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　7月上旬に西日本で発生した未曾有の集中

豪雨により亡くなられた方々のご冥福をお祈

りするとともに、被害に遭われた方々に対

し心よりお見舞い申し上げます。あわせて 6

月 18 日に発生した大阪府北部を震源とする

震度 6弱の地震により被害に遭われた皆様

へ、心よりお見舞い申し上げます。
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表紙写真
「浄蓮の滝」 わさび田

　演歌「天城越え」にも歌われる浄蓮の滝（じょうれんの
たき）は、静岡県伊豆市湯ヶ島にあり、日本の滝百選の一
つです。天城山中第一の大滝で、高さ25m、幅7m、滝壺
の深さは15mあります。平成30年4月17日にユネスコ世界
ジオパークとして伊豆半島が認定され、浄蓮の滝もジオサ
イトの一つです。滝を作る崖には、柱状節理（溶岩が冷え
固まるときに収縮してできる柱状の亀裂）が見られます。
また、豊富な湧水を利用して、渓流沿いには名物のわさび
田が続いています。
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7UEC35LSE-Eco-B2形機関　海上公試運転

1. はじめに
赤 阪 −J-ENG　UEC35LSE-Eco-B2形 機 関 は、2

万トン以下のバラ積船、ケミカル船など中小形船を
ターゲットとした超低燃費機関です。本誌128号でそ
の特徴を紹介しましたが、本機は電子制御システム

（Eco）を採用し優れた諸性能を有しています。また、
当社ではUEC35LSE形機関をダウンサイジングした
UEC33LSE-C2形機関をラインアップしており、2014
年11月の就航以来、良好な実績を積み重ねています。
　当社にとってUEC35LSE-Eco形機関の初号機となる
7UEC35LSE-Eco-B2形機関は、2017年6月の陸上試運
転を経て石灰石運搬船に搭載され、この度海上公試運転
が行われました。

3. 海上公試運転
海上公試運転は穏やかな瀬戸内海で4日間かけて行わ

れました。1日目は前後進試験・ねじり振動試験、2日
目は速力試験・続航試験、3日目は旋回試験、4日目は
軸発電気試験・M0試験・負荷変動試験などを行いました。
また、本船は当社にて製造したEco機関で初めてとなる
CPP搭載船であり、速力試験において「回転数一定」「翼
角一定」と2種類の試験を行い、主機関が計画通りの性
能を発揮していることを確認しました。

2. 機関主要目
　表−1に今回採用いただいたディレート仕様と、標準
仕様（P1レーティング）の主要目を示します。 4. おわりに

　以上のように7UEC35LSE-Eco-B2形機関初号機の海
上公試運転は、無事に終了しました。今後も定期的な訪
船調査を行い、アフターフォローをして参ります。引き
続きお客様のニーズに応える信頼性の高い機関の提供に
努めて参りますので、変わらぬご指導ご鞭撻のほど宜し
くお願いします。

 図－ 1　7UEC35LSE-Eco-B2 形機関

図－ 2　Eco 蓄圧ブロックが搭載された機関上段

技術部　ディーゼル設計課　仙波修平

表－ 1　機関主要目

形式 7UEC35LSE-Eco-B2

レーティング ディレート P1

シリンダ内径 mm 350 350

行程 mm 1,550 1,550

出力 kW 5,290 6,090

回転速度 min-1 146 167

正味平均有効圧力 MPa 2.08 2.10

平均ピストン速度 m/s 7.54 8.63

製 品 紹 介
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⑴燃料噴射系
　本機は、各負荷に応じて燃料噴射タイミングをコント
ロールしています。工場での試験運転では、噴射タイミ
ングの最適化及びノズルチップのマッチング等を行い、
計画通りの性能を発揮することを確認しました。

6UEC35LSE-Eco-B2形機関完成

1. はじめに
　外航船に搭載する2ストローク機関では近年電子制
御機関が多くなっていますが、当社でも幅広いニー
ズに対応すべく、2017年に製造を開始した7シリン
ダ電子制御機関7UEC35LSE-Eco-B2（定格出力範囲
3,640kW ～ 6,090kW）に加え、この度6シリンダ電子制
御機関6UEC35LSE-Eco-B2（定格出力範囲3,120kW ～
5,220kW）が完成しました。
　ラインアップの拡充により、UEC35LSE-Eco-B2形
機関は定格出力3,120kWから6,090kWまでの範囲をカ
バーし、より多くのご要望にお応えできるようになりま
した。

3. 主要構造
　UEC35LSE-Eco-B2形 機 関 は、UEC33/35LSE形 機
械式機関をベースに燃料噴射系、排気動弁系、始動空気
系、シリンダ注油系を電子制御化した機関です。
　燃料噴射系、排気動弁系の高圧油圧装置を電磁弁で制
御して作動させることにより、あらゆる機関負荷や周囲
条件に応じて、燃料噴射率や排気弁開閉タイミングを最
適な条件で作動させることが可能になっています。
　また始動空気系は、始動空気管制弁に替わり各シリン
ダに装備されている始動空気管制電磁弁によって始動空
気の投入タイミングを制御します。これによりカム式機
関と比べ、始動回数の増加、始動性の向上を実現してい
ます。

2.主要目
　UEC35LSE-Eco-B2形機関の主要目を表−1に示しま
す。この機関の最大の長所は優れた燃料消費率であり、
またコンパクトであることも優れた特徴の一つです。

図－ 1　6UEC35LSE-Eco-B2 形機関中段

表－ 1　主要目（P1 レーティング）

図－ 2　6UEC35LSE-Eco-B2 形機関上段

図－ 3　試運転後の燃料弁ノズル

6UEC35LSE
-Eco-B2

7UEC35LSE
-Eco-B2

シリンダ数 - 6 7

シリンダ内径 mm 350 350

行程 mm 1,550 1,550

出力 kW 5,220 6,090

回転速度 min-1 167 167

機関全長 mm 5,010 5,622

SFOC g/kWh 167.0 167.0
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とで、従来の注油方式と比べ大幅にシリンダ注油率を低
減することが可能となっています。

