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AX33B形機関・AX31形機関の開発
AXシリーズ機関の充実

1. はじめに
　AX33形機関は、Aシリーズ機関での実績を基に、軽
量コンパクトで高経済性・環境対応形機関として開発し、
2004年の初号機以来、優れた耐久性・高い信頼性により、
顧客の皆様から好評をいただいています。
　この度、より快適な機関室環境を提供することを目的
としてAX33形機関の性能改善を行ったAX33B形機関と、
A31形機関のNOx2次規制適合形として開発したAX31形
機関がAXシリーズ機関に加わりましたので紹介します。

2. AXシリーズ機関の概要
AXシリーズ機関は、Aシリーズ機関の合計約800台の豊
富な実績をベースに開発しており、高い信頼性を有して
います。以下に、それぞれの機関の概要を説明します。

1）AX33B形機関
　AX33B形機関はAX33形機関に油圧クッション式押棒、
ボンネット及び電子制御式シリンダ注油システムといっ
た新技術を加え、船内環境の改善を図っています。燃焼
室構成部品、軸受などの主要部品については20台以上
の実績を持つAX33形機関を踏襲しており、据付寸法も
AX33形機関と全く同じです。

図-1　AX33B形機関

図-2　油圧クッション機構

2）AX31形機関
　AX31形機関は、A31形機関のNOx2次規制適合形機関
として開発をすすめ、AX33B形機関で培った新技術を
導入した機関です。昨今の温室効果ガス低減要請の流れ
に沿った、低燃費でCO2の排出が少ない環境にやさしい
機関であり、CO2削減率に応じた各種優遇制度にも有利
です。据付寸法はA31形機関と同一です。

名　　称 AX31 AX33B

シリンダ数 − 6 6

シリンダ内径 mm 310 330

行程 mm 620 620

出力
kW
(PS)

1,323
(1,800)

1,471
(2,000)

1,618
(2,200)

回転速度 min-1 290 300 310

正味平均
有効圧力

MPa
(kgf/cm2)

1.949
(19.88)

1.850
(18.86)

1.968
(20.07)

平均ピストン速度 m/s 5.99 6.20 6.41

表-1 機関主要目

3. 特徴
　以下にAX33B形機関とAX31形機関に導入した主な技
術と機能を説明します。

1）騒音低減
油圧クッション式押棒
　これまでAシリーズ機関では、動弁装置に信頼性が高
い機械式プッシュロッドを採用していました。AX33B
形機関とAX31形機関では、この機械式動弁駆動装置に
油圧クッション機構を付加し、信頼性はそのままに騒音
低減を図りました。図-2に示すように、押棒下部のピス
トンとローラガイド内の間に油室を設けており、油室内
の油がクッションの役割を果たすことで、動弁腕と弁棒
の衝突音を低減しています。
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2）油飛沫防止
ボンネット
　AX33B形機関とAX31形機関では、シリンダヘッドか
らの油飛沫防止のためにボンネットを装備しました。ボ
ンネットはカム側側面を開放したセミボンネット式であ
り、諸弁の動きは常時監視できます。また上下2分割式
で、上側のフタを取り外すだけで燃料噴射弁のメンテナ
ンスが可能です。上側フタは軽量なアルミ鋳物製で、着
脱はノブを回すだけで工具を必要としません。

3）シリンダライナ
APリング
　APリングは、ピストントップランドに付着するカー
ボンの蓄積を防ぎ、ライナ摺動面のポリッシングを防
止します。APリングは既に複数の機種に採用しており、
就航船の実績から以下の効果を確認しています。

・システム油消費量漸増の抑制
・システム油の汚濁抑制
・シリンダライナの摩耗量低減
・ピストンリングの摩耗量低減

ボアクーリングライナ
　ボアクーリングライナはシリンダライナ上部に設けた
鋳込み管による冷却方式で、当社の高い鋳造技術を使っ
た独自のシステムです。APリングと組合せた設計が特
長です。きり穴方式に比べてライナの強度を下げること

なく、シリンダライナの高温部分を全周に渡り均一に冷
却します。

4）シリンダ注油
電子制御式シリンダ注油システム
　4ストローク機関における、電子制御式シリンダ注油
システムの実用化は世界初の試みです。この新システム
は、回転速度と上死点（TDC）信号からクランク角度
を演算し、電子コントローラによって注油量はもちろん、
注油タイミングを任意に調整できます。この自由度が高
く拡散性に優れた電子タイムリー注油方式は、APリン
グとの組合せによりシリンダ油とシステム油の消費量を
従来に比べ半減させることを狙いとしており、船主殿経
済に大いに貢献します。

4. おわりに
　AX33B形機関の初号機は2010年7月に海上公試を無事
終え、現在稼働中です。今後も継続的に訪船調査を行な
い、フォローを続けて参ります。また、AX31形機関は
すでに複数台の受注をいただいており、NOx2次規制適
合機関として製造中です。
　AX33B形 機 関、AX31形 機 関 と も 内 航499GTか ら
749GTまでの各船種に最適なエンジンです。新船をご
計画の際は是非ご検討ください。

