


発　行……2009年10月

編　集
　　　……川崎重工業株式会社  広報部発行人
　　　　　広報部長　西野　光生
　　　　　東京都港区浜松町2ー4ー1　世界貿易センタービル
　　　　　TEL 03-3435-2133
　　　　　http://www.khi.co.jp

現場を訪ねて

新工場での生産が本格化した

「川崎サイドスラスター」
（スラスター第１工場／播磨工場）

新製品・新技術

国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）補給機
「ＨＴＶ」専用のフェアリングを開発、
９月１１日の打ち上げで正常に分離放てき

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

南丹市美山町北（京都府）
紅葉の里山を背に、
密集した優美な
茅葺き屋根の家
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●表紙説明●

　青空の下で体を寄せ合う２両の新幹線車両
－東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）が、
東北新幹線の「八戸～新青森」開業に向けて開
発した「Ｅ５系」の量産先行車です。
　川崎重工は、営業運転で国内最高となる時速
３２０ｋｍ走行を計画している「Ｅ５系」の量産先行
車（１編成１０両）のうち、先頭車両１両を含む５両
を兵庫工場で製作してＪＲ東日本に納入しました。
写真は、その搬送のため、兵庫工場で艀に載せら
れた２両をとらえたものです。
　「Ｅ５系」量産先行車の試験走行は、東北新幹
線の営業終了後の夜間、仙台－北上間で重ねら
れており、極めて順調とのことです。
（詳しくは「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－◯

油圧システムの“心臓部”の
「油圧ポンプ」が、
油を送り出すしくみ

76

より速く、より快適に
東北新幹線「Ｅ５系」の魅力

最

前
線カメラル

ポ

　新しい新幹線電車が誕生した。
　東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本）が、東
北新幹線の「八戸～新青森」開業（２０１０年１２月）
に向けて開発した「Ｅ５系」新幹線電車（以下
「Ｅ５系」）の量産先行車（１編成１０両）である。
　「Ｅ５系」の最大の特長はスピードだ。
　ＪＲ東日本によれば、営業運転では国内最高
速となる時速３２０ｋｍ走行を計画している。その

ため、高速列車がトンネルを抜ける際に発する
音（トンネル微気圧波）の低減、低騒音パンタグ
ラフの採用など環境対策に万全を期している。
また、カーブ通過時に車体に働く外側への遠心
力を軽減する空気バネ式の車体傾斜装置や、列
車の揺れを抑える電気式の車体動揺防止制御
装置の設置などでより快適な乗り心地を実現した。
　川崎重工が、先頭車両１両を含む５両を製作し

た「Ｅ５系」の量産先行車は現在、東北新幹線・仙
台－北上間で試験走行を重ねており、時速３２０ｋｍ
走行も行なっている。営業運転での高速化は段
階的に進められ、時速３２０ｋｍ運転は２０１２年度
末から始める見通しという。
　１日も早い営業運転の開始が待たれる、話題
満載の「Ｅ５系」新幹線車両。その魅力を探って
みた。

国内最高速の時速３２０　ｋｍでの営業運転を計画
川崎重工が量産先行車　１０両のうちの５両を製作

深夜の仙台駅で試験走行への出発を待つ「Ｅ５系」量産先行車。
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パンタグラフは低騒音型で、平板タイプの遮音板を設置。
時速３２０ｋｍ走行でも沿線騒音は低減した。
（写真提供／ＪＲ東日本）

上部の“常磐グリーン”と下部の“飛雲ホワ
イト”との間をピンクのラインが走る。

川崎重工・兵庫工場では「Ｅ５系」
量産先行車１編成１０両のうち、先
頭車両１両を含む５両を製作した。
「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ」では２種類
の先頭形状が設計されたが、
性能比較の結果、川崎重工の
タイプが採用された。
先頭部に前面窓を取り付ける。
台車を取り付ける。

左：上から見た「Ｅ５系」
のロングノーズの先
頭部。

右：その先頭車両が搬
送のため、川崎重工・
兵庫工場で艀に積
み込まれる。

ＪＲ東日本の開発に川崎重工も参画した新幹線高速試験電車「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ（Ｅ９５４形式）」。

（写真提供／ＪＲ東日本）

　深夜の仙台駅。４灯のヘッドライトを
煌 と々照らしながら、真新しい新幹線
電車がホームに滑り込んできた。これ
から試験走行に向かう「Ｅ５系」量産
先行車だ。今年の６月中旬から始まっ
た「Ｅ５系」量産先行車の試験走行は、
現在、東北新幹線の営業終了後の
夜間、仙台―北上間で行なわれている。
　一見して分かるのは、先頭部（傾斜部、
鼻ともいう）の長さで、１５ｍある。ロング
ノーズタイプと呼ばれ、現在の東北新幹
線「はやて」（Ｅ２系）より約６ｍも長く、な
かなか愛敬のある顔である。この流線
形が、トンネルを抜ける際の騒音の低減
に大きな効果がある。
　「２００５年度からさまざまな試験を重
ねた新幹線高速試験電車『Ｆａｓｔｅｃｈ
３６０Ｓ（Ｅ９５４形式）』（別項参照）の成
果を基に、先頭形状の最適な形を追求
しました。この形状（車体断面）にした結
果、高速電車がトンネルを抜ける際の、
いわゆるトンネルドンといわれる音（トンネ
ル微気圧波）を、時速３２０ｋｍ走行でも
２７５ｋｍの現行「はやて」より小さく抑え
られました」（ＪＲ東日本 鉄道事業本部  
運輸車両部 車両技術センター課長 新
幹線車両グループリーダーの遠藤知幸
さん）
　この「Ｅ５系」量産先行車１０両のうち、
先頭車両１両を含む５両を川崎重工が
兵庫工場（神戸市兵庫区）で製作した。
　「長さ２６．５ｍの先頭車両の半分以上
が傾斜部。この部分の製作は手づくりな
ので、通常よりも手間をかけて丁寧に仕
上げました」（川崎重工  車両カンパニー  
生産本部  工作部  第二艤装課の長沼
宏明主事）

　車体はアルミニウム合金製で、カラー
デザインはご覧のように上半分が緑で下
半分が白。真ん中をピンクのラインが走っ
ている。といっても、ただの緑や白ではない。
　「緑は太陽に光り輝く“常磐グリーン”
といい、永遠に変わらない色という意味
合いがあり、当社のコーポレートカラーに
つながります。白は“飛雲ホワイト”で、先
進性とスピードを表現しており、現行『は
やて』（Ｅ２系）の上部色と同じホワイトを
継承。ピンクのラインも『はやて』と同じで
す」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）

