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「宇嶺の滝」
　宇嶺（うとうげ）の滝は、静岡県藤枝市にある「東海の名
瀑」のひとつと呼ばれる落差 70mの大滝です。地元では「お
君（きみ）の滝」と呼ばれていますが、その昔、お君という
女性が縁談の話がありながら病苦から滝に身を投げたという
言い伝えに由来しています。
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製 品 紹 介

機関形式 6UEC43LSⅡ 7UEC45LA

シリンダ内径 mm 430 450

行程 mm 1,500 1,350

ストロークボア比 − 3.49 3.00

出力 kW 6,300 6,230

回転速度 min-1 160 158

正味平均有効圧力 MPa 1.81 1.57

平均ピストン速度 m/s 8.00 7.11

図−１　外形寸法比較

図−２　主要構造

表− 1　機関主要目

1. はじめに
　当社では、2011年に施行が予定されているIMO-NOx2
次規制に対応する機関ラインアップの整備を進めていま
す。
　その中で6UEC43LSⅡ形機関は回転速度及び出力レ
ンジがほぼ同等の7UEC45LA形機関の代替機として新
たに生まれ変わろうと、三菱重工業㈱神戸造船所殿で開
発を進めています。7UEC45LAとの比較を以下に紹介
いたします。

2. 主要目
　シリンダ当たりの出力アップとロングストローク化で
UEC45LA形機関より小径で高出力機関となっています。

4. 主要構造
　構造はシンプル化を進めて部品点数を削減し、高信頼
性化を図っています。（図−２）
　①排気弁締付ボルトは２本締め。
　②カムケースは架構一体形
　③カム軸駆動ギヤ４枚→３枚形
　④カム軸移動装置油槽一体形

5. おわりに
　初号機は2009年4月に組立を開始し試験運転後2009年
8月にお客様納入予定になっています。
　また新シリンダ注油システム（ECL-T）をオプショ
ンで装備することができ、シリンダ油消費量を削減して
運行経費の低減に貢献します。
　UEC43LSⅡ形機関も従来機種同様にご愛顧の程お願
いいたします。

ディ−ゼル技術グループ　大石敏明

3. 外形寸法比較
　6UEC43LSⅡは7UEC45LA形機関と比較して機関全
長が1400mm以上短く、高出力・コンパクト化しており、
貨物スペースを大きくとることができます。（図−１）

6UEC43LS Ⅱ形機関の紹介
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製 品 紹 介

名称 6UEC50LSE

形式
赤阪-三菱UEディーゼル機関
単流掃気式排気ガス過給機付
2ストローク単動クロスヘッド形

シリンダ内径 	 	 500	mm
行程 	 	 2,050	mm
出力 	 9,960	kW
回転速度 	 124	min -1

正味平均有効圧力 	 2.0	MPa
平均ピストン速度 	 8.47	m/s

UEC-LSE 形機関
6UEC50LSE 形機関就航状況と UEC45LSE 形機関開発

写真−１　初号機 ピストンの状況 写真−３　初号機 カム軸駆動装置の状況

写真−２　初号機 シリンダライナの状況

表− 1　機関主要目

1. はじめに
　UEC-LSE形機関は、既に本誌でも紹介しております
通り、優れた経済性と高信頼性で好評のUEC-LSⅡ形
機関の実績をフィードバックし、最新の技術を取入れ
たシリーズです。当社では6UEC50LSE形機関に続き、
6UEC45LSE形機関の初号機が完成し、間もなく試験運
転に入ります。
　本稿では6UEC50LSE形機関の就航状況とUEC45LSE
形機関の開発状況について紹介します。

2. 6UEC50LSE形機関
　UEC50LSE形機関は高出力・コンパクト化・高信頼性・
環境対応をコンセプトとし、三菱重工業㈱とWartsila社
により共同開発された機関です。表−１に機関主要目を
示します。

Principle）システムを採用しています。
　この注油方式は従来の方式に比べ、シリンダライナ内
に薄く均一な油膜が形成されることにより潤滑油消費量
の低減が可能となるシステムです。初号機は就航後1年
が経過しましたが注油率は計画通りに低減されており、
シリンダライナ及びピストンリングの状態も良好で、お
客様からも良い評価をいただいています。
　またカム、カムローラ、カム軸駆動装置も良好な状態
であることを確認しています。

　初号機搭載船は2007年4月、2号機搭載船は2008年2月
に就航し、7月には3号機搭載船の海上公試運転が終了
しています。
　1・2・3号機共にシリンダ注油にSIP（Swirl	Injection	
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製 品 紹 介

名称 6UEC45LSE

形式
赤阪-三菱UEディーゼル機関
単流掃気式排気ガス過給機付

２ストローク単動クロスヘッド形
シリンダ内径 	 450	mm
行程 	 1,840	mm
出力 	 7,470	kW
回転速度 	 130	min -1

正味平均有効圧力 	 1.96	MPa
平均ピストン速度 	 7.97	m/s
燃焼最高圧力 	 15.5	MPa

図−１　6UEC45LSE と 6UEC52LA の比較

写真−４　初号機 クランクケース内部

写真−５　初号機 整備後の排気弁棒

表− 2　機関主要目

3. 6UEC45LSE形機関
　UEC50LSE形機関に続く、当社におけるUEC-LSE
形機関の2機種目として導入を進めているUEC45LSE形
機関は、現在、組立が終わり試験運転を進めています。
　UEC45LSE形機関は、高い信頼性で好評をいただい
ているUEC52LA形機関の後継機関として開発された機
関で、当社もライセンシとして開発に参画して来ました。
　表−２に機関の主要目を示します。

特長として、
⑴ハンディサイズのバルクキャリアにベストフィット
⑵高経済性…他社機関を凌ぐ低燃費
⑶高信頼性…実績のあるUEC52LSE形機関と同様の

基本構造
⑷コンパクト
⑸環境対応	…IMO-NOx規制（一次）対応
が挙げられます。
　図−１に6UEC45LSE形機関と6UEC52LA形機関の
外形寸法比較図を示します。

　図のように6UEC52LAに比べ大幅に小形化されるこ
とにより、カーゴスペースの拡大が図れるとともに、各
部品の小形化によりメンテナンスの負担が低減できます。
　またオプションとして三菱重工業㈱が開発したシリン
ダ注油システムであるECL注油システムを装備できる
ようになっています。
　SIPシリンダ注油システムと同様にシリンダ潤滑油の
消費量を低減することが可能です。

4. あとがき
　UEC-LSE形機関は、これからの時代のニーズに合わ
せて、環境に優しい省エネ機関として開発されており、
今後はUEC-LSⅡ形機関に続いてUEC形機関の主力と
なります。既に就航して評価を得ているUEC50LSE形
機関とともにUEC45LSE形機関もお客様の期待にそえ
るものと確信しています。
　今後もお客様に満足いただけるよう努めて参りますの
で、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

ディーゼル技術グループ　朝比奈剛
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製 品 紹 介

C 重油焚き舶用機関用 DPF
排ガス脱塵装置の開発

1. はじめに
　陸上では、自動車に対する排ガス規制が進展し、例え
ばディーゼル車が黒煙を吐きながら走行する姿はほとん
ど見かけなくなりました。船舶においても、IMOによる
舶用ディーゼル機関の大幅なNOx規制強化、燃料中の硫
黄分を順次削減していくことなどが取決められ、地球環
境保全に対する気運が益々高まっております。
　当社では舶用ディーゼル機関メーカとして、機関から
排出されるPM（粒子状物質）を削減し、環境保全に寄
与することを責務と考え、平成18年度日本財団助成事
業として舶用4サイクルディーゼル発電機関用脱塵装置
（DPF）を開発しています。この事業の完了後も継続し
て陸上試験を行い、実船試験を展開して商品化に向けた
取組みを進めておりますのでその概要を紹介いたします。

2. 構造と機器構成
　DPFは排気ガス中のPMをフィルタで捕集し、時間に
よりフィルタを自動的に再生（捕集したPMを焼却）す
る機能を有します。DPF本体内には中央部にバイパス
通路、その外周に6本のフィルタを配置しており、バイ
パス通路には通路を開閉するバイパス弁、またそれぞれ
のフィルタ通路には排ガスの流れを遮断する排ガス制御
弁を有します。
　詳細は本誌110号をご参照ください。

3．A重油による試験
　陸上及び実船において、A重油焚き4サイクルディー
ゼル機関にDPFを装備し、試験運転を行ってきました。
実船試験では、5月末現在で1000時間を越える運転時間
を積み上げております。

