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　イプシロンロケットは、独立行政法人宇宙航
空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が開発を進めている
小型の固体燃料ロケットだ。
　フェアリングはロケットの先端に位置し、内
部に衛星やロケット機体を格納してロケット打
ち上げ時や飛行時に生じる音響、振動、温度な
どの過酷な環境から保護するという重要な役
割を担っている。また、大気圏外で衛星を軌道
に乗せるため、確実かつ安全に分離・離脱する
必要がある。
　川崎重工はこれまで、わが国の基幹ロケット
であるＨ－ⅡＡ／Ｂロケット向けにさまざまなタ
イプのフェアリングを開発・製作し、累計で約
30機分を納入している。この豊富な実績や新
規の技術提案が評価され、イプシロンロケット
用フェアリングの開発を担当している。
　イプシロンロケットは８月に試験機が打ち上
げられる予定だ。フェアリング開発の主な節目
をカメラで追ってみた。
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川崎重工・播磨工場（兵庫県播
磨町）で行なわれたイプシロン・
フェアリングのＰＭ（実機大試作
モデル）による分離放てき試験に
成功した瞬間のひとコマ。

発　行……2013年7月
編　集
　　　……川崎重工業株式会社  マーケティング本部  企画部発行人
　　　　　企画部長　田坂　秀樹
　　　　　東京都港区海岸1ー14ー5
　　　　　TEL 03-3435-2084
　　　　　http://www.khi.co.jp

現場を訪ねて

世界初の浮体式天然ガス液化プラント（Ｆ－ＬＮＧ）向け
大型ボイラ７缶を連続製作
（播磨工場）

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季⑭

中国地方の川の「夏」を追う
大山滝の飛沫に、
束の間の涼。

●表紙説明●
　誌面を圧する巨大なクラゲ？－にしては糸状の触手がありません。実はこれ、ロケッ
トの先端に位置し、内部に衛星などを格納するフェアリングの先端部です。川崎重工は、
この８月に試験機の打ち上げが予定されている、独立行政法人宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）のイプシロンロケットのフェアリングを開発しました。
　詳しくは「最前線カメラルポ」（１～５ページ）をご覧ください。

イプシロンロケット用
フェアリングを開発

新製品・新技術

防衛省・海上自衛隊向け
新型「Ｐ－１固定翼哨戒機」の量産初号機を納入

イラストぎじゅつ入門－◯

熱して冷やす？
二重効用で世界最高効率の
吸収冷温水機
「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の構造
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（上）音響試験は、
ＪＡＸＡのエンジ
ニアの指揮で
進められた。

（下）音響試験設備
（川崎重工が設
計・製作して納
入）にセットされ
たイプシロン・
フェアリングの
ＰＭ。左下から
音響パワーが
噴出する。

（左）強度試験は、イプシロン・フェアリングのＰＭに各方向か
　　ら荷重をかけて歪みを計測し、強度・剛性を評価する。
（下）フェアリング計測室でデータに見入る開発関係者。

イプシロン・フェアリング実機の製作風景。作業台に運ばれるパネルの一片（左）。パネルを内部から見るとこうなる（右）。

ＰＭ（実機大試作モデル）を用いて
強度試験

“半殻一体パネル“などで
工程・コストを低減

ＰＭ音響試験は
ＪＡＸＡ筑波宇宙センターで実施

ペイロードアクセスドアの
固定作業が約20分で完了

海上に着水したフェアリングは
数時間で水没

　2012年12月半ば。
　川崎重工・播磨工場（兵庫県播磨
町）に設けられたフェアリング試験タワー
に、イプシロンロケット用フェアリングのＰＭ
（プロトタイプモデル：実機大試作モデ
ル）がセットされていた。ＰＭ強度試験が
行なわれるのである。
　イプシロンロケット用フェアリング（以
下、イプシロン・フェアリングと略）は全長
約９ｍ、直径約2.6ｍで、先端部は円錐
形になっている。
　フェアリングは、ロケット先端部に搭載

された衛星などを、打ち上げや飛行時
の過酷な環境から保護するものだ。その
ため、ロケット飛行中の荷重に耐えられ
る十分な強度・剛性と、飛行中に衛星な
どの搭載物を熱（大気圏では空気との
摩擦熱でイプシロン・フェアリングの表面
温度は最高で800℃前後になる）や、音
響（ロケット打ち上げ時の排気音響は、
ガラスが割れるような振動を発生させる）
から保護する高い耐熱・防音性能が求
められる。
　強度試験は大まかにいうと、
　「試験タワーに設置したＰＭに、垂直
方向や水平方向などから荷重をかけて
ＰＭの歪みを計測し、強度・剛性を評価 　川崎重工はこれまで、大型ロケットＨ－

ⅡＡ／Ｂ向けフェアリングを、試験用も含
めて約30機以上、設計・製作している。
そして、打ち上げられたフェアリングは、
宇宙空間ですべて正常に作動した。
　川崎重工はこうした実績のある基盤
技術を基に、イプシロン・フェアリングにつ
いても高い信頼性を確保しながら効率
的な開発を進めている。
　新しい技術も導入された。
　フェアリングは、ロケットが宇宙空間に
出たらふたつに割れる仕組みになって
いる。二枚貝のような形状のパネルは、
蜂の巣状のハニカムコアの両面にアルミ
板を接着したハニカムサンドイッチ構造
である。
　「従来は、パネルの円筒部と円錐部
は別々につくって結合していましたが、イ
プシロン・フェアリングでは両者を一体で
成形する“半殻一体パネル”を採用しま
した」（川崎重工  航空宇宙カンパニー
技術本部宇宙機器設計部宇宙機器二
課の駒田禎彦課長）
　また、フェアリング外表面の断熱材
は、大規模な専用ブースが不要になる
などの利点がある貼付方式の断熱シー
トを新しく開発。防音材も曲面に沿った
形状に加工が可能な樹脂製防音ブラ
ンケットを採用した。これらにより、
　「性能を向上させつつ工程を低減で
き、さらには製造コストの低減も図れまし
た」（駒田禎彦課長）

