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表紙写真
「かんざんじロープウェイ」

　静岡県浜松市の浜名湖の雄大な景観が一望できる「かんざんじロープ
ウェイ」は、日本で唯一の湖上を渡るロープウェイです。乗車時間4分、
全長723mで、遊園地「浜名湖パルパル」に隣接する「かんざんじ駅」と「浜
名湖オルゴールミュージアム」に隣接する「大草山駅」を結んでいます。
　表紙写真のゴンドラには、大河ドラマ「おんな城主 直虎」の主人公井
伊直虎をイメージした浜松市のキャラクター「出世法師直虎ちゃん」のラッ
ピングが施されています。
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UEC35LSE-C1形機関の紹介

1. はじめに
　当社で製造実績のあるUEC35LSE形機関は、電子
制御のUEC35LSE-Eco-B2形のみでしたが、お客様の
幅広いニーズに対応すべく、新たに機械式機関である
UEC35LSE-C1形を導入することとなりましたので、本
機関について紹介します。

2.特長
　表−1にUEC35LSE-C1形機関の主要目を、図−1に
レーティングマップを示します。シリンダボア及びス
トロークはUEC35LSE-Eco-B2形と同一となっていま
すが、出力はPmeを2.25MPaまでアップさせることで、
B2形を超える高出力に対応しています。回転速度は低
回転化のニーズに対応し、B2形と同様の118 〜 167min-1

としています。

3. おわりに
　本機関には、これまで就航しているUEC33LSE-C2
形機関及びUEC35LSE-Eco-B2形機関で得られた知見
を全てフィードバックし、信頼性を向上させた設計と
なっています。2019年上期に詳細設計を完了し、2020
年内に市場投入する予定です。

技術部　ディーゼル設計課　戸塚陽太

　図−2に6UEC35LSE-C1形機関の外観を示します。
シリーズの姉妹機で既に実績のある6UEC33LSE-C2形
機関と多くの部品を共用し、信頼性の高い設計となって
います。
　シリンダ注油は、機械式注油器の他に電子制御式シリ
ンダ注油器A-ECLを適用することも可能です。A-ECL
を適用する場合は、機関中段格子部にA-ECLサプライ
ユニットが設置されます。また、従来の機械式注油器と
ほぼ同サイズで、機械式でありながらシリンダ注油量の
低減が可能なJ-MPL（図−3参照）の適用も可能となっ
ており、様々なご要望に対応できるようなラインアップ
となっています。
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図− 2　6UEC35LSE-C1（A-ECL）の外観

A-ECL
サプライユニット

図− 3　J-MPL 注油システム

図− 1　レーティングマップ

表− 1　機関主要目

機関形式 UEC35LSE-C1 UEC35LSE-Eco-B2
出力レンジ kW 2,650 〜 7,480 2,350 〜 6,960

出力 kW/Cyl. 530 〜 935 470 〜 870
回転速度 min-1 118 〜 167 118 〜 167

シリンダ数 - 5 〜 8 5 〜 8
シリンダボア mm 350 350
ストローク mm 1,550 1,550

ストローク/ボア比 - 4.43 4.43
正味平均有効圧力 MPa 2.25 2.1
平均ピストン速度 m/s 8.6 8.6
燃料消費率（P1）g/kWh 175.0 167.0
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6UEC35LSE-Eco-B2-SCR形機関の紹介

1. はじめに
　近年海運業界における環境規制の強化が進んでいます。
船舶から排出される環境汚染物質であるNOx（窒素酸化
物）については、2000年より1次、2次、3次規制と段階的
に排出量が規制強化されています（関連記事は12ページ）。
　現状では、一般海域においてはNOx2次規制に、排
出規制海域（ECA海域：Emission Control Area）では
NOx3次規制に適合する必要があります。NOx3次規制に
対して当社で製造している小形UE機関では、主にLP-
SCR（Low Pressure - Selective Catalytic Reduction：
低圧−選択触媒還元法）を採用することにより適合して
いきます。
　当社では2010年より国土交通省主導の実船搭載試験
を通してLP-SCRの開発をライセンサと共に進めてき
ました。2018年にはUE機関の中国ライセンシである
中国船舶重工集団柴油機有限公司（China Shipbuilding 
Industry Corporation Diesel Engine Co., Ltd.）にて
6UEC33LSE-C2-SCR形機関の陸上公試・開放検査を
無事完了し本機関を搭載した船舶は昨年就航しました。
　本稿では、NOx3次規制適合機関6UEC35LSE-Eco-
B2-SCR形と、その対応技術であるLP-SCRについて紹
介します。

2. 6UEC35LSE-Eco-B2-SCR形機関
　 今 年 度、 当 社 で はNOx3次 規 制 適 合 機 関 の
6UEC35LSE-Eco-B2-SCR形機関を製造します。小形
2ストローク機関にSCRを装備するのは国内エンジン
メーカでは初めてとなります。
　6UEC35LSE-Eco-B2-SCR形は、昨年7月に本誌131号
にて紹介した6UEC35LSE-Eco-B2形をNOx3次規制に適
合するべく設計された機関のため、機関の基本仕様とな
る主要目、レーティングマップは同一となっています。
　6UEC35LSE-Eco-B2-SCR形機関の主要目を表−1に
示します。

3. LP-SCRの開発コンセプト
　LP-SCRの開発コンセプトを以下にまとめます。
・Eco制御系でTierⅡ（2次規制）/TierⅢ（3次規制）モー

ド切換、SCR装置の操作（ON/OFF）が可能。
・過給機後流の低圧となった状態の排ガスを処理する

ため、過給機前にSCRが配置されるHP-SCR（High 
pressure - SCR）と比較して、シンプルな構成で機関
動特性への影響がなく機関性能への影響も最小限。

・SCRが配置される過給機後流の排ガスラインは低圧
であるため機器への負荷が低い。また、反応器をライ
ン上に自由に配置することが可能で、設置上の自由度
が大きい。

4. LP-SCR
　LP-SCRは、触媒を介した還元反応によって排ガス中
に含まれるNOxを無害な窒素と水に分解する装置です。
ミキシングユニットによって排ガスに尿素水を噴霧して
効率的にアンモニアを発生させ、NOxとアンモニアを反
応器内で反応させます。
　この脱硝反応を正常に維持するためには排ガスの温度
管理が重要です。この反応に必要な温度は、機関付の過
給機に内蔵したEGB（Exhaust Gas Bypass）バルブに
よって自動調整されます。
　反応器外形図、外形寸法を図−1に示します。なお、
外形寸法は機関及びレーティングにより異なります。

表− 1　6UEC35LSE-Eco-B2-SCR 形機関 主要目

シリンダ数 - 6
シリンダボア mm 350
ストローク mm 1,550
最大出力 kW 4,195
回転速度 min-1 133.7
機関全長 mm 5,010 図− 1　反応器外形図、外形寸法

外形寸法
全長（高さ）
　3,600 mm
全幅
　1,990 mm
奥行き
　1,708 mm
口径
　800 A
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　LP-SCR全体の系統図を図−2に示します。ミキシン
グユニットと反応器は、主機関から排出される排ガスを
船外へと導く排気管の経路に設置します。
　ECA海域外を航行する際にはLP-SCRはOFFとし、
排ガスは反応器をバイパスする形で船外へ排出されま 
す。ECA海域内を航行する際はLP-SCRをONとし、排
ガスはNOxが除去されて船外へ排出されます。
　LP-SCR OFF時は、LP-SCR手前のRSV-1とRSV-2
バルブが閉じて排ガスのLP-SCR側への流入が遮断され
ると同時に、RBVバルブが開いて排ガスはバイパスラ
インへ流れます。この時温度コントロールされていない
排ガスがLP-SCRへ流入せぬよう RSV-1とRSV-2の2つ
のバルブ間にシールエアを投入します。
　LP-SCR ON時は、LP-SCR手前のRSV-1とRSV-2バ
ルブが開いて排ガスはLP-SCR側へ流れると同時に、バ
イパスラインのRBVバルブを閉じます。