4. Eco-Engineコントロールシステム
　UE機関のライセンサである㈱ジャパンエンジンコー
ポレーション殿が開発したEco-Engineコントロールシ
ステムは年々進化しており、本機では最新の第4世代の
システムが採用されています。第4世代のシステムは下
記のコンセプトを元に開発されました。
・システムのシンプル化による信頼性の向上
・拡張性、保守性の向上
・高速通信機能の適用

⑶過給機
　本機より当社UE機関では初めてMET37MB形過給機
を採用しました。MET37MBは三菱重工マリンマシナリ
㈱殿製の最新形で、本機関にマッチした高効率の過給機
です。さらにより最適な状態で使用するため、過給機部
品のマッチング試験を実施しました。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
することを確認しています。

⑷Advanced-ECLシステム
　本機はシリンダ注油率低減を目的に開発された、高性
能シリンダ注油器「Advanced-ECL（A-ECL）システム」
が標準で装備されています。
　従来形注油器は機関回転速度が低くなると注油率が過
剰気味となっていましたが、A-ECLシステムは電子制
御により広範囲の機関負荷にわたって注油量を適切に自
動制御します。また、最適なタイミングで注油を行うこ

5. おわりに
　UEC35LSE-Eco-B2形機関は当社が自信を持ってご
提供できる、優れた燃料消費率を実現した最新形の機関
です。アフターサービスにも万全の体制で臨む所存です
ので、今後とも当社機関をご愛顧いただきますよう宜し
くお願いします。

⑵排気弁
　本機では燃料噴射系だけでなく排気動弁系統も電子制
御化しています。工場試験において各負荷で排気弁の開
閉タイミングの最適化調整を行っています。

図－ 4　試運転後の排気弁棒 図－ 6　A-ECL サプライユニット

図－ 7　A-ECL 注油器

技術部　ディーゼル設計課　林祐亮

図－ 8　クランク軸ピン部

図－ 5　試運転の様子
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4. 試験結果
　当社4ストローク機関にインジェクションブースター
を搭載し、試験運転を実施しました。本試験の結果、中
低負荷域での燃料噴射圧力の上昇、燃料消費率の低減及
びスモークの削減等の改善が見られ、装置が所定の効果
を発揮していることを確認しました（図−2、図−3）。

5. おわりに
　現在、AX31形機関においてインジェクションブース
ターの実船搭載に向けた準備を進めており、今後は主
力4ストローク機関の全機種への搭載を図っていきます。
お客様にご満足いただける製品の開発に努めて参ります
のでよろしくご指導願います。

1. はじめに
　この度、コストパフォーマンスに優れ、高い信頼性を
持つ機械式制御機関における中低負荷域運転時の性能改
善を目指した「インジェクションブースター」を開発し
ましたので、その概要と特徴について紹介します。

2. インジェクションブースターとは
　機械式制御エンジンにおける従来の燃料噴射システム
では、燃料噴射ポンプはカムによって駆動されることか
ら、低負荷運転時では機関回転速度が遅くなることによ
りプランジャの速度が下がって燃料噴射圧力が低下し、
燃費の悪化や黒煙の増加など燃焼性能に影響を与えると
いう課題がありました。
　インジェクションブースターは、燃料噴射ポンプと燃
料カムとの間に特殊な機構を設け（特許取得済）、燃料
噴射ポンプのプランジャを加速させることで、燃料噴射
圧力を上昇させ、中低負荷域の燃焼の改善を図っていま
す。

【インジェクションブースターの特徴】
・低コスト、高信頼性のメカニカルな機構で電子制御機

関と等価な効果
・燃料噴射圧力の上昇
・燃料消費率の低減（中低負荷で2 ～ 3%減）
・CO2削減
・黒煙の低減
・シンプルな設計（特段なメンテナンス不要）

3. インジェクションブースターの特徴
　インジェクションブースターは機械部品のみのシンプ
ルな構成で、補助動力も必要としないことから、電子制
御装置と比べてイニシャルコスト及びランニングコスト
の大幅削減が期待できます。

図－ 1　インジェクションブースター外観

図－ 2　燃料噴射圧力の上昇

図－ 3　燃料消費率の低減

技術部　開発設計課　松永安広

インジェクションブースターの開発
中低負荷性能改善システムの紹介
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異常内容確認画面 メンテナンス画面

初号機操舵室操縦台盤面

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
　本誌129号で紹介したトラブル発生時の自己診断機能
付き遠隔操縦装置ARR-EPW1形は、初号機を出荷して
から約1年が経過しました。本稿では実際にARR-EPW1
形を使用してくださっているお客様の声や、展示会など
でお問合わせいただいた内容について紹介します。

2. ARR-EPW1形の特徴と機能
1ARR-EPW1形は逆転機装備の4ストローク機関向け

遠隔操縦装置です。ガバナの制御には、信頼性が高い
機械式油圧ガバナによる空気制御式を採用しており、
主機回転速度の制御は電空変換器にて電気信号を空気
圧力信号に変換して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ており、ト
ラブル発生時には、考えられる要因をタッチパネル上
に表示して要因特定を手助けします。

　また、主機制御系の主要部品については交換推奨時期
になるとメンテナンス通知を表示します。

3緊急モードを装備することで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が発生して
もリモコン操作可能となっています。

4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。

4. SEA JAPAN出展
　4月に開催されたSEA JAPAN 2018にARR-EPW1形の
デモ機を「自己診断機能付新形リモコン」として出展しま
した。多くの方々に実際に操作していただきましたが、そ
の中で幾つか質問を受けましたので以下に紹介します。

［質問］
異常履歴はどれくらいの期間残るか？　また、陸上に異
常通知を送信することは可能か？

［回答］
異常履歴は過去100回分まで確認できます。なお、本リ
モコン自体には異常通知を陸上に送信する機能は搭載し
ていませんが、データロガー装備の場合は陸上へ送信可
能です。

［質問］
メンテナンス通知は部品の動作時間の計測結果から発令
するのか？　また、交換推奨時
期は何を基準に決めているの
か？

［回答］
遠隔操縦装置の電源が入って
いる時間を計測、累積し設定
時間に達すると通知します。
交換推奨時期については部品
メーカが推奨している時期を
参考に設定しています。