　ＰＭ強度試験に続いてＰＭ音響試験
が行なわれたのは、2013年２月中旬のこ

と。場所は、ＪＡＸＡ筑波宇宙センター
（茨城県つくば市）の総合環境試験棟・
音響試験設備である。
　この設備は、ロケット発射時および飛
行中の音響環境を模擬し、その環境で
の試験体の機能を確認できる設備で、
川崎重工が製作・納入したものである。
音響源発生装置で高圧のチッ素ガスの
流れをつくり、最大で約151デシベル（ｄＢ）
の音響パワーを発生できる。
　試験は、実機と同じ防音装備を施し

　フェアリングには、内部にセットした衛
星などの搭載物（ペイロード）を打ち上
げ直前に、エンジニアが最終チェックす
るためのアクセスドアが設けられている。
従来は、最終チェックが終わった後、こ
のドアを閉めてボルトで固定する作業に
約１時間かかっていた。
　イプシロンは、ロケットを発射場の発射
台で組み立て始めてから、点検し、打ち
上げるまでの期間を極力短くしようとして
いる（後述）。そのためには、ペイロードア
クセスドアの固定に要する時間もできる
だけ短縮したい。
　そこで、イプシロン・フェアリングではド
アの構造をシンプルにするとともに、強度
を維持しつつドア取付ボルトの数をでき
るだけ減らすなどの工夫をした。
　その結果、ドア固定作業は20分以内
に完了することが可能になった。

　ところで、ロケット打ち上げ後、機体か
ら分離したフェアリングは海上に落下す
る。これが大型の海上浮遊物となって、
船舶の航行に支障を及ぼさないようにし
なければならない。イプシロン・フェアリン
グでは、パネルのハニカムコアに小さな
溝穴を設け、パネル内に水が入りやすい
構造を新しく開発した。
　「着水したフェアリングは数時間で水
没するので、船舶の航行への影響を回
避できます」（駒田禎彦課長）

するものです」（川崎重工 航空宇宙カ
ンパニー技術本部宇宙機器設計部宇
宙機器二課の西尾誠司基幹職）
　この日の強度試験の結果、制限荷重
（ロケット飛行時に負荷が予測される荷
重など）下では塑性変形などは発生せ
ず、また、終極荷重（制限荷重の1.25
倍）下でも破壊しないことが確認でき、各
構造部の設計・解析が妥当であると評
価された。

たＰＭを同設備の反響室床面に固定。
実機で外部から負荷される音響を当
て、フェアリング内外の音圧レベルなどを
計測してその影響を調べるものだ。
　試験は３日がかりで行なわれた。その
結果、構造の振動応答や音響減衰は
設計通りで、また、構造各部の破損や緩
み、サンドイッチパネル内部の剥離や断
熱材の剥がれなどもなく、設計・解析が
妥当と評価された。
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イプシロン・フェアリングの
ＰＭによる分離・放てき試験
は、分離機構の爆薬起爆
とともに、写真のように２枚
のパネルがきれいに割れて
分離し成功した。

高性能・低コストの小型固体燃料ロケット、
イプシロン。（C）ＪＡＸＡ

川崎重工が技術支援で参加したイプシロン・フェアリングＰＭによる組立リハーサル。

より高性能・低コストを目指す
イプシロンロケット

今夏、「惑星分光観測衛星」を
搭載して打ち上げ

２人のエンジニアで打ち上げられる
“モバイル管制”

ロケット自体が
本体や搭載機器をセルフチェック

パネルがきれいに２分割して
分離放てき試験が成功

　開発中のフェアリングが搭載されるイ
プシロンロケットは、わが国独自の技術で
固体燃料ロケット技術の粋を極めたとい
われるＭ－Ｖロケット（2006年に運用終
了）の後継機である。Ｍ－Ｖロケットまで
の伝統を受け継ぎ、より一層進化した固
体燃料ロケットを目指している。
　全長約24.4ｍ、直径（代表径）約2.6
ｍ、総重量約91ｔの３段式ロケットで、打
上能力（地球周回低軌道）は1.2ｔ（ちな
みにＭ－Ｖは1.8ｔ）。
　「イプシロンロケットの開発には、固体
燃料ロケット技術の継承・発展とともに、

　イプシロン・フェアリング試験機は、従
来のフェアリング製作と同じく川崎重工・
岐阜工場（岐阜県各務原市）で部品を
製作し、播磨工場内のフェアリング組立
工場で組み立てて完成させた。
　完成したイプシロン・フェアリングは５月
下旬、発射場のＪＡＸＡ・内之浦宇宙空
間観測所（鹿児島県肝付町）に向けて
播磨工場から出荷された。
　これより先、５月半ばには内之浦宇宙
空間観測所でＪＡＸＡにより、フェアリング
ＰＭ（実機大試作モデル）による組立リ
ハーサルが行なわれ、川崎重工は技術
支援で参加した。また、５月末にはイプシロ
ンロケットの機体システムが発射場に搬
入され、組み立てや全段システムの点検、
打ち上げリハーサルが行なわれるなど、
発射に向けた準備が着 と々進んでいる。

●
　川崎重工が開発したフェアリングを搭
載する新しい小型固体燃料ロケット、イ
プシロンの試験機には、地球を回る軌道
から金星や火星などを観測する「惑星
分光観測衛星」が搭載される。
　そして８月、イプシロンロケット用に改
修されたＪＡＸＡ・内之浦宇宙空間観測
所から打ち上げられる予定である。 

　従来は、ロケットを発射台で組み立て
て搭載機器などを点検し、打ち上げるま
でに少なくとも２か月弱かかっていた。イ
プシロンロケットは人工知能を持つだけ
ではなく、ロケットの部品を減らし完成に
近い形で発射場に運べるような仕組み
になっている。発射台での組み立てが
非常に簡略化されるのだ。そのため、発
射台での組立作業が始まってから１週
間で打ち上げられる。これは“世界最
短”である。
　しかも、打ち上げ管制を行なうエンジ
ニアは２人だけ。パソコンによる“モバイ
ル管制”が実現する。ロケットの打ち上げ
時には大勢のエンジニアなどが管制室
に詰めて見守る、というのがこれまでのイ
メージだったが、イプシロンロケットはこう
した“常識”を完全に覆すことになる。
　「開発するからには世界一を目指す、
というのがわれわれの目標です。もちろ
ん、今夏に予定されているイプシロンロ