　それぞれのフィルタは図−３に示すシーケンスでPMの
捕集・フィルタの再生を周期的に繰り返すため、DPF
はエンジンから排出されるPMを連続的に捕集・焼却す
ることができ、PMの廃却などの手間がかかりません。

　制御装置は、PMを捕集するフィルタ、再生するフィ
ルタの排ガス制御弁の開閉を制御します。またDPF入
口の圧力、即ち機関出口の背圧が制限値以上になった場
合はバイパス弁を開け、機関の正常な運転を維持します。
操作はタッチパネルを使用し、画面は個々のフィルタの
捕集、再生状態を図示するなど、わかり易く構成されて
います。

図−３　捕集・再生シーケンス

図−５　陸上試験装備写真図−２　断面図

図−１　排気ガスの流れ

図−４　タッチパネル
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製 品 紹 介

形式 AX28

シリンダ数 3

シリンダ内径 	 280	mm

行程 	 530	mm

出力 662kW（900PS）

回転速度 	 400	min -1

　1000時間を越えた状態においても、DPFの構成部品、
捕集・再生性能は初期の状態を維持し、安定した運転を
継続しています。
　図−７は、DPF前及びDPF後のスモーク濃度を計測
し、それぞれのスモーク濃度を基にPM質量を算出し、
DPFのPM質量削減率を求めた結果です。PM質量（単
位体積当たりのPM質量）は、SAE	Paper	840412※1を
用いてスモーク濃度から算出しました。

　C重油は、A重油と比べ硫黄濃度が高く、金属分など
も含まれているので、DPF部品の硫酸腐食や、フィル
タの目詰まりなどが懸念されましたが、開放点検の結果、
部品の腐食やフィルタの目詰まりなどは見られず順調に
推移しています。今後も運転を継続し、状況を定期的に
確認していきます。
　このC重油焚き4サイクル試験機関に装備したDPFに
おいても、スモーク重量濃度評価では約90％の捕集率
となりました。
　昨年導入したマイクロダイリューショントンネルの計
測用フィルタで捕集したPMを図−９に示します。DPF
前のフィルタは黒色であるのに対し、DPF後では、黒
色の成分が無く、白濁色となっています。

4．C重油による試験
　A重油による試験結果を踏まえ、当社4サイクルディー
ゼル試験機関（AX28形機関）による、C重油焚き試験
を開始しました。現在の運転時間は120時間程度ですが、
今後運転を継続し、耐久性を検証しつつ、併行して実船
への適用計画を進めています。

図−６　実船の機関室に装備された DPF

図−８　C 重油運転評価中の DPF

図−９　マイクロダイリューショントンネルで捕集した PM（C 重油運転）
図−７　単位体積当たりの PM 質量と削減率

表−１　AX28 形機関主要目

5．おわりに
　C重油による社内試験を継続して、耐久性、信頼性
の検証を進めながら、1500kWクラスの舶用C重油焚き
機関に装備する従来よりも大形のDPF開発を同時に進
めています。さらに今後、さまざまな出力に適合する
DPFを揃え、製品化していく計画でおりますので、皆
様のご指導とご支援をお願いいたします。

技術開発グループ　大畑大輔

※1：A.C.	Alkidas	“Relationships	Between	Smoke	
Measurements	 and	Particulate	Measurements”	
SAE	Paper	840412,	1984

DPF前 DPF後
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製 品 紹 介

CPP 搭載船向けリモコンの開発
ARC-E 形

1. はじめに
　この度CPP船向け赤阪リモコンの翼角自動追従回路
（フォロー制御）を、アナログアンプ式からPLC（プロ
グラマブルコントローラ）の内部組込式に改良した新形
リモコンを開発しましたので、その概要を紹介いたしま
す。

2. 装置概要
　リモコンでの翼角自動制御は、翼角変節ダイアルを任
意の位置に操作すれば翼角が目標値まで自動的に制御さ
れるものです。従来はダイアル指令値と実翼角の位置信
号（電圧）を比較して制御する自動追従アンプ（SCA-
12T形）を使用していました。この回路はアナログ制御
式でしたが、PLCを内部に組込むことによりデジタル
式となり、さらにリモコン制御と追従アンプの両回路を
PLC内部で一体化することで、システムの信頼性が高
まると共に装置のコンパクト化が可能となりました（写
真参照）。

3. 特長
⑴信頼性の向上
・翼角位置信号はPLC内部でデジタル演算処理してい
ますので、アナログ式と比べて温度や経年変化による
劣化が少なく信頼性が向上します。
・追従アンプをPLC内部に組込むことにより、操縦台
とポータブルの切換回路における有接点リレーや配線
が少なくなり、システムのコンパクト化と故障要因の
減少に繋がります。
・入力信号は伝達経路にシールド電線を使用し、また
PLCプログラムにより移動平均演算処理を行ってい
るのでノイズ対策も万全です。

⑵操作性
・翼角変節操作は操作性に優れるダイアルを採用し、追

従感度ツマミはボリューム方式で調整が容易です。
・ポテンショメータのセンター位置微調整回路をPLC
本体に装備しましたので、ポテンショメータ交換時の
調整がPLC本体のみで行うことができます。

⑶PLCの機能強化
・電源、CPU、入出力ユニットがオールインワンパッ
ケージでコンパクトな最新形のオムロン製CP1H-
XA40DT-Dを採用して機能が強化されていると共に
拡張性も充実しています。
・NK形式認定品であり耐環境性にも優れています。
・フラッシュメモリタイプなのでバッテリバックアップ
が不要であり保守が必要ありません。
・本体に7セグメントLED表示器を装備し、異常コード
を表示しますので異常把握が容易です。

4. おわりに
　今後も信頼性の高い製品を採用し、ユーザの皆様に満
足していただける装置を提供してまいります。かわらぬ
ご支援をお願いいたします。

ディーゼル技術グループ　小長谷功

ＣＰＰ追従回路系統図
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技 術 紹 介

1. はじめに
　昨今の燃料油事情を考慮し、この度AX33形及びA45S
形機関のさらなる信頼性の向上を目指してシリンダライ
ナの仕様を変更しましたので、紹介いたします。

2. 背景
　従来は国内のバンカー油の品質は安定しており問題な
いと言われていましたが、最近は内航海運でも粗悪油が
出回ることがあり、エンジンのトラブルが増加していま
す。特に低硫黄・低粘度のC重油には、FCCプロセスで
生じるスラリー油が粘度調整用に混ぜられている場合
があります。スラリー油は低硫黄・低粘度ですが燃焼
性が悪く、FCC触媒粒子が混入している可能性もあり
注意が必要です。アカサカ製エンジンにおきましても、
FCC触媒粒子に起因するシリンダライナの異常摩耗事
例があることは以前よりお伝えしているところです（本
誌108号8ページ）。

3. 仕様変更内容
　数年に渡る追跡調査と実船試験を行った結果、クロム
めっき無しライナを適用することにより、FCC触媒粒
子に起因するシリンダライナの異常摩耗を緩和できるこ
とが実証されました。

4. シリンダライナ材質
　めっき無しシリンダライナには成分を調整した特殊な
鋳鉄を使用しています。
　めっき無しライナの組織写真を図−２に示します。
　パーライトと呼ばれる基地の中に軟質で自己潤滑性の

ある黒鉛と、クロムめっきと同等の硬度を持つ硬質なス
テダイト組織が混在しています。FCC触媒粒子が混入
した場合でも、少量であれば軟質な黒鉛中に粒子が埋め
込まれるため、粒子が研摩材として働くことを防止し、
シリンダライナの摩耗量が軽減します。図−１に、その
追跡事例を示します。

5. 機器類について
　粗悪な燃料油は本来使用しないことが望ましいのです
が、バンカー前の分析などで安全を確認した燃料油を確
保し続けることは大変難しく、粗悪油に対する防御を考
慮した船内機器の設置が必要な時代になりました。
　この機器として「遠心分離式の燃料清浄機」と「燃料
3次こし（5μ複式）」の設置を推奨いたしますが、これ
らの機器は適正に使用して初めて能力を発揮します。
　3次こしを設置して触媒粒子を捕集しても、差圧が上
がったなどの理由でバイパスラインを開けてしまうと、
機関内に触媒粒子が入り込んでしまいます。特にFCC
触媒粒子の混入は、ごく短時間にシリンダライナの摩耗
を促進してしまうため、一回の操作ミスが大きな被害に
繋がることもありますのでご注意ください（関連記事：
本号12ページ）。

