
−54−

100年の技術　環境

−55−

EMS　環境経営　エコステージ認証取得
環境マネジメントシステムの構築に向けて

1. はじめに
　環境問題は企業や国だけでなく地球全体に影響を及ぼ
します。企業活動には環境対応能力を具備することが必
須条件となっています。
　当社においても環境問題を重要課題と捉え、昨年、創
業100年事業の位置付けで、当業界で先陣を切ってEMS

（環境マネジメントシステム）の導入に着手しました。
その概要については本誌115号で紹介していますが、本
稿ではエコステージ1認証取得に至る足取りと、エコス
テージ2及び化学物質管理システム CMS認証取得を紹
介します。

2. EMS（環境マネジメントシステム）導入
　当社は環境問題に対しては法令遵守のもとに、3R活
動（Reduce, Reuse, Recycle）を主体とした環境リスク
低減運動に取組んでいます。

　品質管理レベルの信頼性をISO9001取得に求めること
と同様に、環境マネジメントレベルも第三者機関による
評価認証を取得することにより信頼性が高まります。
　船舶の解撤環境と汚染の改善を目指すシップリサイク
ル条約が国際海事機関（IMO）において採択され最短で
2012年に発効予定ということもあり、当社はエコステー
ジ導入を決定しました。

3. エコステージとは
　「エコステージ」（Eco Stage）は、ISO14001の意図
を踏まえつつ、それを補完し発展させた経営改善の支援
ツールです。環境認証の第三者機関であるエコステージ
協会殿により規格が定められています。
　「環境」という視点を従来の経営管理システムの基盤
に重ね合わせることにより、「環境経営システム（＝経
営とリンクした環境マネジメントシステム）」へ進化さ
せていきます。更に段階的にステージアップしていくこ
とで、品質・労働安全衛生・財務などの他のマネジメン
トシステムとの融合や、CSRの実現も視野に入れてい
ます。また、中小規模の組織に対しては、環境マネジメ
ントシステムの基本骨格のみを導入するステージも用意
されており、環境経営への取組みを容易にするよう工夫
されています。

4. エコステージの特徴
　エコステージ協会が唱える「環境経営」とは、環境を
切り口にPDCAサイクル（図-2参照）によるプロセス重
視の改善活動を通じてムダ、ムラ、ムリをなくし、利益
を生み出す仕組みを指します。

図-1　エコステージの5段階
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図-2　PDCAサイクル

図-5　環境方針

図-4　真剣な眼差しで研修を受ける社員

図-3　赤阪エコステージ認証のステップ

5. エコステージ1　認証取得までの歩み
　エコステージ1認証までの経過を以下に紹介します。

①キックオフ宣言（09年5月）
全社の役職者会議の席で社長がキックオフ宣言を行い
取組みがスタート。

②初回研修会（09年6月）
全従業員が一堂に会した期末大会で「環境経営」「シッ
プリサイクル」「エコステージ」などの勉強会開催。

（同7月）
EMS部会、同推進委員会にメンバーを絞って「エコ
ステージ規格」や「化学物質管理」などの後半の勉強
会開催。

③評価員養成研修（09年7月）
エコステージ評価員養成研修会に3名が出席して研修。

④中間コンサル（09年8月）
EMS部会・同推進委員会メンバーを対象に「現場の
見える化」「PDCAサイクル」などを勉強。

⑤環境講演会（09年8月）
「環境マネジメントシステム　仕事に役立つ構築の仕
方」を勉強。

⑥EMS部会（09年9月）
QMSと同様、経営層による会議を開催。「組織体制」「環
境方針」の承認、「目的･目標」を審議。

⑦臨時コンサル（09年9月）
評価員による工場の進捗状況の監査を実施。

⑧工場見学（09年10月）
エコステージ認証取得企業2社を訪問して勉強。

⑨中間コンサル（09年11月）
環境方針・組織図に加え、「役割分担表」「年間教育計
画」「条例･法令」のチェック。
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⑩模擬評価（09年12月）
翌年の「エコステージ1」認証取得に向けた模擬評価
を実施。

⑪EMS部会（09年12月）
経営層によるシステムの見直し実施、役員による社内
模擬審査を開催。

⑫営業所監査（10年1月・2月）
評価員による関東・四国の営業所監査を実施。

⑬認証登録評価（10年1月18日）
エコステージ協会評価員による現場確認や経営層イン
タビューなどの認証登録のための評価を実施。

⑭認証登録（10年2月18日）
エコステージ協会第三者評価委員会（学識経験者や大
手企業環境担当部長などで構成）により認定され、「エ
コステージ認証書」と「同付属書」が発行された。