　では、今行なわれている試験走行で
は何を調べ、何を確認しているのだろうか。
　「試験走行のテーマは“走る、曲がる、
止まる”です」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）
　“走る”では、最高時速３２０ｋｍの力
行性能はもとより、先に述べたトンネル微
気圧波の低減確認のほか、３２０ｋｍの
高速走行による分岐点（ポイント）への
影響、列車風の状況、線路および線路
の石（バラスト）への影響などさまざまだ。
また、高速化するにつれて振動が増す
架線にパンタグラフがきちんと追随して
接触し、集電できるかなどが厳正に調べ
られている。
　“曲がる”は文字通り、曲線部などに
おける快適性の確認だ。列車が高速で
カーブを通過すると、カーブの外側に向かっ
て遠心力が働き、安全性や乗り心地に
影響を及ぼす。「車体傾斜装置」は、カー
ブ通過時に空気バネによって車体を傾
斜させることで、カーブを乗客に意識さ
せることなく、しかも高速で走行できる傾
斜制御システムで、これが全車に装備さ
れている。

　また、高速化すると、軌道の歪みや車
体に作用する空気力によってさまざまな
振動が同時に発生する。中でも、左右
方向の振動は乗り心地に大きく影響する。
この軽減対策は、台車と車体の間に設
置したアクチュエータ（駆動器）が、揺れ
と反対方向の力を出す制振制御が用
いられている。現行「はやて」は空気式
のアクチュエータだが、「Ｅ５系」では、応
答性と出力を高めた電気式アクチュエー
タを採用した車体動揺防止制御装置（フ
ルアクティブサスペンション）が全車に設
置されている。

　“止まる”はブレーキである。「非常時、
とりわけ地震時にはできるだけ早く止まら
なければなりません」（ＪＲ東日本・遠藤
知幸さん）
　「Ｅ５系」は、ブレーキの適正な制御や、
レールと車輪の粘着を向上させる新材
料の採用などで従来のブレーキ性能の
向上を図った。そのため、時速３２０ｋｍ
走行でも、現行「はやて」と同じ停止距
離（約４，０００ｍ）で停止できるようになっ
ている。

　ＪＲ東日本が、世界最高時速３６０ｋｍ
での営業運転を技術上の目標として
開発し、川崎重工も参画した新幹線
高速試験電車。
　時速３６０ｋｍもの高速で走り、安定
した営業運転を実現するには、単にモー
タを強力にしてスピードを増せばよ
いというものではない。環境対策や
乗り心地など多くの課題が挙げられる。
こうした課題を克服するために製作
された試験電車で、さまざまな最新
技術が導入された。
　例えば、トンネル微気圧波対策として、

下の写真の先頭形状は川崎重工が開
発した先頭形状最適化手法によってデ
ザインした。そのほか、ネコ耳といわ
れた空気抵抗増加装置（最高時速３２０
ｋｍ運転の「Ｅ５系」では、その必要が
ないとして装備されていない）、空気
バネ式の車体傾斜装置と左右の揺れ
を軽減する電磁式の車体動揺防止制
御装置（ともに川崎重工が開発）、車体
下部の吸音構造など多種多様である。
　この高速試験電車で重ねられた試験
の成果がベースになって、最高時速３２０
ｋｍの「Ｅ５系」が誕生した。

１５ｍのロングノーズで
“トンネルドン”を低減

試験走行のテーマは
“走る・曲がる・止まる”

“常磐グリーン”と“飛雲ホワイト”と
ピンクのライン

■新幹線高速試験電車「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ（Ｅ９５４形式）」
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「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ」の試験成果を生かし、安全性・安
定性、軽量化をテーマに開発された台車。

屋根上は設置機器をカバーで覆っているため、非常にすっ
きりしている。

ＪＲ東日本と川崎重工が共同開発した全周
ほろ。連結部の空力音の低減に役立つ。

上：建設工事が進む「新青森」駅。デザインイメージは“縄文”と“未来”の融合。
下：「八戸」駅。「八戸～新青森」間の延伸距離は約８２ｋｍ（営業キロ）。

普通車の車内。リズム感と広さを強調した座席で、シッ
クでモダンな客室空間が広がっている。
グリーン車の車内。“自然の山並みと雲の連なり”を連
想させるデザインになっている。
旅客機のビジネスクラスに並ぶというスーパーグリーン
車（仮称）のイメージイラスト。
川崎重工が提案して採用された可動式マクラ。
現行「はやて」（Ｅ２系）を踏襲した運転席。
電動車椅子対応の大型洋式トイレ。
情報案内装置は大型のフルカラーＬＥＤになった。
（　～　の写真提供／ＪＲ東日本）

台車フルカバーですっき
りした車体下部。台車
部の機械騒音を遮音し、
車体側面の平滑化で
空力音も低減した。

深夜の試験走行を終えて早朝、ＪＲ東日本・新幹線総合車両センター（宮城県利府町）に戻る「Ｅ５系」量産先行車（仙台市内にて）。

ファステック

がいし

　さらに、「Ｅ５系」の特長を車外から探っ
てみよう。
　車両の床下に設置される補助電源
装置や蓄電池、主変圧器などの機器は
可能な限り吸音材付きとすることで騒音
の低減化を図っている。また、床下を台
車フルカバーで完全に覆って台車部の
機械騒音を遮断。さらに、カバーで車体
側部を平滑にすることで空力音も低減
させている。
　その台車は、「安全性・安定性、軽量
化をテーマに開発された」（川崎重工  
車両カンパニー  技術本部  台車設計
部  第一台車設計課  磯村一雄主事）
もので、「Ｆａｓｔｅｃｈ３６０Ｓ」での試験成
果が十分に活かされている。
　車両連結部の全周ほろも、「新しい試
みです。連結部からの空力音の低減が
目的で、ＪＲ東日本と川崎重工の共同開
発」（川崎重工 車両カンパニー 技術本
部  設計部  車体設計部  木村晋也主
事）。車体が平滑化すればするほど、空
力音が低くなるからだ。
　パンタグラフと碍子はともに低騒音タイ
プを採用し、平板タイプのパンタグラフ遮
音板を取り付けた。そのため、３２０ｋｍ
走行でも沿線騒音は低減している。
　「Ｅ５系」は、屋根の上がすっきりして
いる。というのも騒音低減のため、設置
機器をカバーで覆っているからだ。パン
タグラフで集電する特高圧（２万５，０００Ｖ）
引き通し線も、車内天井配置となっている。

