋプラントは、その主要設備を核として、大型で
省エネルギー高性能セメントプラントを世界の
国々向けに設計・供給しており、その納入実績
は主なものだけでも６０プラントに及んでいる。
　Ｋプラントの強みは、セメント製造の主要な
設備で、しかもセメント品質や省エネルギーに
重要な関わりを持つ原料粉砕設備、焼成設備
及びセメント粉砕設備を自社技術として保有
すると同時に、セメントプラント全体のフィージ
ビリティスタディー（予備調査）、プロセス・電装・
土建設計、製作、調達、据付、試運転、トレーニ
ングおよびアフターサービスに至るまで、一貫
した高度な総合エンジニアリング力を有して
いることである。

世界に広がる
｢Ｋプラント｣の設計・施工実績

■Ｋプラントの最近の納入例
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名古屋

愛知県

南知多町
内海

知
多
半
島

２００９  ＪＪＳＢＡ  ジェットスキー  ＩＮ  内海（愛　知県南知多町）
R

現 場 を 訪 ね て
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マークブイをターン。 飛び魚と化すマシン。 手に汗握るデッドヒート。

出場選手は全国から。色とりどりのテントに
自慢のジェットスキーがずらりと並ぶ。

喜びの表彰式。ファミリーで参加した選手が多く、「ＷＯＭＥＮ」クラスの表彰台はご覧のとおり（左）。
男性も赤ちゃんを抱いて表彰台へ上り、喜びを爆発させていた。

ジェットスキーはチームスポーツでもある。マシン
の移動もチーム一丸での作業となる。

この塔でスタートの合図を出し、また、ゴールとなる。
チェッカーフラッグを受けてゴール！

今年で２０年連続出場
の偉業を果たしたベテ
ランの鈴木正貢さん。
鈴木さんがリーダーのス
ナッパー・レーシングチー
ムのメンバーも健闘した。

こうたりともよし

ラ ン ナ バ ウ ト

まさつぐ

もとい

※

　ライダーとジェットスキー（マシン）が、ホ
ルダー（マシンをホールドし、スタートをサ
ポートする）とともにスタートラインに並ぶ。
「エンジンスタート」の合図で、一斉にエ
ンジンがかかる。波音を打ち消すエンジ
ン音。噴射する水しぶき。「スタート」
－エンジンを目一杯ふかしたマシンが、
われ先にスタートラインを飛び出す。
　波に乗り、波を越えて疾走するマシン。
マシンと一体となったライダーは、海面に
設置されたマークブイを巧みに回りなが
ら旋回し、スピードと旋回テクニックを競う。
　直線部の爽快なスピード、マークブイ
を回る際の豪快な波しぶき、飛び魚のよ
うに海面上を飛ぶマシン－レースは、
女性場内アナウンサーの実況で一層盛
り上がり、浜辺で声援を送る仲間たちも
興奮していく。出場者は北海道から九
州までの全国から集まったジェットスキー
の愛好者約２００名だ。
※パーソナルウォータークラフト「ジェットスキー」は、川崎重工
が開発した高速水上滑走艇で、エンジンでジェットポンプを
駆動し、発生したウォータージェットを推進力として疾走する。
昨今、エキサイティングな水辺のスポーツの一つとなっている。

　５月３０日（土）・３１日（日）。
　ＪＪＳＢＡシリーズの第１戦が、愛知県
知多半島の先端に近い内海海岸・千
鳥ケ浜海水浴場で開かれた。
　この大会は、ＪＪＳＢＡ（ＪＡＰＡＮ ＪＥＴＳＫＩ  
ＢＯＡＴＩＮＧ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ：日本
ジェットスキー協会）が２６年前から主催
している、ジェットスキーのアマチュアレー
スである。ＪＪＳＢＡの神足朝吉会長（（株）
カワサキモータースジャパン営業統括部
ジェットスキー営業部長）はこう話す。
　「ジェットスキーの愛好者に楽しむ場
を提供するレースで、日頃磨いたテクニッ
クを、思いっきり発揮してもらいます。同
時に、安全運転の啓発の場でもあり、ルー
ルやマナーの徹底を図っています。大会
のモットーは“明るく・楽しく・安全に”です」
　マシンは、走行前と後に大会本部の
厳しいチェックを受ける。また、出場する
ライダーは専用の特殊小型船舶操縦士
免許が必要で、全ライダーが参加する
練習走行で走行に異常がないことや、ラ
イフジャケット、ヘルメットなど装備面も厳
しく点検される。
　「ジェットスキーは、ルールを守って
乗れば極めて安全な乗り物なのです」
（神足会長）