3. 操作性について
　本遠隔操縦装置を使用している船長様、機関長様より
以下のような声がありました。
1タッチパネル上に主機回転数やハンドル指令回転数が

表示されるため、操船しやすい。
2回転数やタイマの設定をすべてタッチパネル上で行え

るため、設定が簡単にできる。
3操縦ハンドルの形状が従来と変わっているが、操作性

などに違和感はない。
4就航後、トラブルが全く発生していないため、自己診

断機能の確認はできていない。また、誤作動も発生し
ていない。

5. おわりに
　今回はお客様からの声や質問事項を中心に紹介しまし
た。仕様などでご質問等ございましたら当社営業窓口に
お気軽にご相談ください。
　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。

SEA JAPAN 展示品

技術部　制御技術課　内山匠
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舶用防音室　｢ｍ ａ̄ｌｉｅ（マーリエ）」
改正船内騒音コードへの取組み

1. はじめに
　2014年7月に改正船内騒音コードが発効してから4年
が経過しました。これまでは本船の建造契約時期や起工
時期により適用されない船舶も多くありましたが、本年
7月以降に引き渡される対象船については、契約時期・
起工時期に関わらず全て適用されることになります（内
航船には3年の猶予あり）。
　このような状況の中、当社においても船内騒音環境の
向上に向けた取組みを行い、この度舶用防音室「mālie

（マーリエ）」として商品化しましたので、以下に紹介し
ます。

図－ 1　主機の振動・騒音伝達経路

2. 船舶における騒音の原因と対策
　船内には、様々な騒音源がありますが、その中でも主
機関は主要な騒音源の一つです。
　主機関から船内外に伝播する騒音は伝達経路や受音点
により、その対策方法が大きく異なり、以下の3種類に
大別されます。
1機関室内の騒音
　機関室の中では、主機関の運転時に発生する燃焼音や
機械部の駆動音などが空気を介して人の耳に聞こえてく
る空気伝播音が主要な音になります。
　主機関から発生する空気音を低減させるためには
　・低騒音機器の採用（サイレンサ付き過給機など）
　・音源を覆う（排気管防音ラギングなど）
　・音が発生するような衝撃を和らげる（オイルクッ

ション付き動弁装置など）
などの対策が有効になります。
2船外騒音
　煙突から船外に排出される機関の排気音は、甲板上や
配置によってはブリッジ内の騒音レベルにも影響し、出
入港時には港周辺の騒音環境問題にも繋がりかねません。
　このような排気音の低減への対策としては、サイレン
サの装備が有効になります。

その振動が低減されていなければ、機関室外の船室にお
ける騒音レベル低減には繋がりません。
　そこで船室などの騒音を低減させるためには

・機関の防振支持
・船室など受音点と主機関を離す船体設計変更

などの対策により、船内の受音点へ伝達する振動を低減
させる方法が有効となります。
　しかし、騒音コードの対象となる1,600G/T以上の船
舶において多く採用されている低速主機関においては、
その原理上、防振支持の採用は難しく、また船体の設計
変更は主機関メーカとして当社が取組めるものではあり
ませんでした。

3機関室外の船内騒音
　機関室外の船内で聞こえる騒音は、機関室の中で聞こ
える音と異なり、音が空気を伝わって人の耳に聞こえる
空気音よりも、主機関などの振動が船体構造を伝わり船
室の壁や床を振動させて、そこから音が発生する固体伝
播音が主要な音となります。
　非常に遮音性の高いパネルで主機関を囲えば空気音は
大きく低減され機関室内の騒音低減には繋がりますが、

3. 陸上における騒音の原因と対策
　船内騒音の低減に貢献できないか検討するにあたり、
他産業分野での騒音問題や対策手法の調査を行いました。
　騒音の問題に頭を悩ませているのは舶用業界だけでは
なく、様々な分野において同様に大きな課題となってい
ます。特に昨今においては工場の騒音などよりもマン
ションなど集合住宅における騒音に関する近隣トラブル
が世間を賑わしています。
　このような状況の中で、楽器メーカなどでは、一般の
演奏者が自宅で心置きなく演奏できる環境作りにも力を
入れており、一般ユーザ向けの防音室を開発製造してい
ます。
　集合住宅における楽器の騒音は、特にピアノや打楽器
については、空気音よりも楽器の振動が建築構造を伝
わって隣室の壁や床を振わせることで発生する固体音の
寄与率が高いそうです。
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図－ 4　実船計測結果

図－ 5　体験用防音室

事業企画室　平松宏一

図－ 6　小形防音室

図－ 2　集合住宅における振動騒音の伝達経路

6. おわりに
　舶用防音室「mālie」は、NK殿の型式承認を取得しま
したが、近々 JG殿の型式承認も取得し、その他海外船
級に関してもニーズに合わせて取得していく予定です。
　なお図−5のように当社工場内の機関運転場には体験
用の防音室を常設しており、また図−6のような船内の
空きスペースなどに仮設置が可能な小形の防音室を貸し
出すことも可能です。是非その効果を体験していただき
たいので、興味を持ってくださったお客様は当社営業ま
でご連絡ください。

5. 舶用防音室の実船試験結果
　舶用に開発した防音室の騒音低減効果を確認するため、
下ノ江造船㈱殿のご協力の下、実船搭載試験を実施しま
した。
　搭載船の主要目は以下の通りです。
　　総トン数 ： 2,300G/T
　　船種 ： ケミカルタンカー
　　主機形式 ： 赤阪製A38形機関

　船内の騒音状況にも似たこのような環境において十分
な効果を発揮している防音室なら、船内における騒音対
策においても大きな効果が期待できるものと考え、陸上
用防音室の舶用化に取組むことになりました。

　試験搭載であったため、一部船体側との取合いに隙間
が生じ、養生テープで塞ぐような状況下での計測でした
が、通路での騒音レベルに対し隣の船室では4 ～ 5dB程
度の減衰しか見られなかったのに対し、開発した防音室
内は低周波音から高周波音において10 ～ 20dBの大きな
減衰が見られ、充分な騒音低減効果があることを確認で
きました。