6. 認証書の授与式
　2010年5月1日、当社創業100年記念式典が行われまし
た。式典にはエコステージ1認証式が盛り込まれ、来場
いただいた多くのご来賓、協力会社様及び従業員のご家
族の皆様にも、当社の目指す環境経営への意気込みを広
くお伝えできる場となりました。
　エコステージ協会からは、吉澤正理事長殿においでい
ただき、認証書授与式にて社長へエコステージ1認証書
が授与されました。

図-6　工場内に掲げられたEMS掲示板

図-7　認証書授与式

　また、エコステージの看板を壇上に運び、来場者の皆
様に披露しました。この看板は現在工場壁面に掲げられ
ています。

7. エコステージ2-CMS認証取得
　エコステージ1の評価報告書では、規則に則りEMSが
構築され実行されているとして認証されました。全員参
加の5S活動が職場環境を大幅に改善し顧客の評価も高
まっていること、会社が創業100年事業として位置付け
内外に広くアピールしていること、業界のパイロット企
業としてトップから真剣に取組んでいることなどが評価
されています。一方で、各職場にまだバラツキが多く、
エコステージ2への早期挑戦が促されました。
　早速エコステージ2取得の方針が確認され、取組みが
進められました。エコステージ2はISO14001に相当する
レベルであり、推進委員会では委員が手分けをして職場
パトロールに取組んだり、改善を促す仕組み作りを工夫
するなどの取組みを進め、昨年9月にエコステージ2の
登録評価を受け10月に認証を取得するに至りました。
　また、エコステージ2への挑戦に並行して、シップリ
サイクル条約で要求される材料宣誓書と、その記載内容
が適正であることを保証する供給者適合宣言書、そし
てこの宣言書を担保するための「化学物質管理システム 
CMS」構築も進め、その認証も取得しました。

8. おわりに
　シップリサイクル条約の発効により、船舶解撤で問題
になっている環境汚染が食い止められることが期待され
ています。当社はそれを待つことなく環境マネジメント
システムの構築に取組み、舶用業界の環境トップラン
ナーを目指して地球に優しい企業活動を続けて参ります。

（EMS事務局　今村松雄）

図-8　エコステージ看板
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CO2削減への取組み
低炭素社会の実現に向けて

1. CO2排出規制動向
　近年、低炭素社会の実現に向けてのニュースが世間を
にぎわし、CO2削減が次世代への社会責任となってきて
います。
　1997年12月気候変動枠組条約第3回締約国会議（COP3
京都会議）において採択され、2005年2月16日に発効し
た京都議定書によって、先進国の大気汚染物質の排出
規制が義務付けられました。しかし2007年のCO2排出量
を見ると図-1・図-2に示すとおり、依然として先進国と
BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）のCO2排出
量は多いままとなっています。

図-2　世界の二酸化炭素排出量に占める主要国の排出割
合と各国の一人当たりの排出量の比較（2007年）

出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2010年版
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

（http://www.jccca.org/）より

図-1　世界の二酸化炭素排出量 国別排出割合（2007年）
出典：EDMC/エネルギー・経済統計要覧2010年版
全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト

（http://www.jccca.org/）より

図-3　CO2排出効率の船舶・鉄道・トラックとの比較
出典：三菱重工技報　Vol.47 No.1 (2010)

　その後、2009年12月にデンマークのコペンハーゲン
で15回目の締約国会議（COP15）が開催され2013年以
降のCO2を始めとする排出量削減に関する枠組みである

「ポスト京都」の構築に向けた交渉が行われました。先
進国に課せられる2020年までの数値目標や、新興・途
上国の役割などについて話し合いが行われましたが、具
体的目標は先送りされました。
　化石燃料を主エネルギー源とする海上輸送は、陸上輸
送手段に比べればCO2発生の絶対量は非常に少なく、優
れた輸送手段です。物流貨物をトラックや航空機による
輸送から、環境負荷の小さい鉄道や海上輸送にシフトす
るいわゆる「モーダルシフト」を進めることが日本全
体のCO2排出量の削減に有効といわれています（図-3参
照）。そのため各種船舶においてCO2を更に削減するた
めに個々のエネルギー効率改善に向けた取組みが行われ
ています。

2. 各種船舶推進機関の促進支援
　独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備機構（JRTT）
では2002年より従来の船種別建造から政策目的別建造
へと共有建造条件を変更し、1990年の船舶に比べ、CO2

