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現場を訪ねて

ユニークな断面形状の鉄道複線用トンネルを一度に掘削

「東京・渋谷」のトンネル工事
（アポロカッター工法シールド掘進機）

新製品・新技術

川重冷熱工業（株）が、ボイラで副生水素（副産物）と
都市ガスを一緒に燃焼できる
画期的な混焼システムを業界で初めて開発

最前線カメラルポ

［歩いて・見た・歴史の家並み］◯

弘前市仲町（青森県）

サワラ垣も門も
白く染まった
北の武家町

24

●表紙説明●

　青空をバックに冬の陽に映える機体－国産の双発多用途ヘリコプター
「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型」で、これは緊急用医療機器やストレッチャーな
どを搭載したドクターヘリ（救急医療用ヘリコプター）です。
　わが国のドクターヘリは関係者の努力で着実に普及しつつあります。
現在、１６道府県１８病院に導入されており、毎日多くの傷病者の救急医
療に対応し、大きな成果をあげています。このうち８つの病院で「川崎式
ＢＫ１１７ヘリコプター」が活躍しており、キャビンの広さや観音開きで広く
開く後部ドアなどが好評です。
（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－◯

「Ｍ７Ａ」シリーズの最新型で、
世界最高水準の熱効率３４％を誇る
ガスタービン「Ｍ７Ａ－０３」の構造

77

急げ！  ドクターヘリ

最

前
線カメラル

ポ

　ドクターヘリが、着実に普及しつつある。
　ドクターヘリ（救急医療用ヘリコプター）は、
人工呼吸器や患者監視モニタなど緊急用医療
機器、薬剤、ストレッチャーなどを搭載し、医師、
看護師を乗せて飛ぶ。へき地や離島での事故、
急病人にも迅速に対応でき、治療開始までの時
間が早まるので救命率の向上や後遺症の軽減

効果が大きい。
　現在、わが国では１６道府県の１８病院に導入さ
れており、このうち８つの病院で「川崎式ＢＫ１１７
ヘリコプター」が活躍している。中でも、「ＢＫ１１７」
の最新型「Ｃ－２型」は、機内スペースが広いの
で搬送中の機内でも患者の全身を診られる、後
部ドアが広く開く観音開きなのでストレッチャー

を出し入れしやすい、などの特長が現場の医師、
看護師たちから高い評価を得ている。
　“空駆ける救命室”－その現場を、川崎医
科大学附属病院（岡山県倉敷市。以下、川崎医
大病院）の協力を得てカメラで追った。

ドクターヘリ「川崎式   ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」が活躍する現場から

出動要請を受け、ドクターヘリに駆け込む医
師と看護師。１分１秒が命にかかわる緊急
事態だ。（川崎医科大学附属病院救急科・
高度救命救急センターのヘリポートにて）

なか　　ちょう
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病院間搬送で送られてきた患者をドクターヘリの
後部開口部から降ろす。

ドクターヘリから降ろした患者を、待ち構えていた
救急車に収容する。

患者を収容して病院へ急ぐ救急車。ドクターヘリが
心配しながら見つめているかのようだ。

ドクターヘリ運航管理室で、菅原正治さ
んが出動要請の電話を取った。

ポケベル連絡を受けた医師と看護師が
ヘリポートに走って乗り込む。

ドクターヘリについて話
す荻野隆光先生。

ドクターヘリは消防機関
からの出動要請の場合、
約８０％が要請連絡から
５分以内に離陸している。

川崎医科大学附属病院（右手が高度救命救急センター）と待機するドクターヘリ。

　２００９年１１月１８日、午前９時３０分。
　川崎医大病院救急科・高度救命救
急センターのドクターヘリ運航管理室の
電話が鳴った。担当の菅原正治さんが
間髪を入れずに受話器を取る。矢掛町
国民健康保険病院（岡山県小田郡矢
掛町）からのドクターヘリの要請だ。入
院中の患者の容態がよくないので、川崎
医大病院に搬送したいという。

　菅原さんは即座に、午前中のドクター
ヘリ担当の奥村澄枝医師と中山崇医師、
鼠尾弘恵看護師のポケベルを鳴ら      
す。３人は身支度を整える間も惜しむよう
に、同センター前のヘリポートに急ぐ。
　出動要請は、ドクターヘリ（川崎式ＢＫ
１１７Ｃ－２型ヘリコプター）の運航を受託
しているセントラルヘリコプターサービス
（株）のスタンバイルームにも同時に連絡
された。渡邉文人機長と藤本義則整備
士が走ってヘリに向かい、素早くエンジ
ンをスタートさせた。
　そこに駆け込んだ医師ら３人を乗せ、
ドクターヘリが飛び立ったのは要請電話
から５分も経っていなかった。
　この日は、午後１時４０分頃にも出動要
請があった。
　笠岡地区消防組合消防本部（岡山
県笠岡市）からの緊急電話だ。市内で
２０代の男性が作業中、ワイヤーが手に
巻き付き、左手薬指を切断したという。ド
クターヘリは、午後担当の椎野泰和医
師と宮本聡美医師、鼠尾看護師を乗せ
て現地に飛んだ。患者は、現地で応急
手当をした医師の判断で岡山大学病
院に搬送された。

　このようにドクターヘリは、医師と看護
師を乗せて怪我人や急病人の発生現
場に飛び、その場で初期治療を行なっ
て救命率を高める医療システムだ。
　わが国では１９８１年、（社）日本交通
科学協議会が川崎医大病院の協力を
得て行なった１日だけのモデル実験から
始まった。その後、川崎医大病院での
試行的運航などを経て徐 に々実用化が
広まっていった。
　２００７年には全国的な配備を目指す、
いわゆる「ドクターヘリ特別措置法※」が
制定された。さらに２００９年３月には、ドク
ターヘリ運航費の都道府県負担分の
半額を国が特別交付税で支援すること
になり、普及の追い風となった。
　２００８年度末現在、全国の１６道府県
１８病院で実施されている。２００８年度
の出動回数は全国で合計５，６３５回。原
因別では、交通事故や労災など「怪我」
が約５０％、「心疾患」や「脳疾患」が３０
％近くを占めている。
※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。

