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表紙写真
「龍潭寺」

井伊直孝産湯の井

　龍潭寺（りょうたんじ）は静岡県浜松市の井伊谷に位置し、井伊家の菩
提寺にあたります。平成29年の大河ドラマの主人公・井伊直虎は、龍潭
寺で出家し次郎法師を名乗りました。井伊家24代井伊直政は徳川家康に
仕え、「徳川四天王」と称され活躍しましたが、この直政を後見人として
養育したのが直虎です。
　また、当社工場のある静岡県焼津市は、井伊直政の子・井伊直孝の出生
地で「産湯の井」や直孝ゆかりの神社「若宮八幡宮」が残っています。直
孝は大坂夏の陣などで功績を上げ、歴代の徳川将軍の信任を得て、徳川幕
府の内政や外交に力を発揮しました。
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製 品 紹 介

6UEC33LSⅡ-Eco形機関　完成

1. はじめに
　この度、当社の主力機関の一つで110台以上の製造実
績のあるUEC33LSⅡ形機関をベースに、電子制御機関
として開発したUEC33LSⅡ-Eco形機関の初号機が完成
しました。各種運転試験を実施し、計画通りの性能を有
することを確認しましたのでその概要を紹介します。

2. 機関性能
　6UEC33LSⅡ-Eco形機関の最大出力−回転速度仕様

（P1レーティング）と今回出荷仕様(ディレート仕様)にお
ける主要目を表−1に示します。

図－ 1　6UEC33LS Ⅱ -Eco 形機関

表－ 1　6UEC33LS Ⅱ -Eco 主要目

図－ 2　6UEC33LS Ⅱ -Eco 形機関 3D モデル

P1仕様 出荷仕様

シリンダ数 − 6 6

シリンダ内径 mm 330 330

行程 mm 1,050 1,050

出力 kW 3,400 2,720

回転速度 min-1 215 215

正味平均有効圧力 MPa 1.76 1.41

平均ピストン速度 m/s 7.5 7.5
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図－ 3　機関上段現品（上）と 3D モデル（下）

図－ 4　運転計測の様子

図－ 5　各種圧力センサー取付

3. 試験計測
　ライセンサの株式会社ジャパンエンジンコーポレー
ション（旧三菱重工舶用機械エンジン株式会社）殿（17
ページに関連記事）と協力し、下記試験・計測を実施し
ました。

　⑴性能確認試験
　　・過給機マッチング試験
　　・燃料弁マッチング試験
　　・電子制御プログラム最適化試験
　⑵特殊試験
　　・過給機カット試験
　　・補助ブロワカット試験
　　・1シリンダカット試験
　⑶振動・騒音計測
　⑷熱平衡計測
　　・LOライン流量及び温度計測
　　・シリンダジャケット及びA/C冷却水流量及び温度

計測
　⑸NOx鑑定試験

3.1　性能確認試験
　本機関はMET33MA形過給機を1台搭載しています。
　過給機及び燃料弁マッチングを実施し、掃気圧力、風
量、サージングマージンが計画値を満足し、目標性能を
発揮することを確認しました。
　また、電子制御プログラムの最適化を実施し、目標性
能を発揮することを確認しました。

3.2　各種特殊試験
　過給機カット運転、補助ブロワカット運転、1シリン
ダカット運転を実施し、特殊な状況下で問題なく動作す
ることを確認しました。
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図－ 6　作動油フィルタ入口管流量計測点

図－ 8　主軸受

図－ 9　クランクピン軸受

図－ 7　シリンダライナ内壁

3.3　振動・騒音計測
　運転時の機関各部の振動並びに騒音を計測し、全ての
計測点で許容値に収まることを確認しました。

3.4　熱平衡計測
　各部LO及び冷却水の流量を超音波流量計と差圧計の
両方を使用し計測しました。また各部温度を熱電対を使
用し計測しました。
　各部流量、温度共に問題なく熱平衡が計画通りである
ことを確認しました。

4.1　ピストン及びシリンダライナ
　ピストンはLSⅡ形機関で実績のあるスピード冷却式で
す。シリンダライナも従来と同様にライナ内壁へウェー
ブ加工を施すことで適正な保油性を維持しています。
　ピストンリング及びシリンダライナ摺動面が良好な状
態であることを確認しました。

4.2　主軸受及びクランクピン軸受
　主軸受メタルの当たりは均一で良好な状態であること
を確認しました。
　また、クランクピン軸受メタルも当たりが均一で良好
な状態であることを確認しました。

3.5　NOx鑑定試験
　NOx鑑定試験を実施し、IMO-NOx2次規制に対して
NOx排出量が規制値以内であることを確認しました。

4. 開放検査結果
　試験運転終了後、各部品の検証を行いました。

4.3　架構・クロスヘッド摺動面
　架構及びクロスヘッド摺動面が良好な状態であること
を確認しました。



−4−ニュースアカサカ  No.129 2017年7月

製 品 紹 介

図－ 10　クロスヘッド摺動面

図－ 11　初号機完成記念式典

図－ 13　7UEC35LSE-Eco-B2 形機関 3D モデル

図－ 12　集合写真

5. 初号機完成記念式典
　本機関は6UEC33LSⅡ-Eco形機関の初号機となるこ
とから一連の試験運転完了後に機関完成記念式典を、船
主（NSユナイテッド内航海運株式会社殿）、建造造船所