　では、車内のインテリアデザインを見て
みよう。
　「キーワードは“ゆとり・やさしさ・あなた
の”で、暖色系の落ち着いた空間を創
出しています」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）
　まず、普通車（１～８号車）。明るいグレー
の壁に、電球色による直接照明。座席
は２＋３列配置で、座席と座席の間隔が
１，０４０ｍｍと広くなった。そして、従来と
異なるのは、新幹線の普通車では初めて、
座席に可動式マクラが設置されている
ことだ。この可動式マクラ付き座席を提
案したのが川崎重工である。
　「“より快適”をテーマに提案し、採用
されました」（川崎重工  車両カンパニー  

営業本部  機器・工事営業部  徳満修一
担当部長）
　川崎重工グループで座席の設計・製
造を担当している川重車両コンポ（株）
（川崎重工・兵庫工場内）はこれまで、
ＪＲ東日本東北新幹線「はやて」（Ｅ２系
１０００番代）、山形新幹線「つばさ」（Ｅ３
系２０００番代）の座席を納入しており、
引き続いて「Ｅ５系」の座席を手がける
ことになったのである。
　グリーン車（９号車）は、人の目にやさ
しい木目調の壁に、電球色の間接照明。
座席は２＋２列配置で、座席間隔は
１，１６０ｍｍ。座席は“自然の山並みと雲
の連なり”を連想させるデザインで、シッ
クで優美な空間である。可動式マクラ・
読書灯・足置きが６５度持ち上がる電動
レッグレスト・コンセントを装備している。

　「Ｅ５系」では、車内設備としてこのほか、
大型フルカラーＬＥＤ情報案内装置を設
置。また、車内のバリアフリーを進め、“ゆ

とりとやさしさ”を感じられる車両となって
いる。
　車椅子対応の座席は５・９号車に設
置し、５・９号車の洋式トイレと５号車に設
置した洗面所と多目的室は改良型のハ
ンドル型車椅子でも利用できる。
　女性専用のトイレ、洗面所もある。
　「量産先行車の製作に携わった立場
から見ても、『Ｅ５系』はすばらしい新幹
線車両だと思います」（川崎重工  車両
カンパニー  技術本部  設計部  構体構
造設計課  三木貴士主事）

●

　「『Ｅ５系』量産先行車の試験走行は
問題なく順調」（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）
に進んでいる。
　東北新幹線「八戸～新青森」開業は
２０１０年１２月の予定だが、「Ｅ５系」の投入
は２０１１年春。当初は最高時速３００ｋｍ
で運転し、２０１２年度末には最高時速
３２０ｋｍ運転を始める計画という。
　３２０ｋｍ運転になると、東京－新青森
間が３時間５分程度で結ばれることになる。

　なお、「Ｅ５系」では、１０号車は「スーパー
グリーン車」（仮称）になる（先行量産車
では準備中）。ＪＲ東日本の仕様案では、
座席は１＋２列配置で、座席間隔は
１，３００ｍｍ。電動リクライニング機構で、
電動レッグレスト、読書灯、フットライトなど
が装備されるという。
　「旅客機のビジネスクラスのイメージで、
最高の安らぎとの癒しの空間。より静か
に、よりゆったりと過ごしていただけます」
（ＪＲ東日本・遠藤知幸さん）

フルカバーの台車、
連結部の全周ほろなど新しい試み

１０号車は
「スーパーグリーン車」（仮称）に

全座席に川崎重工提案の
可動式マクラを設置

やがて東京－新青森間が
３時間５分程度で結ばれる
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■油圧ポンプ
　原動機（電動機やエンジンなど）の動力で駆動させて油タンクから油を吸い込み、油圧
シリンダや油圧モータなどすべての駆動装置に作動油を供給する働きを担っており、油圧
システムの“心臓部”である。
　作動油を供給する方法によっていくつかのタイプに分けられるが、ＫＰＭが生産している
のは「斜板形アキシャルピストンポンプ」と呼ばれるタイプ。これは、シリンダブロック内のピス
トンを往復運動させることで、油の吸い込みと吐き出しを連続的に行なう構造になっている。
　ＫＰＭが生産している「斜板形」は、駆動軸に連結されたシリンダブロックを回転させ、
ピストンが斜板に沿って往復運動を行なうことでポンプ作用になる。
※油圧シリンダ
　油圧によってロッドを往復運動させ、油圧を直線運動に変える装置。
※油圧モータ
　油圧によって出力軸に回転運動を与える装置。

●レギュレータ
ポンプの流量をコントロールする制御装置。
サーボピストン両端の油圧バランスを調整
することにより、サーボピストンと連結した斜
板の傾斜角を任意に変え、流量を制御する。

●駆動軸
原動機（電動機やエンジンなど）とつながって
おり、その動力で駆動（回転）する。

●斜板
シリンダブロックの項で説明している９本のピストン・
シューの端部が、傾斜しているこの斜板に押し付け
られながら回転するので、シリンダ穴に対して往復
運動をすることになる。
斜板の傾斜角を変化させることでピストンのストロー
ク量が変わり、任意の流量を吐き出すことができる。

●バルブプレート
シリンダブロックへの油の出入り口となる部品。
油圧ポンプの効率、さらには騒音に影響を与え
るため、ＫＰＭのさまざまな技術と経験が生かされ
ている。

●シリンダブロック
円周上にピストンが入る穴が９個開いており、９本のピストンの端部はシューを介
して斜板と接している。シリンダブロックが回転すると、ピストンがシリンダブロック
の穴の中を往復運動する。
ピストンがバルブプレートから遠ざかる過程で、その吸込口から油がシリンダブロッ
クの中に入ってくる（吸い込み工程）。逆にピストンがバルブプレートに近づくと、
その吐出口から油（圧油）を吐出する（吐き出し工程）。つまり、円周上に９個並
んだ水鉄砲が順次、水の吸い込みと吐き出しを繰り返すようなものである。

カワサキホイールローダ

斜板形アキシャルピストンポンプ

油圧ショベル 消防自動車

射出成型機 舶用油圧機器 シールド掘進機

●斜板支持台

●ピストン・シュー

●サーボピストン
　傾転ピン

■イラストのモデルは、建設機械用油圧ポンプ
　「Ｋ３Ｖ／Ｋ５Ｖシリーズ」です。

吸入

吐出

　油圧システムは実は、「容器内に静止してい
る液体の一部に圧力を加えると、その圧力は
同じ強さですべての方向に伝わる」という「パ
スカルの原理」を応用したものである。
　油圧システムは、比較的小さな装置で大き
な力を得ることができる。その力を瞬時に無
段階にコントロールすることができ、また、速
度や方向を自由に変えたり、遠隔操作が容易（離
れたところに“力”を分配できる）などの長所
がある。そのため、油圧ショベル、クレーンなど
の建設機械、鋼板などを曲げたりするプレス機、
製鉄所の熱間圧延設備、船舶のカーゴウイン
チ（貨物の荷役装置）や舵取り機などさまざま
な分野で活躍している。
※「パスカルの原理」
水を入れたゴムまりに針で同じ大きさの穴をいくつか開け、一部を押す（圧力
を加える）と、水がどの穴からも均一に吹き出す－これが、１６５３年にフラ
ンスの数学者・物理学者、パスカルが発見した原理で“圧力伝達の法則”
ともいわれる。