6. おわりに
　今回のシリンダライナ仕様変更は、粗悪な燃料油に触
媒粒子が含まれていた場合に発生するシリンダライナの
異常摩耗の緩和を目的としています。シリンダライナの
異常摩耗はこのほかにも腐食など様々な原因により発生
しますので、冷却水温度の調整や燃焼系部品のメンテナ
ンスなど正しい管理のもとで機関をご使用ください。

技術開発グループ　清水隆明

クロムめっき無しライナの適用
AX33 形　A45S 形

図−１　FCC 触媒粒子が混入した場合の
シリンダライナの摩耗状況

図−２　シリンダライナ組織

摩
耗
量（
1/
10
0m
m
）
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形式 A41 形 A41S 形

シリンダ数 6 6

シリンダ内径 ㎜ 410 410

行程 ㎜ 800 800

出力 kW
(PS)

2,427
(3,300)

2,647
(3,600)

回転速度 min-1 230 240

正味平均有効圧力 MPa 1.998 2.089

燃焼最高圧力 MPa 13.7 13.7

A41（S）形機関の改良について

1. はじめに
　A41(S)形機関は主に貨物、LPG、油槽船の主機関と
して皆様からのご愛顧をいただいており、出荷台数は既
に114台に達しています。
　この度、当社が現在まで蓄積した技術を基に、A41(S)
形機関に①AP（アンチポリッシング）リングの装備、
②ボアクーリングライナの採用、③めっき無しシリンダ
ライナの採用、④軽量形ピストンの採用といった大きな
改造を行い、さらなる信頼性の向上を図りました。

2. 機関主要目
　表−１に機関主要目を示します。主要目は従来の
A41(S)形と同じです。

3. 改良点
　主な4つの改良点をご紹介します。

①APリング	
　1つ目の改良点はAPリングの採用です。
　図−２にAPリングの機能説明図を示します。シリン
ダ径より僅かに小さな内径を持つリングをシリンダライ
ナ上部に装備し、ピストントップランド部に付着する
カーボンを掻き落します。これにより、堆積したカーボ
ンがシリンダライナ壁面に付着した潤滑油を燃焼室へ掻
き上げたり油膜切れを起こしたりすることを防ぎ、潤滑
油消費量を適正に保ちます。また同カーボンによるシリ
ンダライナ壁面の縦傷発生も防止します。
　APリングはA45S形、AH41AK形、AX33形にも適用
実績があり、効果は検証済みです。

②ボアクーリングライナ
　2つ目の改良点は、シリンダライナの鋳込み管式ボア
クーリングの採用です。

図−１　A41（S）形機関全景

図−２　AP リングの機能説明図

図−３　AP リングとボアクーリングライナ

表−１　機関主要目
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　シリンダライナ上部の温度は、高すぎると潤滑油が蒸
散し、低すぎると硫酸腐食摩耗を発生するため、壁面を
適正な温度にコントロールすることが必要です。
　当社独自の鋳込み管式ボアクーリングライナを採用す
ることにより、シリンダライナ上部の的確な温度コント
ロールが可能となります。
　冷却水通路の位置や径、数などはK形機関をはじめと
する500台以上の実績を踏まえ、FEMによる温度シミュ
レーションを駆使して最適設計を行っています。
　また鋳込管式の冷却水路は、きり穴方式と比較して余
分な加工がないためにシリンダライナ鍔部の強度に優れ
ており、冷却水路からクラックなどが発生する心配があ
りません。

③めっき無しシリンダライナ
　3つ目の改良点は、めっき無しシリンダライナの採用
です。粗悪油の流通が増加する中、FCC触媒粒子によ
る急激なシリンダライナ摩耗を緩和します。
　効果や実績詳細につきましては、本号7ページの「ク
ロムめっき無しライナの適用」をご参照ください。

④軽量形ピストン
　4つ目の改良点は、ダクタイル鋳鉄製軽量形ピストン
スカートの採用です。

　ピストンスカートを薄肉化し、重量を軽減することで
運動部の慣性力を下げ、クランク軸や各軸受・軸受ボル
トへの負荷を軽減しました。またピストンスカートの材
質にはダクタイル鋳鉄を使用しており、薄肉であっても
十分な強度を有しております。すでにAX33、AH41AK
など、近年開発された機関に適用して実績を積んでいま
す。

4. おわりに
　A41(S)形機関は開発当初から現在に至るまで、様々
な部品の信頼性向上のほか、高効率過給機の採用やNOx
規制対応など時代のニーズに合わせた改良を続け、性能
の向上と信頼性の確保に努めて参りました。
　今後本機は、2011年に始まるNOx2次規制へも適合させ
ていく所存です。ご愛顧の程よろしくお願いいたします。

技術開発グループ　松永安広

図− 4　軽量形ピストン

図−５　A41（S）形機関全体図

図−６　開放時のピストン
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ピストンリング（#1摺動面）
備考

Crメッキリング *生リング

Crメッキライナ 不可 可 *生:特殊鋳鉄素

材そのまま使用*生ライナ（Cr無） 可 不可

ディーゼル機関のトライボロジ その 2
シリンダライナ・ピストンリングのメンテナンス

1. はじめに
　ディーゼル機関のすべり軸受について、本誌111号で
紹介しましたが、引続きトライボロジ技術として、シリ
ンダライナ・ピストンリングのメンテナンスに関して紹
介します。

2. ライナ・リングの役割
　ライナ・リングは高温・高圧の燃焼ガスをシリンダと
の間に密閉しつつ、リングはライナ摺動面を往復運動し
ています。ライナ・リングはディーゼル機関の性能を保
持するために下記の重要な役割を担っています。
　①高温・高圧ガスを気密保持する
　②高圧縮・往復運動の中でも摩擦力が小さく、焼付き

や摩耗を極力抑える
　③摺動面の流体潤滑状態を安定して保持する
　④ピストンの高熱をリングを介してライナへ伝達する
　リングは三軸方向、すなわち軸・半径・回転方向に運
動することで、その機能を発揮します。
　軸方向の運動は、ピストン上下運動及び燃焼室からの
ガス圧によってリングがリング溝の上側面または下側面
に接触する往復運動のことです。リング溝のスラッジ付
着を防止し、またリングの固着を防止します。
　半径方向の運動は、シリンダ内径の製造・組立時の誤
差や機械的変形、燃焼熱変形、経時摩耗変形が免れない
ため、この様な内径変形に応じてリングがシリンダ内壁
に正確に追従するよう半径方向に運動することです。
　回転方向の運動は、僅かですが円周方向に回転運動し、
リング偏摩耗・局部加熱・固着防止に有利な運動と言わ
れています。
　またリングは、ピストンとライナ間の隙間を補うため、
常にシリンダと接触し、ガスの吹抜け防止や潤滑油の調
整作用を行い、ピストンがシリンダ内壁に強く当ること
を防止します。またリング溝とリング間には側面及び背
面隙間を設け、ピストンとライナの隙間の高圧ガス圧を
リング背面へ侵入させ、このガス圧でリングを外周に押
し出して、高面圧による気密保持の作用を行っています。

3. ライナ・リングの種類と組合せ
　船舶用ディーゼル機関のライナ・リングは、多種類の
部品が様々な組合せで使用されていますが、材質面での
選定組合せの概略を表−１に示します。一般的に耐摩耗
性・耐焼付性に優れた異質材料の組合せが採用されてい

ます。
　特殊鋳鉄素材をそのまま使用するライナ（生ライナ）
には様々な材質がありますが、当社では耐摩耗性・耐焼
付性に優れたターカロイライナを採用しています。

　前述の①～④の役割に配慮し、豊富な実績に基づいて
適切なリング構成が決定されます。代表的な2及び4サ
イクル機関のリング構成を図−１に示します｡ 2サイク
ル機関はクロスヘッド・シリンダ注油方式ですのでオイ
ルリング（油かきリング）は不要で、圧力リングのみです。
　ディーゼル機関の高Pme高Pmax化に伴い、トップリ
ングは特殊なGT（ガスタイト）リングが一般的に採用
されています。気密性の高い特殊合口を採用してブロー
バイ防止を図っています｡

　またピストンクラウンのリング溝には摩耗対策として、
4サイクル機関はトップ（＃1）に、2ストローク機関は
全段（＃1～ 4）にCrメッキを施しています。

4. ライナ・リングの摩耗
　Crメッキライナの場合、次回のピストン抜き整備点
検時にCrメッキ層が摩滅する危険性がある時は、早め
に再Cｒメッキ修理することを推奨します。
　生ライナの摩耗限界値については、各機種の取扱説明
書を参照ください（一般的な目安としてシリンダ径の0.4
～ 0.5%としています）。