排出量を10％以上削減させるための設計基準を発表し
ました。
　この取組みの促進を図るため2010年現在、共有建造
事業者募集ではスーパーエコシップ、先進二酸化炭素低
減化船、高度モーダルシフト船などの船舶に分類し、金
利軽減に適合する船舶指針を出しています。
・先進二酸化炭素低減船

CO2排出の低減率が16％以上の船舶の場合
　　→金利0.3％低減

・高度二酸化炭素低減船
CO2排出の低減率が12％以上の船舶の場合
　　→金利0.2％低減
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　この実現のため補助対象設備として船形の改良、機関
の低燃費化、補器類のエネルギー効率の改善、運行モー
ドの改善などを紹介しています。
　CO2削減を図る省エネ機器として、当社が製造する主
機関とその他の機器の対応について以下に紹介します。

3. 主機関の対応
　主機関においては燃料消費率の低減がそのままCO2の
削減につながります。そのためCO2の削減率は燃料消費
率（g/kW･h）を用いて次式により算出されます。
・貨物船の機関であって、5,000kW以下の場合

{1−建造船連続最大出力燃料消費率÷(331.65X-0.0695)}×100
・貨物船の機関であって、5,000kWを超える場合

{1−建造船連続最大出力燃料消費率÷(198.01X-0.0098)}×100
・旅客船の機関であって、5,000kW以下の場合

{1−建造船連続最大出力燃料消費率÷(295.47X-0.0471)}×100
・旅客船の機関であって、5,000kWを超える場合
　{1−建造船連続最大出力燃料消費率÷(214.98X-0.0098)}×100

X : 建造船の連続最大出力 (kW)
　CO2の削減を目指し、主機関の燃料消費率を低減する
ため、当社では以下の技術開発を進めています。
1）低燃費ディーゼル機関
・高圧力比過給機の採用

MET-SRから高性能・高圧力比形MET-SRCに更新し
て総合効率を高めます。

・高Pmax化
NOx 低減と燃費削減はトレードオフの関係にありま
す。この解決のためPmax を上昇させ燃費を改善しま
す。これに伴いメタルをはじめ、主要部品の構造強度
を向上します。

・ロングストローク化
ロングストローク化により燃焼室容積を大きくし、低
速化により燃焼時間を確保します。またC重油でも良
好な燃焼が得られるとともに、大トルクでプロペラ推
進効率向上に寄与する機関とします。

・給排気弁開閉タイミング最適化
サイクル効率の改善を図ります。

・摺動部品の軽量化
ダクタイル鋳鉄製の高強度・軽量ピストンを採用し機
械ロスの低減を図ります。

2）低負荷運転システム付ディーゼル機関
・燃料弁交互燃焼

赤阪−三菱UE機関に対応。低負荷における燃焼特性
を改善し更に回転変動を減少します。1つの燃料弁で
複数弁分の燃料を噴射することにより、高圧噴射化し
て低負荷時の燃料噴霧の微細化を促進します。

3）電子制御ディーゼル機関

　これらの項目については採用適否と十分な検証を実施
するとともに、新しい機器、機構を積極的に取り入れて
参ります。
　図-4は燃料油価格の推移を示しています。今後も上昇
する傾向が想定され、船主様のコスト削減のためにも低
燃費機関開発を続けていきます。

4. 船舶推進関連技術
　JRTTが低炭素化、即ちCO2排出量の削減に資すると
位置付けている主機関関連技術を紹介します。
1）推進効率軽減設備
・大直径プロペラ
・プロペラボス取付翼

ボスキャップフィンなど。プロペラボスのハブ渦を減
少させる機器で当社でも採用例が多数あります。また
就航船での換装も可能です。

・ハブ渦発生防止プロペラ
当社主機関搭載船としてはナカシマプロペラのNHV
プロペラがあります。プロペラの中心部からのハブ渦
発生を防止します。

・二重反転プロペラ
・1軸ツインプロペラ
・船底塗料
2）運航改善設備
・バトックフロー船型の船体

船形の改良に加え、ナノバブルの応用例も紹介されて
いますが、プロペラとのマッチングが必要となります。

・プロペラ前部放射状型取付翼（フレンドフィン）
プロペラにより発生する回転流と逆向きのフィンをプ
ロペラの前部に取付けることにより、回転流の低減を

図-4　内航燃料油価格の推移（2004 ～ 2010）
出典：月刊共有船　NO.455
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図る装置です（図-5,6参照）。プロペラとのマッチン
グを十分検討する必要があります。