イラストぎじゅつ入門―76

油圧システムは
「パスカルの原理

※

」の応用

　油圧設備、油圧装置と呼ばれるものには、い
ずれも油圧の“力”を利用するための油圧駆
動システムが組み込まれている（イラストのモ
デルは「カワサキホイールローダ」）。その“心
臓部”といえるのが、油圧シリンダや油圧モー
タなどの駆動装置に油（作動油）を供給する油
圧ポンプである。
　川崎重工グループでこの分野の開発・設計・
生産を担当しているのが、油圧・精密機器の専
門メーカーの（株）カワサキプレシジョンマシ
ナリである。ＫＰＭの油圧ポンプは、コンパクト
で信頼性が高い、低騒音などが好評で、建設機
械（油圧ショベルなど）、産業機械（プレス機械
など）などに幅広く採用されている。

カワサキプレシジョンマシナリ
（ＫＰＭ）が開発・設計・生産

幅広い分野で採用されているＫＰＭの油圧機器・油圧駆動システム－その一端を紹介します。

油圧システムの“心臓部”の
「油圧ポンプ」が、
油を送り出すしくみ
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（スラスター第1工場／播磨工場）

現 場 を 訪 ね て
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スクリュープロペラを収納するチューブの材料
の鋼板を自動切断機で切断する。

入念な点検作業が続く完成間近の
サイドスラスター。サイズはご覧のとおり。

切断した鋼板をプレス機で円筒形（チュー
ブ）に曲げ加工する。

チューブにリブ（補強材）などを取り付
けて全体溶接を行なう。

ベベルギヤ（傘歯車）の歯　 当た
りなどを精密に調整する。

スクリュープロペラ（銅合金の鋳物製品）を組み立
てる。角度を変えられる可変ピッチタイプである。

ギヤケースの油漏れをチェック。この厳しい検
査を経て梱包・出荷となる。

年間必要数の約半数のベベルギヤの内製化
を目指して整備が進む浸炭工場。歯車の歯の
部分の焼き入れ作業を行なう工場である。

サイドスラスター（左）
は多くの場合、船首近
くに開けたトンネル（右）
内に設置される。その
トンネル上部のマーク
はサイドスラスターの存
在告知で、小型船が
作動中のサイドスラス
ターからの水流による
事故を防ぐためである。

神戸工場から生産拠点
を移した「スラスター第１
工場」（延べ床面積：約
１万ｍ2）の外観。工場内
は活況を呈している。

りきひろ

　川崎重工の鋼構造物や産業機械な
ど幅広い製品の生産を担っている、播
磨工場（兵庫県加古郡播磨町）。その
敷地内に整備された「スラスター第１工場」
（２００８年１０月２４日に操業開始式典）
の生産活動が本格化している。製造し
ているのは「川崎サイドスラスター」である。
　サイドスラスターというのは、船舶を横
方向に推進させる装置だ。例えば、大
型フェリーが接岸、あるいは離岸する時、
岸壁に対して平行に移動しているのを
見ることができるが、この動作をサポート
しているのがサイドスラスターである。
　一般的に船舶は、船尾にスクリューを、
さらにその後ろに舵を備えている。航行
中の船舶の進路は、スクリューの回転で
発生した水流が当たる舵を切ることで

変えられる。しかし、スクリューと舵だけ
では接・離岸時の横移動には対応でき
ない。そのため、小回りの利くタグボート
などが押していたが、タグボートは手配に
時間がかかり、経費もかさむ。そこで、自
力で横移動できるようにしたのがサイド
スラスターである。
　サイドスラスターは多くの場合、船首
近くの水中部分に、進行方向と直角に
設けたトンネル内に設置される。そこで

“トンネルスラスター”とも呼ばれる。写真
のようにスクリュープロペラが収められて
おり、これを回転させることで船首部分を
左右に動かせる。多くの場合プロペラ
が可変ピッチタイプなので、操舵室の操
作で角度を変えて１台で左右どちらにも
動かせる。

　「サイドスラスターは近年、コンテナ運
搬船やフェリーなどに広く利用され、需
要が拡大しています。主力産地はヨーロッ
パと日本。川崎重工グループはわが国の
最大手で、世界シェアの約３０％を占めて
います」（「スラスター工場」 北村力洋
工場長）
　川崎重工ではこれまでサイドスラスター
を、国内では神戸工場（神戸市中央区）
で生産してきたが、生産体制の強化を図っ
て播磨工場内に新工場「スラスター第１
工場」（延べ床面積：約１万ｍ2）を整備
したのである。
　新工場の生産能力は年間約５００台。
子会社の武漢川崎船用機械有限公司
（中国・湖北省）と合わせると、川崎重工
グループで年間約９００台の供給が可能
になり、世界屈指のサイドスラスターメーカー
となった。
　なお、１９６０年代にサイドスラスターの
生産を始めた川崎重工グループではこ
れまで、累計でおよそ４，５００台納入とい
う実績を有している。

　新工場の整備により、生産スペースの
拡充や生産効率の向上が実現したが、
川崎重工ではさらなるコスト競争力の強
化や納期の短縮を目指している。その
方策の一つが、ベベルギヤ（傘歯車）の
内製化だ。
　「これまでは内製の効率などを考慮し
て全数を外部調達していましたが、年間
必要数の約半分を自社生産することに
しました。これにより、調達品の納期遅延
やコストアップといった問題がなくなり、一
層の納期短縮、コストダウンが図れるも
のと思います」（川崎重工  ガスタービン・
機械カンパニー  機械ビジネスセンター  
水力機械部長  大西廣理事）
　そのため現在、歯車の焼き入れ処理
を行なう浸炭工場とベベルギヤ加工場
を整備中で、来年初めから生産を本格
化したいという。
　「当面の目標が、世界シェア４０％です」
（北村工場長）
　着実に実績を積み上げてきた川崎重
工グループのサイドスラスター事業が今、
大きな飛躍の時を迎えており、新工場は
活気に包まれている。 