図−１　ディーゼル機関のピストンリング構成

表−１　ライナ・リングの組合せ



−10− −11−

技 術 紹 介

5. ライナ・リングのメンテナンス要領
　ライナ・リングの摩耗は、ブローバイや潤滑油消費過
多・汚損などに繋がりますので、早期処置をするととも
に、定期的な潤滑油性状分析によって管理することが重
要です。経時にともなう異常な潤滑油消費量増加に関す
る要因とその改善策例を図−２に示します。

　近年、潤滑油消費量の低減策としてアンチポリッシン
グリング（＊APリング）が一部4サイクル機関に採用さ
れています（詳細報告は、本号8ページ～を参照くださ
い）。
　舶用ディーゼル機関の特長は、低～高負荷の全域で低
質燃料油焚きが可能なことです｡ しかし燃焼室廻りの温
度管理を怠ると低質燃料油中のS（硫黄）分によるライ
ナ・リングの硫酸腐食が発生して異常摩耗を誘発します
ので、冷却水の温度管理が重要となります。図−３の露
点温度に及ぼすS分と燃焼圧力の影響を参照ください。

＊APリング(Anti-polishing ring)は、一般的にEU諸国で
呼称されている名称です。国内においては、ファイアリ
ング・Lセーブリング・プロテクトリング・ピストンク
リーニングリングなどと呼称されていますが、その構造・
効果は同類のものです。
　船舶用ディーゼル主機関のライナ・リングの寿命

は、一般的に、船種・使用燃料油・負荷条件などを考
慮し、船級検査の分解検査期間(TBO；Time	Between	
Overhaul)に照準を合わせて各種仕様を準備・選定して
います。図−４は舶用4サイクルディーゼル主機関で、
年間4000 ～ 6000ｈ運転する場合のライナ・リングの標
準寿命を示しています。

　ライナ寿命は、標準2回の定期検査（定検・5年毎）で、
摩耗量の実績から次回定検までの継続使用可否、修理ま
たは新替えの判断をすることとなります。リング寿命は、
標準1回の中間検査（中検・2～ 3年毎）で新替えの消
耗部品扱いとしています。現状の技術では、ライナ・リ
ングの摩耗を皆無にすることは不可能であり、ライナ摩
耗量を極力減少させてリング摩耗量はTBOに適合する
ように仕様選定しています。
　図−５は、主に内航船主機関に使用されている低質油
使用の4サイクル低速ディーゼル機関におけるライナ摩
耗量の実績例です。使用時間10000ｈ程度まで摩耗率が
高い傾向が見られますが、これはライナ・リングのなじ
み期間によるものと推察されます。

6. おわりに
　ライナ・ピストンの摺動部品のメンテナンスは、使用
燃料油及び潤滑油性状のメンテナンスと密接な関係にあ
りますので、異常現象が見られましたらこれらの関係に
ついて追求することが重要です。

技術本部

図−２　潤滑油消費量増加に及ぼす要因図

図−４　ライナ・リング寿命の考え方

図−５　4 サイクル低速ディーゼル機関のライナ摩耗量実績例
図−３　露点温度に及ぼす硫黄分と燃焼圧力の影響

露
点
温
度
［
℃
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燃料精密こし器（3 次こし器）のご案内
FCC 油使用によるトラブル防止について

1. はじめに
　燃料油製造時精製プロセスで用いられている触媒粒子
FCC（写真−１）を含んだ燃料油（以下FCC油）に起
因する、ディーゼル主機関のシリンダライナ・ピストン
リング・燃料ポンプ・燃料弁の過大摩耗、ピストンリン
グ折損（写真−２）などのトラブル事例が最近多く報告
されており、船舶の安定運行に支障をきたしています。

2. 原因
　FCC油中には、珪素（Si）、アルミニウム（Al）な
どの非常に硬い粒子が含まれており、これらの粒子が
ディーゼル主機関に入ると、シリンダライナ、ピストン
リングなどに過大摩耗を引起こします。また、これらの
粒子は非常に小さく、通常（25 ～ 50μ前後）の燃料2
次こし器では、取除くことができません。

3. 対策
　FCC油の混入した燃料を補給しないことが一番です
が、バンカリングの都合上避けられないことがあります。
　清浄機を平行運転することで捕捉率を上げることは可
能ですが、対策としては不十分です。
　Si、Alなどの微粒子の大きさは10μ前後ですので、
それらを捕捉可能な燃料精密こし器（3次こし器、5μ）
を主機関燃料入口付近の配管系統に設置することが極め
て有効です。3次こし器は就航船へ追加装備することも
可能です。

4. おわりに
　FCC油と呼ばれる粗悪燃料使用に起因する過大摩耗、
折損対策としては、燃料精密こし器（3次こし器、5μ）
を設置することが極めて有効です。当社としましては、
燃料精密こし器を設置されますよう強く推奨いたします。
　燃料精密こし器選定に当たっては、流量などを検討す
る必要がありますので、造船所殿または当社営業者を通
じてご相談願います。
　またFCC油に関連する情報につきましては、当社サー
ビスニュースASN-2-173,ASN-2-174,ASN-2-181も併せ
てご参照願います。

ディーゼル技術グループ　吉村昇

写真−１　シリンダライナ表面に埋没した FCC 粒子

図−１　燃料配管系統図（一例）

写真−２　折損したピストンリング
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ガバナのレトロフィット
電子ガバナによる主機関制御システムの改善

シリンダ注油システムのレトロフィット
ECL シリンダ注油システムによる注油率の改善

　機械式ガバナを電子式ガバナに換装して主機関制御の
改善を図った例を紹介します。制御システムの最適化に
よって信頼性、操作性の向上が図れます。電子ガバナは
自己監視機能も充実しているので保守・点検も簡単に行
えます。
１）PID制御
　マイクロコンピュータで運転状況に応じて回転数制
御・燃料制御信号を出力して最適制御を行うので、始動
から低速運転、航海速度域まで安定した運転が可能とな
ります。PID制御のP（比例ゲイン）、I（積分時間）、D（微
分時間）定数を運転状況に応じてそれぞれのケースで設
定することができるので広い運転範囲で優れた速調性能
を得ることができます。
２）主機関の最適制御
　始動時の制御、クラッチ嵌入時や急激に負荷が変動し
た時の過給機追従遅れに対する制御、低負荷・高負荷域
での速度制御において、今までの経験から得た有効な制
御方法を電子ガバナで行うことによって主機関システム
全体を最適に制御できます。ハンチングに対して、始動、
クラッチ嵌入操作、荷役装置の操作信号などをガバナに
入力することにより急激な負荷変動に対応することがで

1. はじめに
　ECLシリンダ注油システムとは、電子制御シリンダ
注油システム（Electronically	Controlled	Lubricating	
system）のことで、従来形の機械式シリンダ注油システ
ムから更に性能を向上させたシリンダ注油システムです。
　シリンダ注油量は電子制御により集中管理され、適正
注油を行なうことで、機械式シリンダ注油システムより
シリンダ注油率の低減が図れます。
　ECLシリンダ注油システムの特長を以下に示します。
　①運行経費が削減できます。
　②PM（煤塵）が低減されます。
　③運行状況に応じた適正注油量がコントローラ盤面で

容易に管理できます。
　④2系統化及び自動バックアップシステムで信頼性が

有ります。

2. ECLシステム装置換装事例
　南アフリカの造船所で機械式シリンダ注油器から
ECL注油器に換装した事例がありますので、そのシス
テム構成図を示します。

きるので、荷役時の負荷変動が大きいセメント船では電
子ガバナの機能を如何なく発揮できます。始動時や低負
荷域で燃料を適切に制御することにより、排ガス規制対
応、特に黒煙を改善することも可能で、また主機関の運
転状況に応じたきめ細かな設定を行うことで機関性能を
十分に発揮させることができます。

ディーゼル技術グループ　鈴木宏

3. おわりに
　世界的な原油高でシリンダ油の価格も上昇し運行経費
を圧迫しています。このECLタイミング注油システム
を装備することでお客様のニーズにお応えすることがで
きます。6UEC52LS形機関所有のお客様が機械式シリ
ンダ注油システムからECLタイミング注油システムに
換装を希望され、先日工事が完了しました。
　ECLタイミング注油システムへの換装については各
営業所へご相談ください。

ディ−ゼル技術グループ　大石敏明

ドライブユニット、コントロールユニットの設置
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複合加工機導入
ヤマザキマザック社製　INTEGREX e-650H Ⅱ 4000U

1. はじめに
　平成20年3月に当社に導入された複合加工機『ヤマザ
キマザック社製　INTEGREX	e-650HⅡ	4000U』につ
いて紹介します。当社にとって初めての本格的な複合加
工機で、旋削加工、ミーリング加工を1台の工作機械で
行うことができます。
　以下に導入の目的と今後の展開について概要を紹介し
ます。