図-5　フレンドフィン
出典：MHIマリンエンジニアリングHP

図-8　ALC付CPP
出典：かもめプロペラ資料

図-9　PTO付油圧クラッチ
出典：日立ニコトランスミッション資料

図-6　フレンドフィン
出典：流体テクノ資料

図-7　省エネステータ
出典：流体テクノ資料

・フラップ独立可動型舵
・整流板付舵
・可変ピッチプロペラ（CPP）（自動負荷制御装置を装

備しているものに限る）
CPPにALC（自動負荷制御装置）を装備すれば、主
機関の出力と燃料消費率特性をもとに航行条件に対し
最も効率が良い回転・プロペラピッチを自動的に設定
し、省エネルギーを図ることができます（図-8参照）。

・船体船尾に取付けられる整流板（省エネステータ）
船尾の流れを整流し、船体の抵抗を減らすことを目的
とします。鋼鈑構造のため簡単に取付け可能でメンテ
ナンスフリーですが、船形や載荷条件により効果が変
わってきます（図-7参照）。

3）廃熱等回収設備
・主機冷却水熱回収装置

機関出口の高温冷却水の一部を、C重油タンクの加熱
や寒冷地での低負荷運転時に給気を温めることに利用
し、燃焼改善を図ります。

・排ガスエコノマイザー
・燃料改質器

燃料中の組成を変え燃焼効率を向上させます。
・インバーター制御電動機
・超電導電動機
・軸発電装置

主機関艏側の増速機を介するタイプと中間軸 側に
ローター軸を配するタイプがあり、航行中の電力を主
機関のみでまかなうシステムです。LNG船などでは、
緊急に船舶を離岸させなくてはならないが主機関が駆
動できない場合、主機関のクラッチを脱として発電機
でプロペラを駆動する安全装置としての使用例もあり
ます（図-9参照）。

5. おわりに
　省エネ機器の装備や当社が取組む主機関の燃料・潤滑
油消費量の低減のメリットは船主殿の運航費用を低減す
ることですが、同時にCO2削減という大きな役割も担う
ことができます。今後とも省エネ機器の研究と主機関の
燃料・潤滑油の消費量低減に向け取組んで参りますので、
ご支援ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

（ディーゼル技術グループ　山村晴美）
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1. はじめに
　舶用ディーゼル機関を対象としたNOx規制の強化を
図ったMARPOL条約の改正付属書Ⅵが2010年7月1日に
発効しました。本稿では、NOx規制強化の概要と、当社
の取組みについて紹介します。

2. NOx規制の概要
　新造船に搭載されるディーゼル機関に対するNOx規制
は、以下のように今後2段階で強化されます。

2-1. 2次規制（TierⅡ）
　2次規制は、2011年1月1日以降に建造される船舶に搭
載されるディーゼル機関に適用されます。規制値は1次
規制値に対し、15 ～ 22％のNOx削減が求められています。

2-2. 3次規制（TierⅢ）
　3次規制は、2016年1月1日以降に建造される船舶に搭
載されるディーゼル機関に適用され、ECA (Emission 
Control Area)と呼ばれる指定海域において、1次規制
値に対して80％のNOx削減が求められています。なお、
ECA以外の一般海域では2次規制値が適用されます。

規  制  値 1  次 2  次 3  次

n＜130 min-1 17.0 g/kWh 14.4 g/kWh 3.4 g/kWh

130≦n＜2000 min-1 45×n-0.2 g/kWh 44×n-0.23 g/kWh 9×n-0.2 g/kWh

n≧2000 min-1 9.8 g/kWh 7.7 g/kWh 2.0 g/kWh

（nは機関定格回転数）

図-1　新造船のNOx規制値

3. NOx低減技術への取組み
　ディーゼル機関のNOx低減技術は図-2に示すように多
岐にわたっていますが、現行の1次規制に対しては、「燃
焼状態の変更」によるNOx低減技術が主流となっていま
す。

　しかし「燃焼状態の変更」によるNOx低減技術は、燃
料消費とトレードオフの関係にあり、単独の技術では
NOxと燃費の両立ができません。当社では、下記NOx低
減技術の組み合せにより、低NOx機関の開発を進めてき
ました。