　図−4に試験搭載した防音室の中と外、及び防音室の
隣の部屋における騒音データを示します。

4. 陸上用防音室の舶用化
　mālieは元々、陸上の様々な分野において使用されて
いたパネル組立式防音室を舶用化したもので、建築業界
における防火の要件や騒音低減効果は充分に満たしてい
ました。
　しかし舶用業界における防火要件や改正船内騒音コー
ドによる空気音遮断性能Rwに関する要件は建築業界の
要件とはまた異なるものです。
　そのため舶用における防火要件、遮音性能要件を満た
すべく、陸上用に設計された防音室に種々の改良を加え
試験を実施したところ、床部材の遮音試験では試験所の
最良値を記録するなど非常に良好な成績を以ってNK殿
の型式承認を取得できました。

図－ 3　NK 殿型式承認証書
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ディーゼル機関を順調に取り扱うために　その10
硫黄酸化物規制と低硫黄燃料油使用について

1. はじめに
　ディーゼル機関を順調に取り扱うためのシリーズとし
て、本稿では硫黄酸化物（SOx）規制と低硫黄燃料の使
用について解説します。
　国際海事機関（IMO）によるSOx規制の全海域規制適
用まで2年を切った昨今、低硫黄重油やマリンガスオイ
ル（MGO）等、規制適合油の動向が注目されています。
現状、舶用ディーゼル機関に使用される燃料油は原油を
基に造られ、残渣油を主原料として軽油等を混合して、
JISのA・C重油規格に入るよう製造されています。
　しかし原油の原産地等により燃料組成・性状が異なる
うえ、最近の環境対応への必要性から低硫黄燃料油が供
給される機会が増加して、機関の燃焼特性・部品耐久性
等に大きな影響を及ぼしています。このような状況の中
で燃料噴射ポンプ・燃料噴射弁等燃料噴射系の整備・点
検を怠ると、始動不良・出力変動・不安定な回転・機関
急停止・燃料噴射系統損傷等から、機関の運転不能に繋
がる可能性もあるので適切な整備・点検を励行してくだ
さい。

2. 燃料油中の硫黄分濃度規制
　IMOでは船舶からのSOx排出量の低減を目的とした船
舶用燃料の硫黄分規制を、2012年から順次強化してい
ます（図−1）。対象海域が一般海域と指定海域（ECA; 
Emission Control Area）に区分されており、一般海域

3. 低硫黄燃料油による問題と対策
　上述のSOx規制に適合するため、これまでに主に低質
な残渣油を使用していた船舶の燃料を、低硫黄重油また
はMGO等の溜出油に変更することが求められています。
これに伴い、建造時に低硫黄燃料の使用を想定していな
かった既存ディーゼル機関においては、種々の問題発生
が懸念されており、安全な運転のために新たな対策が必
要となってきています。
　表−1は、低硫黄燃料油の特性・問題点と新たな対策
について、一覧表として纏めたものです。
　低硫黄燃料油は従来の残渣油（C重油）に比べ硫黄分
濃度が極端に低いため、使用に際しては低塩基価シリン
ダ油の使用や適正な注油率調整等が必要となります（本
誌117号　ディーゼル機関のトライボロジ　その6　シ
リンダ油のメンテナンス参照）。図−2は、舶用シリンダ
油の全塩基価（TBN）及び供給率の相関関係を解説し
たもので、低硫黄燃料油に関連する項目を特記しました。 
　写真−1は、潤滑油への過度な添加剤使用により、シ
リンダライナ表面にボアポリッシングが発生して正常な
グラファイト組織が見られなくなった事例を示します。

　なお、就航時間に対する注
油率の調整は、初期の摺合せ
期間中のシリンダヘッド開放
によるシリンダライナ摩耗状
況点検と、掃気ポートからの
ピストンリングの状況確認を
行った上で決定してください。
その後の安定期の注油率は、
状況を見ながら減少してくだ
さい。
　一方、溜出油使用に伴う燃
料油の低粘度・低潤滑特性へ
の対策として燃料油冷却器追
設、燃料油への潤滑性向上剤
の添加、燃料噴射ポンプ部品
の見直し等の検討が必要です。

での燃料油中の硫黄分を0.5%以下とする規制の開始ま
で2年を切っています｡ また、中国では独自にECA（3
海域）を設定し、燃料油の硫黄分規制を2017年から開
始しています。

技 術 解 説

図－ 1　IMO の排出規制海域（ECA）と船舶用燃料硫黄分規制スケジュール
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　写真−2は、低粘度・低潤滑性の燃料油使用により、
燃料噴射ポンププランジャのリード部及びガイド部にス
ティックが発生した事例を示しています。このような低
粘度・低潤滑性の燃料油を使用する場合の対策の代表例
として、燃料油を冷却する冷却器を追設し、粘度制御装
置により従来のC重油から低硫黄燃料配管系へ自動切換
えする技術が実用化されています（図−3）。この装置に
より機関入口の燃料油最低粘度は2cSt以上が確保され
ます。

技 術 解 説

表－ 1　低硫黄燃料油による問題と対策一覧表

図－ 2　舶用シリンダ油の全塩基価及び供給率の相関関係

写真－ 1　過度添加剤によるシリンダライナの  
 ボアポリッシング

技術部

図－ 3　燃料油冷却器の追設要領

写真－ 2　低粘度・低潤滑性の燃料油使用による
 燃料噴射ポンプ プランジャ　スティック

燃料油特性 問題点 新たな対策
低硫黄 ・燃料油中硫黄分は燃焼により硫酸（H2SO4）へ変化、

低硫黄燃料の使用により硫酸が減少するため、C重
油対応の高塩基価シリンダ油を継続使用するとアル
カリ過多により堆積物生成、シリンダライナ・ピス
トンリング等の異常摩耗発生に繋がる