5. おわりに
　6UEC35LSE-Eco-B2-SCR形機関は、当社では初の
NOx3次規制適合機関でありLP-SCRの初号機となるこ
とから、設計検証、現場検証に加え、現場の声や顧客ニ
ーズの反映にも積極的に取り組み、更なるLP-SCRの作
り込みに邁進していく所存ですので、ご指導ご鞭撻を賜
りますようお願いします。
　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。

技術部　ディーゼル設計課　溝田和彦

図− 2　LP-SCR 系統図
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A45S形機関　油圧管制動弁適用

1. はじめに
　機関室環境の改善は、昨今の機関員の労働環境改善に
おける重要な課題の一つであり、当社としても種々の取
組みを進めています。
　その取組みの一環として、既存機種への油圧管制動弁
の展開を進めていますが、今回、当社4ストローク機関
の最大機関であるA45S形機関への油圧管制動弁の適用
を完了したので紹介します。

2. 油圧管制動弁の構造と特長
　当社の油圧管制動弁機構は、上部動弁装置と下部動弁
装置、上下の動弁装置を接続する動弁管制管で構成され
ています。機構全体図を図−1に示します。

4. おわりに
　本機関は、A45S形機関としての油圧管制動弁初号
機であるとともに電子制御式シリンダ注油システム

（ALS）及び高度船舶安全管理システムの初号機でもあ
り、村上秀造船株式会社殿にて建造された、株式会社霧
島海運商会殿向けのタンカーに搭載されました。
　高い信頼性を有するA45S形機関をベースに、油圧管
制動弁、ALSなどの最新環境対応技術を適用し新しい
ニーズにも応えた機関となりました。
　今後もお客様にご満足いただけるような製品開発に努
めて参りますので、引き続き当社機関をご愛顧いただけ
ますようお願い申し上げます。

技術部　開発設計課　菊地巧

　従来のプッシュロッドによる吸排気弁駆動を油圧式と
することで、動弁系のメカノイズと潤滑油等の飛沫を減
少させることができます。メカノイズの減少は機関室騒
音の低減、潤滑油の飛沫減少は機関室の清浄化や過給機
等の汚れ抑制など機関室環境の改善に繋がります。
　当社の油圧管制動弁の特長として、各動弁装置をシン
プルなユニット構造とすることで、メンテナンスが容易

になっていることが挙げられます。また、吸排気弁の動
作確認用点検窓を吸排気弁箱に装備しています。
　現在、油圧管制動弁は最新のAXシリーズを中心に展
開し、2019年4月の時点で約40台の実績を有しています。
今回のA45S形機関への展開においては、これまでの実
績で培った知見を元に、さらに信頼性の高い設計を盛り
込んでいます。

3. 工場での検証試験
　2018年11 〜 12月、A45S油圧管制動弁初号機の工場
運転において、吸排気弁の動作や作動油圧力などの検証
試験を行い、計画通りに作動することを確認しました。
図−2に各種センサを取付け試験運転中の上部動弁装置
を示します。

図− 2　上部動弁装置

図− 1　油圧管制動弁　機構全体図

上部動弁装置

動弁管制管

下部動弁装置
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1. 「高度船舶安全管理システム」とは
　高度船舶安全管理システムとは、主機に装備した種々
のセンサの情報より状態を監視するシステムです。この
システムは、船陸の双方でセンサ情報を共有することが
でき、異常の兆候等を早期に検知し通知することで、主
機の故障を未然に防止することができます。
　これにより、次のような効果が期待できます。
・機関故障、不具合等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

2. 主機関の状態監視センサ
　前項で述べたように、主機の状態監視及び診断を行い
主機の故障の未然防止に繋げるため、次のような特殊セ
ンサを装備します。

⑴筒内圧センサ
　全シリンダの燃焼最高圧力及び圧縮圧力を計測し、機
関運転中の燃焼状態を監視する。
⑵主軸受温度センサ
　各主軸受の温度を計測することで、機関運転中の主軸
受の状態や潤滑状態を監視する。

⑶シリンダライナ温度センサ
　全シリンダのライナ温度を計測することで、機関運転
中のシリンダライナとピストンリング間の潤滑状態を監
視する。

3. 診断システム
　船内に主機関の状態を監視・診断するPCを設置する
ことで早期に異常を検知し、故障の未然防止を行います。
　診断には2種類の方法を用いており、瞬時値による診
断及び経年変化による診断を実施します。瞬時値による
診断により、異常の兆候を検知し機関の不具合等を未然
に防止します。また、経年変化による診断により急激な
劣化等を検知することで、適切なメンテナンスが行えます。

4. おわりに
　当社は今後、「高度船舶安全管理システム」の目的で
ある主機の安全性・信頼性向上の実現のため、本システ
ムの認定取得に向け、株式会社霧島海運商会殿の協力の
下、船上での運用実績を積み上げていきます。
　今後も本システムの更なる向上に努め、お客様により
安心して主機関をご使用いただけるよう取組んで参りま
すので、ご支援のほどよろしくお願いします。

技術部　開発設計課　岩本卓也

高度船舶安全管理システム

図− 1　主軸受温度センサ

図− 2　シリンダライナ温度センサ

図− 3　瞬時値診断のイメージ

注意値を超えると、診断PCに
注意が表示される

警報値を超えると、船内のアラームによる
通知と陸上へ異常メールを送信する
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電子制御式シリンダ注油システム（ALS）
搭載機種拡充

1. はじめに
　当社の製造する4ストローク機関は、低速かつロング
ストロークであることから、潤滑という観点で見ると、
特にシリンダライナの上部は非常に過酷な条件となって
いるため、シリンダ注油による積極的な潤滑油供給が重
要です。そして、このシリンダ油は大部分がピストンリ
ング・シリンダライナの潤滑や酸中和のために消費され
ることから、シリンダ注油量の削減はランニングコスト
や環境負荷低減のための重要なテーマの一つです。
　当社では、2010年に低速4ストローク機関向けの電子
制御式シリンダ注油システム（ALS）を開発し、これ
までAXシリーズにおいて100台以上の実績を積み重ね
てきました。
　これまでのAXシリーズでの知見を活かしてA45S形及
びA38S形機関向けの適用設計を進め、この度実機検証
を完了したので紹介します。

製 品 紹 介

2. システム概要
　図−1にシステムの構成機器を示します。図のように
ALSノズル、注油器、注油角度制御用センサ、制御盤
によるシンプルな機器構成となっています。
　本システムは、最適な注油タイミングと高圧注油によ
り、酸腐食の発生しやすいシリンダライナのFA方向に
効果的な注油を行うことが可能であり、そのため注油量
を機械式注油に比べて約30％削減可能です。
　システムの動作監視機能としては、注油器の動作時間
監視、注油器と制御盤間の通信状態監視、注油器への通
電監視の機能を備えており、システムに異常が発生した
際には即座に検知されます。
　また、センサ異常や制御盤内の制御回路の損傷が発生
した場合に備えて非常注油回路を備えており、システム
の信頼性を確保しています。

図− 1　システム構成
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3. A45S形機関へのALS適用
　ALS初搭載となるA45S形機関は、村上秀造船株式会
社殿で建造される株式会社霧島海運商会殿向けタンカー
用の主機関であり、ALSと合わせて油圧管制動弁（関
連記事は4ページ）、高度船舶安全管理システム（関連記
事は5ページ）も同時に採用しています。
　図−2に本機におけるシリンダ注油器の外観を示しま
す。

　また、本機では、4ストローク機関の特性を考慮した
新たなシリンダ注油量の制御方式を採用しています。以
下に詳細を示します。

・出力比例式注油量制御「E-POWER」
　シリンダ注油量は一般的に機関回転数に比例しており、
常用負荷では注油量が過多気味となる傾向にあることか
ら、常用負荷において注油量を自動で出力比例に変更し
最適化する制御方式を採用しています。これにより、更
なるシリンダ油消費量の削減が可能となります。