・燃料噴射時期遅延（タイミングリタード）
・燃料噴射弁の多孔化
・燃料噴射特性の最適化
・高圧力比過給機の採用
・圧縮比の最適化

　また水を利用したNOx低減技術であるエマルジョン燃
料と筒内水噴射技術にも取組んできました。水利用技術
は、燃焼室内に水を投入することによる燃焼空気の比熱
増加と水の蒸発潜熱により、燃焼温度を低下させてNOx
を低減させる技術です。
　エマルジョン燃料では、水粒子を超微細化して燃料中
に均一分散させることで、乳化剤を必要としないエマル
ジョン燃料製造装置の開発に取組みました。
　筒内水噴射技術では、燃料と水を同時に噴射するシス
テムを試作しました。
　エマルジョン燃料、筒内水噴射技術は、実用面での課
題は残るものの、NOx低減についての確認は済ませまし
た。

図-2　NOx低減技術

NOx削減への取組み
NOx2次規制への対応と3次規制対応技術の紹介
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4. 2次規制への取組み
　当社は、2011年より始まるNOx2次規制に対して、4
ストローク機関、UE機関共に機関のファインチューニ
ングを基本とするNOx低減技術で適合します。

4-1. 4ストローク機関の取組み
　4ストローク機関では、NOx2次規制に適合すべく以
下の技術を組み合わせて試験を積み上げ、現行機種の適
合設計作業を概ね完了しました。また、NOx2次規制適
合形新機種開発も進めています。

・燃料噴射時期の最適化
・燃料弁仕様の最適化
・燃焼室形状の最適化
・燃焼最高圧力、圧縮比の最適化
・カムタイミングの最適化
・高圧力比過給機の採用と空気冷却器の大形化

4-2. UE機関の取組み
　UE機関では、ライセンサである三菱重工業株式会社
殿の方針に基づき、NOx2次規制に適合すべく以下の技
術を組み合わせてファインチューニングを実施します。
適合機種はUEC-LSⅡ、UEC-LSEシリーズです。

・燃料弁仕様の最適化
・燃料噴射期間の最適化
・ミラーサイクルの採用
・高圧力比過給機の採用
・高圧縮比化
・筒内掃気スワールの最適化
・低掃気温度化

注）ミラーサイクルは、排気弁閉タイミングの遅角と高
掃気圧化により燃焼前の筒内空気温度を低下させる
ことで、燃焼温度を低下させてNOxを低減する技術
です。

5. 3次規制への取組み
　1次規制値に対してNOx80％削減となる3次規制で
は、機関単体での対応は極めて困難であるため、NOx
の代表的な後処理技術であるSCR（選択接触還元法：
Selective Catalytic Reduction）の適用が有力となります。
　SCRとは、NOxを含む排気ガス中に還元剤としてア
ンモニア水または尿素水を噴霧し、触媒上でNOxを無害
な窒素と水に還元する技術です（図-3）。
　SCRは燃費の悪化を伴わずに大幅なNOx低減が可能
ですが、排気温度の低い舶用低速ディーゼル機関に適用
するためには、燃料中の硫黄分に起因する酸性硫安（硫
酸水素アンモニウム）による触媒性能低下を解決する必

要があります。
　当社では、国土交通省のご指導により、日本財団殿の
助成を受け、社団法人日本舶用工業会殿が実施している

「スーパークリーンマリンディーゼル」の研究開発に三
菱重工業株式会社殿と共同で参加し、触媒メーカの堺化
学工業株式会社殿の協力のもと、舶用低速ディーゼル機
関に適用可能な低温SCRの開発に取組んでいます。本
研究開発では、国立大学法人東京海洋大学殿の実験機関

（3UEC37LA 1,103kW×188min-1）にSCRを設置して陸
上試験を行いました。現在は、陸上試験を完了し、次の
ステップである実船検証試験プロジェクトを進めていま
す。

6. おわりに
　国際的な地球環境保全の観点から、船舶から排出され
る大気汚染物質の低減技術は今後更に重要になります。
当社は、環境対応機関の技術開発を通して地球環境保全
へ貢献していく所存です。

（技術開発グループ　古牧達士）

図-3　SCRシステムの概要
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PM削減への取組み
舶用ディーゼル機関用排ガス脱塵装置（DPF）の開発

1. はじめに
　舶用ディーゼル機関から排出される排気ガスの浄化に
ついては、IMO（国際海事機関）でも重要な課題として
取り上げられており、NOx、SOxに引続きPMに関する
規制についても議論が行われています。各国の動きとし
ても、米国環境保護庁が2014年から内航船舶や機関車
エンジンからの排気ガスを対象としたPM規制を施行す
ると発表しています。
　当社は舶用エンジンメーカとして、環境負荷低減に貢
献することが重要であるとの立場から、平成18年度に
日本財団殿の助成により舶用4ストロークディーゼル発
電機関用排ガス脱塵装置（DPF）の開発を行いました。
　これを皮切りにDPFの開発によるPM削減の取組みを
進め、昨年4月に開催されたSEA JAPAN 2010（80ペー
ジ参照）では、当社のブースにDPF製品を展示し（図
-2）、多数のお客様から反響をいただきました。
　本項では、当社のPM削減への取組みを紹介します。