ケット試験機からモバイル管制を実施し
ます。小型衛星の需要が増える見通し
の中で、世界に先駆けたモバイル管制
は非常に意義があります。試験機の打ち
上げ費用は、試算ではＭ－Ｖロケットの
約半分。次の段階ではさらなる低コスト
を目指す計画で、今後のわが国のロケッ
ト打ち上げビジネスに大きく寄与できるも
のと思います」（ＪＡＸＡ・井元隆行さん）

　イプシロンロケットは、Ｍ－Ｖロケットや
大型のＨ－ⅡＡロケットで確立された技
術を活用し、さらにその技術を改良した
新しい技術と革新的な打ち上げシステ
ムを採用している。
　中でも大きな技術革新は“知能化によ
る自律点検”である。
　ロケットの打ち上では発射直前まで、
搭載されたあらゆる機器を点検しなけれ
ばならない。例えば、Ｍ－Ｖロケットの打ち
上げでは、管制室に並ぶ数十台の点検
機器を用いてロケット本体や搭載された
各機器をチェックするので、100人ものエ
ンジニアが必要だった。
　これに対してイプシロンは、３段ロケット
の各段に人工知能を設置。パソコンで
点検を指示すれば、ロケット自体が本体

や搭載機器をセルフチェックし、各段の
点検結果はネットワークを通じてパソコン
に集まる仕組みになっている。このよう
に、人工知能が設置され、自ら打ち上げ
前の点検作業を行なうロケットは“史上
初”だという。

　さて、イプシロン・フェアリングの開発作
業に戻ろう。
　４月上旬には川崎重工・播磨工場で
ＰＭ分離放てき試験が行なわれた。
　フェアリング試験タワーにＰＭをセット。
２枚のパネルの結合部に組み込まれて
いる分離機構の爆薬端部を、電気的に
起爆させて作動させるのだ。
　準備が整うとカウントダウンが始まり、
「－５、４、３、２、１、起爆」－その瞬
間、爆発音とともにＰＭは貝が割れるよう
にふたつに割れて左右に倒れた。爆薬
が起爆し、パネルの接合用ボルトを瞬時
に切断。パネルを縦方向にふたつに分
離・放てきすることに成功したのだ。
　試験の結果、分離・開頭機構の性能
が確認され、また、フェアリング分離時の
衛星やロケットに対する影響評価などが

行なわれ、いずれも設計・解析の妥当性
が確認された。
　これら一連の試験で、イプシロン・フェ
アリングの開発作業はほぼ終了した。

技術の進歩で衛星が小型化（重量500
ｋｇ未満）しているという背景があります。
固体燃料ロケットは、液体ロケットに比べ
て運用性に優れており、小型衛星の打
ち上げに適しています。イプシロンロケッ
トはこの特性を活かすべく、より高性能・
低コストを目指して開発に取り組んでい
ます」（ＪＡＸＡ・宇宙輸送ミッション本部イ
プシロンロケットプロジェクトチームサブマ
ネージャの井元隆行さん）

Kawasaki News 171　2013/7 5



NZ型（COP1.51）

■さまざまな省エネ技術を採用
「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、従来より性能が40％も向上した新
開発の小型・高性能のプレートを用いた新型高
性能熱交換器、二段蒸発・吸収構造を単銅に集
約し、加熱熱量を少なくした新開発の二段蒸発・
吸収構造などの新技術、さらには高性能伝熱管
の導入、排ガス熱交換器での回収熱温度を従来
の200℃前後から100℃に下げるなどさまざまな
省エネ技術を採用して効率向上を図っている。

■暖房の場合（概略）
再生器で吸収液（塩水）を加熱すると、水分が蒸
発する。この蒸気で、パイプの中を流れる水の温
度を上げて暖房に使用する。加熱の時に凝縮した
水は吸収液（塩水）と混合させ、再生器に送る。こ
の循環で連続して暖房用の温水を得るのである。

※吸収液を加熱し、水を蒸発させ、濃くして吸
　収器に戻す。水蒸気は凝縮器に送る。
ガスや灯油などを燃やした熱で、水蒸気を吸収し
て薄くなった吸収液（塩水）から、水分を蒸発さ
せて元の濃い吸収液（塩水）に戻す。
蒸発した蒸気を、高温再生器と低温再生器で
利用する“二重効用”（この吸収冷温水機を二
重効用と呼ぶ由来）にして効率を高めている。

●高温再生器

●バーナ

●低温再生器

●制御盤
タッチパネルの簡単操作で容易に運転できる。

●再生器

●再生器

※水蒸気を水にし、蒸発器に送る。
再生器で蒸発させた水蒸気を、冷却水で冷や
して水に戻す。
冷却水は、ビルの屋上などに見かけるクーリン
グタワーで冷却した水である。

水が蒸発する際には、周囲の熱を奪う。この原理を利用して、冷房用の冷水をつくる。
つまり、吸収冷温水機は水→水蒸気→水→水蒸気というサイクルを利用して冷房を行なう。
熱を使うのは、温度を奪うために水蒸気にした水を、もう一度水に戻し、水→水蒸気のサイクルを
効率よく行なうためである。

●凝縮器

●凝縮器

※蒸発器で蒸発した水を吸収液で回収する。
塩は水分を吸収しやすい性質を持っている。こ
の性質を利用し、蒸発器で蒸発した水を濃い塩
水に吸収させて回収する。このことから、吸収冷
温水機と呼ばれるのである。
なお、上記では吸収液を塩水と表現しているが、
一般的な食塩、つまり塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）で
はなく、臭化リチウム（ＬｉＢｒ）という化合物を使用
している。ＮａとＬｉ、ＣｌとＢｒは共に同属元素なの
で、臭化リチウムは塩化ナトリウムと同じ吸湿
（吸水）性を持ち、味も塩味がするのである。