・艏駆動用注油量制御「E-FORE」
　艏駆動時における主機関の運転点は、一般的に機関回
転数に対して出力が低い状態となるため、前述の常用負
荷と同様に注油量過多となる傾向にあります。
　そのため、機械式注油器の場合は乗組員が手動で注油
率を調整するケースもあり、特に荷役回数の多い内航船
では乗組員の負担となっていました。
　E-FOREは、艏駆動用クラッチが嵌状態になると注油
量を自動低減するため、注油量の最適化と乗組員の負担
軽減を可能としています。

4. A38S形機関へのALS適用
　A38S形機関のALS搭載初号機は、新造船ではなく就
航船へのレトロフィットとなりました。ALSへの換装
工事は、主機関連工事と制御機器の電気工事を伴う比較
的規模の大きい工事となりましたが、船主殿、入渠造船
所殿の多大なるご協力により問題なく完了しました。
　また、これまでのALS初号機では、工場運転時に注
油タイミングなどの検証を行っていましたが、今回はレ
トロフィットによる搭載のため、ドック後の海上運転に
おいて各種計測による注油タイミング等の検証を行いま
した。
　本機については、換装工事前後における機関コンディ
ション変化等の追跡調査を行い、ALSの効果検証を進
める予定です。

5. おわりに
　今回A45S形機関とA38S形機関の二機種への適用が完
了したことで、Aシリーズにおいてもシリンダ油消費量
削減のためのオプションとしてALSをご採用いただく
ことが可能となりました。
　将来的に原油価格上昇に伴う潤滑油価格の更なる上昇
が予想される一方、機関の高出力化に伴う燃焼室の負荷
増大により、シリンダ注油の重要性は増しています。そ
のような環境の中で潤滑性能を確保しつつ潤滑油消費を
抑えることのできる本システムは、船舶の安全航行と運
航コスト低減の両立に大きく寄与するものと考えており
ますので、興味を持たれたお客様は、是非、お問合せく
ださい。
　今後も引き続き本システムの信頼性と機能の向上に取
り組んで参りますので、ご指導とご支援をお願いします。

技術部　開発設計課　菊地巧

図− 2　シリンダ注油器の外観（カム側）

図− 3　注油器換装後
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自己逆転式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：ARS-EPW1形

1. はじめに
　本誌129号、131号ではトラブル発生時の自己診断
機能を搭載した逆転機付4ストローク機関用リモコン

「ARR-EPW1」を紹介しました。この度自己逆転式4ス
トローク機関向け「ARS-EPW1」を新規開発し、新機
能を搭載した本リモコンがより多くの機関形式に適用可
能となったので概要を紹介します。

2. ARS-EPW1形の特長とシステム構成
1自己逆転式4ストローク機関向けリモコンです。ガバ

ナ制御には信頼性の高い空気制御式を採用しており、
主機回転速度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、考えられる要因をエラーコードにてタッ
チパネルに表示し、トラブル要因の特定を手助けしま
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時の対
策として、強制的にインタロックを解除する緊急モー
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。

7操舵室操縦台内の空気系統簡素化、制御の要である電
空変換器の2重化等により故障に強い構成となってい
ます。

3. 自己診断機能例
　この新形リモコンは始動・停止やカム軸前後進関係の
自己診断が充実しています。以下に事例を示します。
1エアーランはできるが、燃料運転にならない場合

→停止電磁弁や停止シリンダの動きから要因分析を行
い、点検を促す通知を出す。

2ハンドル操作から前進切換までの動作が遅い場合 
→PLCからカム軸前進用電磁弁に信号を出力してか

らリミットスイッチが作動するまでの時間を監視し、
点検を促す通知を出す。

　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し、定期的なメンテナンスを促進
してトラブルの未然防止に役立てることができます。

4. おわりに
　今回は自己逆転式4ストローク機関向け新形リモコン
について紹介しましたが、データロガーなどの監視装置
も新タイプの開発を進めています。
　今後とも乗組員の負荷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します。

技術部　制御技術課　内山匠

製 品 紹 介

新形空気制御パネル

操舵室操縦台盤面

タッチパネル 軽量・コンパクト形操縦ハンドル

従来の空気制御パネル

異常検知履歴画面 メンテナンス画面

異常発生日時 エラーコード
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テレフォンブースの紹介
舶用防音室「malie（マーリエ）」に就航船へのレトロフィットも可能な小形バージョンを追加

1. はじめに
　船内には主機や補機、ポンプ等の音を発する舶用機器
が多数装備されており、これらの機器が設置される区画
の騒音レベルは非常に大きなものになります。機関室や
舵機室等の区画で乗組員同士が会話をすることは非常に
困難であり、当社工場での機関の陸上試運転の際も機関
のそばで会話をする場合は大声を出さないと意思疎通が
できません。
　このような場所でも落ち着いて会話が可能な環境を提
供できる、防音室「malie（マーリエ）」の小形バージョ
ンとして、テレフォンブースを開発したので以下に紹介
します。

2. テレフォンブース
　図−1にテレフォンブースの形状を示します。テレ
フォンブースには、簡単な休憩も可能な少し大きめの部
屋（Aタイプ）と、一時的な交信・会話に便利な小さめ
の部屋（Bタイプ）が用意されています。
　またテレフォンブースには窓があり、外の機器を目視
で確認しながら交信・会話を行うことが可能です。

3. 騒音低減効果
　図−2のように当社工場での機関の陸上試運転時に機
関から約6mの地点にテレフォンブースを設置し、その
中と外とで騒音レベルを計測しました。
　機関の諸元は以下の通りです。
　　名称 ：AX31
　　出力 ：1,323kW（1,800PS）
　　回転速度 ：290min-1

　本計測のオクターブ分析結果を図−3に示します。
　広い周波数範囲に渡り明瞭な騒音低減効果がみられ、

高周波域では特に高い効果が発揮されています。一般的
に機関近傍ではオクターブ分析における4kHzや8kHzバ
ンドに該当する過給機などの騒音が非常に大きくなりま
す。テレフォンブースではこの帯域において40dBを超
える騒音低減効果があり、計測の結果全周波数の騒音レ
ベル（図−3のAP：All Path）は35dBの低減効果が確
認されました。
　実際の機関室は多くの機械が動いており、もう少し騒
音レベルが高い可能性もありますが、開発したテレフォ
ンブース内では、ブリッジ（船橋）との交信や乗組員同
士の会話が大声を出さなくてもごく普通に行えます。

4. おわりに
　機関室や舵機室など会話もままならない騒音環境にテ
レフォンブースを設置することで、明瞭な指示伝達が可
能となり、本船の安全運航にも寄与するものと考えます。
　就航船へのレトロフィットも可能ですので、船内騒音
でお困りの際は是非ご相談ください。

事業企画室　平松宏一

図− 1　テレフォンブース形状

A タイプ B タイプ

図− 2　騒音計測位置

図− 3　オクターブ分析結果
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技 術 解 説

1. はじめに
　機関を安全に長くお使いいただくためには、適切なメ
ンテナンスが不可欠です。主機関データ収集システム

（EICS）は、機関の状態を船内だけでなく陸上など遠
隔地からも確認して事故・故障を未然に防止すると共に、
故障が発生した場合にも原因の早期発見と適切な部品交
換による迅速な復旧を可能とするシステムです。

2. システム構成とデータ収集量
2.1 システム構成
　当社データロガー（ADL）またはタッチパネルモニ
タ（APT）に表示している機関データを船陸間通信回
線経由でクラウドサーバに保存します。クラウドサーバ
内の機関データはインターネットにより陸上から確認す
ることができます。

2.2 データ収集量
　就航船から機関データをクラウドサーバへ送信する船
陸間通信には、携帯電話・スマートフォンなどで使用さ
れている3G/4G回線と衛星回線の2回線を使用します。
　3G/4G回線では、1時間毎に1回分の機関データを本
船からクラウドサーバへ送信します。衛星回線では、4
時間単位の機関データを3回分取りまとめて、12時間毎
にクラウドサーバへ送信します。
　また、クラウドサーバへ送信された機関データはサー
バ上に10年間以上保存し続けることが可能です。