（技術開発グループ　藤本　翔）

図-3　AX33B形機関及びAX31形機関の特徴
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6UEC43LSⅡ形機関 完成
7UEC45LA形機関の代替機種

1. はじめに
　当社では、2011年から施行されるIMO-NOx2
次規制対応のため7UEC45LA形機関の代替機と
して6UEC43LSⅡ形機関を充当することを決め、
当社製造初号機（ディレート仕様）をケミカル船
に採用していただくことになりました。本稿では、
2011年4月にお客様へ納入する6UEC43LSⅡ形機
関と、長期に亘りご愛顧を受けた7UEC45LA形
機関との比較及び試験項目について紹介します。

2. 主要目
　UEC43LSⅡ形機関はロングストローク化する
ことにより、UEC45LA形機関よりもシリンダあ
たりの出力が高くコンパクトで高出力の機関と
なっています。

名　　称 6UEC43LSⅡ 6UEC43LSⅡ 7UEC45LA

レーティング P1 ディレート P1

シリンダ内径 mm 430 430 450

行程 mm 1,500 1,500 1,350

ストロークボア比 − 3.49 3.49 3.00

出力 kW 6,300 6,230 6,230

回転速度 min-1 160 160 158

正味平均有効圧力 MPa 1.81 1.79 1.57

平均ピストン速度 m/s 8.00 8.00 7.11

3. 外形寸法比較
　6UEC43LSⅡ形機関は7UEC45LA形機関より機関全
長を約1,400mm短くコンパクト化しています。その分貨
物スペースを大きくすることができます。27ページを
参照ください。

4. 主要構造
　部品点数を削減することでよりシンプルな構造を実現
し、併せて信頼性の向上も図っています。
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3枚形
④カム軸移動装置油槽一体形 図-1　主要構造図

機関主要目
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図-3　UEC43LSⅡ過給機配置図

図-2　UEC45LA過給機配置図

5. 排気弁駆動方式
　UEC45LA形機関は押棒と揺れ腕により排気弁を駆動
する機械駆動方式ですが、UEC43LSⅡ形機関は油圧で
排気弁を駆動する油圧駆動方式を採用しています。また、
その駆動油圧を利用したバルブローテータ機構を併せ
もっており、排気弁シート部の温度均一化を図り、シー
トの寿命を延長しています。

6. 過給機配置
　構造的特徴の一つとして、過給機の配置が異なります。
UEC45LA形機関は過給機をNo.2 cyl近辺に配置してい
るのに対し、UEC43LSⅡ形機関は過給機を出力軸端に
90°向きを変えて配置しています。過給機の配置に併せ
て、空気冷却器や掃気ダクト、空気導管などの掃気関係
の部品の配置・取付け方法が異なります。

7. NOx2次規制対応
　当社は初号機からNOx2次規制対応形として製造する
ために、オリジナル設計に対して以下の部品を改善して
います。また、長期間の関連部品比較試験や特性試験を
実施しました。

①過給機 ………………MET-MA形を採用
②空気冷却器 …………空気量UPに伴い大形化
③シリンダライナ ……掃気ポート形状変更
④フートライナ ………厚さ変更
⑤排気カム ……………カム形状変更
⑥燃料ポンプ …………プランジャ径変更
⑦燃料弁 ………………噴口仕様の適正化

　組立時と陸上運転時に各種試験計測を実施し、計画し
た性能や信頼性が得られたことを確認しました。

①過給機マッチング試験
②排気カムタイミング最適化試験
③圧縮比最適化試験
④燃料弁マッチング試験
⑤力率試験
⑥補助ブロワカット試験
⑦過給機カット試験
⑧1シリンダカット試験

　各種試験結果の詳細は次号で紹介する予定です。

8. おわりに
　本機関は当社が製造する赤阪−三菱UEC機関の中で
NOx2次規制対応の初号機となりますが、UEファミリー
の中でもNOx2次規制初号機となります。以降、順次2
次規制対応機種を出していく予定です。
　近年舶用業界でも環境や安全に関する規制が強化され
ていますが、それらと同等にお客様からの経済性に対す
る要求として、低燃費化・省スペース化・高信頼性・メ
ンテナンス性向上といった要求も高まり、こうしたこと
に積極的にお応えすることがエンジンメーカである当社
が果たすべき責務だと考えます。
　お客様の声が当社のエンジンに反映されるようライセ
ンシとして邁進していきますのでUEC43LSⅡ形機関を
新たな選択肢として加えていただき、今後とも当社機関
をご愛顧いただきますようお願いいたします。

（ディーゼル技術グループ　溝田和彦）
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UEC-LSEシリーズ
赤阪-三菱UEディーゼル機関 最新シリーズの紹介

1. はじめに
　2ストローク低速ディーゼルエンジン“UEC機関”は、
低燃費による経済性と高度な技術に支えられた信頼性の
高いディーゼル機関です。
　当社は1960年に三菱重工業株式会社殿よりライセン
ス供与を受けて、翌年6UET33/55A形（1,500PS）の初
号機を製造して以来、UEC60LSⅡ形まで幅広い出力レ
ンジをカバーし、現在（2010年12月）に至るまで1,397台、
合計出力6,544MWを製造してきました。