　サイドスラスターの製造は大まかにい
うと、溶接→機械加工→組立という工
程で行なわれる。まず、鋼板の切断から
始まり、切断した鋼板を曲げて円筒形に

し、溶接する。これをチューブと呼び、こ
の中にスクリュープロペラが収納される。
チューブにリブ（補強材）などを取り付け
て全体溶接をし、除錆・塗装を行なう。
並行して小物部品を機械加工する。
　スクリュープロペラに動力を伝えるギ
ヤ（ベベルギヤ：傘歯車）のケースや配
管調整などの後、ギヤの歯当たり調整を
行なう。さらに、調達したスクリュープロ
ペラを組み立てて調整し、可変ピッチプ
ロペラの動作をチェックする。これら大
小の部材を全体組立場で製品に組み
立てた後、運転耐圧場でギヤケースの
油漏れを厳しくチェックして、梱包・発送
となる。
　「川崎サイドスラスター」のサイズは、
スクリュープロペラの直径が１ｍから３ｍ
超までさまざま。最大サイズは総重量が
２５ｔに近いが、部位によっては１００分の
１ｍｍ単位の加工精度が求められる“大
型精密製品”である。
　新工場は、工程の流れに沿って各作
業場がＵの字に機能的に配置され、素
材切断から約２か月で完成する。
　川崎重工グループのサイドスラスター
の最大の特長は、コンパクト設計で船体
への装備が容易なことだ。また、コンパク
トなので、より船首に近い幅の狭い位置
（船体中央からより遠い位置）にトンネル
を設けて装備できる。これにより回転力
が増大し、操船性がぐんと向上する。そ
のほか、低振動・低騒音、左右どちらの
方向にも均一に性能を発揮、などの特
長がある。

船舶の横移動をサポートする

サイドスラスター

中国の子会社と合わせて

年間約９００台の供給体制

ベベルギヤの半数の内製化で

一層の効率化

溶接→機械加工→組立の

各工程をＵの字に配置

現 場 を 訪 ね て
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火に弱い茅葺き屋根の家を守るため、集落には６２基
の放水銃が設置されている。５月と１１月に器具の点検
などのため行なわれる一斉放水は、観光客に人気のイ
ベントとなっている。（写真提供／南丹市役所美山支所）

秋の陽に映える“かやぶきの里”。この屋根を“北山型入母屋造り”といい、豪雪に耐える堅固さと優美さを兼ね備えている。道端の小さな祠が里の風景によく似合う。

美山民俗資料館の玄関。屋根が低く下がり、
土間（“上げ庭”）が高いため入口が狭い。
同資料館の全景。右が母屋で左が納屋。
土間から見た屋内。囲炉裏の左側が台所で、
正面奥は右側が夫婦部屋、左側が納戸である。

紅葉の里山を背にした“かやぶきの里”の遠景。穏やかな秋の
陽を浴びて、時間がゆったりと流れていく。

茅葺き屋根の棟に載せられた
木製の千木（雪割り）は、降り
積もる雪を滑りやすくしたもの
だという。千木の縦板（うまのり）
はほとんどが５本（左）だが、７本
あるのは往時の庄屋あるいは
豪農の家だったとされる（右）。

　ＪＲ京都駅から北西方向へ車でおよそ１時間３０
分。南丹市（２００６年１月に園部町、八木町、日吉町、
美山町が合併して誕生）は京都・丹波地方に位
置し、日本海に注ぐ由良川と太平洋に向かう桂川
が流れている。その由良川の上流部、市の最北
に位置する美山町は「町の約９５％が山間地で、
かつては杉の銘木の産地でした」（南丹市役所
美山支所産業建設課）という所だ。
　由良川沿いに蛇行して北に進む。空が広がっ
て平地に出たと思ったら、山裾に並ぶ茅葺きの屋
根が見えてきた。背にした里山はみごとに紅葉し
ている。“かやぶきの里”だ。

●
　この里は全４６戸のうち３４戸が茅葺き屋根で、
３戸が茅葺き屋根を鉄板で覆っている。一つの集
落で、これほど多くの茅葺き屋根の家があるのは
全国でも稀のようだ。
　「茅葺き屋根の家は蒸し暑い夏を涼しく過ごせ
るので住みやすい。数多く残っているのは、住人
が先祖伝来の家に愛着を持ち、大切にしてきたか
らです」（「美山民俗資料館」館長の中野順蔵さん）
　美山町の茅葺き屋根は“北山型入母屋造り”
と呼ばれる葺き方で、一般的な葺き方の寄棟（屋
根が４面）造りと、切妻（屋根が２面）造りの両方
の特徴を兼ね備えている。美山町は、若狭と京の
ほぼ中間に位置し、昔、若狭から京へ塩や魚（特
に鯖）を運ぶ、いくつかあった“鯖街道”の中の重
要な一つだった。そのためか、日本海側特有の豪
雪に耐えられる造りでありながら、京の都の影響を
受けた繊細な美しさが見られるという。
　“かやぶきの里”は、ゆるい傾斜地に住居が密
集しており、集落内を細い道路が縦横に走ってい
る。日本の原風景のような光景だ。
　茅葺き屋根の棟は、冬季、降り積もる雪を滑り
落ちやすくした木製の千木（雪割り）を載せた屋
根形である。千木の縦板（うまのり）の数はほとん
どが５本だが、７本の家もある。「７本の家は往時

の豪農か庄屋だったと考えられます」（美山支所
産業建設課） 

●
　美山民俗資料館（旧家を復元）は、約２００年前
の中層農家住宅の形をよく残しているという。茅
葺きの屋根が低く下がり、土間（“上げ庭”という）
は高く、狭い。囲炉裏で暖めた室内の空気を外に
逃さない工夫だという。土間の隣（南側）は馬屋（実
は農耕牛の部屋）。土間を上がると台所で、囲炉
裏がある。土壁がなく、すべて板張りなのも特徴で
ある。この木と草で造られた家の中にいると、何と
もいえぬ安らいだ心地になるのだった。
　“かやぶきの里”は平成５年、地域の人たちの
景観保存活動が実を結び、国の重要伝統的建
造物群保存地区に選定された。この保存申請には、
地区住民の全員が賛成した。これは全国でも前
例のないことだったという。

●
　かやぶき交流館で、丹波名物の黒豆を煎った“黒
豆コーヒー”を頼んだ。汗ばむような秋の陽の下、
茅葺き屋根の家の縁側で独特の風味のコーヒー
を味わう。
　何もかも忘れ去るようなひと時だった。