3. EICS導入条件
　ADLまたはAPT及び船舶データ通信機器の設置と通
信回線を装備する必要があります。

4. 機能とメリット
4.1 トレンドグラフ表示機能
　EICS搭載船より収集した各種データをトレンドグラ

主機関データ収集システムの紹介
EICS (Engine Information Communication System)

フ形式で表示することにより、各部品の状態変化を一目
で直感的に把握することができます。

4.2 データ一覧表示機能
　EICS搭載船より収集した各種データをデータ一覧形式で
複数種類のデータを比較しながら確認することができます。

4.3 メリット
　EICSを導入することにより、次のようなメリットが
あります。
⒈機関の状態が陸上でも把握できることから計画的な保

全が可能となります。
⒉故障の未然防止に役立ちます。
⒊故障時に早期の原因発見・修理対応が可能となります。
⒋高年齢化、若年化が進む機関員の業務負担の軽減に繋

がります。

5. おわりに
　主機関データ収集システム（EICS）について紹介し
ました。今後は5Gサービスの導入に伴い、IoTやAI技術
の更なる成長が予想されています。次のステップとして
収集したデータを診断し、異常の兆候の有無や必要な処
置を提示する機能の追加を予定しています。時代に沿っ
たサービスをお客様に提供できるよう日々努力していき
ますので、ご指導とご支援をお願いします。

技術部　制御技術課　髙野洋平

図− 2　トレンドグラフ

図− 3　データ一覧

図− 1　システム構成
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技 術 解 説

1. はじめに
　船舶から排出される排ガスによる大気汚染と健康被害
を防止するため、2020年1月1日以降、一般海域で使用
される燃料油中の硫黄分の規制値が従来の3.5％以下か
ら0.5％以下に引き下げられます（関連記事は12ページ）。
本誌132号にてSOx規制適合燃料について報告しました
が、その後入手した情報を元に続報をお伝えします。

2. 混合安定性
　燃料油中の炭化水素は、鎖式飽和炭化水素成分（パラ
フィン分）と多環芳香族成分（アロマ分）に分けられま
す。一般的にパラフィン分を主成分とする燃料とアロマ
分を主成分とする燃料を混合すると、アスファルテンス
ラッジを析出しやすいといわれています。基本的には同
じ油であれば問題は発生しないので、計画的に同じ油を
供給するようお願いします。
　やむを得ず混合する場合においては、事前にスポット
テストなどで確認を行う、なるべく比重や流動点の近い
油を選ぶなど、細心の注意を払うことが必要です。さら
に、タンク内の燃料をなるべく使い切ったうえで次の燃
料を投入するなどで混合比率を小さくすることを推奨し
ます。
　アスファルテンスラッジ析出の予防策としてスラッジ
分散剤を使用するケースもありますが、分散剤に金属成
分やニトロ成分などが含まれている場合はエンジン燃焼
室の耐久性に影響を及ぼすことがあるので、分散剤メー
カと十分に協議して選定してください。

3. 着火性
　SOx規制適合燃料を製造するにあたっては、燃料油製
造工程で生成されるライトサイクルオイル（LCO）や
クラリファイドオイル（CLO）と呼ばれる比較的低硫
黄な基材を混合する方法が採用されると考えられていま
す。

SOx規制適合燃料の適用について

　LCOやCLOは前項にて説明した成分のうち、アロマ
分が主体となります。アロマ分はパラフィン分に比べて
着火性が悪く、燃焼時間も長くなる傾向があります。最
近では、燃料油中に含まれる芳香族性を表し着火遅れ
との相関が高いCCAIなどの指標も提示されているので、
バンカー時などには確認することをお奨めします。

4. UEC機関の潤滑油選定
　SOx規制適合燃料は燃料油中の硫黄濃度が0.5％以下
に制限されることから、従来UEC機関用のシリンダ油
として推奨してきた高アルカリ価油を長期使用する場合
には、アルカリ価成分が過剰となり、硬質スラッジ発生
過多による不具合が発生する可能性があります。適合油
に対応したシリンダ油は各油メーカにて開発・選定中で
あり、2019年秋を目処に推奨リストに反映する予定です。
　なお、UEC機関はクロスヘッド形機関であり、シス
テム油については燃料油中の硫黄分による変更は必要な
いので、現在の銘柄を継続してご使用ください。
　また「2020年SOx規制適合油に関する注意点」とし
てサービスニュースASN-2-299を2019年3月に発行して
いるので、合わせて参照ください。

5. 4ストローク機関の潤滑油選定
　当社オリジナルの4ストローク機関については、機関
取扱説明書の「潤滑油の管理」に記載しているA重油用
の選定に準じてください。

6. おわりに
　燃料油中の硫黄分規制に対して各船級からガイダンス
が発表されていますが、検討中の事項もまだあります。
当社としても、引き続き情報収集と発信をして参ります。

技術部　ディーゼル設計課　清水隆明

表− 1　4 ストローク機関の潤滑油選定指標

注油 シリンダ油 システム油 備考

シリンダ
注油有

BN30以上
SAE40相当

BN20以上
SAE30相当 —

BN25以上
SAE30相当 共油の場合

シリンダ
注油無 — BN20以上

SAE30相当 —

図− 1　一般海域での硫黄分規制
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法 令 情 報

船舶を取り巻く環境規制

1. はじめに
　船舶を取り巻く環境規制は、近年新たな規制が矢継ぎ
早に制定され、その強化についても段階的に推し進めら
れています。船舶では国際海事機関（IMO）が中心となっ
て国際的な合意のもと、地球環境保護を目的に様々な規
制を定めてきましたが、本稿では舶用機関に関連深い
NOx、SOx・PM、CO2（GHG：温室効果ガス）に関する
規制を中心に経緯や動向をまとめました。
　陸上の環境規制に比べると後発となりましたが、船舶
には21世紀に入ってから現在までに、大別すると大気汚
染防止のためにNOx、SOx・PM規制が、地球温暖化防止
のためにCO2規制が導入され、段階的に強化が図られてい
ます（表−1）。

2. 大気汚染防止のための規制
2.1　NOx規制
　NOx規制はIMOで長年審議を重ねた末、船舶では初め
ての規制（1次規制）が国際航海船に対して、2000年1
月に建造された船まで遡及適用する形で、2005年に発効
しました。この国際条約を国内法に取り込み、日本では
2005年より内航船等についても規制対象としています。
　その後2011年に規制値を厳しくした2次規制が発効し、
さらに2016年には3次規制が発効しました。この3次規制
の導入により排出規制海域（ECA）では、2016年以降に
起工した船舶には1次規制値と比べ80％以上という大幅な
NOx削減を求められています。
　しかし軽油、A,C重油等の石油燃料を使用する場合、
ディーゼル機関単体でNOx3次規制に適合することは不可
能です。このため当社では国家プロジェクトの「スーパー
クリーンマリンディーゼルの研究開発」に参加してLP-
SCR（低圧−選択触媒環元法）の開発・実用化を推進し

てきました。プロジェクト完了後も社内4ストローク試験
機関にSCRを設置して耐久運転を継続中であり、SCRシ
ステムの信頼性の確保に努めています。

2.2　SOx・PM規制
　排ガス中のSOx・PM規制は燃料油中の硫黄分濃度を
抑制するものです。スクラバを搭載して排ガス中のSOx
を除去する手段を選べば従来の高硫黄燃料の使用が認め
られますが、現実的には、特に内航船や漁船については
燃料油に含まれる硫黄分を減らした低硫黄燃料油の使
用が主体になると考えられます。ECAでは既に2015年
より硫黄分規制値が0.1％まで引き下げられていますが、
一般海域における硫黄分を0.5％以下とする規制が2020
年1月から実施されます。
　低硫黄燃料油を使用した場合に生じ得るいくつかの問
題点が懸念されていますが、事前準備と適切な対応を行
う目的で国土交通省海事局から今年3月に「2020年SOx
規制適合舶用燃料油使用手引書」が発行されました。ま
た、同様の趣旨で日本海事協会からも同月に「2020年
からのSOx規制適合燃料油の使用に関するガイダンス」
が発行されています。機関を取り扱う関連各位には一読
をお勧めします。