2. 導入の目的
　本機械は、当社で製造している舶用エンジン部品の最
重要部品のひとつである4サイクル連接棒、2サイクル
連接棒及びピストン棒を対象に、加工工程を集約するこ
とによる製品品質の向上と均質化、段取り工程の削減に
よる生産性の向上を目的として導入しました。
　これらのワークはこれまで旋盤加工・マシニングセン
ター加工と複数の機械で加工し最終的に製品となってい
ましたが、この機械を用いることにより旋削加工からフ
ライス加工、穴加工、傾斜部の加工まで１台の機械で全
て加工することができるようになりました。

3. 特長
　2項で挙げたように、ピストン棒や連接棒など棒状で
旋盤加工とマシニング加工の両方が必要となるワークの
加工を前提としています。通常の機械では加工できない
部分を加工可能にするために7軸の制御軸を持ち、NC制
御の振止めとテールセンターを装備しています。そのた
め、ほとんどのワークを2段取りで加工完了することが
できます。
　またマザトロールという数値制御装置により操作画面
上で工具軌跡や干渉チェック、工具の管理を行うことが
可能となり、作業者がスムーズに作業を進めることがで
きます。

4. 仕様
⑴　外形寸法

長さ	 9,891mm
高さ	 3,917mm
奥行き	 4,898mm

⑵　加工範囲
加工直径	 φ920mm
芯間距離	 4,000mm

⑶　その他
制御装置　MAZATROL	MATRIX
28インチインデチャック
2連自動振れ止め
全自動テールストック
ATC本数	 120本
制御軸数	 7軸

5. おわりに
　本機の導入により、機械グループ全員が意識の変革を
求められ、これまでの加工方法について改めて見直し、
検討するための良い機会となりました。複合加工機の特
性上、ワークの機械への段取り方法、加工工程の変更や
集約、新規加工工具の検討や段取治具についても積極的
に改善を進めることができました。
　この機会を当社の加工技術の変革を進めるスタートと
位置付け、複合加工技術の構築と加工時間の短縮を図り、
更なる品質の向上と顧客の皆様への納期短縮を進めてい
きます。

生産技術チーム　原田雄弘
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新水制動力計導入
フチノ社製　CFSR-10.0

CNC パイプベンダー導入
太洋製　TB-DR-25CNC-HR

　機関の運転・性能確認には水制動力計（通称・水ブレー
キ）が欠かせません。この度品質向上・省エネ・試験運
転の信頼性向上への取組みの一環として、高精度自動制
御機構を備えた㈱フチノ製水制動力計を導入いたしまし
た。
　仕様
　１．形式　　CFSR-10.0形
　２．性能
　　　１）最大吸収馬力	 12,000PS/500 ～ 1,100min-1

　　　２）最大吸収トルク	 17,189kgm/288 ～ 500min-1

　　　３）最高回転数	 1,100min-1

　本機は馬力吸収部分の本体、吸収したトルクを連続的
に検出する荷重検出部、必要とするトルクまたは回転数
を高精度に制御する制御計測盤から構成されています。
　従来は各負荷毎に給水弁、排水弁を遠隔操作しながら
荷重制御するために、負荷静定まで時間を要し、また負
荷変動に対して微調整が難しく燃料消費量計測時などに
ロス時間が発生するなどの難点がありました。今回導入
したCFSR-10.0水制動力計は工業用コンピュータ内臓
の制御機構により、舶用特性に沿った三乗N3モード自
動運転が可能で、機関回転数に自動追従して負荷コント

　エンジンの顔を形作っているものの一つに配管があり
ます。潤滑油・燃料・冷却水・始動空気など数多くの配
管が整然と配置された様は、エンジン本体の硬さに柔ら
かさを与える装いともいえます。
　さてこの配管のうちシリンダ注油管・圧力ゲージ配管・
操縦空気系配管と言った小口径配管のほとんどが、型ど
りし、手曲げ、治具加工されています。手曲げベンダー、
バーナーで加熱しての曲げなど、作業者の力量によって
形状、見た目も変わってくるため、パイプ曲げのノウハ
ウ、熟練度がこの作業の大きな要素となっています。
　今回新しく取組む6UEC45LSE形機関は製作図面が
3D-CAD化されており、3次元NCベンダーでの作業が可
能となっています。そこで小口径配管のQCD再構築を
図ることを目的に3次元CADデータに対応可能な、㈱太
洋製TB-DR-25CNC-HR形パイプベンダーを導入いたし
ました。
　このベンダー導入により、
①CADデータ入力で3次元配管の自動曲げが可能
②全く同じ形状の配管の作製が可能で見栄え向上
③配管取付け時の修正が不要
④治具が不要となり、治具の管理、治具置き場が不要

り信頼される製品品質の向上に努めてまいります。
製品グループ　内藤伸行

ロールされます。負荷
変動に対しても俊敏な
補正が行われるため短
時間での負荷静定と安
定した運転ができるこ
とにより正確なデータ
採取と運転時間削減が
可能となりました。
　この様な取組みを生
かし、顧客の皆様によ

⑤決められた寸法の材料手配が可能で材料の無駄削減
⑥バーナー加熱が無いため配管内清浄度が向上
などの数多くのメリット
が生まれます。
　CNCベンダーの有効
活用を図り、配管作業の
QCD向上に努めてまい
ります。

製品グループ　増田博

高精度自動制御盤
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初品鋳物における品質の造り込み

1. はじめに
　当社としては2000年代初めのUEC37LSⅡ以来久方ぶ
りの新形2ストローク機関として登場したUEC50LSE形
機関を昨年リリースしました。この機関の鋳物部品を一
昨年に鋳造しましたが、本稿では設計図の要求事項を満
足しながら「鋳造欠陥」を事前に封じ込めるために行っ
た「初品鋳造時の品質造り込み」の一部を紹介いたします。
2. 初品鋳物設計とレビュー
　鋳物部品の鋳造計画を「鋳造方案」と呼び、これが鋳
物の出来栄えを大きく左右するため、設計図面と同様に
レビューが必要です。過去には方案作成時に鋳造欠陥の
事前検討項目を見落としたために未然防止が講じられず、
鋳造不良を発生させたこともありました。そのためレ
ビュー時にはまず最初に検討項目に漏れがないことを確
認してから各項目ごとに内容の妥当性を評価して「鋳造
方案」を完成させます。
　方案に盛り込まれている検討項目を以下に紹介します。
①図面段階
・図面要求事項
・材質、重量と溶解能力
・形状解読、寸法確認
・割れ、変形、内部欠陥などの危険性と対策
②鋳造姿勢
・鋳造姿勢の決定
・使用金枠、砂厚さ、湯漏れの危険度と対策
③湯口方案
・鋳込み時間の設定と湯口系設計、堰位置と数量
・引け巣発生の危険性、発生箇所の予測とその対策
・ガス抜き位置と数量
④木型方案
・見切り位置、中子と現型
・中子の割り方と型込め方向
・鋳物尺の決定
・加工代と補正代
・変形の危険度と対策
⑤溶解方案
・溶解炉の選択
・機械的性質の目標値
・目標溶解成分値と管理幅
・溶解配合計算
・テストピースの採取計画

3. UEC50LSE製作に当たり
　今回UEC50LSE鋳造に当たり前述した検討項目に
沿って進めましたのでその手順を以下に紹介します。

①図面の要求事項を把握し、形状の確認を実施します。
その後欠陥の発生が懸念される箇所を事前に検討し、
対応しておきます。
②次に鋳造姿勢を決めます。重要部位を下にするなどの
鋳造姿勢は、品質上大きな意味があります。
③湯口方案の検討を行います。溶けた鉄が通る経路（湯
口系）や引け巣防止策の検討に入ります。方案が不適
ですと数々の欠陥が発生します。そのため教科書通り
の知識だけでなく経験則を十分に活用して初品製作に
当たります。

④方案に則って製作した木型を検査した後に型込めを行
います。単純に砂を流し込むのではなく造型方法を考
慮して必要な冶具を所定の位置に埋め込むなど事前の
検討通りに行います。造型・被せでは図面通りの寸法
の確保や事前に検討済みの欠陥防止策を実施します。
⑤砂型に溶けた鉄を流し込みます。この際どれくらいの
量を用意すればいいのか？　何℃で流し込めばいいの
か？　などを事前に検討しておきます。材質の確認も
重要であり、間違いのない形状ができ上がっていても
材質が満足できていなければ不良になりますので大変
重要な項目です。これを誤ると高品質の鋳物を作るこ
とはできません。
⑥その他熱処理を要求されていれば昇温・保持・冷却時
間などの特殊な管理を行います。
⑦最後にJISに沿った材質の確認試験を行います。
4. おわりに
　このように初めての鋳物を作り上げるには事前に多く
の項目を検討することが必要です。間違いのない高品質
の鋳物を作り上げることを目標に今後も努力して参りま
す。