　さて、レースは順調に消化していき、決
勝に入ると会場はますますヒートアップ。
３１日の午後は少し風が出て、高めの波
の中での決勝レースとなった。波のためか、
マークブイを旋回する際、落水するマシ
ンが少なからず出た。すかさず場内アナ
ウンサーが叫ぶ。「ゼッケン３５、イン２５
（マークブイ番号）で落水か、落水です。
ゼッケン１８が前に、トップに出た。続くゼッ
ケン５、激しく迫っている！」
　－こんな調子で、午後４時過ぎ、全
レースが終わった。

　続いて行なわれた表彰式では、各ク
ラスの入賞者が次 に々登壇。神足会長
らから盾や記念品などが送られ、仲間と
ともに喜びを爆発させていた。
　「いつものように多くのサポーター、地
元の観光協会や漁業組合などの協力
を得て盛り上がり、無事に終了しました。
ご協力に感謝します」（神足会長）

●
　２００９年レーススケジュールは猪苗代
湖（福島県、６月２１日）から、かみうら（愛
媛県、７月１９日）、千里浜（石川県、８月２２
～２３日）、三国（福井県、９月２１～２２日）、
南あわじ（兵庫県、１０月２４～２５日）と第
６戦まで熱戦が続く。
　ライダーたちの夏はますます熱くなる。

　レースクラスは、「ＳＫＩ」「ＷＯＭＥＮ」
「Ｘ－２」「ＲＵＮＡＢＯＵＴ」などのマシン
カテゴリーと技量に応じたＡ級（上級）と
Ｂ級（初級～中級）とＮ級（初級）がある。
また、マシンの改造も３クラスあり、さらに、
予選、敗者復活戦、準決勝、決勝とある
ため、今大会の全ヒート（レース）数は５７
にのぼった。
　「レースを楽しんでもらうのが最大の目
的なので、予選で落ちても敗者復活戦
があるというように、１人でも多くの人が１つ
でも多くのレースに出られるように配慮し
ています」（ＪＪＳＢＡの友光  基・顧問）
　ライダーの一人、鈴木正貢さんは地元

のジェットスキー・ショップのオーナーで、
スナッパー・レーシングチームのリーダー。
自身、２０年連続の出場歴を誇り、過去に
は２位・３位入賞の実績がある。今大会
では「Ｂ ＳＫＩ ＳＴＫ」クラス（ジェットス
キーの原点である１人立ち乗りモデル
「８００ＳＸ－Ｒ」のノーマルエンジン）クラ
スに出場。予選（３位）、準決勝（４位）は
順調に通過したが、決勝は残念ながら
上位入賞を逸した。
　「ジェットスキーは最初は難しかったけ
ど、練習を重ねるにつれて楽しさが分かっ
てきて、後は夢中です。何といっても、水
上を自由自在に疾走する爽快感は例
えようのない快感です。それに、年齢に
関係なく楽しめるのも素晴らしいことです」
（鈴木正貢さん）
　この大会には「Ｍ（マスターズ）クラス」
もあり、４０歳以上のライダーが、溌剌とレー
スに挑戦していた。

ＪＪＳＢＡシリーズ・第１戦（千鳥ケ浜海水浴場）に約２００名が出場して熱戦を展開

ジェットスキー の愛好者が

全国から集結

“明るく・楽しく・安全に”が

モットー

例えようのない

水上を自由に疾走する爽快感

全国で全６戦－

ライダーたちの熱い夏が続く

現 場 を 訪 ね て
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商家の軒の出桁を支える海老状に曲がっ
た腕木には彫刻が施されている。