図-1　6UEC45LSE

表-1　UEC45LSE主要目

2. UEC-LSE開発コンセプト
　UEC-LSE形機関は、UEC機関の十分な実績を基に、
高出力・コンパクト・高信頼性を追及した環境対応形の
次世代主力機関です。
　機関名称“LSE”の“E”には

・Excellent reliability(高信頼性)
・Economy(高経済性)
・Easy maintenance(良好な整備性)
・Environment-friendly(環境適合)

などの意味合いが込められており、当社では2006年に
UEC50LSEを、2008年にUEC45LSEを製造開始してお
り、以降順調に実績を積み重ねています。
　引き続き、三菱重工業株式会社殿において現在中・小
型船舶に最適なUEC35LSE、UEC40LSE形機関の開発
が進められており、当社では将来の環境規制にむけて
UEC-LSⅡ形機関とこのUEC-LSE形機関の2種類のシ
リーズをラインアップして機種の充実を図り、シリンダ
内径330 ～ 500mm、出力範囲1,535 ～ 13,280kWをカバー
します。

3. UEC-LSE各機種の特徴
1）UEC45LSE形機関
　ベストセラーモデルUEC52LA形機関の後継機種とし
て開発された最新機種で、当社もライセンシとしての経
験を活かし開発に参画してきました。

名称 6UEC45LSE 6UEC52LA
シリンダ内径 450 mm 520 mm
行程 1,840 mm 1,600 mm
出力 7,470 kW 7,080 kW
回転速度 130 min-1 133 min-1

正味平均有効圧力 1.960 MPa 1.567 MPa
平均ピストン速度 7.97 m/s 7.09 m/s
燃焼最高圧力 15.49 MPa 12.75 MPa
全長 5,894 mm 7,270 mm
質量 195 t 239 t
NOx2次規制適合 可 不可

・ハンディサイズのバルクキャリアにベストフィット
UEC52LA形機関の後継機種として、徹底的なマー
ケット調査の上、30,000 ～ 40,000DWTクラスのハン
ディサイズBCに最適な諸元を選定しています。

・高経済性
他社機関をしのぐ低燃費と、オプションとして用意し
ているシリンダ注油率を低減するECLシリンダ注油
システムにより、高い経済性を実現します。

図-2　UECディーゼル機関　出力マップ
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図-3　6UEC45LSE外形図（6UEC52LA機関との比較）

図-4　6UEC50LSE外形図

・高信頼性
すでに良好な実績のあるUEC52LSE形機関と同様の
基本構造を採用しています。

・コンパクト設計
UEC52LA形機関と比べ全長、重量ともにコンパクト
になっており、カーゴスペースを広くとれます。また
各部品がコンパクトになることにより、メンテナンス
コストを低減します。

・環境対応
NOx1次規制はもちろん、NOx2次規制にも適合しま
す。低燃費、コンパクトであり環境負荷低減に貢献し
ます。

　UEC45LSE形機関は時代のニーズに合った仕様が高
く評価され、UEグループ全体で今までに例を見ないほ
ど多くの引き合いをいただき好評を博しています。

2）UEC50LSE形機関
　優れた経済性と高信頼性で好評のUEC-LSⅡ形機関
の実績をもとに、高出力･コンパクト化・高信頼性・環
境対応をコンセプトに三菱重工業株式会社とバルチラ社
の最新の技術を取入れ開発された最新機種です。

・パナマックスバルクキャリヤにベストフィット
パナマックスサイズBC、ハンディマックスBC、フィー
ダコンテナ船（支線輸送用）、チップ船、PCC、冷凍

表-2　UEC50LSE主要目

名称 6UEC50LSE
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
燃焼最高圧力 15.6 MPa
全長 6,659 mm
質量 249 t
NOx2次規制適合 可

運搬船に最適な諸元を選定しています。
・三菱重工業株式会社とバルチラ社による共同開発

両社の経験・技術を活かして開発されており、従来形
機関に比べ15％の高出力化を実現し、他社50クラス
機関を凌駕します。

・市場要求にベストフィット
近年の船舶の大型化、スピードアップ要求に対応可能
な仕様を選定しています。

・高信頼性
三菱重工業・バルチラ両社の培った設計思想・技術の
全てを投入し高信頼性を得ています。

・環境対応
NOx1次規制はもちろんのことNOx2次規制にも適合
します。またシリンダ注油率を減らし、環境への負荷
を低減するECLシリンダ注油システムをオプション
として用意しています。

・機関本体
クランク軸芯高さ及び台板据付幅が他社機関と同一寸
法となっておりますので、船体設計の際に他社機関か
らの置き換えが容易です。

3）新規計画機関　UEC35LSE及びUEC40LSE
　三菱重工業・バルチラ両社は30,000DWTクラス以
下 の 中・ 小 型 商 船 を タ ー ゲ ッ ト にUEC35LSE及 び
UEC40LSE形機関の開発を進めています。
開発コンセプト
・市場要求にベストフィット