　救急医療では、治療開始までの時間
が救命率の向上や後遺症の軽減に大
きくかかわってくる。ドクターヘリの大きな
利点は、患者の搬送時間を短縮した上、
医師を短時間で患者のもとに送ることが
でき、治療開始時間を早められることだ。
さらに、現場の医師からの適切な情報で、
患者を受け入れる医療機関が検査や
治療への対応準備を的確に行なえる
点も挙げられる。
　厚生労働省では救急車と比べて、医
師による治療開始時間を平均２６分短
縮でき、患者の死亡を２７％、重度後遺
症を４７％減らす効果があるなどと推計
している。
　こうした数字に対して、川崎医大病
院同センター副部長の荻野隆光先生は、
「個々のケースを細かく分析して検証、
比較しなければ判断しにくい数字」とし
ながらも、医師の治療時間が早まること
などドクターヘリの有用性は「言うまでも
ないこと」と話す。
　荻野先生によると、同センターには現在、
１２名の医師と１２名ほどの看護師がおり、

日替わりの当番制で
ドクターヘリの出動
要請に対応してい
る。
　同センターのドク
ターヘリの運航圏域
は、岡山県全域と広
島・香川・兵庫・鳥取
県の一部に及んで
いるが、飛行時間が
約３０分以内に患者の収容が可能な範
囲だ。運航時間は原則として午前９時

から午後５時（日没３０分前）まで。ただし、
運航時間の開始および終了前後の出
動要請には、患者の緊急度や季節で変
わる日没時間などを考慮して柔軟に対
応しているという。
　「救急患者は夜間に発生することが
多いので、夜間運航が可能になれば、
救急効果がもっと高まると思います。こ
の件に関しては当病院が主体のワーキ
ンググループが検討を重ねており、岡山
県の市長会も国に検討を要望しています」
（荻野先生）

出動要請の電話から
５分も経たずに離陸

夜間飛行が可能になれば
もっと上がる救急効果

１６道府県１８病院で
年間５，６３５回出動

やかげちょう

ねずお
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田んぼや道路、救急車とのランデブーポイント－命を救うためドクターヘリはさまざまな場所で傷病者を収容する。（写真提供／セントラルヘリコプターサービス）

観音開きドアで広い開口部。
５人乗れる広いキャビン。
傷病者を搬送中のヘリ室内。
（写真提供／川崎医科大学）
「Ｃ－２型」用緊急医療キットは、現場の声
を反映させた使い勝手の良い日本のオリジ
ナルである。

　川崎医大病院の「平成１９年度 ドク
ターヘリ運航実績報告書」によると、出
動回数は４７５件で、一次出動（消防機
関からの要請に対する出動）の場合は、
その約８０％が要請連絡から離陸までの
時間が５分以内となっている（ちなみに、
二次出動は病院間搬送のための出動
のこと）。搬送した傷病者数は４７７名。
このうち、外傷や熱傷、溺水など外因
性疾患が約５８％で、脳疾患や心疾患、

呼吸器疾患など内因性疾患が約４２％
だった。
　４７７名のうち、ドクターヘリで搬送しな
ければ死亡したと考えられる重篤傷病
者が１０６名おり、そのうちドクターヘリで
搬送したにもかかわらず死亡した傷病
者が６４名。つまり、４２名の傷病者がドク
ターヘリの活動によって命が救われたと
考えられる。また、重い後遺症が残ると
考えられた傷病者７６名のうち、６３名が
軽い後遺症で済んだ。
　「ドクターヘリが関与した傷病者４７７
名のうち、結果的に中等症あるいは軽

傷と診断された、すなわちドクターヘリ活
動が生命予後には影響しなかったと考
えられる傷病者１４９名を除く３２８名のうち、
２５１名がドクターヘリ活動により軽快し
ている。」（「同報告書」から）
　「４７５件のうち、この病院がある倉敷
市内への出動回数は１０７件。ところが
同年度、倉敷市の救急車の出動回数
は約２万回に上っています。ドクターヘリ
はもっと利用されてよいと思います」
（荻野先生）

　ところで、川崎医大病院のドクター
ヘリとして活躍している「川崎式ＢＫ１１７
Ｃ－２型ヘリコプター」は、国産の双発
多用途ヘリコプターで、「Ｃ－１型」に次
ぐ最新モデル。最大巡航速度時速２６０
ｋｍで、最大航続距離７００ｋｍ。ドクター
ヘリに求められる性能・機能で真っ先に
挙げられるキャビンスペースは、ドクター
ヘリとして考えられる機種の中で最大（床
面積：５．１ｍ２）。十分に広いキャビンスペー
スなので、機内で医師が移動しながら患
者の全身を診ることができる（特に妊婦
の搬送時に重要な要素である）。
　しかも、キャビンは５名搭乗可能。患
者１～２名のほか、医師１～２名、看護師、
それに付添人も乗れる。取材日の出動
では、２回とも医師２名が乗った。新生児
搬送では小児科医用の１座席が必要
になる。また、場合によっては、ドクターヘ
リに従事する医師、看護師、救命士の
慣熟訓練用に１座席利用することもできる。
　このように「Ｃ－２型」は、キャビンスペー

スに求められるほぼすべての要求を満
たしている。
　機体後部に大きな観音開きドアがあり、
患者の搬出入がスピーディに容易にで
きる。大型の保育器もストレッチャーに載

せたまま機内に搬入可能だ。
　ご自身もドクターヘリに乗って救急現
場に駆け付けることがあるという荻野先
生は、「Ｃ－２型」を「やはりキャビンスペー
スが広いということですね。機内での医

療行為が容易にできるのは、何よりのメリッ
トです。大きく開く観音開きドアもいいで
すね。機内ではヘッドホンで会話するの
であまり気になりませんが、騒音も少なくなっ
たと思います。現場の医師や看護師た
ちの間で、非常に人気の高い機種です」
と評した。