2.3　大気汚染物質放出規制海域（ECA）について
　現在ECAは北海・バルト海域（SOxのみ）、北米沿岸・
北米カリブ海（NOx/SOx）、中国3地域（SOxのみ）ですが、
北海・バルト海域では2021年以降の起工船はNOxも対
象となります。
　日本周辺海域については、2010年から2013年にか
けて行われた「船舶からの大気汚染物質放出規制海
域（ECA）に関する技術検討委員会」での検討の結果、

〜 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2025 〜

SOx
一般海域 硫黄分3.5%（2012より） 硫黄分0.5% 
ECA 硫黄分1.0%（2010より） 硫黄分0.1%（米国・カナダ沿岸、米国カリブ海、北海・バルト海）

NOx
一般海域 2次規制（2000より1次規制、2011より2次規制）
ECA 2次規制（2011より） 3次規制（米国・カナダ沿岸） 3次規制（北海・バルト海）

CO2

（GHG）
EEDI Phase 0（2013より） Phase 1 Phase 2 Phase 3
DCS 2019より燃料消費実績報告制度が5,000総トン以上の国際貨物船で義務化

船内騒音 2014より
バラスト水管理 発効
シップリサイクル 2009にIMO香港条約が採択され発効要件成立待ち（日本は2019年3月に批准した）

表− 1　近年採択、発効された規制の状況
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ECAに指定しない方針が決定しています。即ち、日本
周辺海域は2020年以降も見直しがない限り「一般海域」
であり、燃料中の硫黄分は0.5％以下、NOxは2次規制の
規制値が適用されます。

3. 地球温暖化防止のための規制
　地球温暖化問題は京都議定書（COP3’97京都会議）
以降、地球表面のCO2循環が問題視されるようになり、
様々な規制が推進されています。温室効果の模式図を図
−1に、環境への影響を図−2に示します。
　国際海運における温室効果ガス（GHG）の排出抑制
策もIMOにおいて議論され、段階的な規制強化が進めら
れています。

3.1　EEDI規制
　エネルギー効率設計指標（EEDI）規制では新造船建
造時の設計上のCO2排出量を抑制することが要求され
ます。EEDIとは1トンの貨物を1マイル運ぶ際に排出さ
れるCO2の排出量です。船種ごとに算出したEEDIの平
均値であるリファレンスラインを基準に、2050年まで
に総排出量の50％削減、最終的にはCO2排出ゼロを目
指すことを大方針として、Phase 0（リファレンスライ
ンを超えないこと，2013年〜）、Phase 1（10％以上削
減，2015年〜）、Phase 2（20％以上削減，2020年〜）、

Phase 3（30％以上削減，2025年〜）と段階的に削減率
が上がります。
　 図− 3に EEDI 規 制 の 概 要 計 画 図 を 示 し ま す
が、IMOの海洋環境保護委員会であるMEPC73及び
MEPC74では一部船種についてPhase3の適用時期の前
倒しや削減率の強化について合意されています。

4. おわりに
　NOx、SOx、EEDI（CO2削減）といったエンジンに
関連深い規制について概説しましたが、船舶を取り巻く
環境規制では船内騒音規制（2014年〜）、バラスト水管
理条約（2017年〜）といった規制も近年発効していま
す（表−1）。非常に厳しい規制値が課されている騒音規
制に対し、当社では新開発した「舶用防音室」を、Sea 
Japanやバリシップの展示会で提案しました。
　また、IMOで2009年に採択された後、長年発効要件
待ちとなっていたシップリサイクル条約に関し動きが
あり、昨年6月に国会を通過して国内法制化の準備が整
い、日本は本年3月にこの条約に批准しました。当社で
はシップリサイクル条約の要求要件に適合すべく早くか
ら準備を整えており、その一環として2009年、環境経
営管理システム「エコステージ」を業界モデルケースと
して導入し現在に至っております。
　エンジンメーカだけでなく海運・造船・舶用工業界全
体に課された最大の課題はいかにして将来CO2排出をゼ
ロにするかということでしょう。この難問については当
然ながらまだ解は見えず、模索を続けねばなりません。
皆様の力を借りながら当社も精進努力していく所存です
のでよろしくお願いします。

技術部

図− 1　温室効果の模式図（出典：気象庁ホームページ）

図− 2　地球温暖化による環境問題

図− 3　EEDI 規制の概要計画図
（出典：国土交通省　CO2 排出規制の枠組み及び最新動向）
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アナログ計器のデジタル化システム
検査データデジタル入力の効率化に関する研究

1. はじめに
　舶用機器業界においては環境規制や省エネなど様々な
ニーズに対応するため、機器の機構は複雑化し構成部品
も精密化が進んでいます。これらの機器を高品質な状態
でお客様に届けるために従来以上の品質管理体制が求め
られる中、近年成長の著しいIoTやAIを用いた高度品質
管理システムに注目が集まっています。
　当社は、この高度品質管理システムを実現するために、
一般社団法人日本船舶品質管理協会主導の下、公益財団
法人日本財団助成による平成30年度からの2 ヵ年研究開
発事業に参加しています。
　本事業の中で当社は「検査データデジタル入力の効率
化」を研究テーマとし、検査品質の向上、作業の効率化
と短縮化、ヒューマンエラーの低減に取組んでおり、本
稿では開発中の画像解析ソフトについて紹介します。

2. 画像解析ソフトとは
　本研究における画像解析ソフトとは、アナログ計器の
表示値をデジタル化して取り込むソフトです。従来の計
測は、計測者が計器を目視で確認し、読んだ数値を手動
で端末に入力していました。この一連の動作は全て人に
委ねられているため、数値の読み間違いや入力ミスなど
のヒューマンエラーが発生する可能性がありました。
　そこで、まずは主機関に搭載されているダイヤル式温
度計、棒状温度計、燃料ポンプラックの3種類のアナロ
グメーターを対象として、読み取り数値をデジタル化す
るための画像解析ソフトの開発に着手しました。
　このソフトは、QRコードを取り付けたアナログメー
ターをスマートフォンで撮影することで、アナログメー
ター指針の指示位置やQRコードをパソコン上に取り込
み分析することでメーター読み値を数値化するものです。

　数値化されたデジタルデータは自動的にエクセル計測
シートに入力され、撮影された画像データもパソコンに
保存されます。数値と画像はリンクしており、例えば異
常な数値が確認された時には、リンク先のアナログメー
ターの写真からソフトの読み取りに間違いが無いか確認
することもできます。

3. 今後の研究課題
　画像解析ソフトは開発段階ですが、現状、撮影時の手振
れや計器の振動により、稀にエラーが発生するなどの課題
があります。今後は振動による精度低下への対策や、作業
者が両手で作業しながらでも撮影が行えるようスマートグ
ラスを使用する等工夫して操作性の向上を図ります。

4. おわりに
　これまでの研究で、画像解析ソフトの導入による計測
精度の向上、ヒューマンエラー低減などの効果を確認で
きました。最終的には
・陸上試運転時の計測時間を約2分の1に短縮。
・計測者ごとの計測結果のバラつきをなくす。
・計測値と画像データを紐づけて保存し、計測値の信頼

性を上げる。
・計測後の管理者のチェック時間を短縮。
などを目標に、今年度も研究を継続しています。
　計測デバイスにスマートフォンを用いているため操作
も容易であり、熟練の検査員でなくとも操作を覚えるの
に時間がかからないこともメリットの一つです。
　お客様へ安心・安全にお使いいただける製品をお届け
できるよう、精一杯努力して参りますので、何卒ご支援
を賜りますようお願いいたします。