（警固屋船渠株式会社殿）に加えUE機関ライセンサの株
式会社ジャパンエンジンコーポレーション殿列席のもと
4月10日に開催しました。

　式典では、船主殿によって機関を始動いただき、機関
はスムーズに力強く始動しました。

6. おわりに
　6UEC33LSⅡ-Eco形機関の試験概要並びに試験結果、
開放検査結果について紹介しました。
　25年の製造実績があるUEC33LSⅡ形機関をベースに
開発を進めてきた本機関ですが、電子制御機関として生
まれかわり、あらためて今回の各種検査を全てクリアし
て出荷の運びとなりました。
　本機関は電子制御による燃費性能向上のみならず、シ
リンダ注油器にA-ECLシステムを標準装備し、シリン
ダ油消費量の大幅な削減を実現しています。
　本機関の完成により当社にて製造している電子制御
機関の実績はUEC45LSE-Eco-1形機関、UEC45LSE-
Eco-B2形 機 関、UEC33LSⅡ-Eco形 機 関 の3機 種 と な
りました。更にUEC33LSⅡ-Eco形機関とほぼ同時期
に開発を進めてきた7UEC35LSE-Eco-B2形機関も初
号機が完成しました。この7UEC35LSE-Eco-B2形機
関は当社が現在力を注いで製造している小形UE機関の
UEC33LSE-C2形機関をベースにした電子制御機関で
す。UEC33LSE-C2形機関が備えている高信頼性及び
低燃費性能を電子制御化により更に向上させた機関とな
ります。詳細を本誌次号で紹介します。
　今後もお客様のご要望に応えるエンジンを提供するよ
う努めて参りますのでご支援並びにご愛顧の程宜しくお
願いいたします。

技術部　ディーゼル設計課　岩澤親衛
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システム図

逆転機付4ストローク機関用新形リモコンの紹介
電空式リモコン：ARR-EPW1形

1. はじめに
　当社は遠隔操縦装置を自社で設計・製作しており、お
客様のニーズにマッチした装置を提供するよう継続的に
開発を行っています。この度、トラブル発生時の自己診
断機能を搭載した電空式遠隔操縦装置ARR-EPW1形を
開発しましたので、その特徴と概要を紹介します。

2. ARR-EPW1形の特徴とシステム構成
1逆転機装備の4ストローク機関向け遠隔操縦装置です。

ガバナ制御は信頼性の高い空気制御式を採用しており、
電空変換器により電気信号を空気圧力信号に変換して
油圧ガバナを制御します。

2操舵室操縦台盤面にタッチパネルを装備し、トラブル
発生時には、考えられる要因をタッチパネルに表示し、
要因特定を手助けします。

3操縦ハンドルは、客船や官庁船で実績のある軽量・コ
ンパクト形を採用しています。ポテンショメータは無
接触式を採用しているため、接触式と比べて耐振動性
が向上しています。

4操縦空気圧力センサや主機回転計発信器の故障などに
よるトラブルの対策として、強制的にインタロック条
件を解除させる緊急モードを装備しています。

5リモコン回路は制御システム、安全システム、警報シ
ステムを独立して盤内に組み込んでおり、制御システ
ムと警報システムには実績のあるプログラマブルコン
トローラ（PLC）を採用しています。

6各盤間の配線は信号受け渡し用の省配線ユニットを介
して行うため、船体配線を削減できます。

操舵室操縦台に組み込んだ ARR-EPW1 形リモコン

軽量形操縦ハンドル

タッチパネル

3. 自己診断機能
　トラブル発生時には、考えられる要因をエラーコード
でタッチパネルの異常内容確認画面に表示させます。エ
ラーコード例を示します。
1エラーコード101 ～ 200 操縦ハンドル関係トラブル
2エラーコード201 ～ 300 逆転機関係トラブル
3エラーコード301 ～ 400 回転計発信器関係トラブル
4エラーコード401 ～ 500 制御空気関係トラブル 
5エラーコード501 ～ 600 その他制御機器関係トラブル
　また、トラブル要因の他に、各部品の交換推奨時期を
タッチパネル上に表示するため、定期的なメンテナンス
実施によるトラブルの未然防止につながります。

4. おわりに
　今回は逆転機付4ストローク機関向け新形遠隔操縦装
置について紹介しましたが、IoTを駆使した陸上での主
機遠隔監視システムについても現在開発中です。
　今後とも乗組員の労力軽減と労働環境改善のために、
お客様のニーズにマッチした製品を開発していきますの
でご指導とご支援をお願いいたします。

技術部　制御技術課　内山匠

異常内容確認画面 メンテナンス画面
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屋外機器安定化設備納入
国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）殿向け設備

1. はじめに
　情報通信研究機構（NICT）殿では、「衛星双方向時刻・
周波数比較の高精度化」に関する研究を行っています。
同研究で高精度の計測を実現するには、機材を恒温環境
下で動作させる必要があります。今回、機器安定化設備

（恒温槽）を製作し、情報通信研究機構殿の本部（東京都）
と未来ICT研究所（神戸市）の2 ヶ所へ納入しました。

2. 設備概要
　この恒温槽は、アンプが発生する熱や屋外からの気象
条件による影響を防ぎ、庫内の温度を一定に保ちます。
温度管理はもちろんのこと、屋外で使用する仕様である
ことから風雨に対しても十分な耐性をもたせています

（IP65相当）。恒温槽といわれる製品は数多く市場に出
ていますが、本製品は屋外で使用できることが特徴です。
　装置のコントロールや設定は本体付きのタッチパネル
で行いますが、ネットワークにも対応し遠隔操作が可能
です。また恒温槽内部に可動式の棚を設け、使い勝手を
考慮した構造となっています。
設備仕様
　外形寸法 ：1,120×1,320×H1,950
　庫内寸法 ：940×1,020×H740
　装置重量 ：400kg
　動作気温 ：-5 ～ 45℃
　庫内設定温度 ：25 ～ 30℃
　制御温度 ：±0.2℃以内
　温度制御 ：冷凍機、スペースヒータ
　設置場所 ：屋外

3. おわりに
　空間温度を管理するの
は難しく、試行錯誤を繰
り返しての開発となりま
した。また冷凍機を改造
したことにより冷媒の管
理も苦心しましたが、非
常に付加価値の高い製品
に仕上がりました。今後
もお客様の要求に応える
べく、技術力の向上に努
めていきます。