歴史を偲ばせる本町通りの伝建保存地区の一角。真夏の陽差しが厳しく、暑い。

石州桟瓦葺きの赤い屋根が連なる打吹玉川地区。真向かいの山が打吹山である。

桑田醤油醸造場の主屋の“通り庭”。店先から荷物
などを持って蔵のある中庭に抜けられる。
同主屋の畳廊下。地元の大工を京都で修業させて
から建築したと伝えられている純京風建築の贅沢な
造りを示す一例である。
桑田醤油醸造場の外観。右手奥が主屋。

赤瓦１号館（醤油仕込蔵）の天井は、和小屋造りという伝統的な
様式で組まれている。

こうした木彫りの“福の
神にあえる街”でもある。
写真はさすり大黒。

玉川沿い（通称、川端）の白壁土蔵群。木戸口に架け
られたゆるやかな反りを持つ一枚石の石橋が、独特の
景観に一層の風情を添えている。

　暑い夏。
　倉吉市の打吹玉川地区（平成１０年に国の重
要伝統的建造物群保存地区〈以下、伝建保存
地区〉に選定）を歩いた。風のない日で熱気がねっ
とりと身体を包み、汗が吹き出す。垣根を彩る朝顔
の花を揺らす微風さえなく、玉川を涼やかに泳ぐ錦
鯉が羨ましくなるほどだ。
　倉吉市のランドマークといえる打吹山（標高
２０４ｍ）の北麓に広がる市街地の一部が打吹玉
川地区である。市街地は天正年間（１５７３～１５９２
年）、打吹山に築かれた城の城下町が原型になっ
たとされる。江戸時代には鳥取藩家老、荒尾氏が
治める陣屋町として整備されて発展し、木綿や脱
穀道具などを扱う商業の町として繁栄した。繁栄
は明治から大正時代にかけてまで続いたという。

●
　その中心が、東西に長い市街地を貫く本町通
りである。両側に建ち並ぶ商家と、商家の裏側を
流れる玉川沿い（通称、川端）の土蔵群に往時の
面影が強く残っている。
　伝建保存地区の商家は、間口より奥行きが深
い短冊型の敷地に、主屋や付属屋、中庭、土蔵
などが配置されている。主屋は店舗併用住宅で
２階建てが多く、軒の出桁を海老状に曲がった腕
木で支えているのが特徴だ。腕木に施されたさま
ざまな彫刻が、往時の繁栄をしのばせている。
　土蔵は、外壁の腰回りが杉焼き板の縦目張り
で上方が漆喰壁。土蔵の木戸口には、ゆるやかな
反りのある一枚石の石橋が架けられており、一層
の風情を醸し出している。

　商家の主屋も土蔵も、屋根の瓦が赤系統の石
州桟瓦で葺かれており、赤い瓦葺き屋根の連なり
が夏の陽に映えていた。

●
　明治９年（１８７６年）の創業という桑田醤油醸
造場にお邪魔した。
　主屋は連続する３棟の建物から成り、このうち東
側の１棟は大正４年（１９１５年）の建築とされている。
しかも、地元の大工を京都に派遣し、修業させて
から建築したと伝えられる純京風建築の商家だ。
万事に贅を尽くした造りで、幅１間ほどの“通り庭”
が設けられている。店先から中庭に抜けられる通
路で、蔵などとの荷物の往来に利用されている。
　微かに醤油の香りが漂うその“通り庭”を、一瞬、
爽やかな微風が吹き抜けた。汗が少し引いた。

●
　伝建保存地区内の古い蔵などを改装してみや
げ物などを売る店を赤瓦といい、およそ１０館ある。
その１号館は、大正時代に建てられた醤油の巨大
な仕込み蔵を改造したものとか。屋根を支える構
造が、天井の梁と束柱（短い柱）を格子状に組み
合わせた五重構造の和小屋造りで組まれている。
日本の伝統様式が生かされたみごとな一例である。
　この街は“福の神にあえる街”でもある。という
のも、４０店近くの店頭に木彫りの弁財天や大黒
天などの像が安置されており、像をさすると幸運に
恵まれるというのだ。京都で修業した仏師たちの
創作だという。
　歴史をしのばせる建物を巡りながら、“福の神”
のご利益にあやかってみるのも一興である。