　渡邉機長は、「計器類の統合で計器
板の計器が少なくなり、エンジンスタート
が容易になりました」と話す。出動要請

を受けるとヘリに走り込み、寸秒も早くエ
ンジンをスタートさせたい機長としての実
感であろう。
　「中国山脈の北側は雪、山間部では
霧に悩まされることがあり、運航の安全
には万全を期していますが、やむを得ず
飛行中止の場合もあります。非常に残
念ですけど」（渡邉機長）
　また、救急現場に着くと患者搬送を手
伝うという藤本整備士は、「キャビンスペー
スが広く、後部出入り口が広いのですべ
ての作業がしやすい」と言い、「機体は
毎日、飛行前、飛行後などこまめに点検し、
出動要請がいつ来ても即座に、安全に

飛べるように備えています」と続けた。
●

　川崎医大病院救急科・高度救命救
急センターとドクターヘリ運航管理室、ス
タンバイルームには毎日、緊張に満ちた
時間が流れている。そして、今日も、ドクター
ヘリの活動によって救われる命があるか
もしれないのだ。

　ドクターヘリは１９６８年、旧西ドイツのドイツ自
動車連盟（ＡＤＡＣ）のメディカルデレクターだっ
た故ゲルハルト・クグラー氏の、交通事故による
負傷者を救いたいという発想から生まれたシス
テムです。その後、ドイツでは、１５分以内の治
療開始を目標に半径５０ｋｍごとの拠点病院に
配備され、大きな成果を上げています。クグラー
氏は日本に来て、システムの啓蒙、普及に尽力
してくれた恩人でもあります。
　わが国では１９８１年のモデル実験に始まり、
多くの関係者の努力で着実に普及してきました。
夜間運航や高速道路での離着陸、ほかにも課
題は少なからずありますが、関係者の協力と努
力で克服していくしかありません。当学会では

ドクターヘリ講習会で、医師、看護師の育成に
取り組んでおり、延べ受講者は２，０００人に上り
ます。
　認定ＮＰＯ法人救急ヘリ病院ネットワーク（國
松孝次理事長）が交通事故の重傷者のケー
スを追跡調査したところ、ドクターヘリで搬送し
た患者のほうが入院日数が４～１８日短く、医療
費も最大１１６万円安くなった、という結果が出
ました。総体的に考えればドクターヘリによる搬
送は必ずしも高価なものではなく、こうした面で
もドクターヘリの有用性は明らかです。
　現在、１６道府県１８病院ですが、２００９年度
中に１９道府県２２病院、２０１０年度中には２４
道府県２５病院へ拡大するものと思われ、その

後はおそらく加速度的に普及が進むとみてい
ます。つまり、わが国のドクターヘリは“新時代”
を迎えつつあると言えます。（談）

重篤傷病者１０６名のうち
４２名の命が救われた

毎日こまめな点検を欠かさず、
安全第一で運航医療陣に人気の

広いキャビンと観音開きドア

「川崎式ＢＫ１１７Ｃ－２型ヘリコプター」

“ドクターヘリ新時代”へ
日本航空医療学会理事長
川崎医科大学名誉教授 小濱啓次先生

こ　    は ま     あ き     つ ぐ
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燃料出力

排気

吸気

●タービン
タービンは４段構成。最新の流体解析技
術や材料の見直しなどにより空力、冷却
とも高効率化を達成した。

●燃料
基本仕様燃料は天然ガスだが、液体燃料
（灯油、軽油、Ａ重油）にも対応可能。

●希薄予混合方式の
　低エミッション燃焼器（ＤＬＥ）
予め燃料と圧縮空気を均一によく混ぜ合わ
せるので、燃焼温度が低い状態で燃焼する。
環状に６個配置してある。

●タービン入口の
　燃焼ガス温度
「Ｍ７Ａ」シリーズで同一とし、高
温部の信頼性を確保している。

●タービン出口の排出ガス温度
他の熱機関に比べて高温なので、コージェネ
レーションシステムおよび複合サイクル発電
システムへの排熱利用に適している。

●圧縮機
電子ビーム溶接による一体構造の軸流圧縮機。
段数は１１段で、圧力比は１６（空気を１６気圧に圧
縮する）。最新の流体解析技術を用いて高効率
化を達成した。また、静翼可変構造（前方４列の静
翼の取り付け角度が可変）採用により、起動特性、
部分負荷性能の向上を図った。

４段構成のタービン翼。

４段タービン全段の流体解析例。

●高度な運転支援システム
通信ネットワークを用いて遠隔監
視ができる。

●ボアスコープ点検口
圧縮機やタービンの動静翼などを、
ケーシング（車室）を開放することな
く短時間で点検できる。

●完全水平２分割構造
ケーシング（車室）を上下に２分割
できるため、開放点検が容易である。

●タービンの排出ガス
排出ガスに含まれるＮＯｘ
（窒素酸化物）値は世界
最高レベルの１５ｐｐｍに
対応可能。

燃料 点火プラグ

パイロットバーナ

予混合メインバーナ 追い焚きバーナ

DLE燃焼器

　地球環境保全や省エネルギーへの取り組みが世界的に要
請されている中、エネルギー利用効率の高いコージェネレー
ション（電熱併給）システム※1や複合サイクル発電プラント※2

への期待度はきわめて高い。とりわけガスタービンを利用し
たシステムは、ＮＯｘ（窒素酸化物）など有害ガスの排出量が
少なく、また、高温の排熱を再利用できて総合熱効率が高く
なることから、環境にやさしいエネルギー供給設備として高
い評価を得ている。
　川崎重工は１９７４年に初めて純国産の産業用ガスタービ
ンを自社開発して以来、中小型の分野で９，０００台以上の納
入実績を持ち、国内では圧倒的なシェアを誇っている。
　「Ｍ７Ａ」シリーズは７，０００ｋＷ級のガスタービンで、１９９３年
に初代の「Ｍ７Ａ－０１」、１９９９年には高出力型の「Ｍ７Ａ－０２」
が開発された。これに次ぐシリーズ最新機種が「Ｍ７Ａ－０３」
である。
　なお、「Ｍ７Ａ」シリーズは、発売以来全世界で約１００台納
入実績があり、累積の運転時間は約２００万時間に上っている。
※１：ガスタービン発電設備の排出ガスに含まれる熱を排熱回収ボイラで回収して蒸気を発生させ、
電力と熱（蒸気や熱水）を併給するシステム。