事業企画室　プラント営業課　市川伸洋

設備全景

設備内部

評価データ
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技 術 解 説

1. はじめに
　当社鋳造工場は3トン／回の高周波誘導溶解炉（電気
炉）1基と6トン／ hキュポラ2基の溶解設備を保有して
おり、長年舶用エンジン部品を中心に鋳造品を製造して
きました。製造能力は月産1,000トン、単体重量で40ト
ンまでの鋳物の製造が可能であり、全国でも有数の大形
鋳物工場ですが、これまでこれらの溶解設備ではねずみ
鋳鉄製品を中心に製造を行っていました。この度既存の
キュポラ2基を使用した大形ダクタイル鋳鉄品の製造に
取組み、その鋳造技術を確立することができたので概要
を紹介します。

2. ダクタイル鋳鉄とは
　ダクタイル鋳鉄はねずみ鋳鉄と比較して強度が高く極
めて強靭で鋳鋼に匹敵する鋳鉄です。この性質を利用し、
鋳鉄管やさまざまな機械など、強度を要しかつ複雑な形
状の部品用材料として重宝されています。

3. 技術確立の経緯
　まず既存のキュポラ溶解設備を使用して大形ダクタイ
ル鋳物を製造するに当たり、クリアすべき問題点を下記
のように項目別に分類し解決を図りました。
3-1）キュポラ溶解設備の改造
　大形ダクタイル製法にはキュポラ設備の一部である

「前炉（まえろ）」の大形化が必要でした。適正な前炉を
設計するために形状・必要容量・耐火物施工方法・温度
ドロップ対策など多くの問題を検討・解決し、約1年か
けて最適な前炉を製造・設置しました。
3-2）ダクタイル化溶湯処理方法
　溶湯（ようとう：溶けた鉄）を合金で反応させダクタ
イル化させる際に発生する大量の白煙・発光は、作業環

境の悪化や周囲の危険度を増す可能性がありました。そ
こで事前検証を十分に行い品質を落とすことなく白煙・
発光発生の少ない合金を選択し、使用方法を工夫するこ
とによりこの課題を解決しました。
3-3）溶湯管理
　これまでも中形クラスまでのダクタイル製法について
は実績がありましたが、大形クラスでは従来以上の大容
量の溶湯において、目標通りの成分・温度を確保しなが
らキュポラ操業しなくてはなりません。いくつかの操業
条件を想定して各種対応策を事前に検討しました。
3-4）事前試験
　対象となる大形ダクタイル鋳物と同等クラスのねずみ
鋳鉄品を事前に製造することによりキュポラ操業時の懸
念事項対策の検証を行いました。また凝固シミュレー
ションを利用した鋳造方案の検証やスケールダウンした
ダクタイル鋳物の製造による必要強度の確保・内部欠陥
の有無の確認を実施しました。
3-5）安全作業確保
　注湯（ちゅうとう：溶けた鉄を流しこむこと）時の共
同作業を何回もリハーサルし、想定できる危険を回避で
きるように事前打合せを十分に行うことで、安全に作業
ができました。

大形ダクタイル鋳鉄製品の鋳造技術

写真－ 1　大形ダクタイル鋳鉄品の注湯

写真－ 2　大形ダクタイル鋳鉄品

4. おわりに
　このように設備の設計・製造・運用や、ダクタイル化
溶湯処理方法の習得、材質の確保など多くの問題点を事
前に解消し、良質の大形ダクタイル鋳鉄製品の鋳造がで
きるようになりました。
　当社では自社製の舶用エンジン鋳物部品を製造するほ
か各種鋳造品の受注生産も承っております。お気軽にご
相談いただければ幸いです。

製造部　鋳造課　古井教士
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ディーゼル機関を順調に取り扱うために　その8
吸排気弁のメンテナンス（新材料の開発動向）

1. はじめに
　4ストロークディーゼル機関用吸排気弁及び2スト
ロークディーゼル機関用排気弁の取扱いは、本誌127、
128号で紹介しましたが、今回は、当社低速4ストロー
ク機関の油圧駆動式吸排気弁装置と、吸排気弁の耐久性
向上への新材料の開発動向等について紹介します。

2. 油圧駆動式吸排気弁について
　当社2ストロークUE形機関は、全機種に油圧駆動式排
気弁が採用されていますが、当社オリジナルの低速4ス
トローク機関にも油圧駆動式吸排気弁装置を持つ機関が
あります。
　従来の機械駆動式吸排気弁装置と油圧駆動式吸排気弁
装置の比較を図−1に示します。
　機械駆動式吸排気弁装置は運転時の熱膨張等を考慮し
て弁頂部と動弁腕アジャストボルト間に規定の隙間（バ
ルブクリアランス）を設けています。この隙間は弁棒シー
ト部の摩耗等で変化するので、毎月1回定期的点検を行
い、規定の隙間になるように調整することが必要です。
　一方、油圧駆動式吸排気弁装置は、上部・下部に分け
られ、動弁装置上部は吸排気弁箱に、下部はカムケース
上に取り付けられ、両部は油圧管制管で接続されていま
す。下部動弁装置で発生する油圧が管制管を通して上部
動弁装置に伝播され、その油圧により上部ピストンを押
し下げ、吸排気弁を開閉させる機構です。
　吸排気弁は、局部当り・吹抜け防止のために、弁を徐々
に回転させ万遍なく当たらせる回転装置が必要です。2
ストロークと4ストローク機関の回転装置の比較を図−
2に示します。2ストローク機関は、排気弁ステムエン
ド部が作動油圧により回転力を発生させる機構です。一
方、4ストローク機関は、機械駆動式で長年実績のある
鋼球転がり機構の回転装置（バルブローテータ）を採用
しています。
　油圧駆動式動弁装置に用いる作動油は、機関システム
油を使用していますが、スタンバイ状態で潤滑油ポンプ
運転時から作動可能な状態になっており、特別な作業は
不要です。また、従来の機械式動弁装置で必要であった
バルブクリアランスの点検及び調整作業も不要となりま
す。