つかばしら

う つ   ぶ き

（鳥取県）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○22

倉吉
島根県

鳥取県
鳥取

兵庫県
岡山県

倉吉市

赤い瓦葺き屋根の商家と玉川 沿いの白壁土蔵群
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●今回開発した推進工法の概念図

掘進機 塩化ビニール管

到着立坑 発進立坑

掘り進む 押す

油圧ジャッキ

“爪”

川崎重工が開発したインナー装置。塩化ビニール管の内部にセットされ、
元押しジャッキからの推力を伝えて管を押していく。

塩化ビニール管の内部にセットされたインナー装置。管の耐荷力以下の長さ
で分割した分割点を“爪”（管にかかる突起）で押していく。

発進部の立坑（地表から縦に掘った作業用の穴）。ここから、掘進機が掘
り進むトンネルに塩化ビニール管を押し入れていく。

到達部の立坑で到達した掘進機を回収している場面。実証実験では、直線
１５０ｍの長距離推進で到達精度の誤差は数ｍｍだった。

川崎重工が開発した、高性能小型ジャイロ
搭載の超小型自走式計測ロボット。この計
測ロボットの開発が正確な長距離・曲線推
進を実現した。
実証実験に先立って行なわれた地上実験
風景。

“爪”

　わが国の下水道普及率は約７２％
（２００８年３月末現在）だが、人口５万人
未満の中小都市では４０％に達しておら
ず、整備の中心が中小都市へ移りつつ
ある。そして、人口密度が低い中小都
市の下水管は、大都市より小口径のもの
が多く距離も長くなる。
　一方で近年、全国で下水管損傷によ
る道路の陥没事故が多発しており、国土
交通省によると、２００７年には約４，４００件
に及んでいる。これは、コンクリート製の下
水管が、敷設後３０年程度を経て腐食し
たためである。同省によると、緊急点検の
必要がある敷設して３０年以上経過した
下水管は、全国で延べ５，０１５ｋｍもあると
いう。下水管の交換には新設の数倍の
費用がかかるとされている。
　こうしたことから近年、腐食せず、地
震にも強い塩化ビニール管の利用が増
えている。

　一般的に、下水管の敷設は、道路を
掘って埋設する開削工事で行なわれるが、
この方法では交通制限などの問題が生
じる。そこで、道路を掘らず、発進部と到
達部に立坑（地表から縦に掘った作業
用の穴）を設け、小型のトンネル掘進機
で地下を水平に掘り、下水管を押し入
れる「推進工法」が用いられている。ただ、
塩化ビニール管は短距離の推進工事
は行なえるが、長距離（１００ｍ以上）で

はコンクリート管を使用せざるをえない。
　というのも、塩化ビニール管は後ろから
押す力に弱い（同じ口径では耐荷力が
コンクリートの約５分の１）からだ。後ろか
らの力が耐荷力を超えると、管がつぶれ
てしまう。といって、短い距離で立坑を設
置すると、交通渋滞や振動・騒音の緩
和にならず、推進工法を採用するメリット
がなくなる。

　開発テーマの２つ目は「長距離・曲線
推進工法用機器の開発」である。
　日本の道路は曲がりくねっていること
が多く、長距離推進工事では下水管路
が曲線となることが多くなる。
　ベル工法では、川崎重工が高性能ジャ
イロを搭載した超小型自走式計測ロボッ
トを開発した。この新型測量ロボット（制
御システムおよび測量システムも川崎重
工が開発）は、インナー装置内を自走し
ながら、トンネル掘進機の進路を高精度
で測量し、トンネル掘進機の進路を正確
に導いていく。そのため、曲線部（半径
６０ｍ以上）も正確に施工できる。
　この実証試験（２００９年３月）では、
１５０ｍのＳ字曲線を設計通りに敷設でき
た。ビニール管による「長距離推進」に、
「曲線推進」が加わることは“夢のさらに
夢“とされていた工法である。
　これにより、磁力線による測量が困難

になる深さ（一般的に６ｍ以上）や、既設
埋設管との併走、あるいは河川・水路横
断部などの施工も高精度な測量を行な
うことができる。
　「ベル工法」は、ポリエチレン管やＦＲＰ
（ガラス繊維強化プラスチック）管などに
も適用できるので、下水管の敷設だけで
はなく、電力やガス、水道および農業用