30,000DWTクラス以下のスモールハンディ BC、各
種タンカー、冷凍運搬船、フィーダコンテナ船など多
様な中・小型商船にベストフィットします。中速４ス
トローク機関からの置き換えにも適しています。同一
据付寸法により他社機関からの置き換えも容易です。

・環境対応
シンプルな機械式燃料噴射装置で導入コスト・機器保
守費用を抑えつつNOx2次規制に適合します。
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・高信頼性
他社機関の徹底したベンチマークと、小型機関開発に
関する三菱のノウハウを盛り込み、バルチラ社と共同
で開発を進めています。

・開発スケジュール
UEC35LSE形機関については、既に設計が進んでお
り、2011年中に設計を完了し製造に着手、2012年2月
の出荷に照準を合わせて開発を進めています。
UEC40LSE形機関については、その1年後の2013年2
月出荷の予定で開発を進めています。

表-3　UEC35LSE及びUEC40LSE主要目（予定）
名称 6UEC35LSE 6UEC40LSE

シリンダ内径 350 mm 400 mm
行程 1,550 mm 1,770 mm
出力 5,220 kW 6,810 kW
回転速度 167～142 min-1 146～124 min-1

正味平均有効圧力 2.1 MPa 2.1 MPa
平均ピストン速度 8.6 m/s 8.6 m/s
NOx2次規制適合 可 可

4. 高性能シリンダ注油器（オプション）
ECLシステム・SIPシステム

　シリンダ注油率低減・環境負荷低減に寄与する高性能
シリンダ注油器「ECLシステム」、及び「SIPシステム」
をオプションとして装備することが可能です。
・ECLシステム
　ECLシステムは三菱重工業株式会社殿が開発したシ

リンダ注油システムです。
従来形注油器は機関回転速度が低くなると注油率が過
剰気味となり、手動で調整する必要がありましたが、
ECLシステムは電子制御により広範な機関負荷にわ
たって注油量の適切な自動制御を行います。
またピストンの位置を監視し、最適なタイミングでシ
リンダ油を効率的に注油します。
図-6にECLシステムの装置構成を示します。

LOタンクから供給されたシリンダ油はLO供給ユニッ
ト（ポンプ、フィルタ、ヒータ）により加圧され、加
圧シリンダ油供給主管を循環します。コントローラか
ら電磁弁へ信号が送られると、分配器よりシリンダ油
がECL弁へ送られ、シリンダライナへ注油されます。

図-5　6UEC35LSE外観（計画）

図-6　ECLシステムの装置構成

ECLシステムは既に当社UEC45LSE、UEC52LS機
関にオプションとして装備して実績を積み上げており、
他の就航船へのレトロフィット（後付け）の引合をい
ただいています。就航船へのレトロフィットも可能で
すので営業担当者にお申し付けください。

・SIPシステム
SIPシステムはデンマークA.P.Moller社とHans Jensen社
が開発したシリンダ注油システムで、三菱重工業株式
会社殿が日本国内の独占販売権を有しています。
従来形注油器は、シリンダライナ内壁のシリンダ油の
広がりが一様ではありませんでしたが、SIPシステム
ではシリンダライナ内の掃気空気の流れ（スワール）
にシリンダ油を乗せてライナ内壁へ薄く均一に分布さ
せます。これによりシリンダ注油率低減、環境負荷低
減を実現します。
機器構成としては、機械式の専用注油器、SIP注油弁、
専用シリンダライナとなります。
SIPシステムは当社UEC50LSE、UEC50LSⅡ機関に
オプションとして装備した実績があります。

5. おわりに
　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、
UEC-LSⅡ形機関と共にUEC機関の主力機種となりま
す。
　今後もお客様のご要望に応えるべく経済性、信頼性、
安全性の更なる向上に努めて参りますのでご支援・ご鞭
撻のほどよろしくお願いいたします。
　なお、本稿中の説明文章、図面は三菱重工業株式会社
殿の資料から抜粋したものです。

（ディーゼル技術グループ　吉村　昇）
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図-2　機関室テレグラフ受信器

図-1　配線方式の比較

エンジンテレグラフ
省配線システムへの取組み

1. はじめに
　ここ数年の間に、FA（Factory Automation：工場生
産工程の自動化）業界では、従来の1台のPLC（プログ
ラマブルコントローラ）から多くの機器へ配線を繋いで
制御する方式に替わり、各機器にPLCを設置してPLC
間を繋ぐネットワーク方式が市場に認知されてきていま
す。陸上産業機械では、ネットワーク化なしでは制御シ
ステムも構築できなくなっています。
　船舶でも、必要な機器同士のみを配線してデータ通信
を行う従来方式に替わり船内LANが標準となるなど情
報系のネットワーク化は急速に進んでおり、制御系にも
その波が広がりつつあります。
　当社でもネットワーク化を積極的に取入れ、省配線の
開発を進めており、本稿ではその一例としてエンジンテ
レグラフシステムを紹介します。