※２：ガスタービン発電設備の排出ガスに含まれる熱を排熱回収ボイラで回収して蒸気を発生させ、
その蒸気で蒸気タービンを回して発電する二段構えの発電システム。

イラストぎじゅつ入門―77

“時代の要請”に応え、貢献するガスタービン

　「Ｍ７Ａ－０３」は、「Ｍ７Ａ」シリーズで培ってきた運転実績
をベースに、最新技術を投入してさらなる性能向上を図っ
たもので、以下の特長を備えている。
●ガスタービン単体の熱効率は、このクラス最高水準の３４％。
●「Ｍ７Ａ」シリーズ他機種との主要諸元や構造部品共通化
　による高い信頼性の確保。
●排出ガスのクリーン化対策として「ドライ低エミッション燃
　焼器（ＤＬＥ）」を採用。排出ガスに含まれるＮＯｘ量を国内
　で初めて、世界最高レベルの１５ｐｐｍ（天然ガス使用時）
　に対応可能とした。
　この「Ｍ７Ａ－０３」は２００７年の発売以来、海外を中心に
約１０台を受注。うち４台はすでに運用を開始しており、順調
な稼働を続けている。また、内外から多くの問い合わせや引
き合いが寄せられている。

高い効率と信頼性を兼ね備えた「Ｍ７Ａ－０３」

■ガスタービン「Ｍ７Ａ－０３」の納入例

■ガスタービンのしくみ
　ガスタービンは、吸気→圧縮→燃焼→排気
というサイクルで作動する。つまり、圧縮した
空気中で燃料を燃焼させ、高温・高圧のガス
でタービンを高速回転させることによってエ
ネルギーを取り出すのである。

ムンクスヒュー製紙
ウンターユーヘン工場
（ドイツ）

出力：約７，０００ｋＷ（１０℃）
本設備導入によるＣＯ2
削減量：３万ｔ／年

ブリジストンタイランド
ノンケー工場（タイ）

出力：約７，０００ｋＷ（２０℃）
本設備導入によるＣＯ2削減量：
１万１，０００ｔ／年

フリッパ製紙
ミルテンベルグ工場（ドイツ）

出力：約７，５００ｋＷ（１０℃）
本設備導入によるＣＯ2削減量：
１万７，０００ｔ／年
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JR山手線

東京

池袋

新宿
東京メトロ副都心線

渋谷

代官山

横浜

東急東横線

土木工事第１工区

地下化
計画区間

現 場 を 訪 ね て
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●アポロカッター工法の掘削メカニズム

カッターヘッド

揺動フレーム公転ドラム

公転

自転

地上の防音ハウス。トンネル工事は、ここか
ら写真奥に向かって掘り進んでいる。

地下およそ２０ｍに設けられた中央管理室。工事
のすべてを管理している。

工事発進部（立坑）の地下空間。掘削排土がベルトコンベ
ヤで運ばれており、セグメント搬送の準備が進む。

セグメント（幅１．１ｍ）分掘ったら、シールドジャッキを
引っ込めてセグメントを設置していく。

セグメントをエレクター（リフト）で吊り、設置場所に移動
していく。狭い空間で慎重な作業が続く。

セグメントを設置する時には、特殊な断面なの
で計測して位置決めをする。

川崎重工と鹿島建設（株）が共同開発した画期的な
「アポロカッター工法シールド掘進機」の全容。

シールド掘進機による
トンネル工事の最先
端。掘進機に遮られて
切羽の土そのものを
見ることはできない。
東京・渋谷の地下のト
ンネル完成部分。鉄
道複線用なので、立ち
並ぶ支柱の左側にも
同じトンネル空間が延
びている。

　東京都渋谷区。
　渋谷駅の近くで、ユニークな断面形
状のトンネル工事が進んでいる。
　東京都内に張り巡らされた鉄道網の
うち、東急東横線（東京急行電鉄）と地
下鉄副都心線（東京メトロ）は、２０１２年
度に相互直通運転を予定している。そ
のためには現在、高架橋上を走ってい
る東急東横線の渋谷駅～代官山駅間
（１．４ｋｍ）を地下化しなければならない。
トンネル工事はこの地下化に伴うもので、
シールド掘進機が使われている。
　シールド掘進機は鋼製のトンネル掘削
機で、装置前面のカッター（カッターヘッド）
を回転させながら地盤を掘り進む。装置
全体を頑丈な外枠（シールド＝盾）で覆っ
ているのでこう呼ばれる。一般的にトンネ
ルというと円形断面がイメージされるが、
このトンネルはまったく異なる。
　川崎重工と鹿島建設（株）（以下、鹿

島）が、この工事用に共同開発した「ア
ポロカッター工法シールド掘進機」で掘っ
ているトンネルは、角ばった縦長のメガネ
フレームに似た、きわめてユニークな矩
形断面である。
　この工事の正式名称は「（１３号相直）
東横線渋谷～代官山間地下化工事」（発
注者：東京急行電鉄（株））といい、その
うちトンネル工事を含む「土木工事第１
工区」（施工延長：５７７ｍ）を施工してい
るのが「鹿島・西松・鉄建建設共同企業
体」である。シールド掘進機で掘り進む
区間は約５０８ｍ。
　ともあれ、現場に行ってみた。
※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。