鋳造グループ　古井教士

UEC50LSE 架構の木型に取り付けた湯口系
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1. はじめに
　皆さんもパソコンのチップなどの拡大画像を見たこと
があると思いますが、このような拡大画像を見るための
装置は電子部品関連の会社にしかないと思っていません
か。実は当社にもそれに匹敵するものがあります。それ
が今回、更新しましたデジタルマイクロスコープVHX-
900（キーエンス製）です。
2. VHX−900の特長
　今まで当社はVH8000を使ってきました。備えていた
レンズの拡大倍率は25 ～ 100倍で、船級承認用や客先
提出用の組織写真、エンジン摺動部分やノズルチップ先
端内側の形状などの観察、就航船のシリンダライナやピ
ストンリングの摩耗状態の観察、エマルジョン燃料の粒
径評価などに威力を発揮してきました。
　しかし昨今の舶用燃料油事情から、FCCによるシリ
ンダライナやピストンリングの摩耗など精度が求められ
る観察が増えたり、精密計測・観察項目が増加するなど、
膨大なデータを取扱うため現状のデジタル作業環境にも
合わなくなっていました。VHX-900はこれらの状況に
対応可能な以下の特長があります。
①倍率の向上
　100 ～ 1000倍のレンズを備え従来レンズでは観察で
きなかった微小な対象も観察可能となりました。
②画質の向上
　従来の画像と比べ輪郭、色の濃淡、明るさなどが格段
に良くなりました。そのため観察対象部分がすばやく判
断、選択できるようになりました。
③計測作業性の向上
　従来は観察対象物の大きさを計測するためには、レン
ズ倍率を入力し基準スケールをセットして調整する必要
がありました。VHX-900は自動でレンズと画面の中の
サイズを合わせるオートキャリブレーション機能を有し
ており、入力間違いによる計測ミスも無く、すばやく計
測作業に入ることができます。

　また計測作業も自動化が進んでおり、2点間距離、角度、
円形物の半径などが簡単に計測できます。ある範囲の高
さを指定し、その部分の面積なども自動計測可能です。
④三次元画像
　従来機と大きく違うのは、広視野範囲を高解像で計測
することです。対象物の凹凸差の大きい部分をすばやく
ピントを合せ合成していき高い所から低い所までの深度
合成された高解像画像や3D画像を見ることができ、尚
且つ数値化が図れることです。それにより切断面でなく
ても深さ方向の数値が確認できスピードある対応がとれ
ます。
⑤フリーアングル観察システム
　従来機は観察する方向が上部からだけでした。勿論レ
ンズを外して手持ちによる任意の観察はできますが、や
はり観察するには固定して見るのが最良です。VHX-
900はフリーアングル観察システムを採用しており、レ
ンズ方向を自由に動かすことができます。観察物の取付
台も自由に傾斜して観察することが可能で、観察物の固
定に神経を使う必要が無くなりました。
⑥データ取扱い性の向上
　観察した画像を保存する際に、ファイル名をキーボー
ドから簡単に入力（従来はマウス）することができる
ようになりました。また保存したデータはVHX-900を
LANケーブルでパソコンに繋げ、各人が自由に取込む
ことができます。
3. 具体例の紹介
　左の写真は現在就航しているLPG船のピストントッ
プリングの擦り傷拡大x100写真です。上の写真は左写
真の指定範囲の3D写真です。この写真から深さなどの
計測ができます。
4. おわりに
　VHX-900の導入が、顧客の要請に対する回答のスピー
ドアップ・精度向上や当社の品質技術力・品質管理面の
向上に繋がる様、今後も努力する所存です。

品質保証グループ　西澤三津雄

デジタルマイクロスコープ紹介
KEYENCE VHX-900
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現行 2010年 2012年 2015年 ＊2020年
/2025年

一般海域 4.5% ← 3.5% ← 0.5%

指定海域 1.5% 1.0% ← 0.1% ←

排ガス規制強化の動向
MALPOL 条約付属書Ⅵ改正案の概要

1. はじめに
　2008年3月31日から4月4日にロンドンで開催された第
57回海洋環境保護委員会（MEPC57）において、新造
船に対するNOxの2次・3次規制、既存船に対するNOx規
制、及び燃料油中の硫黄分規制強化に関するMALPOL
条約付属書Ⅵの改正案が合意されましたので、その概要
を紹介いたします。

2. 新造船に対するNOx規制の強化
　新造船に搭載されるエンジンに対するNOx規制は、今
後2段階で強化されます。
①2次規制
　2次規制は2011年1月1日以降に建造される船舶に搭載
されるエンジンに適用され、現行1次規制値から15.5%
～ 21.8％削減となります。
②3次規制
　3次規制は2016年1月1日以降に建造される船舶に搭載
されるエンジンに適用され、排出規制海域（Emission	
Control	Area）と呼ばれる指定海域において1次規制値
から80%削減することが求められています。
　なお排出規制海域とは付属書Ⅵの締約国の提案に基づ
きIMOにより指定される海域ですが、現時点では何処を
指定海域とするかは決まっておりません。
　またレクリエーション用途の全長24m以下の船舶と、
合計推進出力が750kW以下であり、船の設計建造上規
制の適合が困難と主管庁が認める船舶は、適応除外とな
ります。

3．既存船に対するNOx規制
　既存船に搭載されたエンジンに対するNOx規制につい
ては、以下の規制案が合意されました。

①対象エンジン
　1990年以降に建造された既存船のうち、1シリンダあ
たりの容積が90L以上かつ、出力が5,000kW以上で、主
管庁がアップグレードキット（規制に適合させるための
改造手法）を有すると認めたもの
②規制値
　1次規制値
③規制実施時期
　主管庁がアップグレードキットを認証し、IMOに通報
してから1年後の最初の定期検査

　なお当社4サイクル機関では、この既存船規制の対
象となる機種はありません。一方2サイクル機関では、
6UEC45LA以上の大形エンジンが対象となりますが、
現時点で規制の詳則が全て決定したわけではなく、今後
の審議の動向を注視する必要があります。

4. 燃料油中の硫黄分規制
　付属書Ⅵの改正案では、エンジンから排出されるSOx
（硫黄酸化物）、PM（粒子状物質）を削減する目的で、
燃料油中の硫黄分を下表のようなスケジュールで段階的
に削減していくことが謳われました。なお残渣油の使用
も硫黄分が表の値より低いものであれば認められます。

5. おわりに
　当社ではNOxの3次規制適合技術として、国土交通省、
日本財団の助成のもと、（社）日本舶用工業会の研究開
発事業「スーパークリーンマリンディーゼルの研究開発」
に三菱重工業㈱殿と共同で取組んでおります。
　この事業では、低温排ガスでもNOxを大幅に削減でき、
耐久性に優れる舶用エンジン用の脱硝装置（SCR）の
開発を行っており、今年度から装置の運転試験が始まり
ます。将来の3次規制への対応技術として注目されてい
るところであり、期待に沿うべく努力していきます。

技術開発グループ　土屋聡志

図−１　新造船 NOx 規制値

表−１　燃料油中の硫黄分規制

＊2018年に実施時期を決定する
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国際海洋展示会出展　ベトナム

1. はじめに
　2008年3月11日～ 14日にかけて、ベトナム国ハノイ
市で開催されました国際海洋展示会“べトシップ2008”
に当社も出展しました。
　展示会の正式名称はThe	4th	International	Exhibition	
on	Shipbuilding	Marine	Technology	&	Transportation	
2008と言い、ベトナム政府がスポンサーとなり、ベト
ナム造船産業公社（ビナシン）が中心となって開催さ
れた国際海事展示会です。今回で4回目ですが、回を重
ねるごとに規模は大きくなってきており、今回は20カ
国368社が出展し、4日間で5万人の来訪者がありました。
当社は前回（2006年）に続き、日本舶用工業会の“ジャ
パンパビリオン”メンバーの一社として出展しました。

2. ベトナムの造船産業
　ベトナムは国策と
して造船業を推進し
ており、順調に発展
しています。当社に
馴染みの深いバクダ
ン造船所を例に挙げ
ると2000年頃には
貨物船1.5万トン程
度の建造能力でした
が、現在では5万ト
ン程度の船まで建造
できるようになって
います。ベトナムに
於ける造船業の中心
はハイフォン、ハロ
ンを中心とした北部