2. 装置概要
　テレグラフ発信器、受信器及び表示器の各パネルに
通信機能付の小形PLCを装備し、各パネル間を通信
ケーブルで配線しました。通信方式は信頼性のあるRS-
422A方式を採用していますので一般の舶用シールド電
線が使用可能です。

3. 特徴
　発信器・受信器・表示器をユニット化して、各制御盤
に容易に組み込むことができるようにしています。また
この他にテレグラフレピータやVDR（航海情報記録装
置）の増設にも対応可能です。発信器、受信器を含め、
最大10ユニットの通信接続が可能です。
省配線導入のメリット
・船体配線の削減（図-1参照）

操舵室と監視室、機関室間の船体と盤内配線が削減さ
れます。約30芯の電線が4芯シールド線と2芯線にな
りますので作業が省力化され配線ミスも減少します。

・信頼性の向上
配線数・端子台の低減により、結線不備や断線などに
よる不具合の発生頻度が減少します。

・保守性の向上
システムがシンプルになり、故障の際に原因の発見が
容易となります。

・省スペース
PLCを分散することにより、盤内のスペース確保は

電源回路のみとなり、配線・端子数も削減しますので
レイアウト性に優れます。

・配線コストの低減（図-1参照）
発信器・受信器間の電線が大幅に減少することになり、
配線コストが改善されます。

4. おわりに
　今後、主機遠隔操縦装置及びデータロガーのネット
ワーク化による省配線化を推進し、故障率の低減と故障
原因の早期発見など、より安全な航海をサポートできる
システム造りを行って参りますので、皆様の温かいご指
導とご支援をお願いいたします。

（制御技術チーム　黒田　透）
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アカサカ機関管理システム ACSS
高度船舶安全管理の実現

1. はじめに
　陸上のIT技術が進歩するに従い、船舶においてもIT
化が進められています。これまで船内の点検結果はメモ
帳やペンによって記録していましたが、今ではパソコン
などを利用したデータ管理に変わってきています。
　IT化がもたらす恩恵として、点検作業やデータ管理
の効率化、そして船と陸との情報（データ）の共有化が
挙げられます。船と陸との情報の共有化は陸上からの支
援を容易なものとし、ますます陸上支援が身近なものに
なってきています。
　当社においては、『アカサカ機関管理システム ACSS』
を展開し、機関管理のIT化と陸上支援に取組んでいま
す。本稿では、この『アカサカ機関管理システム』の紹
介と併せて、国土交通省が進めている『高度船舶安全管
理システム』への取組みについて紹介します。

2. アカサカ機関管理システム ACSS
　『アカサカ機関管理システム ACSS』は、IT機器の活
用による機関管理の高度化とともに、船舶とエンジン
メーカとのデータの共有による陸上支援を実現します。
　下記のイメージ図に示すように船舶には、「アカサカ
巡之助（後述）」が装備され、機関の状態をパソコンで
管理します。また船舶で発生するトラブルの原因究明を
支援するための「アカサカ虎之助（後述）」が装備されます。
　さらに、船陸間通信装置を利用し、アカサカ巡之助に
蓄積された機関データを当社にお寄せいただくことによ
り、機関データは機関情報データベースに格納管理され
ます。そして「アカサカ診之助（後述）」で解析が行われ、
その診断結果と整備などのアドバイスを船舶と船舶管理
会社に返信します。
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2-1. アカサカ巡之助
　『アカサカ巡之助』は、IT機器を利用して船舶の様々
なデータを管理する「機関区域巡回点検システム」です。
　計測機器を使用した各種データの計測・管理、パソコ
ンのグラフィック機能を使用したデータ解析を行います。
データ解析などの手間の掛かる作業はパソコンが処理し
ますので、点検を含めた管理作業を効率的に行うことが
できます。

1）計測機器
　手動入力のハンディターミナルと自動計測の「アカ
サカ自動データ収集装置」（Akasaka Automatic Data 
Gathering Device：ADGD）のいずれかまたは両方を選
択してご利用いただけます。それぞれの装置には、点検・
計測作業を支援するための機能が盛り込まれています。

◇ハンディターミナル
　ハンディターミナルは、従来通りに五感を働かせなが
ら点検計測を行いデータを入力します。点検作業の利便
性向上とヒューマンエラーを防止するための機能が組み
込まれています。

◇アカサカ自動データ収集装置：ADGD
　ハンディターミナルを使用した点検計測は、五感を働
かせながら点検ができる優れた点がある一方で、点検計
測にかかる時間は従来のメモ帳などによる作業を大幅に
短縮することはできません。人による点検計測は、巡回
しながら点検することを前提にしているためです。
　そこで、この点検計測にかかる時間をより少なくし、
点検作業の負荷を軽減するためにセンサーを利用した

「アカサカ自動データ収集装置」ADGDを開発しました。
　ADGDは計測点数を絞ったデータロガーと考えていた
だくことができます。機関の主要な計測点にセンサーを
装備し、手間を掛けずに計測することが狙いです。