　でき上がった部分のトンネルの中を歩き、
先端に向かう。
　トンネルを構成するセグメント（鉄筋コ
ンクリート製の分割ブロック）の、継ぎ目の
線が幾何学模様のように映り、トンネル
の中央には支柱（鋼製角柱）が整然と
立ち並んでいる。
　時折、トンネル内の軌道を、セグメントを
積んだ貨車が通っていく。掘削排土はベ
ルトコンベヤで立坑部まで運び、垂直コン
ベヤで地上の土砂ピットに溜められる。
　切羽（トンネル工事の最先端）に着
いた。
　だが、シールド掘進機に隠れて切羽
の土を見ることはできない。シールド掘進
機の前面も見られない。このきわめて特
殊な形状断面のトンネルを掘れるシール
ド掘進機の前面は、実は写真（右上）の
ようになっている。
　地盤を掘削する回転式カッターヘッド

（赤い部分）が、揺動フレーム（黄色い
部分）を介してメイン回転ドラム（公転ド
ラム、灰色の部分）とつながっている。カッ
ターヘッドが回転（いわば自転）しながら、
公転ドラムによって公転して掘削する。
つまり、公転ドラムの回転角度と揺動フレー
ムの揺動角度をコントロールすることで、
さまざまな断面の掘削が可能になったの
である。カーブ部の掘削も容易にできる。
　“自転”と“公転”を組み合わせると
いう、斬新な発想から生まれた画期的な
シールド掘進機である。
　鉄道の複線断面形状を一度に掘り
進められる２連矩形断面のシールド掘進
機（ダブルヘッド）として設計・製作された。
高さが７．４４ｍ幅が１０．６４ｍ。カッターヘッ
ドは１分間に４．７回転し、１分間に約３ｃｍ
（設計値）掘り進むことができる。
　カッターヘッドの回転速度は従来型の
およそ３倍なので、硬い地盤でも切れ味
鋭く掘り進められる。　渋谷駅のすぐ近く。

　明治通りの真ん中に設けられた防音
ハウス（資機材搬入出用施設）から工

事現場に入り、工事用エレベータでおよ
そ２０ｍ下りる。
　工事の発進部（立坑）となった地下
空間に、トンネルの入口が見えた。
　「最近、都市部のトンネル工事では、ム
ダのない形状が求められています。鉄
道用に真ん丸のトンネルを掘っても、上下、
左右がムダで、また、重要構造物や民間
ビル、さらには下水道など埋設管との離
隔距離をできるだけ長くするためにも非
円形のほうがよいのです」（鹿島・西松・
鉄建建設共同企業体  東急渋谷工事
事務所次長の猪又勝美さん）
　また、この工事では、シールド工区のほ
とんどが固結シルトと呼ばれる硬質地盤
なので、カッターヘッドに従来以上の切
れ味が求められた。さらに、トンネルの最
終地点は地表からの距離が短く、掘削
断面の管理条件が非常に厳しい、など
の課題もあった。
　そこで川崎重工と鹿島が共同開発し
たのが、前例のない特殊なカッター機構
を備えたシールド掘進機である。

　「実証実験を重ね、また、小規模なが
ら実証経験を踏まえて設計・製作したシー
ルド掘進機の調子はとてもよく、計画通り
１分間に最大３センチ掘り進んでいます」
（猪又勝美さん）
　シールド掘進機でセグメントの幅（１．１ｍ）
の長さ分を掘り進むと、１０分割されたセ
グメントを設置する。円形トンネルのような
自動設置が不可能なので、エレクター（リ
フト）を操りながらシールド掘進機の内側
に設置していく。ごく限られたスペースの
狭い空間での作業だが、
　「だんだんコツを会得したようで、掘り
始めに比べたらずいぶんスピードが上
がりました」（猪又勝美さん）
　取材日（２００９年１１月３０日）の時点で
は、１日（８時間作業２交替制）にセグメン
ト７つ分、つまり７．７ｍ掘り進んでいる。

●
　この１月下旬には、ユニークな矩形断
面のトンネルが貫通する見通しである。

現 場 を 訪 ね て

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」が順調に掘進中

角ばった縦長のメガネフレーム
に似た断面形状

カッターヘッドが
自転しながら公転して掘削

「計画通り１分間に
最大３センチ掘進中」

前例のない特殊な
カッター機構を共同開発
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道路に面したサワラ垣の中ほどに設けられた門は２種類。左は薬医門で切り妻屋根があり、右
は屋根のない簡単な形式の冠木門である。

旧岩田家（公開）の外観。
約２００年前の建築といわれ、
柱や小屋組などの主要構
造部材、茅葺き屋根などは
ほぼ建築当時のものとされ
ている。
接客座敷からツボと呼ぶ庭
を望む。庭には松などを植え
て景観をよくした。
茅葺き屋根の天井。質実
にして剛健という気風が伝
わってくる。

武家町「仲町」の象徴ともいえるサワラの生け垣と門に雪がしんしんと降り積もる。
きれいに刈り込まれたサワラの生け垣。白い世界の緑色が新鮮に映る。

旧梅田家（公開）。江戸時代
末期の嘉永年間（１８４８～１８５４
年）に建てられた武士の住宅
という。

●ご愛読いただきましたこのシ
リーズは今回で終了し、次号
からは「川に見る・日本の四
季」シリーズを掲載します。

代々藩医を務めた旧伊東家（公開）だが、中級武士の居
宅によく似た構造・特徴を残しているという。

　津軽の冬は白い冬である。
　雪は強く、あるいは弱くなりながら、家に街路に
降りしきる。弘前市の一角、建物や地割が江戸時
代の武家町の旧態をよく保持しているとして、国
の重要伝統的建造物群保存地区（伝建保存地区）
に選定（１９７８年）されている「仲町」も白く染まっ
ていた。
　この武家町の特徴である長く続くサワラの生け
垣と門に、降り積もる雪－冷気が足元からじん
わりと全身を包んでいく。

●
　津軽を統一した津軽藩祖為信が、慶長８年
（１６０３年）に築造を始めた高岡城（後に弘前城と
改称）は慶長１６年（１６１１年）、二代藩主信枚の
時に城と周辺の町割が完成した。伝建保存地区
は弘前城の北側、築城当初から町割された「仲町」
と総称される武家町の一部である。ここに伝統的
建築物３０件、工作物（板塀）５件、環境物件（サ
ワラ生け垣）８１件が保存されている。
　「弘前公園（弘前城跡）に隣接していて観光
客も少なからず訪れますが、住民の意志で純粋な
生活空間として機能しています。全国に数ある伝
建保存地区の中でも、住宅地としての町並み保
存を志向している数少ない例です」（弘前市教育
委員会文化財保護課）