ですが、中部ダナン、ズンクワットの新興造船所、さら
に南部のホーチミン近郊でも造船所が活動しており、今
後もベトナム造船産業は拡大していくものと推察されま
す。

3. 展示会場及び展示内容
　今回の展示会場はハノイ市内のNational	Convention	
Centerで、2006年のAPEC開催会場となったところで
す。各社の展示内容は実物商品やモデル、パネル陳列、
DVDによる会社及び商品紹介、カタログ配付といった
従来の展示手法が中心でした。展示会慣れした欧州メー
カーの中には商談主体に進められるようブース内にカウ
ンターバーを設けたところもありました。
　当社はパネル展示とプラズマTVによる会社及び製品
紹介を行いました。連日100名程の来訪者があり、その
中には現在6UEC45LSE形機関の商談を進めている造船
所関係者も含まれています。準備した300部の製品カタ
ログも配付完了しました。

4.おわりに
　2004年に開始したベトナム向け機関輸出もこれまで
にUE機関22台、4サイクル機関1台を数え“AKASAKA	
DIESELS”の名前もベトナム船主、造船所に確実に浸
透しつつあります。これからもこうした機会を捉え、知
名度を高めながら販売を推進して参ります。

海外グループ　小宮幸洋

“べトシップ 2008”国際海洋展示会
2006 年に続き連続出展
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アカサカ相談室

相
談

室

操縦装置スプール弁開放要領

　109号より4サイクル機関の始動不良の原因を始動空
気系、燃料油系、リモコン系の3つに大別し、そのうち
始動空気系を原因とする始動不良について取上げてきま
した。今回はリモコン系にあたる自己逆転形機関の操縦
装置スプール弁のスチックによる始動不良について説明
します。

【始動不良の原因】
　自己逆転形機関においてリモコン操作時に始動不良が
起きた場合は、まず操縦ハンドルの裏側に取付けてある
始動用スプール弁（上側）と停止用スプール弁（下側）
の点検が必要です。
　リモコン始動時、始動用スプール弁（上側）が完全に
飛び出ていない場合は操縦装置の残圧エアー抜き穴より
エアー漏れが発生し、その状態では始動不良を起こしま
す。この様な状態はスプール弁のスチックまたはコジレ
が原因と考えられます。
※コジレの具合は操縦装置の始動ハンドルを始動側に倒
すことによっても確認できます。

　スプール弁の動きが正常でない場合にはスプール弁を
開放してスプール弁の点検をしてください。

【スプール弁開放方法】

　少しでも当たる様な動きを感じた場合はスプール弁本
体を新替えする。新替えの際は操縦装置内のスリーブも
新替えする（応急的にはスプール弁をピカールなどで磨
くことにより回復できる）。

※スプール弁部にはソレノイドが装備され、リモコン操
作時にソレノイドによりスプール弁を移動させていま
す。スプール弁が手でスムーズに動く場合はソレノイ
ドを点検願います。

サービスグループ　大石修史

①スプール弁取付け用のM6
コネジ2本を緩めバネ受け
押さえを外す。

②内部にバネが挿入してある
ため、バネ受け押さえを取
外す際は十分に注意する。

③バネ受けを取出し、バネが
出た状態。バネを取出す。

④スプール弁を手で動かしス
ムーズに作動することを確
認する。

開放部品
ａバネ受け押さえ
ｂコネジ
ｃバネ受け
ｄバネ
ｅスプール弁
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アカサカ相談室

動弁機構及び排気弁棒注油装置について

【質問】
　UEC37LA,UEC45LA形機関に乗船した経験を持つケ
ミカル船の機関長です。揺れ腕のシャフトとブッシュ部
の焼損を経験しましたが、これらの部品の新替要領をご
教示願います。

【回答】
１．揺れ腕への注油
　動弁機構及び排気弁棒の注油器には2本の注油エレメ
ントが設置されており、1本は排気弁棒のブッシュ部、
もう1本は動弁機構への潤滑に使用されます。
　各注油エレメントからの潤滑油は、シリンダガバーに
設置してある分配器を経由し、各シリンダに流れて行き
ます。揺れ腕内のブッシュとシャフトは、この潤滑油で
潤滑され、プッシュロッド上部、排気弁上部の球面軸受
も潤滑しています。

２．揺れ腕のシャフト、ブッシュ部損傷の原因
１）分配器の配管を取外した時、ゴミなどが配管から分

配器内に入り内部のピストンが固着。
２）注油ラインの管継手の閉め忘れによる潤滑油の漏油。
３）動弁注油器のエレメント設定の過度な減量。

３．ブッシュの抜き出し要領
　当社では、万一のトラブルに対応できる様、ブッシュ
を抜く要具を保管しています。この要具を使用し、下記
の様に取付け、ナット⑤を締め込むことによりブッシュ
が簡単に抜き出せます。
　①：ボルト	 	 ④：ガイド
　②：プレート１	 ⑤：ナット
　③：プレート２	 ⑥：ベアリング

注記：UEC45LA形機関のブッシュは、ENo.45412から
2個のブッシュを一体化ブッシュに変更していま
す。なお必要の際には上記の要具の注文を受け賜
ります。

部品番号
UEC37LA形機関：	231	080	001	000
UEC45LA形機関：	232	810	024	000

４．ブッシュ取付け要領
１）角材などの上に揺れ腕が安定する様に置く。
２）予めブッシュを液体窒素、またはドライアイスで冷

却しておく。
３）揺れ腕の外周部はバーナーで均一に暖める。
４）ブッシュには上下方向があり、内面に油溝がある方

向が、揺れ腕の下部位置になる様に、素早く挿入する。

サービスグループ　稲本英之
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海 外 出 張 記

スペイン アルジェシラスへ
ヨーロッパ大陸最南端 !!

1. はじめに
　前回の本誌への寄稿から数年の歳月を経て日本国内の
みならず海外へ赴く機会も多くなりました。
　そこで今回はスペイン南部の地、アルジェシラスに
行った際のことについて寄稿いたします。

2. アルジェシラス (Algeciras)
　地理的にはスペイン南部、ヨーロッパ大陸とアフリカ
大陸の境界でありジブラルタル海峡を隔てた対岸はモ
ロッコを望む都市です。
　海運関係の方であればスペイン南部の港ということで
アルジェシラスと言う地名はご存知でしょう。
　2007年のコンテナ取扱数が世界25位!!（横浜港は27位）
ヨーロッパ大陸では4位の取扱量を誇る物流港です。

3. 道程
　成田空港から乗り継ぎ経由地パリ/シャルルドゴール
空港でアルジェシラスの最寄り空港であるマラガへの乗
継ぎ手続きを行います。約20時間に及ぶ飛行機移動を
済ませマラガ空港を後にしたのは現地時間で夜の12時。
マラガよりアルジェシラスへは車移動にて約2時間。外
は真っ暗でここが一体何処なのか？　風景など見える訳
もなくホテルにチェックイン。今日からの作業準備を済
ませ就寝したのです。
　その日の朝、ホテルにて眠い目を擦り本船監督とミー
ティングを済ませた後、沖に停泊している本船へ機関部
品と共にタグボートで移動。
　その際、監督から『沖にみえる島を知っているか？』
との質問があり、「知りません」と応えると『あの島は
ジブラルタル島といいスペイン国内にも関らず現在はイ

ギリス領土、両国間で奪い合いの戦争が何年にも渡り繰
り広げられたのだよ』と説明をうけ「あんな岩山のため
に……」と想うも、地理的条件を考えればアフリカ、地
中海への要所であり重要拠点でありました。
　四日に及ぶ船内宿泊での修理工事を終えて下船した
のは夜の12時。前日に予約したマラガ発便はその日の
AM7時発。ホテルに再度チェックインするも身支度を
そそくさと済ませAM4時にはチェックアウト。往路に
引続き復路も夜間移動を重ねマラガ→パリ→成田空港へ
と20余時間のフライトを重ね無事帰国に到りました。
　始めて訪れたスペインでの思い出は疲労困憊と寝不足、
町の感想は街頭に照らされた道路とアルジェシラス港内
風景のみでした。

4. 終わりに
　私たちService	engineerの出張記をお読みになった人
から『色々な場所に行けて良いね』とよく言われます。
確かに各地に行くことにより本人の見聞は広がりますが、
今回の出張同様に大抵の出張は空港から港への移動であ
り風情を感じる暇もないのが実状です。
　当社製の主機関を搭載している船舶が船齢を経ても異
常なく運航継続していただける様、当グループも事故を
起こさないためのPRをしていきますのでこれからもご
愛顧宜しくお願いいたします。