ハンディターミナルによる点検風景

　　　 （左上）タッチパネル表示器　（右）本体
　　　 （左下）パソコン表示
　　　  アカサカ自動データ収集装置：ADGD

アカサカ自動データ収集装置：ADGD
ネットワークイメージ図

　また計測データをLANなどのネットワークに出力す
る機能を設けており、パソコンをネットワークに接続す
ることにより計測データをリアルタイム表示して見るこ
とが可能です。
　ADGDと船内のネットワーク化により、船内のどの場
所でも機関の状態を把握することが可能となります。現
在、商品化開発を完了しており、まもなくリリースの予
定です。
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2）データ解析
　データ解析は、機関の状態を把握するための重要な作
業ですが、メモ帳やファイルに保管されたデータを比較
しながら手作業で状態を解析・把握することは大変手間
の掛かる仕事です。
　『アカサカ巡之助』は、データがデジタル管理されて
おり、手間を掛けずにデータ解析を行うことができます。
データの時系列表示、運転作動点・基準性能・トレンド
などのグラフ表示が行われ、容易に機関の状態を把握し
ます。
　下図は、運転作動点のグラフです。機関の運転状況の
分布を簡単に見て取ることができます。

2-2. アカサカ虎之助
　『アカサカ虎之助』は、船舶で突発的に発生するトラ
ブルの原因究明を支援する「トラブルシュートシステム」
です。
　主機、リモコン、軸系、補機器類のトラブルの原因候
補が体系的にまとめられています。トラブルを選択する
と原因の候補が表示され、点検を行いながら原因候補を
絞り込んでいき、最終的な原因にたどり着くことができ
ます。

原因候補

運転作動点

就航データの推移評価

2-3. アカサカ診之助
　『アカサカ診之助』は、船舶から寄せられた機関デー
タ（以降、就航データと呼びます）を基に一船一船の状
態診断を行う「機関診断システム」です。就航データに
異常な兆候を検知すると、不調要因を判定し推奨処置と
診断根拠となった計測・解析値を診断結果として配信し
て、陸上支援を行います。

1）診断方法
　機関の状態診断は工場運転の実績データを基準値とし、
それとの比較により行います。

◇就航データの評価
　就航データと工場運転の実績データとの差（乖離差）
を演算します。この乖離差と乖離差の推移（トレンド）
から、就航データの評価を行います。

◇診断
　就航データの乖離差やトレンドが許容範囲を外れた場
合は知識データベースに関連付けされている推奨処置内
容がリストアップされます。

◇結果の返信
　推奨処置内容を当社サービス員が確認します。そして、
アドバイスを添付した診断結果をお客様へEメールでご
連絡します。
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3. 高度船舶安全管理システム
　国土交通省から「スーパーエコシップ及び高度船舶安
全管理システム搭載船の乗組み制度見直しについて」プ
レスリリース（平成21年8月5日）がありました。この
乗組み制度見直しは、平成24年7月末までの期間限定で
すが、国土交通省が認める高度船舶安全管理システム搭
載などの条件を満たし、国土交通省の確認を得て、検証
運航という位置付けにより「機関部職員1名＋機関部員
1名（部門間兼務可）」の体制で運航が可能になるという
ものです。
　なお平成24年8月以降の乗組み制度については、それ
までの3年間に蓄積される検証運航の実績を踏まえ、平
成24年7月末までに検討会で結論を得ることとなってい
ます。
　高度船舶安全管理システムの詳細について、国土交通
省発行の資料を引用しながら説明します。

3-1. 効果
　ITなどの技術を活用して、内航船の安全運航を確保
しつつ、船舶の保守管理業務の高度化・合理化を図るも
ので、導入により以下の効果が期待されます。
◇機関故障・不具合などの未然防止による船舶運航の信

頼性、効率の向上
◇安全管理体制の確立による安全性の向上、船上での安

全管理業務の負担軽減
◇保守管理業務の合理化による保守費用の低減

3-2. 検証運航の対象となる船舶の要件
　検証運航の対象となる船舶は、以下の要件を全て満た
す必要があります。
◇平水、沿海または限定近海を航行区域とする貨物船で

あること（国際航海に従事する船舶を除く）
◇機関区域無人化船であること
◇高度船舶安全管理システム（国土交通省海事局により

確認されたシステム※をいう）を導入した船舶（既就
航船に同システムを導入した場合を除く）であること

※ここでの「システム」とはメーカが提供する機関管理
システムだけではなく船舶所有者殿における安全管理
体制も含まれており、当該確認を希望する船舶所有者
殿は、国土交通省海事局安全・環境政策課に確認依頼
の申請を行う必要があります。

3-3. 検証運航までの流れ
1）実船検証
　『労働協約又は就業規則において労務管理が適切に行
われている船舶所有者の運航する船舶において、現行法
令に基づく配乗を行った上で、1 ヶ月間、「機関部職員1