●
　雪の武家町を縦横に歩く。
　何といっても目につくのは、道路沿いに続くサワ

ラの生け垣である。伝建保存地区内のその延長
は３，０００ｍ近くになるという。サワラは、桧によく似
たヒノキ科の常緑高木だ。岩手県が自生の北限
とされており、育ちがゆっくりなことから生け垣に適
していると藩が奨励したらしい。
　武家屋敷の構成は、周囲をサワラ垣で囲み、道
路沿い中ほどに門（冠木門、または薬医門）がある。
植栽された庭（ツボと呼ぶ）を挟んでその奥に寄
棟造り茅葺き、あるいは切妻造り板葺きの主屋が
配置されている。
　よく刈り込まれた緑の生け垣や、武家屋敷らし
い風格のある門に降り積もる雪を眺めていると、
何やら歴史の重みまで感じられる気がするのだった。

●
　伝建保存地区の住宅は生活の場となっている
ため、道路から外観を見ることしかできない。ただし、

弘前市が管理している武家住宅３棟が公開され
ており、内部を見学できる。
　その１棟、旧岩田家住宅の建物は、約２００年前
の寛政時代末から文化年間に建てられた。その後、
改造、増築されたが、柱や小屋組などの主要構造
部材、茅葺き屋根などはほぼ建築当初の姿を保っ
ているという。ちなみに、上杉謙信に仕えていた岩
田家が津軽藩の家臣になったのは４代衛門兵衛
恵孝の時で、知行は３００石とされている。その主
屋は式台の玄関を設け、日常の生活空間を通らず
に接客座敷に行くことができる。これが武家住宅
の特徴のひとつだという。

●
　北の街に雪が降り続く。武家町はいよいよ白く
染まり、通る人は少ない。
　しんしんと雪が降り積もる。

のぶひら

かぶきもん やくいもん

よしたか

えもんひょうえ

（青森県）

［歩いて・見た・歴史の家並み］－○24

弘前

青森

弘前市

サワラ垣も門も白く染まった北 の武家町

な か ち ょ う
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南海化学工業（株)
小雑賀工場に納
入された本システ
ムの第一号機。
同工場では年間
約４３６万ｍ３の副
生水素を有効利
用することで、年間
約１０９万ｍ３Ｎの天
然ガス使用量と同
約２，５００ｔのＣＯ２
が削減できること
になった。

液体塩素

洗浄・冷却

塩

水

電気

水素ガス

洗浄・冷却

余剰副生水素 圧縮水素

濃縮設備
50％液状
苛性ソーダ

電解槽

送風装置
圧力測定器

混焼バーナ

副生水素 都市ガス

副生水素
流量制御弁

都市ガス
流量制御弁

空気量  演算 都市ガス
流量  演算
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制御装置

信号工場操業の副生水素
発生量変化に応じて
ユーザーが遠隔で設定

■ボイラで副生水素と都市ガスを混ぜて燃やすシステムの概念図

■電解法（余剰副生水素・苛性ソーダ・塩素）の製造工程　（資料提供：日本ソーダ工業会）

　このほど、川重冷熱工業（株）（以下、
川重冷熱）が開発した「都市ガスと副
生水素の混焼システム」は、未利用の
副生水素を従来よりも簡便に、しかも安
定的に燃焼制御できるようにした、まった
く新しいシステムである。
　従来の都市ガスと副生水素の混焼

法では、ボイラのドラム圧力を測定する
装置、燃料（都市ガスと水素）量測定装
置のほかに、ボイラへの供給空気量の
測定装置と、ボイラの排ガス中の酸素測
定装置（残存酸素量から空気供給量
が適正かどうかを判断）を設置し、複雑
な演算によって燃焼制御をしなければ
ならなかった。
　これに対して新しいシステムは、川重
冷熱が長年にわたって蓄積してきた副
生燃料に関する幅広い燃焼技術を基に、
独自に構築したより高度な演算方式を
活用している。ボイラに本来設置されて
いるドラム圧力測定装置と燃料量測定
装置の演算だけで、発生量の不安定な
副生水素を有効利用できる業界初の
画期的な燃焼制御システムである。

　水素（元素記号Ｈ）は、常温では無色、
無味、無臭の気体で、重さはすべての
気体の中で最も軽い。空気（酸素）中で
は炎をあげて燃え、燃えても水（Ｈ２Ｏ）
以外の排出物、例えばＣＯ２（二酸化炭素）
や粒子状物質などを出さないクリーンな
エネルギー源で、化石燃料の代替エネ
ルギーとして期待されている。
　水素は、工業的には石油あるいは石炭、
天然ガスなどを酸素などと高温で反応さ
せて得た合成ガスから取り出すのが一
般的だが、ほかにもいくつかの製法があ
る。このほか、化学工場で化学製品など

の生産過程から副産物として発生する
水素、いわゆる「副生水素」と呼ばれて
いるものがある。
　副生水素の代表例は、苛性ソーダの
生産工場で発生するものだ。塩を溶か
して電解装置で電気分解すると、苛性ソー
ダと塩素が得られるが、その生産過程で
副生水素が発生する。
　ちなみに苛性ソーダは、常温では無色、
無臭の固体で、空気中に放置すると徐々
に湿気を吸収して溶液状になる。基礎
工業製品の一つとしてなくてはならない
もので、上下水道・工業廃水の中和剤、
石鹸・洗剤の原料、メッキ工場などでの
脱脂処理など極めて幅広い分野で用
いられている。 　実際のボイラ運転では、副生水素の