水など幅広い用途に用いることが可能
である（特許申請中）。
　２００９年５月に（株）エム・シー・エル・コー
ポレーションが中心となりベル工法協会
を設立し、川崎重工も主会員としてベル
工法を技術面でサポートしている。

　（株）エム・シー・エル・コーポレーションは、
ＮＥＤＯ（独立行政法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構）の助成事業
（助成期間は２００７年９月～２００９年３月）
として、この課題の克服に取り組んだ。
　そして開発したのが、ベル（ＶＥＬ：
Ｖｉｎｙｌ  Ｃｈｌｏｒｉｄｅ  Ｐｉｐｅ  Ｅｃｏ  Ｆｒｉｅｎｄｌｙ
Ｌｏｎｇ  Ｔｕｎｎｅｌ）工法と呼ぶ、塩化ビニー
ル管を用いた「小口径・長距離・曲線推
進工法」である。
　川崎重工は、ベル工法の開発に参画
し、主要機器・装置を開発するとともに
開発技術を立証し、また、全般的な技
術面のサポートを行なった。

　この助成事業の開発テーマは２つあり、
１つは「長距離・直線推進工法用機器
の開発」である。
　推進工事では、掘ったトンネルに塩化
ビニール管を継ぎ足しながら押し込んで
いくが、長さが増すにつれてトンネル面と
の周辺摩擦抵抗力が増大し、限られた
長さしか押し込められない。それ以上の
長さになると、許容耐荷力を超えるため
管がつぶれてしまうのだ。
　ベル工法は、標準仕様で長さ１．３３ｍ
の塩化ビニール管を継ぎ足しながら押し
込んでいく。この点は従来と同じだが、ポ
イントは、トンネル面との周辺摩擦抵抗力
が、管がつぶれるレベルに達する前（耐
荷力以下）の長さで管を分割することだ。
分割した管を、元押しジャッキ装置から
の推力を伝えるインナー装置（川崎重工
が開発）の“爪”でそれぞれ押していく
のである。
　２００８年５月に行なった実証実験では、
口径３００ｍｍの塩化ビニール管を用い、
直線で１５０ｍの長距離推進に成功した。
到達精度の誤差は数ｍｍ。“夢の工法”
に世界で初めて成功したのである。ベ
ル工法協会では、鋼材で製作されたイン
ナー装置の耐荷力の限界まで推進距
離を伸ばすことができるので、最大２５０ｍ
の推進工事が可能としている。
　塩化ビニール管はコンクリート管に比
べて管厚が薄く、トンネルの掘削断面が
小さくて済むので掘削残土が減少する。
また、工期も短縮できるなどのメリットが
ある。

新 製 品 ・ 新 技 術

コンクリート製下水管は
３０年程度で老朽化

腐食に強いが後ろから押す力に弱い
塩化ビニール管 “夢の夢”だった

「長距離・曲線推進」工法

川崎重工が
主要機器・装置を開発

実証実験で
直線１５０ｍの推進工事に成功

川崎重工と（株）エム・シー・エル・コーポレーションが、塩化ビニール管を用いた
「小口径・長距離・曲線推進工法（ベル工法）」を開発
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国立極地研究所に縦軸型風力発電装置を納入

シンガポール・ＬＴＡ（陸運庁）から
地下鉄電車を受注

世界初、舶用電子制御ディーゼル機関での過給機カット運転を実用化

福岡放送向けの「川崎式ＢＫ１１７－Ｃ２型報道ヘリコプター」を納入

北海道ガス向けに国内最大級の地上式ＬＮＧタンクを受注

川崎造船が新造船を相次いで引き渡し

洋上プラットフォーム向けガスタービン発電設備を初受注

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

　川崎重工グループの日本飛行機（株）は、情
報・システム研究機構国立極地研究所（以下、
極地研）に、出力２０ｋＷの縦軸型風力発電装
置を納入した。
　本装置は自社開発で、商用としては初めて
の納入となった。日本飛行機は極地研から
２００８年１０月に受注し、秋田県にかほ市の仁
賀保高原風力発電所に隣接する市有地に建
設した。今後はここで極地研により、南極昭和
基地での環境保全および化石燃料消費量削
減を目的とした自然エネルギー利用の一環とし
て、同基地への設置に向けた試験が行なわれ
る予定である。