●吸収器

●吸収器

※真空に近い状態で水を蒸発させ、気化熱
　でパイプを通る水を冷やす。水蒸気は吸
　収器に。
真空に近い圧力の状態では、水は４℃程度の
低温で蒸発する。蒸発器ではこの現象を利用
して水を冷やす。
蒸発器内は真空に近い状態が保たれており、
凝縮器からの水（約15℃）が通るパイプに水
を散布すると蒸発する。その気化熱でパイプを
通る水を約７℃に冷やして冷房に使用する。

●蒸発器

●蒸発器

●ＮＨ型（ＣＯＰ1.43）
（2013年10月発売予定）
●ＮＵ型（ＣＯＰ1.39）
●ＮＥ型（ＣＯＰ1.33）
※写真は「ＮＥ型」

■熱を利用して冷房用の冷水をつくるしくみ（サイクル）

真空に近い状態で水を
蒸発させ、気化熱でパ
イプを通る水を冷やす。
水蒸気は吸収器に。

蒸発器で蒸発した水を
吸収液で回収する。

水蒸気を水にし、蒸発
器に送る。

吸収液を加熱し、水を
蒸発させ、濃くして吸収
器に戻す。水蒸気は凝
縮器に送る。

　国内外のホテルや商業ビル、学校、病院、地
域冷暖房、工場など幅広く使われている吸収冷
温水機は、ガスや油を燃料とし、水を冷媒とす
るクリーンな冷暖房用機器である。省エネ効果
が高いので地球環境にやさしい、地球温暖化に
関わるフロンや代替フロンを使用しない、運転
操作が簡単で性能が安定しているなどの特長
がある。
　吸収冷温水機を45年前、世界に先駆けて商
品化したこの分野のリーディングカンパニー、
川重冷熱工業（株）が、このほど新発売した
「Ｅｆｆｉｃｉｏ」は、二重効用（イラストの解説「再生
器」の項参照）では世界最高効率（ＣＯＰ※

1.51）を達成した最新の吸収冷温水機である。
※：ＣＯＰは「冷凍能力÷投入熱量」で表示される成績係数。数字が大きいほど
効率がよく、省エネ効果が高い。なお、ＣＯＰはＪＩＳ基準により求めています。

イラストぎじゅつ入門̶90

　ところで、吸収冷温水機で不思議に思われる
のは、“冷房に使う場合でも燃料を燃やす”こと
だろう。
　冷やすのに熱くする－どうして？
　今回は、世界最高効率を誇る「Ｅｆｆｉｃｉｏ（ＮＺ
型）」の構造をイラスト化し、そのしくみを解明
してみた。

「Ｅｆｆｉｃｉｏ」で解く
“熱して冷やす”しくみ

水を冷媒にした
クリーンな冷暖房用機器

熱して冷やす？
二重効用で世界最高効率の
吸収冷温水機「Ｅｆｆｉｃｉｏ」の構造

■幅広い用途に対応する「Ｅｆｆｉｃｉｏ」のラインナップ

エ フ ィ シ オ

エ フ ィ シ オ

エ フ ィ シ オ

エ フ ィ シ オ

エ フ ィ シ オ

エ フ ィ シ オ

冷やして
水蒸気を
水にする

蒸気

水

冷
却
水

熱源機

室内機
（12℃）

冷水
（7℃）

冷房

真空に近くしてあるので
4℃前後で蒸発する

水蒸気

水蒸気を
濃い塩水が
吸収する

水が蒸発して熱を奪う

加熱

暖めて
塩水を
濃くする

濃
く
な
っ
た

塩
水

水
蒸
気
を
吸
収
し
て
、
う
す
く
な
っ
た
塩
水
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（播磨工場）

世界初の浮体式天然ガス液化プラント（Ｆ－ＬＮＧ）向け

大型ボイラ７缶を連続製作
現 場 を 訪 ね て
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完成した１缶目のボイラが専用工場から
移動される。高さ約20ｍ、横幅約13ｍ、
奥行き約11ｍで、重さが500ｔ近いとい
うとてつもない大型のボイラである。

世界初の浮体式天然ガ
ス液化プラント（Ｆ－ＬＮＧ）
「プレリュード」の完成予
想イラスト。製作中のボイ
ラ７缶は、イラストのように
甲板上に設置される。

ステージ１から見た大組立ライン。ほぼ１か月でステージを移動していく。

上から見た組立中のボイラの列。最上部でも作業が続いている。

溶接は、技能教育センター「匠塾」で高難度の訓練で育成さ
れた高技能溶接士約40名が専任で行なっている。

　川崎重工・播磨工場（兵庫県播磨
町）で、高さが約20ｍ、横幅が約13ｍ、
奥行きが約11ｍもあり、重量が実に500ｔ
近いという大型ボイラ７缶の製作が、専
用工場で連続的に進められている。
　前ページ（見開きページ）は、専用工
場の大組立ラインを一望したものだ。左
端がステージ１で、右へ順にほぼ１か月
ごとに移動していき、右端のステージ６で
出荷準備となる。

　このボイラを川崎重工がテクニップ社
から受注したのは2011年７月のこと。受
注の決め手はどこにあったのだろうか。
　「今回のボイラは、設置場所が洋上
で、しかも、その蒸気はＬＮＧの生産ライ
ンに必要な電力・蒸気を賄うというもの
で、川崎重工で多数の実績を誇るLNG
運搬船の主機として使用される舶用ボ
イラ（200缶以上）と、同じく多数の実績を
誇る生産ラインに適用される陸用産業
ボイラ（1,000缶以上）の技術融合が必
要であること、今回の案件に対して安全
対策を十分に検討したこと、それに、ボイ
ラの総組立を自社播磨工場で行なう、つ
まり、品質と納期確保に重要な「設計」と
「総組立」を社内で行なうという姿勢など
が高く評価されたものと思います」（川崎
重工 プラント・環境カンパニー生産本部
生産技術部の岡田佳也副部長）
　受注したボイラには、洋上という厳し
い使用条件に耐えられることなどが求め
られる。そのため、今回は、顧客の厳しい
仕様要求に加え、ＬＲＳ（ロイド船級協
会、本部：ロンドン）規格が適用され、厳し
い認証取得が必須条件とされた。

