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表紙写真
「蓮華寺池公園の藤」
蓮華寺池は静岡県藤枝市の中央部に位置し、江戸時代初期に
灌漑用の溜め池として造成されました。池の周辺は蓮華寺池公
園として整備され、ボート乗り場、日本庭園、ジャンボすべり
台、古墳群の遺跡、郷土博物館などの施設が充実しています。
写真は藤枝市の花「藤」で、
4月下旬から5月上旬が見頃です。
公園では年間を通じて梅、桜、シャクナゲ、藤、ツツジ、花菖
蒲、蓮などの花を楽しむことができます。
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UEC33LSE-C2
セカンドバージョン

図− 1

機関全景

1. はじめに
IMO（国際海事機関）によるNOx（窒素酸化物）3次

表− 1

6UEC33LSE-C2 主要目

規制、EEDI（エネルギー効率設計指針）など環境規制
に対応した機関が必須となる中、当社では小形UE機関

P １仕様

の生産拡大に取組んでいます。前号では最新鋭小形UE
機関の当社改良設計への取組みについて紹介しましたが、
本稿ではこの度、改良設計を実施したUEC33LSE-C2
形機関セカンドバージョンが完成し、各種運転試験を満

出

力

4,980 kW

（出荷仕様例）
3,200 kW

回転速度

167 min-1

133 min-1

します。

シリンダ径

330 mm

330 mm

2. 機関性能

ストローク

1,550 mm

1,550 mm

ピストンスピード

8.6 m/s

6.5 m/s

正味平均有効圧力

2.25 bar

1.87 bar

足した結果で終了し、出荷の運びとなりましたので紹介

本機関の最大出力−回転速度仕様（P1レーティング）
における主要目、及び出荷仕様の主要目を表−1に示しま
す。また図−2にレーティングマップと今回の出荷仕様の
ポイントを示します。

−1−
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またピストン冷却油の通路にはスイングレバー式を採

出荷仕様において性能マッチング試験を行い、過給機
仕様、圧縮比、燃料噴射弁仕様、燃料噴射タイミング、

用しています。この方式では給油経路における漏れが少

排気タイミングなどの最適化により、NOx2次規制の要

なく、超ロングストローク機関であっても油圧の低下が

求を満足する中で、燃料消費率低減に努めました。

少なくなり、各軸受部の油膜を確保すると共に、十分な
冷却油をピストン上部まで確実に送ることができます。

その結果、燃料噴射系及び排気弁駆動系が機械式カム
駆動でありながら、他社電子制御エンジンを凌駕する低
燃料消費率を実現することができました。また、排気温
度の値も低く、熱負荷にも十分に余裕のあることを確認
しています。

図− 2

図− 4

レーティングマップ

スイングレバー

本機関はボア/ストローク比が4.7に達する、超ロング
ストローク機関であり、高い性能を実現しています。一
方、信頼性の確保は超ロングストローク機関であっても
必須であり、重要部には最新の技術を盛り込んでいます。

図− 3

主軸受

図− 5

主軸受には高強度のアルミメタルを採用しています。

スイングレバー取付イメージ

さらにピストンリングは表面にクロムセラミックコー

軸受部の変形に関しては解析専門メーカにおいて十分な

ティングを施工し、ピストンリングの寿命延長を図って

検証を行っており、製造・組立・本船据付に至る各工程

います。このクロムセラミックコーティングはコーティ

の影響を考慮した設計となっています。図−3に主軸受

ング内に油を保持する性能を有しており、シリンダライ

の開放状況を示しますが、非常に良好な状況でした。

ナの摩耗低減にも効果があります。
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図− 6

ピストン

図− 9

図− 7

ピストンリング

図− 8

シリンダライナ

図− 10
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カム

クランク軸
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3. 改良設計の状況
①架構開き戸の配置
本機関は排気側にピストン冷却油の通路であるスイン
グアームが装備されています。また、主軸受抜き出しに
おける吊具も排気側の格子を利用するため、排気側の開
き戸を大形化し、比較的大柄なクルーでも作業がしやす
いようにしています。簡単な作業であればカム側の開き
戸を開放することなく、排気側のみで作業することも
可能となり、メンテナンス性が向上しました。図−11、
12に開き戸の写真を示します。

図− 11

架構開き戸

排気側

図− 12

架構開き戸

カム側

図− 13

内部配線廃止前

図− 14

内部配線廃止後

②ピストン冷却油温度計の配置
ピストン冷却油の出口温度計測方法を変更し、内部配
線を廃止して、樋を利用した計測方法としました。内部
配線の廃止と温度計取付箇所を架構外側に変更したこと
でメンテナンス性が向上しています。なお温度計測結果
は内部配線方式と比較して差異は無く、十分な精度を確
保していることを確認しています。
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4. 納期短縮への取組み