　縦軸型風力発電装置は、日本飛行機が航
空機メーカーとして培ってきた設計製造技術を
活かして開発した小型の風力発電装置である。
受風面を風上に向ける必要がなく、風向変動
による効率低下がない、機構が単純で信頼性
が高い、発電部が低い位置にあるので保守が
容易、翼端速度が低いため騒音が少ない、な
どの特長があり、ビルなど建物の屋上や公園、
駐車場、港湾など都市部での設置に適している。

　川崎重工は、Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｈｅａｖｙ  Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ
（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ）Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．（以下「ＫＨＩ－ＳＩＮ」）
および中国の南車青島四方機車車両股　有
限公司（以下「南車四方」）と共同で、シンガポー
ルのＬａｎｄ  Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ  Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ（以下「ＬＴＡ」、
陸運庁）から、アルミ車体の地下鉄電車１３２両
（６両×２２編成）を受注した。本案件では、川
崎重工がプロジェクト全体の統括、設計、台車
や主要機器の供給を行ない、南車四方が完
成車両の製作と工場試験、ＫＨＩ－ＳＩＮが車
両の基地搬入や納入整備、現地試験を担当し、

２０１１年から２０１２年にかけて順次、納入の予定。
　川崎重工は、ＬＴＡにはこれまで合わせて５２２
両の地下鉄電車の納入実績がある。今回の
受注は、川崎重工の契約履行能力、納入車

両の品質・良好な運行実績、ならびに本入札
で提案した技術・価格が総合的に高く評価さ
れたものである。

　川崎重工は、温室効果ガス（ＣＯ2など）の削
減や、昨今の燃料油価格の変動に応える技
術として、世界で初めて舶用電子制御ディーゼ
ル機関において過給機※１カット運転を実現す
るシステムを実用化した。
　本システムは、３台以上の過給機を装備する
主機関で部分負荷運転を行なう場合、１台の
過給機を作動させないことにより、掃気圧、空
気圧縮圧、燃焼最高圧を上昇させ、熱効率の
向上を図って燃費を低減する運転を実現する

ものである。２００８年末に、「川崎－ＭＡＮ Ｂ＆Ｗ  
１２Ｋ９８ＭＥ型主機関」の陸上運転において
本システムの試験運転を行ない、最大約４％の
燃費低減を実証した。なお、本システムの初号
機は、２００８年度末就航の川崎汽船向け
「８０００ＴＥＵ※２コンテナ船」の主機関に搭載さ
れた。
※１：エンジンに空気を圧縮して強制的に送り込む装置。
※２：コンテナ船の積載能力を示す単位で、１ＴＥＵは２０フィート
コンテナ１個分。

　川崎重工は、福岡放送向けとなる最新鋭の
「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」を、ユー
ロコプタージャパン（株）に納入した。本機は、
「Ｃ－２型」のテレビ局向け「報道ヘリ」としては
初めての納入で、ユーロコプタージャパンＴ＆Ｅ
社にて報道機器を取り付けた後、機体運航を
担当する西日本空輸（株）に引き渡された。
　「川崎式ＢＫ１１７ヘリコプター」は、川崎重工
が欧州のＭＢＢ社（メッサーシュミット・ベルコウ・
ブロウム社、現ＥＣＤ社：ユーロコプタードイツ社）
と共同開発したもので、物資・人員輸送、消防・
防災・警察、ドクターヘリ（救急救命）など多用
途に活用されている中型双発機である。優れ
た安全性・操縦性、コンパクトな機体形状、担
架などの長尺物の搬出入に適した機体後部
の大型の観音開きドアなどが特長で、すでに国
内で約１４０機、全世界で６００機以上の販売実
績を誇るベストセラー機である。
　「Ｃ－２型」は、従来型の特長を生かしながら
キャビンスペースの約３０％拡大、航続距離の

約３０％向上、騒音の低減などが図られており、
多様な報道器材の搭載、取材範囲の拡大、環

境への配慮が求められる「報道ヘリ」に最適
なヘリコプターである。

　川崎重工は、東京ガス・エンジニアリング（株）
から、北海道ガス石狩ＬＮＧ基地向けのＬＮＧ
タンク建設工事を受注した。本基地は２００８年
８月に地盤改良に着手しており、２０１２年に運
用開始の予定。
　受注したＬＮＧタンクは、地上プレストレストコ