技 術 解 説

図－ 1　油圧駆動式と機械駆動式動弁装置の比較

図－ 2　4、2 ストローク機関油圧駆動式排気弁回転装置の比較

⒜ 騒音計測位置①～④

⒝ 騒音計測比較（油圧式・機械式）
図－ 3　油圧駆動式と機械駆動式吸排気弁装置騒音比較
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技 術 解 説

図－ 4　排気弁棒各部位の使用環境例

図－ 6　吸排気弁の定期的分解清掃研磨とシート部摩耗量

図－ 5　吸排気弁材の高温強度・硬さ特性

　船舶において、ディーゼル主機関は大きな振動・騒音
源ですが、油圧駆動式吸排気弁装置は、機械駆動式装置
に比べて騒音低減効果も期待されます。
　図−3は、同機種における油圧駆動式と機械駆動式機
関の工場運転時の機関廻り騒音計測の比較結果を示しま
す。機械駆動式バルブクリアランスからの衝撃音の有無
効果を評価するため、反過給機取付側（反出力側）位置
において比較した結果、舶用特性50 ～ 100%負荷率で騒
音レベルは5 ～ 10dB(A)の低減効果を確認しています。

3. 新材料吸排気弁の開発動向
　吸排気弁の各部は様々な機能要件があり、図−4に示す
ような諸要件を満たすべく最新材料の技術開発・実用化
がされています。

　図−5に代表的な吸排気弁材の高温強度・硬さ特性を
示します。従来使用されているSUH材＋シート部ステ
ライト肉盛材弁に比べ、Ni基耐熱合金ナイモニック弁
は高温強度及び表面硬化処理による高温硬さに優れた特
性を持っています。また、低質油を焚く舶用主機関にお
ける、燃料中に含有するバナジウム・ナトリウムに起因
する弁頭部高温腐蝕（バナジウムアタック）（本誌127、
128号参照）に対してもナイモニック弁は優れた耐久性
があります。

4. 新材料排気弁のメンテナンス間隔
　使用燃料油の性状や運転モード等で異なりますが、新
材料であるシート部硬化形ナイモニック排気弁の標準
メンテナンス（排気弁の定期的な分解清掃、必要なら
研削作業）間隔は、従来のステライト盛金材の2,000 ～
4,000hr毎に比べて6,000 ～ 8,000hr毎と約2倍に延びて
います。このような保守点検間隔の延長は、図−6の機
関経時変化への効果イメージのようにメンテナンスコス
ト低減に貢献するものと期待しています。部品の製造コ
ストが若干かさみますが、弁棒自身の寿命延長、メンテ
ナンス作業間隔の延長からライフサイクルアセスメント

（LCA）低減が期待されます。また、今後、ますます吸
排気弁に対する要件が厳しくなると予想されますが、そ
の他各種金属間化合物の研究開発・コスト低減が推進さ
れており、新材料が普及してゆくものと思われます。

5. おわりに
　排気弁のシート周り・燃焼室触火面等は、一層の高出
力化・排気温度上昇・多性状重質油等の影響を受け、今
後ますます厳しい条件下で使用されると推察されます。
材質面での検討の他、排気弁温度を下げることも弁寿命
延長とメンテナンスコスト低減に重要と考えます。吸
排気弁に異常が見られたら速やかにその原因を探し出し、
対策をとっていくことが重要です。

技術部
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技 術 解 説

計測器の標準器について

1. 計測器の値は正しいですか
　私たちは日々の生活や生産活動、取引などで、物の長
さや重さ、時間などの測定に計測器を使用しています。
様々な場面で使用される計測器ですが、計測器は取り扱
い方や使用頻度、環境変化、時間経過などにより指示値
に誤差が生じてきます。
　高精度の計測を要する場合、この計測器の誤差を標準
器を用いて確認（校正）し、使用可能かどうかの判断を
定期的に行い、分解点検、調整、修理など、定期的にメ
ンテナンスすることが必要です。

2. 標準器とは
　標準器とは、JIS Z 8103に「ある単位で表された量
の大きさを具体的に表すもので、測定の基準として用い
るもの。（測定）標準のうち計器及び実量器を指す」と
あります。標準器を使ってマイクロメータ・ダイヤルゲー
ジ・ノギス・質量計・圧力計・温度計などの計測器の検
査・校正を行います。
※用語について
　検査：適合しているかを判定すること
　校正：計測器の測定値と真の値との差を明らかにすること
　当社では社内校正を実施する場合は、自社で所有管理
している標準器を使用しています。ノギスを例としてあ
げると、作業現場で使われている「ノギス」150mm（精
度±0.02mm）を社内標準器「ブロックゲージ」1級（精
度±0.001mm）で校正しています。さらにこの社内標準
器ブロックゲージは、定期的に製造メーカに検査・校正
を依頼しています。
　製造メーカは、「よう素安定化He-Neレーザ」で校正
された校正用ブロックゲージで比較校正を行います。こ
のよう素安定化He-Neレーザも国家標準の「光コム」で
校正するというように、より正確な標準器をもとめてい
くと国家標準に辿り着きます（図−1参照）。計測精度

の妥当性を求められる場合は図−1のように計測器が校
正の連鎖によって国家標準に辿り着くことができる「ト
レーサビリティ」が必要になります。
　当社はブロックゲージに限らず社内標準器を定期的に
製造メーカや校正事業者に検査・校正依頼して維持管理
しています。