ち ぎ

ち ぎ

（京都府）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○23

美山町北

京都

南丹市

南丹市
紅葉の里山を背に、密集した優美な茅 葺き屋根の家 なん  た ん
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　９月１１日に打ち上げられた「Ｈ－ⅡＢ」ロケットの動き。フェアリングは打ち上げから約２２０秒後、正
常に分離放てきされた。そして９月１８日、「ＨＴＶ」は計画通りＩＳＳとのドッキングに成功した。　その打
ち上げの瞬間。　「Ｈ－ⅡＢ」ロケットの先端に設置された「５Ｓ－Ｈ」型フェアリング。
（図版・写真提供／ＪＡＸＡ）

試験設備にセットされた「ＨＴＶ」専用の「５Ｓ－Ｈ」
型フェアリング。
起爆と同時にバンという大きな音を発して「５Ｓ－Ｈ」
型フェアリングが二つに割れた瞬間。９月１１日未
明の「Ｈ－ⅡＢ」ロケットの打ち上げでも、宇宙の
彼方で計画通りに分離放てきされた。
川崎重工・播磨工場での分離放てき試験は報
道陣が見守る前で行なわれ見事に成功した。

●「HTV」の打ち上げ経緯図

SRB-A
　第1ペア分離

SRB-A
　第2ペア分離

フェアリング分離

第1段エンジン停止指令

第1段・第2段分離

第2段エンジン推力
立ち上がり

第2段エンジン
停止指令

HTV分離

SRB-A：固体ロケットブースタ

　会場の沈黙を破って、カウントダウンの
スピーカー音が「１０、９、８－」と続く。
「－５、４、３、２、１、起爆」－その瞬間、
バンという大きな音とともに、試験設備に
セットされた衛星フェアリングが、貝が割
れるように二つに割れて左右に倒れた。
　ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）と
川崎重工が８月１２日、川崎重工・播磨
工場で行なった新型フェアリングの分離
放てき試験に成功した瞬間だ。

　食料や実験機器などを積み込んだ
「ＨＴＶ」実証機を搭載した「Ｈ－ⅡＢ」ロ
ケットの初号機は９月１１日未明、ＪＡＸＡ
種子島宇宙センター・大型ロケット発射
場から打ち上げられた。そして、打ち上
げから約２２０秒後、大気圏外の所定
位置でフェアリングが分離放てきされ、
「ＨＴＶ」を計画の軌道に乗せることに
成功した。
　なお、川崎重工は、この大型ロケット発
射場の主要設備であるロケット整備組
立棟や移動式発射台、液化水素貯蔵
供給所、衛星フェアリング組立作業台など
を設計・施工した。また、今回の「Ｈ－ⅡＢ」
ロケットの打ち上げに対応するため、
「Ｈ－ⅡＡ」ロケット用の設計である整備
組立棟の改修も行なった。改修は、整備
組立の足場となる可動床の改修と新規
整備など、ロケットの直径の拡大に伴い
多岐にわたった。川崎重工は３年がかり
でこの改修に取り組み、予定の工期で
設計・施工を終えた。

●
　「ＨＴＶ」による物資輸送は、ＩＳＳ計画
の中で日本の義務となっており、今年か
ら毎年１機ずつ合計７機の打ち上げが
予定されている。そのすべてに、川崎重
工製の専用フェアリングが用いられるこ
とはいうまでもない。 

　宇宙飛行士・若田光一さんの４か月
半に及ぶ長期滞在が話題を呼んだ国
際宇宙ステーション（ＩＳＳ※）。ＩＳＳの日本
実験棟「きぼう」も若田さんたちの活躍
で完成した。「きぼう」の完成に続いて
ＪＡＸＡでは、ＩＳＳに食料や実験装置な
どの物資を輸送する宇宙ステーション補

給機「ＨＴＶ」の打ち上げプロジェクトを
進めている。
　「ＨＴＶ」は全長１０ｍ、直径４．４ｍの
円筒形で、約６ｔの物資を搭載できる。
ＨＴＶ本体と合わせた総重量は１６．５ｔに
もなり、わが国が開発したロケット搭載物
では最も重い。
　「ＨＴＶ」の打ち上げに対応して開発
されたのが「Ｈ－ⅡＢ」ロケットだ。全長約
５６ｍで、「Ｈ－ⅡＡ」ロケット（全長約５３ｍ）
に比べて打ち上げ能力は約１．４倍に増
強された。そして「Ｈ－ⅡＢ」ロケットに搭
載して打ち上げる「ＨＴＶ」用に開発さ
れたのが、専用の「５Ｓ－Ｈ」型フェアリン
グである。
※ＩＳＳ：日本、米国、ロシア、カナダと欧州宇宙機関加盟１１か

国の計１５か国が共同建設した宇宙基地で、無重力な
ど宇宙特有の環境を利用した科学実験や観測を行な
い、地上の生活や産業に役立てるのが目的。サッカー
場ほどの大きさで、６人の宇宙飛行士が滞在している。

　川崎重工の衛星フェアリングの主構
造は、ハニカムサンドイッチ構造（蜂の巣
状のハニカムコアの両面に、０．４～０．６ｍｍ
のアルミ板を接着したもの）で、二枚貝の
ような形状だ。
　フェアリングの分離放てきは、貝の合
わせ目にセットされている分離機構の爆
薬端部を、電気的に起爆させる仕組み
になっている。

　試験では、爆薬を起
爆して５５８か所の接合
用ボルトを瞬時に切断し、
フェアリングを縦方向に
２つに分離放てきするこ
とに成功した。
　今回、川崎重工が、
ＪＡＸＡから受注して開
発した「ＨＴＶ」専用フェ
アリング「５Ｓ－Ｈ型」は、
直径は５．１ｍで「Ｈ－ⅡＡ」
ロケット用と同じだが、
長さは３ｍ長い１５ｍとなっ
ている。
　「長さが長くなっただ
けではなく、ロケットの発
射設備で、ロケットに搭
載した『ＨＴＶ』の中に
入って最終チェックがで
きるように、フェアリング

に大型アクセスドアが設けられるなど、
『ＨＴＶ』専用として従来とは異なる点が
多々ある設計になっています」（川崎
重工 航空宇宙カンパニー 技術本部  
宇宙・誘導機器設計部  宇宙機器設計
課  福野一郎課長）

　フェアリングは、ロケット先端部に搭載
された衛星など（今回は「ＨＴＶ」）を、打
ち上げ時の過酷な環境から保護するた
めのものだ。
　そのため、ロケット飛翔中の荷重に耐え
られる十分な剛性・強度、飛翔中に搭載
物を熱（フェアリングの表面温度約３００℃）
や音響（ロケット打ち上げ時のエンジン
排気音響は約２００デシベルで、ガラスが
割れるような振動）から保護する防熱・
低騒音化、ロケットが大気圏外に出た後、
スムーズに開いて衛星などを宇宙空間
に放つ信頼性の高い分離放てき性能、
軽量であること、など厳しい条件がある。
　日本の宇宙ロケットの衛星フェアリン