2. PMとは
　PM（Particulate Matter：粒子状物質）とは、粒径10
μm以下の非常に小さい粒子のことを言い、特に大気中
に浮遊するPMをSPM（Suspended Particulate Matter：
浮遊粒子状物質）と言います。一般的にPMとはSPMの
ことを指します。
　PMの発生には自然起源によるものと、人為起源によ
るものがあります。自然起源のPMには黄砂・火山灰な
どがあり、人為起源のPMには、工場・事務所・自動車・
船舶などから排出されるものがあります。
　PMは非常に小さい粒子であるため、吸い込んでしま
うとほとんどが気道または肺胞に沈着し、慢性気管支炎、
肺気腫、肺がんの原因となります。
　国内では、環境基本法により環境基準値が設定され
ており、「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、
かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること」（工業専用
地域、車道などは除く）とされています。これを達成す
るために「大気汚染防止法」や「自動車NOx、PM法」
などの法律と、それを補完する各自治体による条例が制
定されています。
　表-1に東京港に停泊する船舶の排ガス実態調査を示し
ます。停泊中の船舶から排出される煤塵は、沿岸部6区
の工場・事業所や民生部門などの固定発生源の3/4にせ
まる量であり、大気汚染と無縁とはいえないことを表し

ています。

図-1　ディーゼル機関の起動時に排出されるPM

図-2　SEA JAPAN 2010に展示されたDPF

表-1　東京港に停泊する船舶の排ガス実態調査

出典：海と安全 NO.526東京都 環境局 環境改善部 大気保全課
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図-3　フィルタ濾過方式

図-5　フィルタ外観

図-4　フィルタ構成

3. DPFとは
　DPF（Diesel Particulate Filter：排ガス脱塵装置）
とは、ディーゼルエンジンから排出されるPMを捕集す
る装置です。フィルタによりPMを捕集することが基本
性能として求められますが、時間が経つと目詰まりして
きますので、捕集したPMを処理してフィルタを再生す
るという機能も求められます。

4. DPFの構造と特徴
　以下のコンセプトに基づいて、DPFの開発を行いま
した。

（1）フィルタの目詰まりを自己再生する
（2）C重油を使用する機関にも適用できる
（3）フィルタユニットの組み合せにより大形機関にも対

応する

4-1. 捕集方式
　排ガス中のPMの捕集原理には、表面濾過式と深層濾
過式があります。
　表面濾過式とは、ミクロンオーダの細孔を持つ材料で
濾過する方式です。PM削減率は100％に近く、極めて
高性能である反面、PM粒子が材料の表面に堆積するた
め、少量の捕集で排気抵抗が急増します。
　深層濾過式は、フェルトや荒い繊維からなる通常の濾
紙のように、PM粒子がフィルタ繊維に衝突することに
よりPM捕集を行います。表面濾過式に比べ削減率は若
干劣りますが、フィルタの内部でも捕集を行いますので、
単位面積あたりの捕集量が多くなります。表面濾過式と
深層濾過式のPM捕集の様子を図-3に示します。
　本装置の捕集方式は、コンパクト化に主眼を置き、単
位面積あたりの捕集量が多い深層濾過式を採用していま
す。

4-2. フィルタ素材と構造
　DPF中のフィルタに捕集されたPMは、放置すると

排気抵抗が増大するため、連続的にPMを捕集するには
フィルタの自己再生を行う必要があります。
　本装置のフィルタの再生は、フィルタと一体化した電
気ヒータで加熱してPMを燃焼除去することにより行わ
れます。フィルタの素材は、高いPMの削減率及び再生
時の高温での耐熱性などが求められるため、単位面積あ
たりのPM捕集能力が高く、耐熱強度に優れた炭化珪素
繊維の不織布を採用しています。
　形状保持金網に炭化珪素繊維・電気ヒータ金網を内蔵
したフィルタ構成を、図-4に示します。このフィルタを
図-5に示すように筒状に成形することにより、表面積（体
積）を大きくしてPM捕集能力を向上しています。