発生量（燃料として使える量）に応じて
ボイラへの供給量を予め設定しておき、
蒸気需要の変動には都市ガス供給量
の増減で対応する。副生水素の供給
量は、発生量の増減に応じて設定変更
ができる。
　本システムは、「都市ガス専焼」と「都
市ガスと副生水素の混焼」の両モードを
搭載しているので、工場の都合で副生
水素が発生しない場合でも蒸気需要に
対応可能だ。また、制御演算法の高度
化により、燃焼モードの切り替えはボイラ
の運転を継続しながらワンタッチ操作で
できる。
　空気量測定装置と酸素測定装置を
設置する必要がないので、従来法に比
べて初期費用が少ない。燃焼制御の
演算装置はボイラの制御盤に組み込ま
れる。
　本システムの第一号機（炉筒煙管ボイ
ラ）は２００９年３月、大阪市西区に本社が
ある南海化学工業（株）の小雑賀工場（和
歌山市）に納入された。この工場では、年
間約４３６万ｍ３の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
ガス使用量と同約２，５００ｔのＣＯ２が削減
されることになった。
　川重冷熱では、発生量が少ないため

副生水素を大気に放出している工場や、
化石燃料焚きボイラ設備の併設が必要
だった工場などに、本システムを積極的
に提案していきたいとしており、問い合わ
せ、引き合いも多数寄せられているという。

　副生水素は、ボイラの燃料として使う
ことが可能だ。前述のように、水素は燃
やしてもＣＯ２がまったく発生しないので、
地球温暖化防止対策の面からも近年、
その有効利用が強く望まれている。　
　しかし、副生水素は発生量が安定せ
ず、また、ボイラの一般的な燃料である
都市ガスに比べて燃やしたときの熱量
が低い（都市ガスの約４分１）。そのため、
一台のボイラで都市ガスと混ぜて用いる
場合は、燃焼制御が非常に難しい。発
生量が少ない工場では大気に放出して
いるケースもある。
　副生水素が大量に発生する工場では、
都市ガスを燃料とするボイラとは別に、
副生水素専焼ボイラを設置して利用し
ているケースもある。しかし、この場合は
経費がかかりすぎるなどの問題がある。

こざい か

こ ざ い か

新 製 品 ・ 新 技 術

燃焼制御のより高度な演算方式を
独自に構築

水素は地球にやさしい
クリーンなエネルギー源

第一号機を２００９年３月に納入、
順調に成果

副生水素は発生量が不安定なのが
利用上の課題

川重冷熱工業（株）が業界で初めて、
発生量が不安定な副生水素と都市ガスを
安定して燃やせる画期的な混焼システムを開発
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「ギガセル※」が環境省の「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞

「ボーイング７８７ドリームライナー」が
初試験飛行に成功

２０１２年ＡＰＥＣサミット会場（ロシア）向け
ガスタービン発電設備を連続受注

新開発の大型ばら積み運搬船
「ＣＡＰＥ  ＣＡＮＡＲＹ」を引き渡し

ブラジルで二輪車生産工場の稼働を開始

輸送ヘリコプター「ＣＨ－４７」のライセンス締結２５周年記念式典を挙行

川崎重工グループの３社を合併

中部電力から国内最大級の地上式ＬＮＧタンク２基を受注

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

　川崎重工は、大容量・密閉型のニッケル水
素電池「ギガセル」の高い省エネルギー効果      
が評価され、環境省の「平成２１年度地球温
暖化防止活動環境大臣表彰」（技術開発・製
品化部門）を受賞した。
　「ギガセル」は、大型化が困難とされていたニッ
ケル水素電池の大型化・密閉化に成功したも
ので、その革新的な構造により、大電力を高効
率で充放電でき、取り扱いが容易で安全性に
優れている。また、有害物質などを一切使用せ
ず、溶接レス構造にしてリサイクル性を高めた
地球にやさしい電池である。
　適用例のひとつが鉄道車両への搭載。車

両がブレーキをかけたときに発生する回生電
力を蓄電し、加速時に蓄電した電力を再利用
することで電力使用量の低減が図れる。川崎
重工が開発した次世代型低床式路面電車
「ＳＷＩＭＯ※」は、ギガセル搭載により３０～５０％
の省エネを達成した。ほかにも各種大型移動
体の動力源などに適用することで、省エネ・ＣＯ２
削減を目指している。
　さらに、「ギガセル」は鉄道変電所の地上蓄
電設備としても利用できる。地下鉄路線での
実証実験では、実験に当たった変電所の電力
使用量および契約電力量の大幅な削減（２０
％減）に寄与することが確認された。

　ボーイング社が国際共同開発を進めている
次世代中型機「７８７ドリームライナー」（以下、
「７８７」）が現地時間の２００９年１２月１５日、ワシ
ントン州で初試験飛行に成功した。「７８７」は
シアトル市近郊のボーイング社エバレット工場に
隣接するペインフィールドを離陸し、約３時間後、
シアトル市のボーイングフィールドに着陸した。
「７８７」は最新テクノロジーの採用により、同サ
イズの航空機と比べて燃費効率が２０％向上し、
かつ、広い座席や大きな窓、やわらかい照明な
ど空の旅の快適さを徹底追求した“夢の旅客
機”である。
　川崎重工は、「７８７」の国際共同開発にパー

トナー企業として当初から参画し、前部胴体、
主脚格納庫および主翼固定後縁という重要
部位の開発・製造を担当している。中でも前部

胴体は、複合材の自動積層による継ぎ目なしの
一体構造として製作するという、大型航空機で
は前例のない画期的な方法で行なわれている。

　川崎重工は、２０１２年にロシア・ウラジオストッ
クのルースキー島で開催予定のＡＰＥＣサミット
会場向けに、双日（株）を主契約社としてロシア
の極東電力から「ＧＰＢ７０」型ガスタービン発
電設備の１・２号機を受注した。本発電設備は、
川崎重工が自社開発した７，０００ｋＷクラスのガ
スタービン「Ｍ７Ａ－０２」を搭載している。なお
本件は、川崎重工のロシア向けガスタービン発
電設備の初受注である。
　本プロジェクトは、ＡＰＥＣサミット会場に電力
と熱を供給するため、ガスタービン発電設備お
よび温水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もの。ガスタービン発電設
備から排出される燃焼ガスを、温水供給に利
用することにより総合熱効率は約８０％に達し、
地球温暖化防止の一助になるものと期待され
ている。
　今回受注した１，２号機に加え、３号機および
４号機の発電設備も、川崎重工への発注が内
定している。さらに、今回の契約には３台の追
加発注オプションがついており、２０１０年度予
算による追加発注が予定されている。