　この大型ボイラ７缶は、シェル社（Ｓｈｅｌｌ：
オランダ）が、オーストラリア北西部の沖合
いに設置する予定の世界初の浮体式

天然ガス液化プラント（Ｆｌｏａｔｉｎｇ ＬＮＧ、
以下、Ｆ－ＬＮＧと略、プラント名「プレ
リュード」）向けのものだ。
　Ｆ－ＬＮＧ「プレリュード」は長さ488ｍ、
幅74ｍで巨大な船に似ており、ボイラは
その甲板上に設置される。
　海底ガス田から採掘された天然ガス
は従来、海底パイプラインで陸上のＬＮＧ
液化基地に送られ、－162℃の極低温で
液化されてＬＮＧ（液化天然ガス）となり、
ＬＮＧ運搬船で需要地に運ばれる。これ
に対してＦ－ＬＮＧは、採掘した天然ガス
を洋上で液化・貯蔵し、その場でＬＮＧ運
搬船に積んで出荷できる設備だ。「プレ
リュード」は、そのすべての過程を船上
で行なう世界初のプラントである。
　製作中のボイラは川崎重工が、総合
エンジニアリングメーカーのテクニップ社
（Ｔｅｃｈｎｉｐ：フランス）から受注したもの
で、「プレリュード」がＬＮＧを生産するの

　ボイラの基本形状は、設置スペースの
制約や洋上での揺れを考慮し、ＬＮＧ運
搬船の主ボイラとして実績のある舶用ボ
イラをベースに、コンパクトな形状で揺れ
に強いものとした。また、実績のある舶用
ボイラ同様、ボイラの各部位には全溶接
構造を採用して堅牢性を高めている。

　「溶接に厳しいＬＲＳ規格が適用され
ましたので、このボイラ専任の溶接士を
育成して対応しています。播磨工場内
の技能教育センター『匠塾』で集中して
高難度の訓練を行ない、約40名のボイ
ラ高技能溶接士を育成しました。溶接
士の育成は引き続き行なっています」
（川崎重工 プラント・環境カンパニー生
産本部製造部の西川成二部長）
　洋上での耐候性・耐久性といえば、塩
害対策が欠かせない。通常の舶用ボイ
ラは船殻内に設置されるが、「プレリュー
ド」では甲板上で直接、潮風や雨にさら
される。
　そのため、塗装作業と管理は厳しいも
のとなっている。塗装作業者は技量試
験に合格・認定を得た者のみ、塗装管

　見開きページで紹介した大組立ライン
では、自社開発した移動台車「ビッグター
トル号」が、約500ｔもの重量物を載せて
ステージからステージへ移動していく。
　「３ＤＣＡＤ（三次元設計）により、組立
の安全性、合理性を考えた工事計画を
行ないました。さらに組立に関しては、播
磨工場で製造を担当している大型構造
物であるシールド掘進機の組立技術を
応用するなど、川崎重工ならではのもの
づくりの総合技術を駆使しています」
（岡田佳也副部長）
　部材製作では、「必要なものを、必要
な時に、必要なだけつくる」川崎重工独
自の生産方式「ＫＰＳ」（カワサキ・プロダ
クト・システム）によって効率的な生産を
行なっている。

●
　７缶の大型ボイラの製作は、テクニッ
プ社やＬＲＳから派遣された検査官によ
る厳正な検査を受けながら、予定通りに
進んでいる。
　播磨工場からの出荷は、第一回目（４
缶）と第二回目（３缶）に分けて、今年夏
を予定している。

に必要な電力や蒸気を賄うために活用
される。
　ボイラ１缶当たりで、毎時220ｔの高温・
高圧の蒸気を発生する洋上で使用され
るボイラとしては世界最大だ。

理は高レベルの塗装技術（ＮＡＣＥ相
当）を有した塗装技術者による厳しい塗
装管理と検査が行なわれている。
　メンテナンスの容易性も大きなポイント
だ。この点は、ボイラ内部の重要な部材
である過熱器管や炉壁水管などの交
換が容易にできるように、マンホールの
大きさなどに配慮をした。

現 場 を 訪 ね て

ステージ１から６へ移動していく

大組立ライン

厳しい溶接規格に専任の

ボイラ高技能溶接士を育成

総合技術で取り組む

大組立ラインでの組立

厳しい技術仕様が

要求されるボイラ

巨大な船に似た浮体式プラントの

甲板上に設置される

洋上では世界最大のボイラ（１缶当たり毎時220t　の高温・高圧の蒸気を発生）で、
専用工場を建設して製作中
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米子市から国道181号線を真庭市（岡山県）方面へ。日野町根雨で日野川と
別れ、四十四峠を越えて新庄村に入ると、新庄川の細い流れが姿を現した。
美甘渓谷では、清流が巨岩に砕けて涼やかな風を運んできた。
根雨に戻り、南下して日南町へ。鬱蒼たる森林に抱かれ、変化に富んだ日野川
上流の渓谷が続く。河川敷の背丈を超える葦を分けて川岸へ行ってみた。
真っ青な夏空を映して、清流はあくまで青く澄んでいた。