名＋補助者1名（部門間兼務可）」の体制による機関部作
業（シャドープレー）を行い、全ての乗組員の船内作業
の実施状況や労働時間を確認し、適切な運航が可能であ
ることを検証する。また、国土交通省海事局職員による
一往復以上の乗船調査を行うこととする。その結果、適
切な運航が実施できない場合又は実験内容に不備がある
場合は、検証運航を実施できない。』
　以下に、実船検証の流れを示します。
　①実船検証開始の申出
　②実船検証の実施
　③乗船調査
　④実船検証結果の確認
2）検証運航
　『実船検証で適切に運航できることが確認された船舶
については、申請に基づき、船舶職員及び小型船舶操縦
者法第20条に基づく乗組み基準の特例許可を行い、「機
関部職員1名＋補助者1名（部門間兼務可）」の体制によ
る検証運航を認める。
　なお、検証運航は、実船検証の就労体制からシャドー
要員を省略した体制により実施することとする。』
　以下に、検証運航の流れを示します。
　①検証運航実施に関する申請
　②検証運航の許可
　③検証運航の許可の更新（初回、6 ヶ月後）
　④検証運航の許可の更新（2回目以降、1年毎）

3-4. 高度船舶安全管理システムへの取組み
　当社が展開しているアカサカ機関管理システムは、高
度船舶安全管理システムと同様にIT技術の活用による
機関管理の高度化と陸上支援を実現するためのシステム
です。現在、アカサカ機関管理システムのサービス体制
の強化を図りながら、国土交通省が認める高度船舶安全
管理システムの対応に向けて取組んでいます。
　また高度船舶安全管理システムの各種申請は、船舶所
有者殿から国土交通省海事局安全・環境政策課に提出し
ていただく必要がありますので、そのための対応も進め
ています。

4. おわりに
　アカサカ機関管理システムの具体的な機能などにつき
ましては、本誌106・107・108・110・111号に掲載さ
れていますので、併せてご覧ください。
　アカサカ機関管理システムは、船内作業の効率化と陸
上支援の実現に向け、これからも新しいシステムの開発
や高度船舶安全管理システムの実現に取組んでいきます。
　お客様のご意見を反映し、便利で効率的なシステムと
なるよう、日々改善に努めて参りたいと考えています。

（技術開発グループ　田中　悟）
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MPLシステム
新シリンダ注油方式の紹介

1. はじめに
　世界的に原油価格が高騰する中、原油価格に連動して
各種石油製品の価格が上昇していますが、シリンダ油価
格への影響も避けられない状況にあります。またシリン
ダ油はシステム油と異なり全損式で消費されることもあ
り、船舶の運航コスト削減や、環境負荷低減のためには
一層のシリンダ油の消費量低減が求められています。
　当社はシリンダ油の消費量を削減し、お客様の運航コ
スト低減に寄与するため、UE機関を対象とした新たな
シリンダ注油方式　｢MPLシステム｣　を導入いたしま
した。以下にそのシステムの概要を紹介します。

2. システム構成
　本システムは従来の機械式注油器本体や配管レイア
ウトなどを変更することなく適用することができます。
従って就航船への適用（レトロフィット）が容易です。
　図-1にシステム構成図を示します。本システムの主な
構成要素は次の4点です。
1）PC弁、ポンプ体

従来のエレメント部に装備し、高圧のパルス波を作り
出します。

2）整流部
ノズルとの位置関係を最適化し、配管内の流れの乱れ
を整流することで、切れの良い注油を行います。

3）注油ノズル、注油溝
シリンダ油のシリンダライナ内面への拡がり性を高め
ます。

4）作動監視部（LED）
LEDランプの点滅により送油確認ができ、エンジン
ルームでの視認性が向上します。

図-2　注油器の換装

従来 MPLシステム

図-1　MPLシステム構成

　図-2に示すように注油器の換装は、本体は従来と同一
であり、従来の機械式エレメントをPC弁に組み替える
のみです。PC弁の作動方式は従来同様カム式ですから、
信頼性の高い作動方式となっています。
　またノンフロースイッチは内部配管の変更のみで適用
可能であるとともに、PC弁本体に装備されている視認
性の高いLEDランプの点滅により、注油器の確実な動
作確認が可能です。

機械式エレメント PC弁

⇨

ライナ壁面へ
糸を引くよう
に注油
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図-6　ピストン写真

図-5　注油率低減実績

図-3　改造後注油器外観 図-4　改造後ノズル外観

3. システムの特徴
・優れた拡がり性
　本システムは、機種毎にシリンダライナ内面の注油溝
形状や注油ノズル噴射口方向などを最適化することによ
り、シリンダライナ内面をシリンダ油が円周方向に糸を
引くように噴射されることが特徴であり、拡がりに無駄
がありません。
・正確な注油タイミング
　PC弁と整流部の働きにより、シリンダ油は高圧のパ
ルス波となって送り出され、設定したタイミング通りに
切れ良く注油できます。ピストンリングが通過する直前
にシリンダ油が全周に均一に広がることが特徴です。

　拡がり性に優れ、切れの良い注油を正確なタイミング
で行うことにより、シリンダ油を無駄なく利用すること
ができます。本システムの採用により、従来よりも少量
のシリンダ油で適正なピストン潤滑環境を維持できます。