グは、川崎重工が複合材構造や熱制
御など幅広い宇宙航空関連技術を駆
使し、１０年がかりで開発した純国産品
である。これまでに５種類の型式を開発
しており、搭載する衛星・機器のさまざま
なサイズに対応してきた。試験用も含め
て累計製作数は約３０機で、宇宙ロケッ
トにセットしたものはすべて正常に作動
した。

　フェアリングは、岐阜工場（岐阜県各
務原市）で製作した部品を、播磨工場の
フェアリング組立工場で組み立てている。
　「従来型より全長が３ｍ長くなったた
め、２分割して組み立てたので、その分
工程が増え工程管理に気を使いました。
ハニカムコアの両側に貼り付けるアルミ
は板厚が薄いので、凹凸などを付けな
いように細心の注意が必要です。また、
部品によっては１００分の１ｍｍという厳
しい精度の加工品もあり、組立完成まで
緊張の連続でした」（川崎重工  装置・土
木機械ビジネスセンター  製造部  フェア

リング組立課 鷲塚
敏之係員）

ジャクサ

新 製 品 ・ 新 技 術

みごとに縦に２つに割れた
新型フェアリング

「ＨＴＶ」実証機の
計画軌道への投入に成功

「ＨＴＶ」を保護する
専用フェアリング

分離機構の爆薬を
瞬時に爆発させて分離放てき

厳しい条件をクリア、
累計製作数は約３０機

岐阜工場で製作した部品を
播磨工場で組み立てる

川崎重工が、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）補給機
「ＨＴＶ」専用のフェアリング「５Ｓ－Ｈ」型を開発
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大塚製薬インドネシア・クジャヤン工場向けのコージェネレーションシステムを受注

ニューヨークＰＡＴＨ向け
新型電車の初編成を引き渡し

中国で汎用ガソリンエンジンの
生産合弁会社を設立

ＬＮＧ運搬船
「ＬＮＧ  ＪＵＰＩＴＥＲ」を引き渡し

インドから天然ガス圧縮機設備の製作などを受注

東京都勝島ポンプ所流入管渠工事向けシールド掘進機が完成

新型の高速型除雪ドーザ「ＡＵＴＨＥＮＴ ５５ＤＶ－２」を新発売

業界初、ボイラで未利用副生水素を有効利用できる画期的なシステムを開発

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、東南・南アジアのガスタービン
販売・サービスの拠点、カワサキ・ガスタービン・
アジア社（マレーシア・クアラルンプール）を通じて、
現地エンジニアリング会社ＰＴ  ユーロアジア
ティック社、双日（株）および同社の現地法人
ＰＴ  双日インドネシア社と共同で、大塚製薬（株）
のインドネシア現地法人ＰＴ アメルタ インダー
大塚社の飲料製造の新工場向けに６，０００ｋＷ
ガスタービンコージェネレーションシステムを受

注した。
　今回受注したスシステムは、自社開発のカワ
サキガスタービン「Ｍ７Ａ－０２」を主機とする天
然ガス焚き（非常時は液体燃料への切り替え
可能）のガスタービン発電設備および排熱回収
ボイラで構成される。ガスタービン発電設備が
発生する電力に加えて、発電設備の排ガスに
含まれる排熱を排熱回収ボイラで蒸気として
回収することで、総合効率は８０％以上に達する。

　発生する電力と蒸気は全量が工場の生産
設備に供給され、同工場のエネルギーコストの
削減、さらには電力の安定供給に寄与すること
になる。
　なお、本システムは、川崎重工がガスタービン
発電設備の供給を担当し、ＰＴユーロアジア
ティック社がボイラ・補機類一式の調達と現地
工事を担当し、２００９年末に完成の予定である。

　川崎重工は、米国現地法人Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｒａｉｌ Ｃａｒ， Ｉｎｃ．（ＫＲＣ：ニューヨーク州ヨン
カース市）を通じて、ニューヨーク・ニュージャー
ジー港湾局ハドソン横断公社（ＰＡＴＨ：Ｐｏｒｔ  
Ａｕｔｈｏｒｉｔｙ Ｔｒａｎｓ－Ｈｕｄｓｏｎ Ｃｏｒｐ）向け
新型電車の初編成を引き渡した。
　この新型電車（ＰＡ－５）は、２００５年５月に受
注した３４０両の第１編成８両で、ニューヨークと
ニュージャージーを結ぶ通勤路線で営業運転
される。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た車両で
ある。
　本電車は初編成であることから、兵庫工場
で製作から試験まで行なったが、残りの量産車
３３２両は、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・艤装など最終

組立、試験などをヨンカース工場（米国ニューヨー
ク州）でそれぞれ行ない、順次ＰＡＴＨに引き渡
すことになっている。
　納期は２０１１年で、完納するとＰＡＴＨが保
有する電車はすべて川崎重工製になる。

　川崎重工は、中国江蘇州常州市に、台湾の
光陽工業股　有限公司（ＫＹＭＣＯ社）と汎
用ガソリンエンジンの生産・販売を行なう合弁
会社「常州川崎光陽発動機有限公司」を設
立する合弁契約を締結した。
　川崎重工は２００８年１１月から、ＫＹＭＣＯ社
の中国製造子会社である常州光星精機有限
公司にて汎用ガソリンエンジンの生産委託事
業を展開してきたが、今回新たにＫＹＭＣＯ社
と合弁会社の設立に合意したものである。

　新会社は、常州高新技術産業開発区に
エンジン工場を建設し、２０１０年１月からの稼働
開始を計画している。当初の年間生産能力は
約２０万台（５年後に１００万台規模を計画）で、
２ストロークエンジンおよび４ストローク単気筒エ
ンジンを生産し、日米欧の川崎重工販売網を

通じてＯＥＭ供給先などに販売する計画である。
　川崎重工は、この新会社を日本・米国に次ぐ
第三の汎用ガソリンエンジンの生産拠点と位
置付けて強固な生産体制を確立し、ユーザー
の多様なニーズに応えていく考えである。