サービスグループ　成岡稔之

【本船から見たイギリス領 ジブラルタル島】
今回の出張での唯一の昼間の写真
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産業考古学会　功労者表彰受章

静岡理工科大生の工場見学

ちょっと　ブレイク
鮎釣解禁

　2008 年 5 月 11 日（日）、産業考古学会（1977 年 2 月創立、会
員数約 600 名）の第 32 回総会が法政大学市ヶ谷キャンパスで開
催され、その席上で当社は産業遺産の保存に顕著な功労があった
として功労者表彰を受けました。
　これは創業時の工作機械（8フィート旋盤、24 インチボール盤）
や微粉炭エンジン試作機などの保存に感銘を受けた産業考古学会
前会長の川上顕治郎氏（元多摩美術大学教授）の推薦によるもの
です。
　この度の表彰の対象となった 8フィート旋盤は、1910 年に池
貝鉄工所の池貝社長から贈与されたもので、当時は当社の花形機
械でした。外国製のタバコ製造機を改造したもので、設置されて
いた当社小川工場閉鎖後は記念の機械として展示して参りまし
た。24 インチボール盤は、1914 年に創業社長赤阪音七の妻ゑい
の苦心のヘソクリで購入したもので、孔あけ作業の第一線で活躍
しました。
　その他にも、初期の焼玉エンジンや転換期のディーゼルエンジ

　2008 年 4 月 9 日（水）静岡理工科大学理工学部機械工学科の
学生 104 名と教員 13 名の計 117 名が新入生研修の一環として当
社豊田工場を訪れました。
　現在同工場は、約 2.5 万坪の敷地に鋳造工場、機械工場、製品
工場を配し、5,000 ～ 18,000 馬力のエンジンを製造・出荷して
います。
　当日は宿泊先のホテル松風閣
で会社概要を説明した後、観光
バス 3台で豊田工場へ移動し、
エンジンの製造現場をご案内し
ました。鋳型の造型や鋳込み、
大物部品の切削加工、エンジ
ンの組立、試運転の模様など、
100 年の歴史の中で培われ、未

　新緑の季節を過ぎ新茶の季節が始まると鮎釣太公望が頭をもた
げてきます。静岡県は河川に恵まれ日本国内でも鮎釣ファンが多
い地域とのことです。特に興津川の解禁日は 5月下旬に予定され
ており、全国から鮎釣ファンが集まることで有名です。当社も鮎
釣クラブ「香友会」があり、鮎釣シーズン中には大井川・伊久美
川・笹間川などで鮎釣大会を開催します。この鮎は会社のバーベ
キュー大会で塩焼きにして参加している皆さんに提供しています
が、鮎と焼き方がいいのか、なかなか好評であり毎年楽しみにし
てくれるファンが増えています。
　少し紹介しますと筆者が通い詰めている岐阜の馬瀬川の鮎が、
平成 19 年度の全国利き鮎会で優勝しました。養殖の鮎を放流し
ていますが、川の水流が強く水が綺麗で良いコケができ、そのコ
ケを食べるので味の良い鮎になります。幸か不幸か分りませんが、
たまに山女魚や岩魚が鮎の仕掛けにかかることもありますので、

ンなども展示しています
が、中でも微粉炭エンジン
は珍しいものです。これは
昭和 13 年に川口市の国立
燃料研究所から依頼を受け
て製造した 4サイクルエン
ジンで、シリンダカバーに
圧縮比変更装置をつけ、微

来へと受け継がれる匠の技と最先端の技術を融合したエンジンの
製造工程をご覧いただきました。
　100 名を超える大所帯の工場見学は経験がなく何かと至らない
ところもあったかと思いますが、見学を終えた学生からは「実際
の生の製造現場を見学することにより、大変勉強になった」「こ
れから自分たちが研究することが、何に役立つのか理解できた」
という声も聞かれ、工場見学を通じて次世代育成の支援ができた
ことと思います。
　当社は「良き企業市民たれ」という思想のもと、工場周辺の清
掃活動や『小さな親切運動』への参加、企業施設の開放や工場見
学、インターンシップの受け入れなどを通じ、地域社会の一員と
してその維持・発展に貢献しています。
　これからも「地域社会に何ができるか」を常に念頭に置き、企
業と地域社会の共生を目指して様々な形で活力ある地域づくりの
お手伝いをしていく所存です。

総務グループ　西川智庸

その日の夕食時は骨酒で話が盛り上がり楽しい夜となります。
　鮎の取り方には、友釣り、ドブ釣（毛ばり釣）、餌釣の他に投
網や追いだもなどがあり、その中でも友釣りで、野鮎を掛けた瞬
間の醍醐味はすばらしいものがあります。
　近年どの河川も天然遡上が思わしくなく、それに加えて鮎の天
敵である川鵜の被害を受け、各河川の鮎の数が減少しているため
か、釣果が今ひとつ伸び悩んでいます。（これは筆者の独り言で
すので悪しからず。）
　今、川や海の環境問題が叫ばれていますが、相変わらず釣場か

粉炭と重油の両焚きを可能にしています。
　このように当社は礎となった創業時の工作機械や初期のエンジ
ンをモニュメントとして展示していますが、これらの保存が評価・
表彰されようとは思ってもいませんでした。今回の表彰を通じて、
川上顕治郎先生をはじめとする学会員の方々とお会いすることが
でき、また産業考古学に触れて産業遺産の文化財としての価値を
改めて認識することになりました。私たち自身も得るところは大
きいものであり、これからも産業遺産の保存に努め、産業考古学
の普及に微力ながら協力していく所存です。

総務グループ　西川智庸

ら弁当のゴミや空缶がなく
ならないのが現状です。鮎
釣りシーズン中は、来たと
きよりも美しくをモットー
にゴミゼロ活動を進め、少
しでも綺麗な川になればと
願っています。
品質保証グループ　石田智

左から大橋理事、川上氏、大石常務、玉川会長

大井川でのスナップ写真



技術と品質で奉仕する

営　業　品　目
ディーゼル機関および関連機器
一般貨客船・漁船用主機関
船 内 補 助 機 関
動力・発電用各種ディーゼル機関
リモートコントロール装置
運 航 管 理 装 置
弾　　　性　　　継　　　手
プ ロ ペ ラ 及 び 軸 系 装 置
サ イ レ ン サ

工 作 機 械 ・ 産 業 機 械
土 木 建 設 機 械
各 種 鋳 造 品 ・ 鍛 鋼 製 品

認証対象製品
　ディーゼル機関
　船尾軸類
　遠隔操縦装置

UEC50LSE 形機関
（関連記事は２ページから）

　　　　　　　　　　　 U R L: http://www.akasaka-diesel.jp
　　　　　　　　　　　 E-mail: info@akasaka.co.jp
本　　　　社……〒100−0006	 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号	 TEL	03−6860−9081
	 有楽町電気ビル南館14階	 FAX	03−6860−9083

焼 津 工 場
センタービル……〒425−0074	 静岡県焼津市柳新屋670番地の6	 TEL	054−685−6080
	 	 	 FAX	054−685−6079

　　豊田工場……〒425−0074	 静岡県焼津市柳新屋670番地	 TEL	054−627−5091
	 	 	 FAX	054−627−2656

　　中港工場……〒425−0021	 静岡県焼津市中港四丁目3番1号	 TEL	054−627−2121
	 	 	 FAX	054−627−7737

東 京 営 業 所……〒100−0006	 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号	 TEL	03−6860−9081
	 有楽町電気ビル南館14階	 FAX	03−6860−9083

東 北 営 業 所……〒983−0852	 宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目2番11号	 TEL	022−256−7301
	 パスコ仙台ビル8階805号室	 FAX	022−256−7010

焼 津 営 業 所……〒425−0021	 静岡県焼津市中港四丁目3番1号	 TEL	054−627−2122
	 	 	 FAX	054−628−6039

大 阪 営 業 所……〒532−0011	 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目14番22号	 TEL	06−6889−7595
	 リクルート新大阪ビル6階	 FAX	06−6889−7795

今 治 営 業 所……〒794−0028	 愛媛県今治市北宝来町一丁目5番3号	 TEL	0898−23−2101
	 ジブラルタ生命ビル5階	 FAX	0898−24−1985

福 岡 営 業 所……〒810−0001	 福岡県福岡市中央区天神四丁目7番11号	 TEL	092−741−7541
	 大西ビル3階	 	 FAX	092−741−6258
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