ンクリート（ＰＣ：予め圧縮応力を高めたコンクリー
ト）外槽式ＬＮＧタンク（内槽内径：約８０ｍ、貯
槽高さ：約５５ｍ、内槽設計温度：マイナス１６２℃、
容量：１８万ＫＬ）で、地上式ＬＮＧタンクとしては
国内最大級である。石狩ＬＮＧ基地は石狩市
の新港に位置し、北海道初の大型外航船の

入出港が可能なＬＮＧ（液化天然ガス）受入
基地だ。本基地は、ＬＮＧの受入・貯蔵・気化・
払出しに関する業務を行ない、道内への天然
ガス供給を行なう。

　川崎造船は、ＫＡＷ１６０１ ＳＨＩＰＰＩＮＧ Ｓ．Ａ．
（ケーエーダブリュ１６０１ シッピング エスエー）向
けに自動車運搬船を、ＫＡＷ１６１２  ＳＨＩＰＰＩＮＧ 
Ｓ．Ａ．（ケーエーダブリュ１６１２  シッピング  エスエー）
向けにＶＬＣＣ（大型タンカー）を引き渡した。
●５，０００台積み自動車運搬船「ＢＡＮＧＫＯＫ  

　ＨＩＧＨＷＡＹ（バンコク  ハイウェイ）」

　中国南通市の南通中遠川崎船舶工程有
限公司（ＮＡＣＫＳ）において引き渡した。
　本船は、倉内に１２層のカーデッキを有したロー
ルオン・ロールオフ型自動車専用運搬船である。
大型車も通行可能な２条の倉内ランプウエイを
各甲板内に設置し、船尾のスターンランプと船
体中央部右舷に設けられたサイドランプを介し
て、陸上から本船内まで自走で効率よい荷役
が可能だ。また、主機関のモード選択により、燃
費低減、排ガス性状の改善が可能な環境対

策を施している。
■主要目

全　　　　　長：１７９．９９ｍ
長さ（垂線間）：１６７ｍ
幅　　　　（型）：３２．２０ｍ
総　ト　ン　数：４万８，９２７ｔ
自動車搭載台数：５，０３６台
主　　機　　関：川崎－ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ

７Ｓ６０ＭＥ－Ｃ型ディーゼル機関
×１基
連続最大出力 １万２，５００ｋＷ
×９９回転／分

航　海　速　力：約２０ノット

●ＶＬＣＣ「ＳＡＫＵＲＡＧＡＷＡ（サクラガワ）」

　坂出工場において引き渡した。
　本船は、川崎造船が開発した最新鋭タンカー

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。燃料油タンクおよびポンプルームが貨
物タンク同様に二重船殻構造となっており、万一
の際における海洋汚染防止対策を施している。
■主要目

全　　　　長：３３２．９３ｍ
長さ（垂線間）：３２４ｍ
幅　　　（型）：６０ｍ
総　ト　ン　数：１６万６８ｔ
荷油槽容積：３５万１，６１８ｍ3 
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１５．５８ノット

　川崎重工は、日本海洋石油資源開発（株）
が新潟県・岩船沖油ガス田に設置するプラット
フォーム洋上ガス昇圧設備向けに、ガスタービ
ン発電設備を受注した。過酷な使用環境であ
る海洋石油・ガス掘削プラットフォーム向けとし
ては初めての受注である。
　新潟市の北東約３０ｋｍの沖合いに位置す
る岩船沖油ガス田は、国内唯一の海洋油ガス

田で現在、原油・天然ガスの生産・開発が進め
られている。
　受注した「ＰＵＣ３０型ガスタービン発電設備」
は、自社開発のガスタービン（Ｍ１Ａ－１３）２機を
搭載した軽量・コンパクトな発電設備（発電端
出力：２，９００ｋＷ／６０Ｈｚ、燃料：天然ガス）で、
運転開始は２０１１年３月の予定。

「BANGKOK  HIGHWAY」 「SAKURAGAWA」
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