　川崎造船は、坂出工場において、“Ｋ”ＬＩＮＥ  
ＢＵＬＫ  ＳＨＩＰＰＩＮＧ（ＵＫ）  ＬＩＭＩＴＥＤ（ケイ  
ライン バルクシッピング（ユーケー） リミテッド）
向け大型ばら積み運搬船「ＣＡＰＥ  ＣＡＮＡＲＹ
（ケープ  キャナリー）」を引き渡した。
　本船は、川崎造船が新たに開発した１８０型
ばら積み運搬船の第１番船で、フランスのダン
ケルク港に入港可能な船型として最大級の積
載能力を有している。本船は、ばら積み運搬船
の船体強度に関する新規則（共通構造規則：
ＣＳＲ）を適用し、安全性を向上させた。また、
省燃費型ディーゼル主機関や高効率タイプの
プロペラに加え川崎造船が開発したコントラフィ
ン付きセミダクトや川崎フィン付きラダーバルブな

ど最新の技術を採用し、推進性能を向上させ
ることにより燃料消費量を低減させている。さら
に、バラストタンクの腐食防止として定められた
新塗装基準（ＰＳＰＣ）を適用し、塗装の高品
質化を達成した。
■主要目

全　　　　 長：２９２ｍ
幅　　　  （型）：４５ｍ

深　　さ   （型）：２４．７ｍ
総　ト　ン　数：９万３，２３５ｔ
載貨重量トン数：１８万２，５７７ｔ
主　  機　  関：川崎－ＭＡＮ  Ｂ＆Ｗ

６Ｓ７０ＭＣ－Ｃ  Ｍｋ７×１基
連続最大出力１万７，７８０ｋＷ
×８７回転／分

航 海 速 力：約１５．３ノット 

　川崎重工のブラジル現地法人Ｋａｗａｓａｋｉ  
Ｍｏｔｏｒｅｓ  ｄｏ  Ｂｒａｓｉｌ  Ｌｔｄａ．（ＫＭＢ）が２００９年

１０月７日、アマゾナス州マナウス市で二輪車生
産工場の開所式を行ない、稼働を開始した。

　新工場の敷地面積は約１万３，０００ｍ２で年
間２万５，０００台の生産能力を持ち、ＫＭＢは、
スポーツモデル「Ｚ７５０」、「Ｎｉｎｊａ ２５０Ｒ」の
２機種の生産を開始し、順次、生産機種を拡
大していく方針である。
　ブラジルにおける２００ｃｃ以上の二輪車市場
は欧米や日本に次ぐ規模を誇っており、今後も
順調に拡大していくものと見込まれている。
　ＫＭＢは、２００８年１０月に完成車輸入による
二輪車の販売を開始し、現地生産分を合わせ
て２０１０年には７，０００台の販売を見込んでいる。

　川崎重工は、２００９年１０月１９～２０日、自衛
隊の輸送ヘリコプター「ＣＨ－４７」ライセンス締
結２５周年記念式典を東京本社、および岐阜
工場で行なった。式典には、米国ボーイング社、
伊藤忠商事（株）などの関係者、川崎重工か
らは元山近思・航空宇宙カンパニープレジデント、
村山滋・同バイスプレジデントなど多数が参加。
記念品の交換や記念ボードへの署名などが
行なわれて盛会であった。
　川崎重工は１９８４年、ボーイング社とライセ
ンス契約を締結して以来、２００９年３月までに
陸上自衛隊へ５６機、航空自衛隊へ２８機、合

計８４機の「ＣＨ－４７」を防衛省に
納入した。「ＣＨ－４７」は近年、新
潟県中越沖地震の災害救助やス
マトラ沖地震の緊急援助などにも派
遣されて活躍した。
　今年度契約の機体からは、新型
エンジンおよび空輸容易化キットなど
新規装備を搭載した能力向上型と
して製造を継続しており、その活躍
の場がますます広がることが期待さ
れている。

　川崎重工は、２０１０年１０月１日（予定）に、（株）
川崎造船、（株）カワサキプレシジョンマシナリ、
カワサキプラントシステムズ（株）を吸収合併す
ることを決定した。
　川崎重工が２００７年に制定した経営理念に
掲げている「広範な領域における高度な技術

力によって社会、地球環境の未来に資する新
たな価値創造」のためには、既成製品の革新
的高度化と新分野での新製品開発が必要で
あり、グループ全体の知的資産の効率的で迅
速な融合と活用が不可欠である。
　そこで、川崎重工は３社を本体へ再統合し、

別会社であるとによって生ずる制約を取り払い、
各々が持つ技術的知見、人材などをグループ
として最大限に有効活用することを決断したも
のである。

　川崎重工は、中部電力（株）から川越火力
発電所（三重県川越町）向けＬＮＧタンク（機
械工事）を２基受注した。受注したタンクは、地
上プレストレストコンクリート（ＰＣ）式ＬＮＧタンク
（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。

　川越火力発電所（総出力：４８０．２万ｋＷ）は、
世界最大級のＬＮＧ火力発電所として運転中で、
現在、容量１２万ＫＬのＬＮＧタンクを４基有して
いる。今回受注したＬＮＧタンク２基の増設によ
り、中部電力はＬＮＧ調達の安定性・柔軟性の
向上を図ることができる。

■主要目

形　　　　式：地上ＰＣ式ＬＮＧタンク
容　　　　量：１８万ＫＬ
最低使用温度：－１６４℃
内 槽 内 径：約８０ｍ
貯 槽 高 さ：約５５ｍ

※「ギガセル」、「ＳＷＩＭＯ」は川崎重工の登録商標です。

ス イ モ

ケ ー プ  　   キ ャ ナ リ ー
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