• 低硫黄燃料油を使用する場合、適正な低塩基価のシ
リンダ油を使用

• 2種シリンダ油を適正混合するブレンダ使用（大形2
ストロークディーゼル機関）

低粘度 • 従来のA、C重油に比べ粘度が低いことによる燃料噴
射ポンプ内の内部漏洩・燃料噴射弁のドレン増加等

• 燃料油冷却器の追設
• 燃料噴射ポンププランジャへの潤滑油供給
• プランジャ摺動部表面処理（TiN・セラミック・カバー

ド等）
・燃料噴射弁ニードル部のクリアランス調整・窒化・

面租度変更等
低比重化 • 燃料噴射ポンプのラック目盛増加、容量不足 • 燃料噴射ポンプの容量増加改造
低潤滑性 • 潤滑性低下による燃料噴射ポンプ・燃料噴射弁等の

摺動部異常摩耗。潤滑性は粘度・硫黄分に依存
• 燃料油に潤滑性向上剤添加（上述の低粘度対策の他

に）

低引火性 • 良質軽油混合、火災危険性増加 • 取扱い注意必要
着火・
燃焼性

• 燃焼障害を起こすライトサイクルオイル（LCO: 
FCC プラント副産物）混入による着火性・燃焼性の
悪化とそれに伴う燃焼室廻り部品不具合発生

• 定 容 積 形 燃 焼 試 験 装 置（FIA: Fuel Ignition 
Analyzer）による着火・燃焼性評価等

アルミ・
シリカ混在

• アルミ・シリカ混在によるシリンダライナ・ピスト
ンリング異常摩耗等

• 燃料清浄装置、精密3次こし等の装着

燃料弁
過冷却

• 従来のC重油使用機関において耐久性向上のために
採用されていた燃料弁冷却による過冷却

• 過冷却防止のため燃料弁冷却水を止めて無冷却燃料
弁を使用

4. おわりに
　近年、燃料油性状が不安定であり、燃料噴射系の不具
合発生が増加傾向にあります。燃料噴射系部品の詳細は、
各機種により異なるので、機関取扱説明書を参照ください。
ニュースアカサカ関連記事
・排ガス規制への適合（122号）
・低硫黄燃料油について（122号）
・シリンダ油のメンテナンス（117号）
・低Sulfur燃料油の使用に関する注意点（106号）
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生産性向上の取組み
西工場1号、2号組立場の改善

1. 組立作業のポイント
　当社製品にお客様が求める品質を十分に盛り込みつつ、
短い納期などにも対応するためには、生産性の向上、す
なわち製造現場における作業効率の向上が不可欠です。
そしてエンジンの組立作業を担う我々製品課の作業効率
を向上させるためには、組立作業に必要な物が・必要な
時・必要な所に・必要な数だけ、準備されていることが
重要なポイントとなります。
　必要な物とは、小さなボルト・ナットも含めた組付け
部品、組立作業に必要な情報（作業指示書、機関仕様、
組立図面、作業標準書等）、工具（組立に使用する特殊
工具を含めた工具類、吊具、計測機器等）、消耗品（液
状ガスケットなどのシール剤、洗浄液、焼付き防止剤、
ウエス等）などです。
　必要な時とはそれぞれの組立工程においてその作業に
着手する時、必要な所とは組立作業台の組付け部周囲、
必要な数とは主部品とそれらに付随するボルト・ナット
等の小物部品等の必要総数です。

2. カム軸取付け作業
　例えばカム軸を機関本体に取付ける作業の流れは
①作業開始前、カム軸取付けに関する基本情報（機関仕

様、指示連絡票、チェックシート等）を確認
②カム軸取付け部分の確認、必要であれば洗浄
③カム軸受締付けボルト植込みと軸受の取付け
④カム軸吊上げ・取付け
⑤軸受締付け、間隙計測
となりますが、以上の作業に必要な情報、部品、治工具、
消耗品等が作業台周辺に作業開始前に配置されていれば、
作業者はその場を離れることなく、極狭い範囲を移動す
るだけで作業を完了することができます。
　しかし作業に必要な植込みボルトが1本でも欠けてい
れば、そこで作業は中断し、不足品の調査と調達の働き
かけが必要となり、ムダな時間が発生してしまいます。

同様に消耗品の不足があっても、作業者が作業台を離れ、
調達に動くムダな時間を浪費することになります。

図－ 1　使用年数と故障発生率

図－ 3　予防保全の実施間隔と保全コストの関係

3. 生産性向上の取組み
　当社の製造現場では生産性を向上させるため、様々な
観点からムダな動きをゼロにするよう、以下の取組みを
進めています。
①作業台の改修
・作業者が作業中に極力離れる必要のない作業台とする

ため、機種別に組立作業台を設け、その機種に必要な
治工具、必要小物部品、計測器具等を作業中の移動距
離を極力少なくする範囲に設置。

・作業者それぞれの作業立ち位置にも配慮し、部分的に
高さ・巾調整が可能な作業台を設置。脚立等を使わな
くても無理なく作業できる環境を整備。

・作業台にローラコンベアを併設。作業工程順に必要部
品を配置し、後工程の部品を作業台に置かないよう限
られた場所を有効に活用。

・作業電源、雑用空気源等の取出し口を、作業位置に合
わせて配置。

②組立作業に必要な情報提供とペーパーレス化
　作業に必要な情報は、工程指示にはじまり、製造仕様、
図面、作業標準、部品管理等々多種多様なものがあり、
品質に影響を及ぼす重要なアイテムです。正確な情報を
確実に、かつ迅速に把握するために、作業台ごとに携帯
情報端末を配置しています。この情報端末により今まで
の作業現場では得ることができなかった詳細な情報の確
認が可能となり、作業者が組立作業台を離れる必要がな
くなりました。
　以上のような取組みにより作業効率は格段に向上して
おります。さらなる品質向上・納期短縮に取組むべく、
チェックシート等の品質記録等にも情報端末の利用を展
開していく所存です。

製造部　製品課　望月康伸



−10− −11− ニュースアカサカ  No.131 2018年7月

設 備 紹 介

工作機械紹介
東芝機械製 門型マシニングセンタ　MPC-2650B

1. はじめに
　当社の機械工場ではクランク軸や台板・架構、また主
機に限らず陸上産業向けなど様々な用途や形状の部品の
機械加工を行っています。本稿では、主に4ストローク
エンジンの主要部品である台板・架構と2ストロークエ
ンジンの小形シリンダジャケットを加工している工作機
械「門型マシニングセンタ　東芝MPC-2650Ｂ」を紹介
します。