（左）

（下）

　中国地方の最高峰で、伯耆富士と呼ばれる大山（標高1,729ｍ）
の東斜面に位置する大山滝を撮ろうと思い立った。２段に落ちる
美しい滝だという。
　米子市から国道９号線を東に走り、浦安町で右折して県道44号
線に入る。地蔵峠を越えると駐車場があり、登山道になる。木道
（別名を“天国の階段”というらしい）を下り、加勢蛇川に架かる大
山滝吊橋を渡る。見下ろせば千尋の谷で、かなりスリリング。さらに、
20分ほど苔むした古道を歩くと、滝を一望できる展望台に着いた。
　大山滝（鳥取県琴浦町）は２段構成で、総落差は約42ｍある。
上段が約28ｍ、下段が約14ｍ。日本の滝百選のひとつである。緑の
木々の間を水量も豊富に流れ落ちる姿は、優美のひと言だ。滝壺ま
で行ってみる。途中、足場の悪い急斜面は鎖を掴んで降りる。滝壺
から見上げると、美しさに迫力が加わった。轟音が谷間にこだまし、
飛沫が涼風と一緒に頬を濡らす。束の間、暑さを忘れ、汗が引いた。
　このあと、いったん米子に戻り、新庄川や日野川の上流で夏の清
流を追った。

川に見る・日本の四季⑭  中国地方の川の「夏」を追う

大山滝の飛沫に、束の間の涼。
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わが国周辺海域の
警戒監視などに使用
される新型「Ｐ－１固
定翼哨戒機」の量産
初号機。先ごろ、川
崎重工・岐阜工場に
おいて防衛省に納入
された。

左：川崎重工・岐阜工場で
行なわれた納入式でハ
ンガーから運び出される
「Ｐ－１」量産初号機。
右：同納入式での関係者
のテープカット。

　川崎重工は先ごろ、岐阜工場（岐阜
県各務原市）において、海上自衛隊向
けの新型「Ｐ－１固定翼哨戒機」（以下、
「Ｐ－１」と略）の量産初号機を防衛省に
納入した。
　哨戒機は、領海エリアなどのパトロー
ルを主な任務とする特殊な航空機で、
一定の場所をゆっくりとしたスピードで長
時間飛行できることや、場合によっては
高速飛行も求められる。
　「Ｐ－１」は現行の哨戒機「Ｐ－３Ｃ」の
後継機として、防衛省が2001年度から
開発を進めてきた初の純国産ジェット哨
戒機である。ちなみに、防衛省はこの開
発に当たり、「Ｐ－１」とともに次期輸送機
（「ＸＣ－２」、現行の「Ｃ－１」の後継機）

　「Ｐ－１」は、「Ｐ－３Ｃ」の後継機となる
初の純国産ジェット哨戒機で、わが国周
辺海域における広域の警戒監視などに
使用される。今後運用試験を経て警戒
任務に就く予定である。
　なお、川崎重工は前部胴体、水平尾
翼（川崎重工が開発した、軽くて強く、低
コストの航空機用炭素繊維強化複合
材料「ＫＭＳ6115」を採用）を製造すると
ともに、機体の最終組立および飛行試
験を担当している。また、川崎重工グ
ループの日本飛行機（株）（横浜市金沢
区）が、翼胴フェアリング（主翼と胴体の
付け根の整形部分）を製作している。

　この２機種の開発に当たっては、防衛
省から機体部位などの共用化によるコ

　「Ｐ－１」は全長38ｍ、全幅35.4ｍ、全
高12.1ｍで、基本離陸重量は79.7ｔ。
　エンジンは新規開発の国産エンジン
を搭載している。哨戒機専用に開発さ
れたエンジンは、環境に配慮して騒音を
低く抑えるとともに、幅広い速度域での
低燃費を実現している。
　機体も哨戒機専用に設計されたもの
で、主翼面積の最適な設定などにより、
低速から高速まで幅広い速度域で安

定した飛行が可能である。操縦系統に
は、電磁障害に強く、操縦装置からの指
示を光ファイバーで各部に伝達する“フ
ライ・バイ・ライト操縦システム”を実用機と
しては世界で初めて採用した。
　任務システムでは、潜水艦や不審船
などの探知識別能力がより一層向上し
たレーダ・システム、および音響システム
などの“センサ・システム”を搭載。搭乗員
の戦術判断を支援する“戦闘指揮シス
テム”により、高い目標捜索能力と情報
処理通信能力および武器管制能力を
実現した。

スト削減の要望が出された。これに対し
て川崎重工はさまざまな提案を行ない、
機体では主翼（外翼部）や水平尾翼、
風防、また、搭載システムでは統合表示
器や飛行制御計算機、脚揚降システム
コントロール・ユニット、補助動力装置な
どの共用化が実現した。
　これは従来には考えられなかった、未
曾有ともいえる画期的な成果で、これに

より開発費を削減することができた。
　2001年12月に始まった２機種の開発
は、川崎重工が主契約企業として全体
の取りまとめ役となり、わが国の航空機
メーカーが長年培ってきた設計・製造技
術力を結集したオール・ジャパン体制で
進められた。
　そして、2007年７月に２機種の試作機が
完成しロールアウト、同年９月には「Ｐ－１」
試作１号機が初飛行に成功した。
　初飛行後、社内飛行試験などを重
ね、予定したすべての各種社内試験を
完了して2008年８月に試作１号機を、同
年中に２号機を防衛省に納入した。
　その後、防衛省による各種の性能評
価が進められ、2013年３月に完了した。
　これより先、川崎重工は2009年３月に
防衛省と「Ｐ－１」量産機の製造に関す
る最初の契約を締結。各種の改善内容
を量産機の設計に反映して製造を進め
てきた。そして先ごろ、量産初号機の納
入となったのである。

の開発も同時に行なうことにした。大型
の固定翼機２機種の同時開発は、航空
機史上例のない計画であった。2001年
末、防衛省からこの両機種の国産開発
のプライム（主担当）企業に指名された
のが川崎重工である。
　川崎重工は防衛省に哨戒機「Ｐ－
３Ｃ」（派生型を含む）を107機、輸送機
「Ｃ－１」を31機納入した実績があり「Ｐ－
３Ｃ」「Ｃ－１」の後方支援を続けるととも
に、常に研究・開発に取り組んできた。こ
うした地道な努力に加え、新しく開発す
る２機種に対する開発体制・手順など開
発プログラムの提案全体が高く評価さ
れて主担当企業に指名されたのである。