3. 当社社内標準器の種類
　当社では計測器に応じて、多種多様な社内標準器を使
用しています。
①ブロックゲージ、キャリパチェッカ
　外側・内側の測定に使用するマイクロメータ・ノギス
の検査・校正に使用（写真−1の作業）。
②ダイヤルゲージテスタ
　クランクの検査に使用するデフレクションゲージ、内側の
測定に使用するシリンダゲージの指示器、旋盤作業の芯出
しや、平行度・平面度・偏芯度などの測定に指針・デジタ
ルで読み取りができるダイヤルゲージの検査・校正に使用。
③キャリブレーションテスタ、センサテスタ
　シリンダ内径や穴径などの内径計測用機器のシリンダ
ゲージの検査・校正に使用。
④重錘型圧力計
　液体の圧力を測定する圧力計の検査・校正に使用。
⑤デジタル圧力計
　比較計測器として使用。

図－ 1　 国家計量標準とのつながりにより正確な計量を
確保（経済産業省 HP より）

4. おわりに
　ダイヤルゲージやマイクロメータなど精密な計測器の
購入時に添付されている検査成績書には、製造時点での
精度すなわち誤差が記載されています。計測機器には誤
差があると理解したうえで、その誤差が許容精度を超え
ないよう、定期的に検査・校正をすることが肝要です。
　私たちは、計測器の精度を適正に維持することを通じ
て、より高品質の製品をお客様に提供するよう努めて参
ります。

品質保証部　品質保証課　吉水浩司

写真－ 1　社内標準器ブロックゲージによる校正作業
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海 外 出 張 記

我中国的滞在記
回航編

1. 武漢から南通への廻航乗船
　当社製造の新鋭UE機関6UEC33LSE-C2を搭載した
建造中の新造船（ケミカルタンカー）において、中国の
武漢にある青山造船から東の海寄りに位置する南通の瑞
泰造船所までの廻航に乗船する貴重な経験をしました。
青山造船は内陸にあるため船を完成させることができず、
最終的に仕上げることができる瑞泰造船所まで船を移動
させることが本廻航の目的でした。

2. 長江1,000kmの船旅
　武漢青山造船から南通瑞泰造船所までの廻航は、4日
間をかけた長江（揚子江）の河下りで、おおよそ1,000km
の船旅です。小学生の頃社会の授業で覚えましたが、長
江はアジア最長で、世界
で第3位の長さの河です。
造船所を出航する際は航
行の安全を祈願して、太
鼓と大量のバクチクを鳴
らしながらの大騒ぎで盛
大な見送りがありました。
　中国流の表現で言えば、
廻航中に1,000隻の船と
すれ違い100脚の橋をく
ぐりました。広大な河を
船が行き来することで物
流の大動脈が形成されて
おり、長江は中国の生活

や文明をはぐくむのになくてはならない存在なのだと実
感しました。また川沿いにはたくさんの造船所があった
り、陸地には高いビルやマンションが林立していたりと、
中国の経済発展の様子を垣間見ることができました。

　長江のルールとして夜間は航行できないため、日の出
から日の入りまでの航行となり、昼間は機関室でエンジ
ンの状態監視を行い、夜間は錨を下ろして停泊するとい
う日々でした。

3. 船内の食事
　廻航中の船内の食事は、ステンレスのお椀を1人1個
もらい、船のデッキに積み込んだコンテナの中の調理場
に、朝昼晩と各自で貰いに
行きます。
　皆さん、写真の料理の味
を想像できるでしょうか？
見た目もさることながら味
がとにかく日本人の口には
絶対に合わない！　におい
も…。食事に関しては「が
まん、がまん」の連続でした。

4. おわりに
　今回の廻航乗船により、少し大袈裟に言えば、中国の
生活や文化、経済に触れる貴重な経験をすることができ
ました。また廻航中一緒に乗船した中国の方達には本当
によくしていただき、大変お世話になりました。人と人
の付き合いの中では、中国との間の政治的な摩擦などは
無縁の世界でした。謝謝！

製造部　製品課　中嶋史仁
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設 備 紹 介

工作機械紹介
門型マシニングセンタ　HF-7M（新日本工機㈱製）

1. はじめに
　当社豊田工場は大きく分けて、鋳造・機械加工・製品
組立の3工場で構成されています。今回の工作機械紹介で
は、ディーゼルエンジンの主要部品である台板・架構・
シリンダジャケットの加工を主に担当する第二機械工場
の工作機械、「門型マシニングセンタ　HF-7M」を紹介し
ます。

加工しなければならないという問題がありました。この
問題を解決するために、HF-7Mに特殊なアタッチメント
とカッターの組合せを採用することによって、従来は困
難だったマシニングセンタ上での台板のスラスト軸受部
の加工が可能となりました。
　また、従来は複数の工具を使って加工していた加工形
状に対し、数値制御によるヘリカル加工やプランジ加工
を採用することで、1本の工具で加工することが可能に
なっています。
　今後もHF-7Mの機能をフルに活用して更なる品質と生
産性の向上に取り組んで参ります。

4. おわりに
　今回は当社において最大クラスの工作機械である、「門
型マシニングセンタ　HF-7M」を紹介しました。
　これからも高品質の製品作りと生産性向上に邁進し、
お客様にご満足いただける商品を提供して参ります。

製造部　機械課　杉本秀基

2. 門型マシニングセンタとは
　門型マシニングセンタは、自動工具交換機能により目
的に合わせて正面削り・中ぐり・穴あけ・ねじ立てなど
の異種の加工を1台で行うことができる数値制御工作機械
であるマシニングセンタの中でも、門型の躯体構造を採っ
たものです。
　汎用加工機械の横中ぐり盤などに比べ、一度のセッティ
ングで多面加工が可能なことから、「段取り回数の削減」、