2. 門型マシニングセンタとは
　門型マシニングセンタとは、機能上の主構造が門型の
躯体となっており、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
加工を1台で行うことができる数値制御工作機械です。
　門型マシニングセンタでは特殊アタッチメントを使用
することで部品の多面加工が可能となるため、従来の汎
用機では3機械14工程で行っていた加工を1機械2工程で
加工できるようになりました。段取り回数を大幅に削減

豊田工場

加工ツール

東芝 MPC-2650B

主な機械仕様

することで加工時間の短縮だけでなく工作物の加工精度、
品質の向上にも繋がっています。

3. MPC-2650B（東芝機械製）
　当社内に複数ある門型マシニングセンタの中でも東芝
機械製のMPC-2650Bは、Jリーグが開幕した1993年に
導入したことから、故赤阪全七会長が社内愛称として

「オーレ君」と名付け、長年親しまれている機械です。
　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、オーレ君は加工テーブル（パレット）を2つ有
しているのが大きな特徴です。1つのテーブルで加工を
行うと同時に、もう1つのテーブルでは加工部品の乗せ
替え（セット）が可能となっています。また、2つのテー
ブルにセットした部品を自動パレット交換（APC）す
ることで無人運転時間の拡大にも繋がっています。

門巾×門高 2,600×3,140mm
移動量 X6,000、Y3,400、Z900、W2,300
テーブル作業面の大きさ 2,200×5,000
工具収納本数 180本
アタッチメント本数 9本
最大積載重量 20,000㎏
制御装置 TOSNUC 800-M

4. おわりに
　25年選手になったオーレ君ですが、まだまだ現役で
大いに活躍しています。自社のエンジン部品だけでなく、
陸上用の様々な大形部品の機械加工を受け賜っておりま
すので、お声掛けくだされば幸いです。

製造部　機械課　村松俊彦
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鋳物素材の更なる品質向上

1. はじめに
　当社の鋳造工場では鋳造製品の品質向上を目的として
レイアウトマシン、鋳造シミュレーション等を導入して
活用しています。本稿では、それらの活用事例と更なる
品質向上への取組みを紹介します。

2. レイアウトマシンの活用例
　昨年4月、当社主力機関向け鋳物製架構の木型更新を行
いました。新規の木型による製品についてはでき上がり
寸法を確認する必要があるため、この木型を使用して初
めて製造した架構の寸法をレイアウトマシンにより計測
しました。架構は大物部品の中でも最も複雑な形状であ
り、次に挙げられる箇所に特に注意して計測を行い、機
械加工の基準を決定する必要があります。

①加工穴（タペット、シリンダ、タイボルト穴）
②クランクケースの壁、カムの位置
③各座

　レイアウトマシンを用いた各所計測の結果、更新した
新規木型による鋳物製品のでき上がりが良好であること
が短時間で検証でき、また機械加工の基準位置も速やか
に決めることができました。

5. おわりに
　鋳物の品質向上、誤作防止、短納期対応を目的とした
取組みと今後予定している新たな取組みを紹介しました。
着実に成果が出ており「ムダ」が大幅に減少しています。
なお、当社は自社製エンジン部品の鋳物だけでなく、産
業用機械等の大・中形鋳物部品の製造も承っておりますの
で、ご用命いただければ幸いです。

製造部　鋳造課　古井教士

3. 鋳造シミュレーションの活用例
　2年前、鋳造シミュレーションソフトを導入しました。
　従来の当社の鋳造方案は、溶融された鋳鉄が鋳型内を
流れる過程や凝固過程をこれまでの知見・知識からイ
メージし、さらに試行錯誤を繰り返すことで最適化を
図っていました。しかしこの手法では鋳造方案の確立に
多大な時間を必要としていました。
　2016年に導入した鋳造シミュレーションでは、これま
では経験的な知識に頼るしかなかった鋳型内への溶融鋳
鉄の流入状態や凝固過程を、綿密な計算結果に基づき三
次元で視覚的に見ることが可能となっています。これに
より、鋳造方案の設計段階において不適合品の発生を未
然防止することが可能になり、試行錯誤に要した工程も

大幅に削減することができました。
　シミュレーションを有効活用し、新規の鋳造品でも回
を重ねずに良品を得ることが可能となり、今まで以上に
お客様に高品質な鋳物を短期間で提供することができる
ようになっています。
　今後も、長年の経験で培った技術・製造現場のノウハ
ウを継承しつつ、このような新しいツールを活用して更
なる品質向上に努めて参ります。

4. 今後予定する品質向上への取組み
　加えて、今後の新たな取組みとして3Dスキャナによ
る品質向上を計画しています。この装置を用いることで、
非接触で鋳造製品の寸法計測が可能となるだけでなく、
設計上の3Dモデルと計測した製品形状をパソコン画面上
で重ね合わせて視覚的に寸法等のズレを確認することが
できるようになります。更に将来は木型メーカなど協力
会社と連携することで、鋳造方案の検討等でデジタルモッ
クアップエンジニアリングができる体制を整え、更なる
品質向上につなげていきます。
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鋳造工場　ロイド船級重量拡張認証取得

品質管理の高度化に関する調査研究について

　この度当社鋳造工場は、ロイド船級指定の大形鋳物製
品を受注するに当たり、ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄

（FC・FCD鋳鉄）に関する同船級の重量拡張認証を取
得しました。
　新たに重量拡張認証を取得するには以下の船級要件に
合格することが必要でした。

【船級要件】
①拡張希望重量相当の鋳物に対する、各肉厚部位の強度

試験・硬さ試験による、機械的性質の健全性を証明
②鋳肌検査による外観健全性の証明
③非破壊検査試験による鋳物内部の健全性証明
④顕微鏡観察による組織レベルでの健全性証明
⑤化学分析測定による成分値の健全性証明
⑥歪除去のための熱処理施工に関する的確性証明