新 製 品 ・ 新 技 術

12年かけて開発した
初の純国産ジェット哨戒機

川崎重工は部位製作のほか
最終組立および飛行試験を担当

川崎重工が取りまとめ役で、
オールジャパン体制で開発

さまざまな新技術の採用で
探知識別能力などが大幅に向上

川崎重工が防衛省指名のプライム（主担当）企業として
全体を取りまとめた国産開発が完了し、量産を開始

防衛省・海上自衛隊向け防衛省・海上自衛隊向け
新型「Ｐ－１固定翼哨戒機」の量産初号新型「Ｐ－１固定翼哨戒機」の量産初号機 を納入を納入
防衛省・海上自衛隊向け
新型「Ｐ－１固定翼哨戒機」の量産初号機 を納入
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川崎重工グループのタグラインを制定

稲わらから低コストのバイオエタノールを製造する技術を確立

ＦＰＳＯ（浮体式生産貯蔵積出設備）向け天然ガス圧縮機を出荷

ワシントン首都圏交通局向け
地下鉄電車を追加受注

世界最大、カーゴタンク容量18万2,000ｍ3のモス型ＬＮＧ運搬船を初受注

船舶の推進システム向け超電導モータ（3,000ｋＷ）開発の性能試験で、世界最高性能を達成

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、「Ｋａｗａｓａｋｉ事業ビジョン
2020」の実現とブランド価値向上・拡大を目指
して、グループタグラインを制定しました。今後、
新しいタグラインを加えたブランドコミュニケー
ションを積極的に展開してまいります。
　新しく制定したタグラインには、グループミッ
ションの実現に向けて、「お客さまと社会の可
能性を切り拓く力になる」というＫａｗａｓａｋｉブラ

　川崎重工は、ラムソン合弁会社がベトナム油
田開発プロジェクトに投入するＦＰＳＯ（浮体式
生産貯蔵積出設備）向けの天然ガス圧縮機２
基を出荷した。
　ＦＰＳＯは洋上で、海底油田から採掘された
石油から不純物を取り除いて原油を生産・貯蔵
し、輸送タンカーへの積み出しを行なう浮体式
設備だ。従来の固定式プラットホームに比べて
水深が制約にならないことや、移動・再利用が
容易などの利点がある。本ＦＰＳＯは、既存タン
カーを改造するもので、ブンタウ沖160ｋｍに位置
するタンロン鉱区およびドンド鉱区の開発プロ

　川崎重工は、ワシントン首都圏交通局
（ＷＭＡＴＡ）から地下鉄電車（7000系）100両
を追加受注した。この受注は、2010年に受注し
たベース契約64両に付随するオプション契約
である。オプション契約はこれまでに364両が行
使されており、川崎重工の7000系の受注数は
合計で528両となる。今回のオプション分100両
は、既存車両の置き換えを目的として調達され
るもので、オプション車両納入後はＷＭＡＴＡ
が保有する車両の半数以上が川崎重工製に
なる。
　7000系地下鉄電車は、ＷＭＡＴＡとして初

　川崎重工は、川崎汽船（株）と18万2,000ｍ3

型ＬＮＧ（液化天然ガス）運搬船１隻の造船契
約を締結した。
　本船は、川崎重工・坂出工場（香川県坂出
市）で建造し、竣工予定は2016年10月。川崎
重工が新たに開発した18万2,000ｍ3のカーゴ
タンク容量を持つ世界最大のモス型ＬＮＧ運搬
船である。これまでの川崎重工におけるモス型
ＬＮＧ運搬船の最大船型である17万7,000ｍ3

型のパシフィックマックスと呼ばれる船型の特
長を最大限に活用して開発。カーゴタンクとし
てモス型ストレッチ球形タンク※１を２基、モス型
球形タンクを２基搭載することで、カーゴタンク
の容量を約5,000ｍ3増加させた。
　本船には、モス型ＬＮＧ運搬船としては初め
てＤＦＤ※２電気推進システムを採用しており、低
速域から高速域の幅広い船速域で優れた燃
費性能を発揮する。また本船は、自社開発の
防熱システム「カワサキパネルシステム」のさら
なる改良により、輸送中に自然に気化する天然
ガス（ボイルオフガス）は世界最少の1日当り

　川崎重工は、オフショア船※１や砕氷船などの
特殊船、そして一般商船の推進システムとし
て、省エネルギー化や小型化が実現できる超
電導モータの開発を進めている。このほど、川
崎重工・神戸工場（神戸市）において、数千トン
級の中型船舶に搭載する試作機の性能試験
を行ない、定格の3,000ｋＷの出力を確認し、世
界最高の出力密度※２を達成した。
　この超電導モータを利用すれば、船舶の推
進に関しては約20％の燃料低減が可能にな
る。また、将来の液体水素輸送船に適用した
場合は、輸送中に気化したガスを超電導モー
タの冷却に有効活用できるので、さらに効率の
高い推進システムの実現が可能になる。
　高い機動力と高出力性能が求められるオフ
ショア船や特殊船では、電気推進システムの
導入が進んでいる。また、より経済性の高い運
用のために、省エネ化が実現できる超電導
モータを用いた電気推進システムが注目されて
いる。超電導は、物質の温度を超低温まで冷
却すると電気抵抗がゼロになる現象で、さまざ
まな装置の高効率化に寄与する。細い超電導
線材に大電流を流せるので、コイルの巻き線に
用いればコンパクトで強力な磁石になる。
　川崎重工では、超電導コイルをモータの回

転部に配置し、その中に極低温ガスを流して
冷却する方式を用いることで、従来のモータに
比べて半分のサイズに小型化した3,000ｋＷの
超電導モータの試作機を製作。性能試験でこ
のクラスでは世界最高の出力密度を達成した
のである。また、設計どおりの非常に高いモータ