「加工時間の短縮」を図ることができます。また、アング
ルアタッチメントを取り付けることで、5面以上の多面を
加工することができます。

3. HF-7M　（新日本工機㈱製）
　当社では計5台の門型マシニングセンタを保有していま
すが、その中でも3台あるHF-7Mはテーブル長さ10m、門
幅4m、門高5.15mのスケールを有し、大物部品の加工が
可能です。自動的に交換できる180本の切削工具を格納し、
15本の特殊アタッチメントを装備しているため様々な異
種加工ができます。また、最大積載重量としては90ｔま
での部品を加工できます。
　従来、台板のスラスト軸受部の加工は、加工部形状の
特異性から、汎用工作機械である横中ぐり盤に移動して

第二機械工場

HF-7M

台板スラスト軸受部の加工
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設 備 紹 介

最新鋭レイアウトマシン『Laymatic-Master システム』導入

1. はじめに
　主機メーカである当社では長年、自ら舶用エンジン用
鋳造部品を製造してきましたが、近年は陸上機械の部品
へも幅を広げ、様々な鋳造品の製造を行っています。多
様な鋳造品を製造するに当たり安定した品質の確保を目
的に、2017年2月に最新鋭レイアウトマシン『Laymatic-
Masterシステム』を導入しました。レイアウトマシン
とは製品の寸法計測や、機械加工前の素材製品に対して
加工基準となる線を引く作業（ケガキ作業）を効率よく
行うための装置です。今回は本システムを活用した品質
確保への取組みについて紹介します。

2. 『Laymatic-Master　システム』の利点
　本システムは片持形の三次元測定器・ケガキ作業装置
として自動車業界をはじめとする各業界に採用されてい
るレイアウトマシンに、高機能なデジタル読み取り装置
を付加したシステムです。座標変換によりワークの芯
出し作業が軽減されると共に、様々な演算機能を持つ
ため煩わしい手計算が不要となっています。また全長
8,000mmの定盤を用いて大物製品の計測・ケガキも可能
となっています。

3. 導入目的と技術力確保
　従来、鋳造品の素材寸法を計測し、機械加工のための
ケガキを行う作業は機械加工担当部門が実施していまし
た。本システムを導入することで鋳造部門においても寸
法計測が容易となり、機械加工の観点だけでなく、鋳造
担当者が鋳造技術を向上させるために知りたい寸法を自
ら確認できるようになりました。これによって得た情報
を鋳造方案や造型作業法にフィードバックすることで、
鋳造品の更なる品質向上を図ることが本機導入の主目的

です。
　現在2名の作業者がレイアウトマシンの操作研修を終
え実機での立ち上げ作業を行っており、最新システムの
運用ノウハウを作り上げています。

4.事例
　写真−2は、当社で製造している2ストローク機関の台
板のケガキ作業風景です。8,000mmの定盤に素材重量16
ｔの鋳造品を置き、計測作業とケガキ作業を行っていま
す。なお、高さ方向のストロークを3,000mm確保してお
り、大物部品においても製品を反転させるなどの段取り
換えを行わなくても上面までケガキ作業が可能になりま
した。
　また、タッチプローブを使用した素材形状計測により、
次工程へ渡る前の早い時点で製品の形状適合性が詳細に
確認できるだけでなく、同段取りの中で機械加工用のケ
ガキ作業も平行して行うことが可能となっています。

5. おわりに
　本誌128号にて紹介した鋳造シミュレーションソフト
と併せて、ここで紹介したレイアウトマシンを活用する
ことで、鋳造方案・造型作業から実際の製品に与える影
響など様々な情報を蓄積し、鋳造品の品質向上を図って
いきます。
　これからもお客様にご満足いただける良い製品を作り
出すために技術の研鑽に努める所存です。今後も皆様の
ご支援とご鞭撻をお願いいたします。

製造部　生産技術係　原田雄弘
写真－ 1　レイアウトマシン外観

写真－ 2　レイアウトマシンの運用
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アカサカ相談室

相
談

室
水銀式温度計からダイヤル式
温度計への切替えに関して

【質問】
　内航ケミカルタンカーに乗船している機関長です。
　健康・環境保護のため、水銀の使用を規制する法律が
採択され、今後は水銀式温度計が使えなくなると聞きま
した。
　本船に搭載されている赤阪製主機関では水銀式温度計
を使用していますが、このまま水銀式温度計を継続して
使用できるでしょうか。また、規制に対応するためには
どのような措置が必要になるのでしょうか。

【回答】
　水銀式温度計は“水銀汚染防止法”により2021年1月
以降は国内での製造・販売が不可能になります。そのた
め、当社は水銀不使用の温度計へ切替えます。新たに採
用する温度計は、指針を持つ形状であることから当社で
は「ダイヤル式温度計」と呼び、従来の水銀式温度計と
区別しています。

1. ダイヤル式温度計について
　ダイヤル式は水銀を使用していないのは勿論のこと、
水銀式と比較すると耐振性が高く、視認性も良好という
特徴があります。水銀式とダイヤル式は取付ねじサイズ
が同一なので互換性があり、完備品で交換が可能です。
　なお、水銀式とダイヤル式とでは表示値に若干の差異
が生じる場合があるので、一括してダイヤル式に切替え
ることをお勧めします。

ダイヤル式温度計

温度計使用箇所と計測温度範囲

使用箇所 計測温度範囲

排ガス
温度

シリンダヘッド
出口温度

50℃～ 650℃
過給機

入口・出口温度
給気
温度

ブロア出口温度
（空気冷却器入口前） 0℃～ 300℃

燃料油
温度

主管入口温度
（C重油仕様のみ） 0℃～ 200℃

ダイヤル式温度計　設置例
シリンダヘッド出口

2. 切替え時期について
⑴就航船機関への適用
　就航船に対しては、2019年4月より販売する温度計を
ダイヤル式へ移行します。2019年4月以降は従来の水銀
式温度計はご購入できなくなるのでご留意ください。
　なお、現在使用中及び予備として保有している従来形
の水銀式温度計は将来に渡り継続使用できます。また、
新たに購入するダイヤル式温度計との併用も法的には可
能です。