　川崎造船は、Ｌｌｏｙｄｓ ＴＳＢ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ  
Ｌｅａｓｉｎｇ（Ｎｏ．７） Ｌｉｍｉｔｅｄ（ロイズ ティーエス
ビー  イクイップメント  リーシング  ナンバーセブン 
リミテッド）向けＬＮＧ運搬船「ＬＮＧ ＪＵＰＩＴＥＲ
（エルエヌジー  ジュピター）」を引き渡した。
　本船は川崎造船が新たに開発した１５万
３，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船の第３番船であり、世
界の主要なＬＮＧターミナルへ入港可能な１４
万５，０００ｍ3型ＬＮＧ運搬船の船体寸法を保持
したまま、ＬＮＧを約８，０００ｍ3多く積載すること
ができる。４個のモス型球形独立型ＬＮＧタン
クのうち、船尾側に搭載する３つのタンクの赤道
部に高さ２ｍの円筒部分を追加してタンクを伸
ばし、積載容量を増やしている。また、ＬＮＧタン

クには、川崎造船が独自に開発した川崎パネ
ル方式による防熱システムを採用しており、１日
当たりのＬＮＧ蒸発率は０．１５％と極めて低い。

■主要目

全　　　　長：２８９．５０ｍ
長さ（垂線間）：２７７．００ｍ
幅　　　（型）：４９．００ｍ
総 ト ン 数：１２万１，６７５ｔ

貨物タンク容積：１５万３，６５９ｍ3

（－１６３℃、９８．５％において）
主 機 関：川崎ＵＡ－４００型蒸気タービン

機関×１基
連続最大出力 ２万７，６００ｋＷ
×８２回転／分

航 海 速 力：約１９．５ノット

　川崎重工は、インド石油・天然ガス会社（ＯＮＧＣ：
Ｏｉｌ ａｎｄ Ｎａｔｕｒａｌ Ｇａｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ＬＴＤ．）
が進めるインド・ムンバイ沖の天然ガスフィールド
開発プロジェクト向けに、ガスタービン駆動天然
ガス圧縮機設備１基の製作およびコンプレッ
ションモジュールのエンジニアリング業務を、
インドのアフコンズ・グナヌサ合弁会社（ＡＧＪＶ：
Ａｆｃｏｎｓ－Ｇｕｎａｎｕｓｅ  Ｊｏｉｎｔ  Ｖｅｎｔｕｒｅ）から
受注した。

　コンプレッションモジュールは、洋上プラット
フォーム上の限られたスペースを有効に活かす
ため、圧縮機を中心に駆動機・ガスクーラー・バ
ルブ・制御装置などの機器をコンパクトにまとめ
た設備だ。この設備で昇圧した天然ガスを、海
底パイプラインで陸地へ圧送する。
　今回、川崎重工が受注したのは、ＯＮＧＣが
進めるインド・ムンバイ沖の天然ガスフィールド開
発プロジェクトの一部として、ＩＣＰ鉱区に設置さ

れるＩＣＰ－Ｒ洋上プラットフォーム向けのもの。
当該コンプレッションモジュールは、インドネシア・
西ジャワのグナヌサ・ウタマ社のモジュール製作
ヤードで組み立てられ、洋上プラットフォーム上
に据え付けられる。ＯＮＧＣへの最終引き渡し
および当該洋上プラットフォームの商業運転開
始は２０１１年４月の予定。

　川崎重工は、前田・鴻池・大日本特定建設
企業体から受注した、直径１０．３ｍ泥水式シー
ルド掘進機（中折れ型）を完成させた。本機は、
品川区を流れる立会川流域の浸水対策およ
び勝島運河の水質改善を目的に、日本下水道
事業団が東京都から事業を受託して建設を
進めている東京都勝島ポンプ所流入管渠工
事に投入され、全長９８０ｍを掘削する。
　完成した泥水式シールド掘進機は、直径１０ｍ
級シールドでは世界初の最大左右１１度に中
折れできる装置を採用しており、「Ｓ字カーブ」
区間を含むＲ（半径）３０ｍの急曲線の施工区

間にも対応できる。本機は、川崎重工・播磨
工場で完成後、一旦解体して現地へ輸送し、
２００９年７月に現地で再度組み立て、１１月から
掘削を開始する予定になっている。
　なお川崎重工は、これまで国内外で１，４００
基以上のシールド掘進機・ＴＢＭ（トンネル掘削
機）の納入実績があり、中でも直径１０ｍ級以
上の大口径シールド掘進機の分野では３０％
以上のトップシェアを誇っている。

　川崎重工グループの（株）ＫＣＭは、新型の高
速型除雪ドーザ「５５ＤＶ－２」を８月に発売した。
　高速型除雪ドーザはＫＣＭ独自の製品であり、
今回発売した「５５ＤＶ－２」は最高時速４９ｋｍ
と国内最速を誇り、高速移動により交通渋滞を
起こすことなく除雪現場へ移動できるので、効
率よく除雪作業を行なえる。また、エンジン排出
ガスに含まれる窒素酸化物（ＮＯｘ）および粒
子状物質（ＰＭ）を大幅に低減し、国の「特定
特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」
（オフロード法）に適合した最新鋭機である。

　本機は新たに、作業効率を向上させ、低燃
費化を図るフュ－エル・エフィシエント（ＦＥ）モー
ドを搭載。さらにフルオープンはね上げ式エンジ
ンルームカバーや故障診断機能を備えたマシン・
オペレーション・ダイアグナスティック・モジュール
（ＭＯＤＭ）を採用し、メンテナンス性を向上さ
せた。また、さまざまな除雪作業のニーズに応え
られる、各種のアタッチメントを取り揃えている。

　川重冷熱工業は、副生水素を従来より簡便
でしかも安定的に燃焼制御できる「都市ガス
（１３Ａガス）と副生水素の混焼システム」を新
しく開発した。
　化学製品などの生産過程での副産物であ
る副生水素は、燃焼の際にＣＯ2をまったく発生
させないのでＣＯ2の削減効果が大きい。その
ため近年、有効利用の要望が強まっており、ボ
イラの燃料としても活用可能である。しかし、副
生水素は発生量が安定しないため、都市ガス
との混焼ではボイラに空気量および排ガスＯ2 
の計測装置を個別に設置して燃焼制御をしな
けらばならないことが利用促進の阻害要因になっ
ていた。

　川重冷熱工業が新たに開発したこのシステ
ムは、都市ガスと副生水素の流量から最適な
空気量を演算できるため、空気量および排ガス
Ｏ2の測定装置を設置せずに、不安定な発生
量の副生水素を有効利用できる業界初の画
期的な燃焼システムである。
　本システムの初号機である炉筒煙管ボイラ
を納入した南海化学工業・小雑賀工場（和歌
山県和歌山市）では、従来は廃棄していた副
生水素を有効利用することにより、年間約１０９
万ｍ3Ｎの天然ガス使用量と同２，５００ｔのＣＯ2 
の削減が実現する。

お問い合わせ先
株式会社ＫＣＭ  ０７９－４９５－２３０９
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