4-3. DPFの動作
　内蔵したフィルタのうち、再生を行うフィルタと捕集
を行うフィルタは、フィルタ入口側の排ガス制御弁によ
り順次切替えられます。再生時には排ガス制御弁が閉じ
てフィルタが一定時間加熱され、再生が終わると排ガス
制御弁が開き補集を再開します。これを繰り返すことに
より、連続運転が行われます。
　再生するフィルタの切替え時間及び設定は制御プログ
ラムによって行います。排ガスの流れとフィルタ再生時
の状況の一例を、図-6に示します。このときの捕集と再
生パターンの例を図-7に示します。
　尚、許容値以上に背圧が上昇した場合には、非常用バ
イパス弁、または切替え弁を開き、機関の安全運転を確
保します。

表面濾過式 深層濾過式
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　以上の構造と特徴により当社DPFは、一般的に手間
と費用のかかるPMの処理やフィルタの洗浄作業が不要
であり、さらに高いPM捕集能力を維持しながら連続運
転が可能です。

5． DPF開発のステップ
5-1. 舶用A重油焚き4ストローク機関用
　当社のDPF開発は、平成18年度日本財団殿助成によ
る日本舶用工業会殿の新製品開発事業として、東京海洋
大学殿のご指導のもとでスタートしました。供試エンジ
ンは、当社工場に設置されている、舶用発電機関として
も使用されるA重油焚き4ストロークディーゼル機関（図
-8、490kW/1,800min-1）です。同年10月にDPFの製作
を完了し、翌年1月に単体試験、捕集・再生試験などの
全ての試験を完了しました。
　その結果、85％以上のPM捕集率（図-9）を達成する
と共に、十分な再生能力（図-10）があることが確認さ
れました（詳細は本誌110号を参照ください）。

図-7　捕集と再生 パターン例

図-9　単位体積当たりのPM質量と削減率

図-11　手前がバーサ

図-10　背圧の変化
（再生が行われる度 背圧が回復します）

図-8　発電機関外観

図-6　排ガスの流れとフィルタ再生時の状況

5-2. 箱根観光船発電機関用
　この結果をもとに平成19年4月からは箱根観光船株式
会社殿のご理解とご協力を得て、同社所有の観光船　
海賊船「バーサ」（図-11）の発電機関にDPFを装備し、
実船試験に入りました。本試験では、約2,000時間の運
転時間実績を積上げ、耐久性、信頼性において十分な性
能があることを証明しました。
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5-3 舶用C重油焚き主機関港内黒煙対策用（大形DPF）
　引き続き平成20年からは、株式会社商船三井殿と大形
DPFの共同開発をスタートしました。翌年、商船三井
殿のグループ会社である株式会社ダイヤモンドフェリー
殿のご協力により、同社所有の大形フェリー（図-12）
の主機関（9,267kW/510min-1）に大形DPF（図-13）を
設置し、実船試験を行いました。この試験では起動時の
黒煙対策としての有効性、C重油焚き機関における対応
性などについて確認を行いました。
　平成22年1月までに実施した試験により、捕集性能、
再生能力、動作性能において所定の性能を発揮している
ことを確認しました。

　図-14はエンジン起動時に、DPFを未使用の場合と使
用した場合の排ガス黒煙を比較したものです。DPFを
使用することにより排出する黒煙に明らかな改善が認め
られます。
　図-15は微粒子測定器を用いて、排気ガス中のPM量を
測定した結果です。PM捕集率80％以上を達成し、PM
対策としての有効性が認められました。

6. おわりに
　以上のようにDPFは既に実用化の段階にに入ってい
ます。ご用の向きがございましたらご相談をお寄せくだ
さい。
　今後も当社は舶用エンジンメーカとして、環境負荷低
減に努めて参りますので、皆様のご指導とご支援をお願
いいたします。

図-12　DPFを搭載したフェリーの外観

図-15　微粒子測定器の測定結果

図-13　大形DPF外観

図-14　DPF未使用時（左）とDPF使用時（右）の排ガス比較

新 規 事 業 開 発 室　渡瀬　守
技術開発グループ　池谷友太）（
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音・振動技術への取組み
船舶の振動・騒音低減に向けて

1. はじめに
　近年、環境問題への関心が急速に高まりつつあります。
当社においてもEMS（54ページ参照）を導入するなど、
環境問題に全力で取組んでいます。
　船舶における振動・騒音問題は、船員の健康への影響、
精密機器の故障、停泊地周辺住民からの苦情などにつな
がる改善すべきテーマのひとつです。
　当社は振動・騒音を低減して良好な船内外環境を作り、
お客様の安全運航に寄与するというテーマをもって、従
来から振動・騒音低減に取組んできました。本稿では当
社の音・振動技術への取組みについて紹介します。