⑵新規製造機関への適用
　新規製造機関については、2017年4月から順次ダイヤ
ル式温度計を採用します。新規製造機関については、水
銀式温度計装備のご要望がある場合でもお応えすること
はできなくなるのでご了承ください。

サービス部　修理サービス課　長崎真之介
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アカサカ相談室アカサカ相談室

相
談

室
排気温度上昇時の対応

【質問】
　赤阪製A41形機関を搭載している貨物船の機関長で
す。最近、排気温度が上昇するようになり、高い時には
400℃に達することもあります。排気温度が上昇する要
因と、排気温度を下げるためには具体的にどのように対
応すれば良いかアドバイスをお願いします。

【回答】
　排気温度の上昇する要因は様々ありますが、以下に一
般的に考えられる要因を列記します。

1.  過給機吸入空気量の不足、吸入空気温度の
上昇

　外気温度の上昇に伴う機関室温度の上昇は空気密度の
低下を招きます。室温が上昇すると、排気温度は概ね室
温差の1.5倍程上がります。メカベンから過給機までの
ダクトが途中で開放されていると空気が希薄となります。
また、機関室内が負圧になっている場合には機関室ドア
を開放し空気量を確保してください。

2. 排ガス通路の狭窄
　排ガスエコノマイザのチューブなどにカーボンが堆積
することにより、排気通路の抵抗が増大し、タービン効
率が低下して排気温度が上昇します。

3. 過給機ブロワ側の汚れ
　インペラやディフューザにカーボンが付着するとブロ
ワ効率が低下し排気温度が上昇します。取扱説明書に従
い定期的なメンテナンスをお願いします。

4. 過給機タービン側の汚れ
　ノズルリングやタービン翼に多量のスケールが付着す
るとタービン効率が低下します。また、タービン翼先端、

ガス出口案内筒の摩耗によって両部品間の間隙が広がる
と、過給機回転数が上がらず吸気圧力が不足し、排気温
度が上昇します。定期的なタービン側の固形洗浄の実施、
また、定期的な開放点検、必要であれば整備・部品交換
等をお願いします。

5. 空気冷却器の汚れ
　空気冷却器内のフィンが汚れると吸気圧力が低下し排
気温度が上昇します。定期的な整備をお願いします。

6. 燃料噴射系の不良
　燃料弁、燃料ポンププランジャ等の整備不良は燃焼不
良を引き起こします。燃焼不良状態で機関を使用すると
排気温度が上昇したり、気筒間でばらついたり、さらに
はシリンダライナの異常摩耗、ピストンリング・ピスト
ンリング溝の過大摩耗、ブローバイ等を引き起こします。
定期的なメンテナンスをお願いします。

【おわりに】
　機関を常に健全な状態に保つために、取扱説明書に
従って、定期的な点検・整備を励行するようお願いします。

サービス部　修理サービス課　岡本繁



−16−ニュースアカサカ  No.129 2017年7月

SEA ASIA 2017 へ出展
　去る2017年4月25日から27日の3日間にかけ、シン
ガポール・マリーナベイサンズにて開催された「SEA 
ASIA 2017」に出展しました。本展示会は、2007年か
ら隔年で開催され、同じく2年毎にシンガポール政府が
実施する「Singapore Maritime Week」の一環として行
われる海運業の国際見本市です。
　当社は、日本舶用工業会と日本中小型造船工業会が共
同で出展した日本パビリオンの1社として参加しました。
同パビリオンには当社の他に、国内造船所、機器メーカ
20社が参加。この他、中国、韓国、ヨーロッパ諸国から、
計10 ヶ国の関連企業420社以上が出展しており、会場は

　ブースへは、在シンガポールの船主・造船所関連のお
客様に多数ご訪問いただき、情報交換の中で製品紹介を
行うなど、当社のPRをすることができました。
　また、プレゼンテーションでは、会社概要、舶用主
機関製品全般の紹介と、2ストローク機関UEC33LSE・
UEC35LSE形、当社オリジナル4ストローク機関A・AX
形の詳細紹介を行いました。本プレゼンテーションにお
いて当社製品のご理解を一層深めていただいた中で、特
にUEC33LSE・UEC35LSE形機関の優れた燃費性能に
高い関心をお持ちの方が多いことは非常に印象的でした。
　シンガポールには、その地理的優位性や優遇税制から
船主・管理会社のお客様が多数在住されています。今回
の展示会では多くのお客様にご訪問いただき、当社製品
をより知っていただく絶好の機会となりました。今後も
定期的なシンガポールでの展示会参加、同地域への顧客
訪問による製品PRと、当社シンガポール駐在技師を通
じた就航船への緊密なアフターサービスを実施して参り
ます。

営業部　海外営業課　池ヶ谷大紀

活気に満ちていまし
た。
　本展示会では、当
社はブースでのカタ
ログ配布とパネル展
示、セミナーでのプ
レゼンテーションを
行いました。

全国的な運動のスタートから30年以上経過した平成9年
に設立されましたが、以降、地域の清掃活動である「ク
リーン作戦」や森林整備活動、震災への支援活動など様々
な活動を行い、現在では全国でも有数の規模と内容を誇
る組織となっています。
　一世紀に渡り会社の発展を支えていただいた地域社会

小さな親切運動20年　当社へ感謝状贈呈
　去る2月20日、「小さな親切」運動静岡県本部より、
本部創立20周年にあたり、運動の発展に長年貢献した
として当社に感謝状が贈られました。小さな親切運動
とは、“できる親切はみんなでしよう　それが社会の習
慣となるように”をスローガンに昭和38年3月に発足し、
半世紀に渡り日本中で推進されています。静岡県本部は