品質保証部　品質保証課　長島久樹

エクセル計測シート

計測結果が
自動入力される

QR コードとアナログメーターをスマートフォンで撮影
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作業手順書の電子データ化

1. はじめに
　当社の製品課では、エンジンの組立作業に用いる作業
手順書を、これまでの紙媒体のものからスマートフォン
やタブレットで動画を交えて見ることができるよう、デ
ジタル化に取り組み始めました。この取組みは熟練を要
する技術・技能をわかり易く伝承し、共有化することを
目指しています。本稿ではその一端を紹介します。

2. 作業手順書とは
⑴役割
　作業手順書とは、一定の品質を確保するために定めら
れた手順通りに確実に作業するよう、組付け基準や順序、
守るべきルール等を示したものです。

⑵紙媒体の作業手順書の課題
　これまで当社で使用してきた作業手順書は全て紙媒体
によるものでした。その内容は文章と説明図で構成され
ていますが、次のような課題がありました。
・作業間違いをなくすために細部まで詳述した作業手順

書を作成しようとすると、細かな所にこだわる必要が
あり、長文となり読み解きにくい。

・文章と図説による表現には限界があり、物の動きや動
作を上手く表現できない。

・経験の浅い社員が理解するのに時間がかかる。

3. 作業手順書のデジタル化
⑴概要
　当社においても製造現場へのパソコン・タブレットの
導入が進んでおり、スマートフォンを含めこれらのモバ
イルデバイスを活用した作業手順書を作成することにし
ました。新方式は紙媒体と違い図の細部を任意に拡大で
き、何よりも大きなメリットは動画を盛り込むことがで

きることです。従来の作業手順書に比べ、まだ経験の浅
い作業者でも理解し易いものになりました。

⑵デジタル化のプロセス
　まず従来の作業手準書を基に、どのようにデジタル化
するかのシナリオを綿密に作り込みます。動画や写真を
撮影する場面を決め、どの機関でいつ撮影するのかを計
画します。撮影を終えたら動画や写真を取り込み、作業
のポイントや説明文を加えていきます。

⑶適用事例
　燃料弁組立作業において、デジタル化した作業手順書
を適用しました。経験を積むことでしか得ることのでき
ないコツや作業を、従来に比べて非常に短い時間で伝承
することができました。
　新任の作業者からは目論見どおりの感想を得ました。
・従来の手順書を用いて言葉で説明されてもなかなか理

解できなかった作業が、動画を見たら簡単に理解でき
た。

・忙しい先輩に何度も作業を教えてもらうのは心苦しい
が、このようなデジタル化した作業手順書であれば何
度でも見て作業方法を確認することができる。

4. おわりに
　企業では「人の成長なくして、組織の成長はない」と
言われています。デジタル化した作業手順書は、社員の
スキルアップの1つの手段として人材育成に効果がある
ことがわかりました。
　今後は他の部門にも展開していき、製品品質の維持向
上、生産性向上に役立てていきます。

製造部　製品課　成川晶子写真や動画と説明文を組み合わせた作業手順書

タブレットを用いて動画で手順を説明
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大容量太陽光発電設備設置

1. はじめに
　当社豊田工場は建物面積約36,000m2の工場を有してい
ます。CO2削減に貢献するべくこの度工場屋根に大容量
の太陽光発電設備を設置し、2019年3月に工事が完了し
たので紹介します。

2. 設置状況
　今回太陽光発電設備を設置した工場は、『製品西工場』

『第1機械工場』『第2機械工場』の3工場で、合わせて
10,000m2以上の建物面積となります。この3工場の屋根
上に太陽電池モジュールを設置しました。一般的に「メ
ガソーラー発電」と呼ばれる設備の発電規模は、1,000kW
以上の発電を指しますが、当社の設備はメガソーラーの
半分を少し上回る規模の設備です。仕様は以下の通りで
す。
・モジュール最大出力 275W/1枚
・設置モジュール数 2,304枚
・システム容量 633.6kW

　3月末に運転を開始し、2019年5月末までの約2 ヶ月
の累積発電量は175,458kWhに達しました。当地域の日
照量データに基づくソーラーメーカの試算では、年間で
72万kWhを超える発電量が見込まれており、2011年に
当社創業100年事業のひとつとして豊田製品北工場に設
置した390枚とあわせ想定年間発電量は77万kWh超とな
りました。

3. 発電状況
　写真−3は、発電状況を見える化したモニターです。
太陽電池モジュールを20ブロックに分け、それぞれの
発電状況や全体の発電状況がリアルタイムに分かるよう
になっています。

4. おわりに
　以上のように当社では北工場太陽光発電設備に続き、
今回の設備を導入したことにより、次ページで紹介して
いる当社焼津工場（豊田工場、中港工場）全ての照明設
備の年間使用電力量を上回る規模の発電量を持つことに
なりました。
　太陽光発電設備を導入したことにより、従来活用され
ていなかった工場の屋根の上を有効に活用できるように
なるとともに、CO2削減の取り組みを進めることができ
ました。これからも環境に配慮した設備でお客様にご満
足いただける良い製品を作り出して参ります。皆様のご
支援とご鞭撻をお願いします。

製造部　生産技術係　原田雄弘

写真− 2　第 2 機械工場（手前の屋根）

写真− 3　見える化モニター

全体の発電状況

ブロック毎の発電状況

写真− 1　製品西工場
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照明設備LED化推進計画

1. はじめに
　日本主導のもと検討が進められていた「水銀に関する
水俣条約」が、2013年に国連環境計画の外交会議で採
択され、2017年8月に発効しました。これに基づき、一
般照明用の高圧水銀灯については水銀含有量に関係な
く、製造、輸出または輸入が2021年から禁止となるため、
各メーカは水銀灯の生産を終了し、蛍光灯についても大
手メーカ各社が次々と生産中止を決定しています。
　当社はこの状況を受け、省エネルギー活動推進の一環
として早急に照明設備のLED化が必要と考え、2017年
に照明設備の更新計画を立てました。

2. 更新計画
　計画に先立ち、表−1のように、当社焼津工場全ての
建物の照明設備（水銀灯・蛍光灯）の灯数及び年間使用
電力量の一覧表を作成しました。
　既存の照明をLED化した場合の年間削減電力量につ
いて試算したところ、年間693［千kWh］の電力削減に
繋がることがわかりました。

　更新計画については、対象エリアの照明器具の設置年
数や作業性改善の必要性を加味して優先順位を定め、順
次更新を行うこととし、6年を掛け全ての建物の照明を
LED化するように立案しています。

※水銀灯はメタハラやセラメタを含み、蛍光灯は白熱電球、投光器を含みます。

表− 1　照明設備一覧

表− 2　更新計画

建物
エ
リ
ア
数

更新前 更新後
水
銀
灯
［
台
数
］

蛍
光
灯
［
台
数
］

年
間
使
用
電
力
量

年
間
使
用
電
力
量

年
間
削
減
電
力
量

［千kWh］［千kWh］［千kWh］

豊田

製品工場  5 237 394 211 78 133
機械工場  2 162 88 396 186 210
鋳造工場 11 374 305 287 120 167
事務所  5 - 470 91 42 49

中港 工場  9 858 337 237 125 112
事務所  3 25 328 49 27 22
合計 1,656 1,922 1,271 578 693

3. 2018年実績
　2018年は更新計画表に則り、4つのエリアのLED更新
工事を実施しました。
　更新の際には、併せて照明器具のレイアウトの見直し
と照度計算を行い、作業スペースの適切な照度を確保で
きるように配慮しています。また点灯エリアやスイッチ
の場所を変更し不要な時に消灯しやすいようにしました。
写真−1、写真−2に、LED更新工事を終えた工場の様
子を示します。

4. 省エネ効果
　照明設備の年間使用電力量は更新前が1,271千kWhだっ
たものが更新後は578千kWhとなり、LED化によって
55％削減され、高い省エネ効果をあげることになります。
　また、省エネ法では中長期的に見て全社年平均1％の
エネルギー消費原単位の低減が求められていますが、照
明をLED化することで年平均1.2％の低減が期待されて
います。