効率※３（98％）を得ることもできた。
　川崎重工では今後、超電導モータを陸上で
の耐久試験や実海域での実船搭載試験を経
て、オフショア船や特殊船などの推進システム
に用いるモータとして製品化していく予定だ。
また、液体水素輸送船向けなどへの先進的で
最適な舶用推進システムの提供を図り、将来
的には工場などの発電機や駆動装置へ適用
することで、高効率でＣＯ2削減が可能な製品
群の創出に取り組んでいく考えである。
※１：陸から離れた沖合いで石油やガスの開発などに用いる作
業船や輸送船。

※２：モータ単位体積当たりの出力。
※３：入力された電気エネルギーに対する機械出力エネルギー
の比率。

ジェクトにおいて、原油の生産・貯蔵・積み出しを
行なうものである。
　川崎重工が出荷した圧縮機は、原油生産
過程で石油から分離された随伴ガスをＦＰＳＯ
で昇圧し、海底パイプラインで陸地へ圧送する
ための設備で、ＦＰＳＯのトップサイド（石油・ガス
生産設備）を建設するシンガポールのグローバ
ル・プロセス・システムズ社から2012年５月に受
注した。
　本ＦＰＳＯの商業運転開始は2013年第四半
期を予定している。

0.08％のボイルオフレートを達成。これは輸送中
の本船の燃料として利用するのに適した量な
ので、ボイルオフガスを無駄なく活用でき、本船
の環境性能および経済性を高めている。
　なお本船は、国際石油開発帝石（株）が主
体となってオーストラリア
で開発を進めている、イ
クシスＬＮＧプロジェクト
から購入を決めている
台湾の台湾中油股份
有限公司（ＣＰＣ）向け
のＬＮＧ輸送に投入され
る予定である。
※１：従来の球形タンクの赤道
部に円筒部を追加して容
量を増やしたタンク。

※２：Ｄｕａｌ Ｆｕｅｌ Ｄｉｅｓｅｌ（２元
燃料ディーゼル）の略で、
このエンジンは油とガスの
両方を使用できる。

　川崎重工は、稲わらを原料とするバイオエタ
ノール製造実証試験（農林水産省の公募事
業「ソフトセルロース利活用プロジェクト」）を完
了し、非食用バイオマスである稲わらから低コ
ストのバイオエタノールを製造する技術を確立
した。
　川崎重工は2008年度から2012年度まで秋
田県の全面的な支援を得て、（社）秋田県農
業公社とともに本プロジェクトに取り組んでき
た。2009年11月には秋田県潟上市に日産200ℓ
の生産能力を持つ製造実証プラントを設計・建
設。2010年10月には秋田県・大潟村ソーラース
ポーツラインで、本プラントで製造したバイオエ
タノールを使用した自動車の走行実証試験に
成功した。その後も、稲わらの前処理、糖化、発
酵、蒸留および無水化まで一貫した実証プラン
トを連続稼働させ、ＪＩＳ※に適合したバイオエタ
ノールの安定製造が可能であることを確認し、

また、商業規模で１ℓ当たり40
円の製造コストを実現するバイ
オエタノールの製造技術を確
立した。
　従来、稲わらからエタノール
を製造するには、硫酸や酸素
で成分を分解する必要があ
り、このことが高コストにつな
がっていた。これに対し、川崎
重工では熱水だけで分解す
る独自の新技術「熱水式バイ
オエタノール製造技術」を採
用することで、コスト低減に成
功したのである。
※：自動車ガソリン用として使用される燃
料用エタノールについて、品質項目と
試験方法を規定したもの。

■主要目
全　　長：約300ｍ
型　　幅：52.0ｍ
タンク容量：18万2,000ｍ3

速　　力：19.5ｋｎｏｔ
ボイルオフレート：0.08％／日

ンドの想いが込められています。
注）【英】ｐｏｗｅｒｉｎｇ
          力を与える、動力を与える
    【英】ｙｏｕｒ
          お客さま、社会、従業員
    【英】ｐｏｔｅｎｔｉａｌ
          可能性、潜在力、発展性

めて採用したステンレス鋼製で、長さ23ｍ、幅
3.1ｍ、高さ3.3ｍ。従来は各車両に設置して
いた運転室を２両当たり１か所に減らすことで
座席数を増加させた。また、デジタルコンテン
ツ表示装置やＣＣＴＶカメラ、情報伝送システ
ムなど、従来車にはない最新システムを採用
している。
　納期は2018年８月の予定。

　米国では、オバマ大統領のもと景気対策の
一環として交通インフラを含む社会資本への
投資が積極的に検討されており、北東回廊の
都市交通やアムトラックをはじめとする都市間
交通の既存車両置き換えや、輸送力増強に関
するプロジェクトが増加することが予想されて
いる。

超電導モータカットモデル

支援船イラスト

Kawasaki News 171　2013/716 Kawasaki News 171　2013/7 17



※

http://www.khi.co.jp

いいモノ

つくろう。

川崎重工

世界では地球環境問題への対応が急がれています。

日本では電力の安定供給への関心が高まり、新興国では電力需要がきわめて旺盛になっています。

川崎重工の発電用「グリーンガスエンジン」。その発電効率４９.5％は世界最高の数値です。

燃料はクリーンな天然ガス。発電効率を向上させたことで、二酸化炭素の排出量を大幅に削減。

窒素酸化物の排出値２００ppm以下は、世界最高水準の環境性能です。

出力は５,０００～７,８００キロワット。一般家庭なら、２，０００～３，０００軒の電力をまかなえます。

2012年８月。「グリーンガスエンジン」１４基からなる１１万キロワットの発電所が、千葉県で本格稼動を開始しました。

活況を呈するここ神戸工場。スタッフの熱い想いと挑戦の繰り返しが新しい技術を生み出します。

技術はひとをシアワセにする。技術は、明日へつづく。

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”

わたしたちは毎日この製品と向き合っている。
世界は毎日エネルギー問題と向き合っている。

※日本工業出版 天然ガスコージェネレーション 機器データ 2012 より

グループミッションの実現に向けて、「お客様と社会の可能性を切り拓く力となる」というKawasakiブランドの想いが込められています。