防音室　バリシップ 2017 へ出展
　2017年5月25日～ 27日に愛媛県今治市にて開催され
た展示会「バリシップ2017」に出展しました。今回が5
回目の開催となる本展示会は、西日本最大の国際海事展
です。出展企業数は18カ国、347社、来場者16,000人と
数字だけを見るとSEA JAPANに比べ若干小規模にも見
えますが、さすが造船の町・今治で開催されるだけあり、
非常に熱気にあふれ、また土曜日には子供連れも多く見
られるアットホームな雰囲気の海事展でした。
　当社は会場内の道路に10トントラックを置き、トラッ
クの荷台上をブースにして展示を行いました。当社製造
機関紹介のパネルや「マリンハイブリッド（主機推進軸
系に軸発電動機を組合わせることでNOx3次規制に対応
でき低速運航時の省エネにも寄与する新しい取組み）」
紹介のパネル展示に加え、当社が騒音規制対策として取
組んでいる船内用防音室を展示しました。
　防音室の展示では、トラックをアイドリング運転させ、
トラックのエンジン音や展示用ボードなどが振動して放
射される音が鳴る荷台後部と、荷台前部に設置した防音
室の中の音を聞き比べることで、騒音低減効果を体感し

ていただきました。防音室の効果を体感したお客様から
は「ここまで静かになるのか」「これなら規制もクリア
できそう」などの声をいただきました。また家族連れの
お客様が多く見えた最終日は「お母さん、僕が中で大声
で叫んだの聞こえなかったでしょ？　凄いね、防音室っ
て！」とはしゃぐ子供の姿も見られ、他では経験のでき
ない楽しい出展となりました。
　来場された方からいただいた多くのご意見や情報を基
に、今後もお客様に喜ばれる製品開発に努めて参ります。

事業企画室　平松宏一
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への恩返しとして、当社は社会貢献活動への取り組みを
続けてきました。「良き企業市民たれ」との理念のもと、
工場周辺の清掃活動や小さな親切運動へ参加しています。
今後も地域社会に何ができるかを念頭に置き、愛する郷
土の発展に尽くしていきます。

総務経理部　滝井滋隆

精密騒音計『NA-28』導入
　2014年7月1日より発効したSOLAS条約改正船内騒音
コードにより、船内騒音レベル基準への適合が強制化さ
れ、騒音レベル計測が必須事項となりました。これをは
じめとして世界的に騒音に対する要求が強まってきてい
るなか、当社では、対応力強化、騒音計測・解析の効率
化と更なる詳細検討実施を目的として、リオン㈱製精密
騒音計『NA-28』を導入しました。
　NA-28は、SOLAS条約改正船内騒音コードの必要要
件である、IEC61672-1 Class1 に適合しているのはも
ちろんのこと、騒音計モード及び分析器モードの2つの
モードと、オプションの拡張プログラムにより幅広い計
測、解析を可能とします。騒音計モードでは、各種時間
重み付け特性、周波数重み付け特性データの同時計測、
分析器モードでは、オクターブバンドと1/3オクターブ
バンド同時分析が可能です。また当社では、オプション
のFFT分析カードを導入して、FFT周波数分析も可能
としました。すでに、当社新機種である6UEC33LSⅡ
-Eco、7UEC35LSE-Eco-B2の2機種の陸上試験運転よ
り使用を開始しており、必要なデータを計測、解析でき

ることを確認しました。
　今後は、新機種の試験運転データ採取の他に、お客様
からの要求事項の対応や就航船における騒音データ採取
等、様々なシチュエーションでの運用を考えています。
　NA-28を用いた多種多様な計測・解析結果を基に、よ
りよい製品の設計に尽力して参ります。

技術部　ディーゼル設計課　竹安公博

精密騒音計　NA-28

UE ライセンサについて
　当社は1960年に三菱造船株式会社（当時）とUE機関
のライセンス契約を締結して以来、半世紀以上にわたり、
赤阪−三菱UE機関として1,500台に及ぶご愛顧をいただ
いてきました。現在はUEC33LSE-C2形、UEC35LSE-
Eco-B2形、UEC33LSⅡ 形、UEC33LSⅡ-Eco形、
UEC45LSE-1形、UEC45LSE-Eco-B2形の比較的小径
ボア機関を中心に生産しています。
　この度、2017年4月1日付で三菱重工舶用機械エンジ
ン株式会社（現三菱重工マリンマシナリ株式会社）から、
UEライセンス事業を含むディーゼルエンジン事業が神
戸発動機株式会社に承継され、株式会社ジャパンエンジ
ンコーポレーションとして装いも新たにスタートしまし
た。略称はＪ-ENG（ジェイエンジ）です。
　ライセンサ名変更に伴い、今後ご契約いただく当社製
UE機関は、「赤阪−J-ENG UE機関」として提供するこ
ととなります。機関銘板や取扱説明書など図書類の表記
も全て新しくなりますが、J-ENGはライセンス事業へ
の取組みとして、従来のUEファミリーとの関係堅持と

従来通りのライセンシ向け事業の継続を約束しており、
顧客の皆様には、今まで通りライセンサが保有する最新
鋭の技術を盛り込んだ製品をご提供して参ります。
　また、J-ENGはライセンサとライセンシの統合の利
点を活かして、環境対応技術の開発など、今まで以上に
舶用エンジン技術の向上に力を入れることを表明してい
ます。当社もトップライセンシとしてライセンサと共に
UE機関の更なる品質向上と性能改善に取り組み、皆様
にご満足いただけるエンジンを提供して参る所存です。
　新たな一歩を踏み出したUE機関を今後ともよろしく
お願いいたします。

技術部　ディーゼル設計課　清水隆明

J-ENG ロゴマーク
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　修 理 営 業 課……〒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

技術と品質で奉仕する

営　業　品　目
ディーゼル機関及び関連機器
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
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