5. おわりに
　照明のLED化は省エネ対策の中でも非常に効果が期
待されるものです。省エネ推進と現場の作業性向上を両
立させながら更新計画を進めておりますので、お立ち寄
りの際はぜひご覧ください。

製造本部　電気係　湊川裕樹

更新年度 建物 エリア

2018年度
豊田

鋳造工場 中子作業場
鋳物仕上工場

機械工場 第１工場
製品工場 西工場

2019年度 鋳造工場 20mライン
10mライン

2023年度 中港 工場 第３工作
第１工作

写真− 1　機械工場

写真− 2　製品工場
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【質問】
　アカサカ製4ストローク機関及び空気式リモコンを搭
載しているタンカーの機関長です。ブリッジにて主機増
速ができなくなりました。原因と対処方法を教えてくだ
さい。

【回答】
　ブリッジからの主機の増速操作ができなくなった場合、
トラブルの原因がリモコン側にあるかガバナ側にあるか
を確認する必要があります。まず安全な場所で操縦権を
ブリッジからエンジンサイドに切換え、次にガバナ本体
上の速調つまみ、または操縦装置ガバナハンドルで増速
操作を行ってください。増速可能であればリモコン側に
原因があると判断できます。
　空気式リモコンの場合はスピードコントローラ（以下
スピコン）のエアラインがゴミで閉塞して増速できない
場合が多いため、本稿ではその点検方法を解説します。

1. スピコンの点検
　スピコンはエア絞り弁で、ガバナへの指令空気圧力の
変化を緩やかにし、滑らかに主機回転を増減速するため
に装備されています。
　ガバナエアタンクよりスピコンを取り外してエアを吹

エンジン回転上昇不可について
（スピードコントローラの点検）

かし、反対側からエアが出るかを調べることにより、ス
ピコンの詰まりの確認ができます。
　スピコンを取り外すためには、まず配管を取り外し、
その後ガバナエアタンクからスピコンを取り外します。
スピコンを外す際には、開放前のエアの流れの向き（本
体に矢印あり）とバルブの開度を確認しておいてくださ
い。

2. その他の原因
　スピコン閉塞の他に、エンジンの増速ができない原因
として次のようなことが考えられます。
①リモコンスタンド内部コントロールエアY形フィルタ

の詰まり
②操縦空気の圧力低下（正常値は0.78 〜 0.98MPa）
③リモコンスタンド内のエア漏れ（エア漏れの音がして

いないか点検）
④ガバナエアタンク周りからのエア漏れ

　エンジン停止時に操縦権をブリッジに切換え、ハンド
ルを増減速した時、リモコンスタンドのガバナエア圧力
計が変化するかを点検します。変化がなければ、ハンド
ルからのエア漏れの可能性が考えられます。なお、逆転
機付機関の場合、上述のテストは逆転機予備LOポンプ
を運転してクラッチ油圧上昇を検出させて行ってくださ
い。
　圧力計が正常に変化する場合は、ガバナエアタンク下
側のプラグを外し、そこに圧力計を取り付けブリッジと
ガバナ側の圧力を比べてください。圧力に相違がある場
合はスピコンの詰まりも含めて配管系統の不具合が考え
られます。また、この圧力比較テストを実施するための
要具もありますので、当社サービス員に相談ください。

3. おわりに
　ドック工事後や新造船の試運転時に増速できない事例
が稀にありますが、多くはスピコンの閉塞が原因で、ス
ピコンを取り外しブローすることで解消されます。定期
的な点検整備が不可欠ですが、整備の際は取り外したパ
イプ類の開口部をテープ等で塞ぎゴミの混入を防いでく
ださい。

サービス部　修理サービス課　矢部大二郎

図− 2　スピードコントローラ本体

矢印

図− 1　スピードコントローラ配置図
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【質問】
　アカサカ製2ストローク機関を搭載している貨物船の
機関長です。最近、Eco（電子制御）エンジンの普及が
進んでいるようですが、従来のエンジンに比べ、Ecoエ
ンジンの整備や取り扱いについて特に注意することがあ
るのでしょうか。

【回答】
　当社で取り扱っているEcoエンジンは、排気弁の開閉
タイミング、燃料ポンプの噴射タイミングと吐出量、始
動弁の開閉タイミング等を電子制御しています。
　排気弁の開閉は電磁弁で高圧作動油を制御して行って
おり、開閉タイミングを自由に変えることができます。
燃料ポンプ吐出量の調整は、従来のエンジンのような燃
料ラックではなく、プランジャのストローク量を電磁弁
によって調整しています。始動弁開閉も従来の管制弁で
はなく、クランク角度をエンコーダ、ピックアップセン
サで読み取り、電磁弁を作動させることで開閉しています。
　本稿では日常での一般データ点検時、排気弁整備時、
燃料弁整備時のEcoエンジンにおける注意点を記載します。

1. 日常での一般データ点検時注意事項
　従来エンジンと同様のPmaxや排気温度といった一般
主機データ採取に加えて、Ecoデータの採取を推奨して
います。Ecoデータには2,000点以上のデータがありま
すが、排気弁の開閉タイミング、燃料の噴射タイミング
など主機の状態確認に必要なデータは200点弱となりま
す。Ecoコントロールパネルにモニタが設けられている
ので、モニタの画面を写真撮影し、データを保存するこ
とが可能です。
　また、Ecoデータ専用の記録用紙を準備しており、異
常の有無確認や不具合発生時の原因究明に利用できます。

Eco エンジン取り扱いについて

2. 排気弁開放時注意事項
　排気弁自体の構造は従来と変わりませんが、Ecoエン
ジンにはリフトセンサが付いています。このリフトセン
サにより排気弁の開閉を認識しており、開放時にはリフ
トセンサの取り外しが必要です。リフトセンサの先端は
やわらかく、破損しやすい箇所なので、取り外した際は
保管に注意が必要です。

3. 燃料ポンプ開放時注意事項
　燃料ポンプは先に紹介したように燃料ラックがなく、
開放方法も従来とは異なり、特殊な要具が必要となりま
す。また排気弁と同様に、燃料ポンプにもリフトセンサ
が取り付けられており、取り外しの際は保管に注意が必
要です。

4. リフトセンサ復旧時注意事項
　リフトセンサ復旧時には、センサ出入り寸法の調整及
びオフセット設定が必要となります。取扱説明書に記載
されているセンサ出入り寸法に調節してから本体に取り
付けた後、リフトセンサの電圧を確認します。排気弁の
場合はスプリングエアを供給して排気弁閉の状態、燃料
ポンプの場合はポンプがリフトしていない状態で電圧を
確認し、取扱説明書記載の電圧範囲であることを確認し
てください。規定範囲内であればコントロールパネルよ
りオフセット設定を行って、リフトセンサ復旧の作業が
完了となります。
　繊細かつ重要な部品であるリフトセンサの不具合は
Eco制御系のトラブル発生に繋がりかねないため、取り
扱いの際は十分に注意するようお願いします。

サービス部　修理サービス課　伊藤正裕

Eco コントロールパネルのモニタ

排気弁リフトセンサ 燃料ポンプリフトセンサ
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3D スキャナ形三次元測定機導入
　この度、当社では部品検査の高精度化と効率化の両立
を目指し、3Dスキャナ形三次元測定機（以下測定機）を
導入しました。
　従来の接触形三次元測定器では、立体面を多点に渡っ
て繰り返し測定する必要があるため、複雑な形状を測定
するには時間がかかり、熟練技が必要で作業者が限られ
ていました。
　本測定機は非接触式となっており、2つの光源から計
測対象物（以下部品）に光を当てた状態で部品を乗せた
ステージを360度回転させることで全方向から部品形状
データを取得できます。これにより自由曲面や肉厚測定
など従来の測定では難しかった形状も、光が当たる部位
であれば精密な測定ができるようになりました。
　また測定機の事前調整は不要で、部品をステージの上
に置き測定実行のボタンを押すだけで形状の取り込みが
できるため、熟練作業者でなくても正確な測定を短時間
で行うことができます。なお、一度取得したデータから
各種幾何公差の確認や座標、断面など色々な形で情報を
取り出すことができます。さらに取得したデータと三次
元CADのデータを重ねて比較でき、測定機で計測した部
品と製作図との差異を視覚的に把握することが可能です。