2. 船舶における振動・騒音の種類
　船舶においては、さまざまな振動･騒音源があります
が、その中でも主機関は最も大きな振動・騒音源です。
　主機関から船内外に伝播する振動・騒音は伝達経路や
受音点・受振点により、その対策方法が大きく異なり、
以下の4種類に大別されます。
1）機関室内の騒音

主機関を運転することにより発生する空気音（騒音源
から空気を介して伝播する音）

2）船内の振動
主機関を運転することにより発生する振動が船体構造
を伝わり、船内各所で発生する振動

3）機関室外の船内騒音
主機関を運転することにより発生する固体伝播音（音
源や振動源から、一旦船体の構造部に振動が伝播し、
受音点の床や壁が振動することにより発生する音）

4）船外騒音
煙突から発生する排気音

図-1　主機の振動・騒音伝達経路

　以下に、これらの振動・騒音に対する当社の取組みに
ついて紹介します。

3. 機関室内騒音への取組み
　機関室内の騒音は上述のように機関運転に伴い発生す
る各種機械音が直接、人の耳に飛び込んで聞こえる空気
音です。これらの音を低減させるためには

・音が発生するような衝撃を和らげる
・音源を覆う

などが一般的です。図-2に具体例を紹介します。

　通常機関であれば機側1m地点での騒音レベルは106
～ 112dB(A)ですが、これらの騒音対策を盛込んだ機関
においては100dB(A)を大幅に下回らせることができま
す。
　上記の騒音対策はそれぞれ独立した取組みであり、必
要に応じて選択することで、不要なコストを掛け過ぎる
ことなく必要なレベルで機関室内騒音環境の対策ができ
ます。

4. 船内振動及び機関室外の船内騒音への取組み
　主機関を原因とする船内の振動及び機関室外の船内騒
音は、機関振動が船体構造に伝わり、船内各所に伝播す
ることにより発生します。
　そのため、上述のような主機関自体の低騒音化対策は
意味を成さず、

・機関の起振力低減
・機関振動の絶縁
・振動が伝わりにくい船体構造

図-2　主機低騒音化への取組み
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図-3　防振支持装置の構造

図-4　防振支持船　振動計測結果

図-5　30,000kW機関向けサイレンサ

などが低減方法として考えられます。
　しかし主機の起振力は、近年の高出力化に伴い増大し
ており、また船体構造に関しては当社の所掌外です。
　そこで、当社では主機関から発生する振動を極力抑え
るために主機関の防振支持に取組んでいます。

　図 -3 は防振支持装置の構造の一例を示しています。
　防振支持装置の構造自身は防振ゴムと各方向のストッ
パから構成されるもので複雑なものではありません。
　しかし、より効果的に振動を減衰させ、また不要な機
関振動を生じさせないためには防振ゴムの選定、配置、
機関の回転数など様々な項目を綿密に検討する必要があ
ります。
　図 -4 はこれらの検討を経て、就航した防振支持船に
おいて行った振動計測結果です。

　振動が大きく低減されており、特に200Hz付近以上の
周波数における減衰が大きいことから、主機関の振動を
原因として船内各所で発生する固体伝播音も低減される
ことが分かります。
　中速・高速機関に比べ低速機関は機関回転数が低い、
即ち振動の周波数が低いことから非常に防振支持が難し
くなります。しかし当社では15年以上前から低速機関
の防振支持に取組み、鰹船への採用を契機に調査船、取
締船、実習船など複数の実績を積上げて参りました。

5. 船外騒音への取組み
　煙突から船外に排出される機関の排気音は甲板上で作
業する船員だけではなく、出入港時には港周辺の騒音環
境問題にもなりえます。
　このような排気音の低減への取組みとして当社ではサ
イレンサの設計を行っています。
　サイレンサは吸音材による音の吸収や本体構造による
音の反射などを利用して減音を図る装置です。音源の周
波数特性や必要な騒音減衰量に応じて吸音材の量や本体
構造の形状を検討する必要があり、この検討を誤ると充
分な減衰が得られないばかりか、時には背圧が上がり過
ぎて主機の性能に悪影響を与える場合もあります。
　当社では、赤阪製主機関向けサイレンサの設計・製作
で培った技術を生かし、他社製主機関向け・陸上産業設
備向けのサイレンサについても製造・販売しています。

6. おわりに
　良好な船内外環境を提供するための音・振動技術への
取組みについて紹介しました。
　今後もさらなる振動・騒音環境の改善を目指し努力を
続けますので、赤阪製品のご愛顧をよろしくお願いいた
します。

（技術開発グループ　平松宏一）