　現在の舶用機関メーカの品質管理システムは、検査の
現場及び管理部門とも、人による確認と手書きによる記
録管理が主体となっています。一方、不適合や設備異常
の未然防止は常に強化が求められています。このような
状況下において、近年、急速な発展を遂げ、注目を浴び
ているIoT（モノのインターネット）やAI（人工知能）
などの新技術を用いた高度品質管理システムを導入すれ
ば、多岐にわたる細かい確認や入力作業から作業者を解
放し、製造現場の把握や分析、不適合の未然防止などに
も繋がるのではないか、との議論が高まっています。
　これらを具体的に実現させるため、平成29年度、一般
社団法人日本船舶品質管理協会（以下「協会」）の主導
により、舶用エンジンメーカを対象にした調査研究委員
会が設置されました。
　昨年度は各分野におけるIoT及びAI技術の導入状況に
関する調査として、これらの先進技術を導入している企
業の工場見学を行いました。画像や音声の活用による工
場改善システムの提案、画像検査システムの導入、画像
情報やICタグを利用したIoT技術が、各方面で急速に進
んでいることを確認しました。
　これらの調査結果を踏まえ、舶用機器メーカにおいて
も新技術を使った高度な品質管理システムを実現するた

め、協会がまとめ役となり公益財団法人日本財団に助成
事業の申請をしたところ、平成30年度からの助成事業と
して承認され、早速関連各社でテーマ別に取組みを開始
しました。
　当社の研究テーマは「検査データデジタル入力の効率
化」で、アナログ計器の読み取りを画像で認識してデジ
タル化、現場でのチェックシート項目を音声入力でデジ
タル変換、ハンディターミナルを活用したデジタル入力
などの研究に取組んでいきます。
　本研究を通し、より一層の品質管理向上に取組む所存
ですので、今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い
します。

品質保証部　大石敏明

製造部　鋳造課　古井教士
ロイド船級証書

　各要件に適合すべく、FC・FCD鋳鉄の材質ごとに3種、
合計6品の鋳物に対して試験を実施しました。結果、①
～⑥の要件を全て満足する試験結果を得て合格し、2018
年1月に重量拡張認証を取得しました。
　今回の認証を取得したことによりロイド船級指定品に
ついては

FC鋳鉄 ：36.7ｔ
FCD鋳鉄 ： 4.4ｔ

の重量まで製造可能となりまし
た。
　今後もお客様のニーズに合わ
せた製品造りに取組む所存です
ので、当社鋳物製品のご愛顧を
宜しくお願いいたします。
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機種 吸気弁棒
角度θ

吸気弁座
角度θ

A24 30 30
A28 30 30
A31 40 40
A34 30 30
A34C 30 30
A37 30 30
A38 30 30
A41 30 30
A45 30 30
AH41AK 30 30
AX28 30 30
AX31 40 40
AX33 40 40
AX34 30 30
K26S 30 30
K28 30 30
K28B 30 30
K28S 30 30
K31 30 30
K31S 30 30
U28AK 30 30

 図－ 1　弁棒・弁座のシート部計測

 図－ 3　吸気弁棒

 表－ 1　吸気弁リミットゲージ一覧表

　図−1のようにシートゲージを弁棒及び弁座に当て、
寸法Cを計測します。
　寸法Cが取扱説明書の「主要部すきまと摩耗限度」に
記載の摩耗限度の値を超えている場合は、継続使用せず
新しい弁棒及び弁座に交換してください。

図－ 2　「主要部すきまと摩耗限度」　取扱説明書より
抜粋（図は AX34A 形機関）

【質問】
　アカサカ製4ストローク機関を搭載している船の機関
長です。吸気弁の整備時期と確認の方法を教えてくださ
い。

【回答】
　主機関を良好な状態で長く使用するためには、吸気弁
も排気弁同様に取扱説明書の「開放期間の基準」を基に
定期的に開放し、特に弁棒・弁座のシート部の状態や摩
耗状況を確認することが重要となります。
　以下にその方法を紹介します。

1. 摩耗状況確認方法
　排気弁と同様にシートゲージを使用すると便利です。

 吸気弁の整備について

2. 吸気弁用リミットゲージの入手法
　吸気弁は排気弁と比較して熱負荷が少ないことから寿
命が長く、吸気弁用リミットゲージは標準では付属して
いませんが、表−1に示す機種のリミットゲージを用意
していますので、必要時はご用命ください。

サービス部　修理サービス課　朝比奈剛
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図－ 1　スラストピースのかしめ

サービス部　修理サービス課　朝比奈剛

【質問】
　アカサカ製2ストローク機関を搭載している船の機関
長です。排気弁棒先端のスラストピースが弛んでいまし
た。外れてしまったときに起きる不具合、また原因と対
策を教えてください。

【回答】

1. 外れた時に生じる不具合
　排気弁棒先端に取り付けられているスラストピースが
外れると、スラストピースは動弁装置のピストン内側の
頂部に貼り付きます。やがて時間が経過すると、貼り付
いたスラストピースは弁棒頂部に落下します。この状態
で機関始動前にスプリングエアーを供給すると、弁棒頂
部に落ちたスラストピースが閉弁動作の邪魔になって弁
を完全に閉じることができなくなり、始動ミスを生じま
す。

 2. 原因
　排気弁棒先端にはスラストピースが冷やし嵌めで取り
付けてありますが、弁棒の上下動により、長年の運転で
スラストピースが弛んでしまった事例がありました。

3. 対処方法
　排気弁開放時にスラストピースを確認し、弛みがあっ
た場合には、図−1に示すようにセンターポンチでピー
スの周囲を4 ヶ所打ち、かしめてください。

4. その他
　UEC33LSⅡ形機関においては、スラストピース部を
一体化した排気弁棒に変更し、現在の標準仕様としてい
ます。旧形の排気弁棒と互換性がありますので、旧形を
使用していて、シート部の肉盛り修理をお考えの際には、
合わせて一体形の排気弁棒への交換をご検討いただける
と幸いです。