　旧来は、計測する部品の型取りを行い、更に型を切断
してから様々な測定器を用いて測定を行っていました
が、本測定機導入後は作業者の技能に制限されることな
く、誰でも効率良く精度の高い計測が可能となりました。
　現在計測可能な部品寸法重量はφ300×H200mmで
10kg以下という制限がありますが、測定方法を工夫して
長尺な部品も計測できるようにする予定です。これから
もお客様にご満足いただける製品品質の維持向上に努め
て参ります。

品質保証部　品質保証課　長島久樹

測定機；円形のステージ上に計測する部品を載せた状態

鋳造工場　CCS 船級による鋳造品製造工場承認取得
　この度、当社鋳造工場は中国船級協会（CCS）の検
査を要する鋳物を製造するため、ねずみ鋳鉄（FC鋳鉄）・
ダクタイル鋳鉄（FCD鋳鉄）の製造工場承認を取得し
ました。
　今回の工場承認を取得するには以下の要件に合格する
必要がありました。

【船級要件】
①申請重量の80％に相当する鋳物の注湯（溶けた鉄を

砂型に流し込むこと）作業、及び強度試験を行うため
のテストピース採取作業の立会い確認

②上記注湯・テストピースを採取した鋳物の鋳肌検査に
よる外観健全性の証明

③採取したテストピースの強度試験・硬さ試験による機
械的性質の健全性の証明

④化学分析測定による成分値の健全性証明

　FC鋳鉄、FCD鋳鉄のそれぞれについて、上記要件
を満たすべく立会検査を受け、試験を実施した結果、
2019年4月に工場承認を取得することができました。こ
れにより当社鋳造工場ではCCS船級指定品の鋳物を以

下の重量まで製造可能となっています。
　FC鋳鉄 ：35.0t
　FCD鋳鉄 ：21.0t
　今後ともエンジンと共に当社の高品質な鋳物部品をご
愛顧いただけますよう、宜しくお願いいたします。

製造部　鋳造課　古井教士
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SEA ASIA 2019 出展報告
　2019年4月9日から11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 2019」
に出展しました。本展示会は2007年から隔年で開催さ
れており、同じく2年ごとにシンガポールで開催される

「Singapore Maritime Week」に合わせて行われる海運
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、日本
海事協会が共同出展し35団体で構成された日本パビリ
オンの1メンバーとして参加しました。なお展示会には
中国や韓国、ヨーロッパ諸国からの関連企業など合わせ
て435社が出展しており、会場は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。
出展ブースへはシンガポール在中の船主様に多数訪問い
ただき、当社製品の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2スト
ロ ー ク 機 関UEC33LSE-C2形、UEC35LSE-Eco-B2形

　当社はお客様へのよりきめ細かいサービスを目指すと
ともにガバナンス強化のために、令和元年7月1日付で
営業組織体制を変更いたしました。より一層お客様に役
立つアカサカを目指して参りますので、倍旧のご支援と
ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

営業本部長　折尾幸司

と、当社オリジナル4ストローク機関A、AXシリーズを
メインにPRしました。特にUEC33/35LSE形機関に関
しては、シンガポールの船主様や中国の造船所様に多数
採用いただいていることや、当社としては初のSCR搭
載となるUEC35LSE-Eco-B2-SCR形機関が製造予定で
あることを紹介しました。
　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しており、今回多く
の方々に訪問いただき、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。今後も定期的にシンガポール
での展示会に参加し、同時に同地域の顧客を訪問し、当
社シンガポール駐在
技師を通じ就航船の
緻密なアフターサー
ビスを実施して参り
ます。
本社営業部
海外営業課　梅澤誠

バリシップ 2019 へ出展
　2019年5月23日から25日までの3日間、日本最大の海
事都市、愛媛県今治市にて開催された国際海事展「バリ
シップ2019」に出展しました。今回で第6回目を迎えた
バリシップは、船主殿、造船会社殿をはじめ日本の海事
クラスタを構成する多くの組織・企業が集い、国内外の
最新技術が集まる貴重な展示会です。過去最多となる
350の組織・企業が出展し、16,000人を超える方が来場
されました。
　当社ブースでは、次の6点を展示しました。
①舶用防音室「malie：マーリエ」
②テレフォンブース（本誌P9参照）
③インジェクションブースター
④自己診断機能付新形リモコン「ARR-EPW1」
⑤赤阪−J-ENG UEディーゼル機関UEC35LSE-C1形
（パネル展示）（本誌P1参照）

⑥K28形機関、A45S形機関のAR（拡張現実）データ
　当社では前回のバリシップに続き舶用防音室の実物を
展示したのに加え、今回はテレフォンブースも出品しま
した。多くの方に際立った防音効果を体感していただけ

たと思います。
　また、インジェクションブースターは、複雑で高価な
電子制御ではなく信頼性の高いメカニカルな機構により
燃料消費量の低減、黒煙の抑制を実現する装置であるこ
とから、多くの方から高い評価をいただきました。
　他の展示品と共に、お客様には当社製品のご理解をよ
り一層深めていただくことができたと実感しております。
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。

西日本営業部　中四国営業所　石井秀典

トラック台上に展示した
舶用防音室

インジェクションブー
スターのカットモデル

組織体制の変更 製造本部 技術本部 営業本部

技

　術

　部

サ
ー
ビ
ス
部

事
業
企
画
室

西
日
本
営
業
部

本
社
営
業
部

業
務
管
理
課

修
理
営
業
課

UE
販
売
促
進
課

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
駐
在

海
外
営
業
課

東
日
本
営
業
所

焼
津
営
業
所

中
四
国
営
業
所

福
岡
出
張
所

生
産
管
理
部

製

　造

　部

プ
ラ
ン
ト
営
業
課

営
業
管
理
部



油圧管制動弁
（関連記事は4ページ）

 ニュースアカサカ　NO.133
 2019年7月31日
発 行 責 任 者　常務取締役　　　　阪口　勝彦
事務局・編集　事業企画室　　　　平松　宏一

技　術　部　　　　篠宮由貴子
印　　　　刷　株式会社 共立アイコム 禁無断転載

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
船 用 防 音 室
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

認証レベル
エコステージ 2-CMS

　東 日 本 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

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

営 業 管 理 部
　業 務 管 理 課……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6 TEL 054−685−6210
 センタービル3階 FAX 054−685−6209

技 術 部
　ディーゼル設計課……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6 TEL 054−685−5909
 センタービル4階 FAX 054−685−5960
事 業 企 画 室……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6 TEL 054−685−6166
 センタービル3階 FAX 054−685−6209

　焼 津 営 業 所……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6 TEL 054−685−6167
 センタービル3階 FAX 054−685−6209

本 社 営 業 部
　海 外 営 業 課……〒100−0006 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号 TEL 03−6860−9085
 有楽町電気ビル南館14階 FAX 03−6860−9083

　　福 岡 出 張 所……〒812−0011 福岡県福岡市博多区博多駅前二丁目4番12号 TEL 092−686−7541
 タイセイビル304 FAX 092−686−7542

西 日 本 営 業 部
　中 四 国 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
 真栄美ビル2階 FAX 0898−24−1985

製 造 本 部
　プ ラ ン ト 営 業 課……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6 TEL 054−685−6166
 センタービル3階 FAX 054−685−6209
技 術 本 部
サ ー ビ ス 部
　修 理 サ ー ビ ス 課……〒425−0021 静岡県焼津市中港四丁目3番1号 TEL 054−627−2123
  FAX 054−626−5843

営 業 本 部
　U E 販 売 促 進 課……〒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
　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
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