4. 就航船への採用例
　2010年1月に本システムの搭載工事を行った主機関
7UEC45LAの事例を紹介します。本船では、中間検査
でドック入りした機会を利用して本システムの搭載工事
を実施しました。ドック期間中にシリンダライナへの注
油溝加工、注油器改造、ノズル取付など全ての工事を完
了しました。図-3、図-4に改造後の注油器とノズル外観
の写真を示します。
　なお、シリンダライナには専用加工機を用いて注油溝
を追加工します。この専用加工機はシリンダライナを抜
かずに、シリンダジャケットに収めたままで加工作業が
できるように設計されており、短時間の作業で注油溝が
仕上がります。

　本船では、工事後から現在まで図-5のように注油率を
低減させており、MPL換装前の1.06 g/PShから現在は
0.82g/PSとなり、約20％の削減を達成しました。注油
率を低減する毎にピストンやシリンダライナの状態を観
察していますが、現在も大変良好な状態を保っておりま
す（図-6）。
　今後も引き続き機関の状態をチェックしながら、さら
に注油率の低減を図っていきます。

5. おわりに
　現在、MPLシステムはUEC33LSⅡ、UEC37LSⅡ、
UEC37LA、UEC45LAを搭載した就航船に対して適用
できます。ご所有の機関に対して本システムの採用をご
検討いただければ幸いです。
　本システムを採用することでシリンダ油消費量を従来
より削減させ、ランニングコストを低減できます。また
環境負荷低減をPRすることができるなど、大きなメリッ
トをもたらします。

（技術開発グループ　菊地巧）
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電子制御エンジンへの取組み

1. はじめに
　近年、ディーゼルエンジンは環境対応を主目的に、従
来のカム駆動による燃料噴射装置・動弁装置（機械式）
に代わり、蓄圧した作動油や燃料油を使って、油圧回路
の電磁弁をコンピュータ制御でON・OFFし、装置を駆
動させる電子制御式のエンジンが注目されています。装
置は高価ですが、エンジン価格に対して装置価格の占め
る割合が比較的少ない大形2ストロークエンジンを中心
として、舶用エンジンでも電子制御エンジンが採用され
つつあります。
　当社でも将来を見越し、自社製の4ストロークエンジ
ンに電子制御を取り入れるべく、独自の技術で要素技術
開発を進め、当社が所有する試験エンジンに装置を装着
して試験を行っています。ここでは、その開発状況につ
いてお伝えします。

2. 動弁装置
　機械式の動弁装置は、カム・押棒・弁腕・弁といった
部品でシンプルに構成され、かつ確実に動作しますが、
弁の開閉タイミングがカムプロフィールに依存し、タイ
ミングの変更ができません。一方、電子制御式では油圧
回路の電磁弁のON・OFFタイミングを制御することで、
バルブタイミングを自由に変更することが可能となり、
例えばNOxなどの有害物質を低減したり、燃費の悪化を
最小限に抑えるといった運転の最適化が可能となります。
　当社で開発した電子制御式動弁装置の概略図を図-1、
試験機に搭載した状況を図-2に示します。油圧システム
の動作速度はエンジン回転数によらず一定であるため、
エンジンを最高回転数で運転した時、少なくとも機械式
と同等の応答速度を有することが必要です。図-3の弁リ

図-1　電子制御式動弁装置概略図

図-2　試験機に搭載した電子制御式動弁装置

図-3　バルブリフトカーブ（100％負荷相当回転数）

フト計測事例は、この応答速度が得られていることを示
したものです。図中E1、E2、I1、I2のそれぞれのバル
ブ開閉ポイントを任意にコントロールすることができま
す。

3.燃料噴射装置
　燃料噴射は数ms ～ 20ms程度の短期間で行なわれるた
め、これを制御するには、動弁装置よりもさらに油圧シ
ステムを高速に応答させる必要があります。当社で試作
した装置の系統図を図-4、噴射圧力波形の計測事例を図
-5に示します。図-5の波形は、試験エンジン100％負荷
相当量の噴射を機械式と電子制御式で行った場合の噴射
圧力を比較したものです。電子制御式は機械式に比べ、
他の舶用エンジンでは類を見ない、高圧・短期噴射特性
を実現しています。もちろん、電子制御式では噴射タイ
ミングを任意に調整することが可能です。

E1 I1 I2E2
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図-4　電子制御式噴射装置系統図

図-5　機械式と電子噴射式の噴射圧力波形

図-7　噴射試験装置

図-8　制御装置

図-6　試験機の電子制御システム系統図

4. 制御装置
　動弁・噴射装置の油圧システムはCPUを組込んだ電
子回路によって制御します。試験機用に製作した制御シ
ステムの系統図を図-6に示します。

　システムは、クランク角信号を処理するクランク角信
号処理回路・動弁制御回路・燃料噴射制御回路及び動弁
と燃料噴射のドライバ回路で構成されています。制御装
置についても自社で回路設計・プログラム開発を行って
います。

5. おわりに
　試作、試験を繰り返し装置をリファインしてきました
が、優れた基本特性を持つ電子制御システムが完成しつ
つあります。今後は装置の信頼性・耐久性をさらに高め、
また船級ルールへの対応などを視野に入れた開発を進め
ていく所存です。

（技術開発グループ　仙波修平）