油圧動弁装置スラストピース破損

図－ 2　弁棒先端部　旧形と一体形
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　当社は長野県駒ヶ根工業高等学校創立50周年の記念
事業に協力要請を受け、2015年度より同校への干渉計
形電波望遠鏡の導入事業に参加しています。本事業は電
波望遠鏡4台の設置計画でスタートしており、これまで
に2台の納入が完了しました。残り2台は本年度納入予
定です。
　この電波望遠鏡は、主に太陽活動を観測することを目
的にしています。また天体から放出される様々な波長の
電磁波を捉え、天体の状況を把握することができます。
今回は干渉計形ということで、複数あるアンテナの電波
データを重ね合わせることで、高い解像度の結果を得る
ことが可能となります。それだけに本機には、単一の電
波望遠鏡と比べ、より高い機械的精度が要求されます。
　今後の予定では、生徒が稼働させるためのソフトを製
作することになっています。観測データを評価し、得ら
れた成果は学会等様々な場で発表されます。このような
取組みができる設備を所有している高等学校は国内では

他にありません。当社の技術が学校教育に役立ち、生徒
が宇宙・科学の知識を学びつつ、ものづくりの楽しさ・
難しさを知り、将来の目標作りの道しるべとなれば幸い
です。
＜概要＞
＊名称 ：干渉計形電波望遠鏡
＊アンテナ直径 ：1,230mm
＊駆動範囲 ：AZ軸-180°～ 180°/EL軸-90°～ 90°

図－ 1　年間発電電力・想定電力

図－ 2　2017 年発電量の推移

電波望遠鏡用駆動装置納入

プラント営業課　市川伸洋
電波望遠鏡用駆動装置

1. はじめに
　当社は、2010年の創業100年記念事業として豊田工場
内の製品北工場に太陽光発電システムを導入しました。
　本稿では、その後の稼働状況について報告します。

2. 太陽光発電設置仕様
　パネル設置数 ：390枚
　最大出力 ：50.7kW

3. 7年間の発電実績
　設置計画時の想定年間発電電力量は53,500kWｈでし
たが、7年間の総発電電力量は391,940kWｈとなり年平
均55,991kWｈと順調に稼働しています（図−1参照）。

光発電は変換効率が下がります。よって発電量は日射量
と気温のバランスの取れた5月頃が一番多いとされてい
ます（図−2参照）。
　当社の太陽光パネルは微結晶タンデム形を採用してい
ますが、このパネルは温度変化による効率変動が少ない
ことが特徴で、夏場においても安定した発電能力を発揮
していることが図−2からも判ります。

4. 日射量と気温の影響
　日射量とは太陽から受ける放射エネルギー量のことで
すが、太陽光発電の発電電力量はこの日射量に比例しま
す。そのため日射量が多くなる夏場には発電量が多くな
ります。一方で、夏場は気温が高いため、一般的な太陽

5. おわりに
　一昨年より省エネ法における「事業者クラス分け評価
制度」が始まり、さらに踏み込んだ省エネ活動が必要に
なりましたが、太陽光発電は自然エネルギーを利用する
ため省エネ法の使用エネルギー量にはカウントされず、
エネルギー消費原単位の低下にもつながります。
　今後も環境に優しい設備や機材の導入に取組んで参り
ます。

製造部　電気係　竹下敏雄
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Asia Pacific Maritime 2018 へ出展
　2018年3月14日から16日の3日間、シンガポール・マリ
ーナベイサンズにて開催された「Asia…Pacific…Maritime…
2018」に出展しました。
　本展示会は隔年で開催されている海運業の国際見本市
で、今回で15回目の開催となります。日本企業は機器
メーカなど12社が参加、これに加え中国、ヨーロッパ
諸国など世界各国から計60 ヶ国の関連企業1,500社以上
が出展し、主催者の発表によると15,000人以上が本展示
会へ来場しました。

　当社は日本舶用工業会の日本パビリオンの一社として
参加し、当社ブースではカタログ配布とパネル展示を、
セミナーでは会社概要、舶用主機関製品の紹介とA,AX
形機関・UEC33,35LSE形機関のプレゼンテーションを
行いました。シンガポール船主による当社機関採用が増

えていることをアピールし、セミナー参加者に当社製品
のご理解を一層深めていただくことができたと実感して
おります。
　シンガポールは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。展示会にはシ
ンガポール在住船主だけでなく、代理店や国外の船主も
多数来場されており、意見交換や商談打ち合わせなどを
行う良い機会となりました。
　今後も定期的に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　梅澤誠

SEA JAPAN 2018 へ出展
　2018年4月11日から13日までの3日間、東京ビッグ
サイトにて『SEA…JAPAN…2018』が開催されました。
SEA…JAPANは1994年から隔年で開催されている国内
最大の国際海事展です。過去最多となる28の国と地域
から580社の出展企業が参加、来場者数は20,000人を超
える結果となった本展示会に、当社も前回に引き続き出
展しました。
　当社ブースでは ｢環境規制・省エネ・安全｣ をテーマ
に以下の展示を行いました。
①自己診断機能付新形リモコン ｢ARR-EPW1｣（実機展

示）（本誌P5）
②インジェクションブースター（本誌P4）
③舶用防音室 ｢mālie（マーリエ）｣（本誌P6 ～ 7）
④2ス ト ロ ー ク デ ィ ー ゼ ル 機 関「UEC33LSE-C2｣
「UEC35LSE-Eco-B2（本誌P1 ～ 3）」

⑤大形ダクタイル鋳物
　新形リモコンは、実際に操作が可能なデモ機を会場に
設置したことから、沢山のお客様に興味を持っていただ

きました。環境・省エネ関
連商品はお客様の関心も高
く、インジェクションブー
スターと防音室について多
くの問い合わせをいただき
ました。また「こんな鋳物
は御社で製造可能か？」と
いった、当社の鋳物製品に
ついて問合せてくださった
お客様も多くいらっしゃい
ました。
　今回の展示会でいただいた皆様からの貴重なご意見を
活かし、今後もお客様のニーズに応える製品の提供に努
めて参ります。
　最後に当社ブースにお越しくださった皆様に心より感
謝申し上げます。今後も変わらぬご支援ご鞭撻をよろし
くお願いいたします。

営業部　業務管理課　鶴田佳村
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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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