図−15は台板隔壁各部の応力をひずみゲージにより

不透明な市況が続く昨今において、短納期への対応

計測しているところです。シミュレーション計算と現品

を求められることが増えています。そのため当社では

試験結果を基に、台板の強度が十分であることを担保し

UEC33LSE-C2形 機 関 及 びUEC35LSE-Eco-B2形 機 関

ながら開発を進めています。

を重点機種と位置づけ、短納期のご要望に応えるべく生
②専用機関台の設置

産方式の見直しを行っています。

運転設備の1つをUEC33LSE-C2形機関及びUEC35LSE①台板鋳物化

Eco-B2形機関の専用機関台として確保しました。水動

当社は大形鋳造工場を有しており、現状の鋼板製台板

力計や排気煙突との連結、機関台の設置などの運転に付

を鋳物化することにより、製造工程を短縮することがで

帯する設備は移動、変更する必要がなくなり、付帯作業

きます。現在は台板鋳物化に向けて、当社鋳造工場の設

によるロスを削減します。

備更新を終え、製造試験を進めています。

図− 17
図− 15

専用運転設備

鋳物台板試験

図− 16

鋳物台板
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運転用機関台

組立用機関台

図− 18

組立用機関台と運転用機関台

また、運転機関台の真横に組立専用の機関台を設け、
次に運転する機関をほぼ組みあがった状態でスタンバイ
させることで運転台上で組立を行う時間を短縮しました。
さらに、機関台には本機関用の専用要具置場を設け、
作業効率を高めるなど様々な工夫を行うことで組立・運
転工程を最適化し、納期短縮に繋げています。

5. おわりに
当社はUEC33LSE-C2形機関及びUEC35LSE-Eco-B2
形機関を当社製品の中核を成す機関として全力をあげて
製造工程を見直し、高品質の機関をすばやくご提供すべ
く取り組んでおります。ご希望があれば機関説明に伺い
ますので是非ご検討をお願い申し上げます。
図− 19

機関移動の様子
技術部
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清水隆明
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電空式リモコン

ARR-EP2 形の開発

逆転機付 4 ストローク機関用新形リモコン

1. はじめに

３）操舵室操縦スタンド盤面にタッチパネルを装備して

当社は全ての機関仕様とお客様のニーズにマッチした

いるため、制御状況や装置の作動チェックが容易に

遠隔操縦装置を提供できるよう継続的に開発を行ってい

行えると共に、リモコンの各種設定変更も画面の

ます。この度、逆転機付4ストローク機関向けの電空式

キー操作で行うことが可能です。

遠隔操縦装置ARR-EP2形を開発しましたので紹介します。

4. 操舵室操縦スタンドのタッチパネル

2. ARR-EP2形の概要とシステム構成

操舵室操縦台に以下の項目を表示する5インチのタッ

１）油圧ガバナによる速度制御を行う4ストローク機関

チパネルを装備しています。
１）ガバナ指令回転数表示

で、操舵室と制御室等の複数操縦を有する場合に最
適です。

操縦ハンドルからのガバナ指令回転数値と実際の主機

２）テレグラフは別システムとなるため、テレグラフ連

回転数を1つの画面内に表示しているので、回転数の微

動式と比べてシステムがシンプルになります。

調整を画面を確認しながら行えます。
２）インタロック条件ランプ表示

３）操縦ハンドルは、従来と同様の優れた操作性を有し
ています。

操縦位置切換や主機始動の各インタロック条件ランプ

４）主機回転速度制御は電空変換器にて電気信号を空気

により、条件の成立状況を確認することができます。

圧力信号に変換して、機械式油圧ガバナを制御します。

３）プログラマブルコントローラ（PLC）入/出力信号
表示

５）制御システム、安全システム、警報システムは独立
して盤内に組込まれ、制御システムと警報システム

リモコン使用中の制御不具合発生時に、プログラマブ

は、
実績のあるプログラマブルコントローラ（PLC）

ルコントローラの入/出力表示を確認することでセンサ、

で回路構成しています。

リレー、プログラマブルコントローラ等の作動不良箇所
の早期発見が可能となります。

操縦台盤面図

5. おわりに

システム系統図

現在、乗組員の労力軽減と労働環境改善のために自己

3. 特徴

診断機能とメンテナンス管理機能を搭載した新形の遠隔

１）操舵室と制御室のハンドルは共に1本で逆転機の前

操縦装置を開発中です。自己診断機能により異常の早期

進・中立・後進切換と主機回転速度制御を行うこと

発見が可能となり、メンテナンスサイクルの管理機能に

が可能で操作性に優れています。

より故障を未然に防止します。
今後もお客様のニーズにマッチした製品を開発してい

２）ガバナ制御には電空変換器を採用しており、煩雑な

きますので、ご指導とご支援をお願いいたします。

配管を多く含むバルブパネルが不要になるので、操
縦場所が複数になってもメンテナンス性は向上して

技術部

います。
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静けさと安らぎを全ての船に
ヤマハ製防音室「アビテックス」船舶版の開発

1. はじめに

これらのうち、特に居室・病室で求められる許容値

船内環境の向上は舶用業界における大きな課題の一つ

は非常に厳しく1,600G/T以上10,000G/T未満の船では

です。例えば騒音環境に目を向けると、既に1981年に

60dB（A）、10,000G/T以上の船では55dB（A）となってい

は船員の健康保護と船舶の安全運航確保を目的とした船

ます。

内騒音コードがIMOにおいて採択されており、以前より

図−1は騒音規制対象前の船舶に対して実施した船室

船内騒音レベルを同コードの基準値内に抑えることが推

の騒音レベル調査結果で、横軸は調査船舶の総トン数を、

奨されてきました。

縦軸は騒音レベルを示しています。30,000G/T以上の大

しかしさらなる船内環境の向上を求め2007年に開催

形船の船室においては概ね許容値を下回る結果となって

されたIMOの第83回海上安全委員会（MSC83）において、

いますが、10,000G/T 〜 20,000G/Tの船舶においては殆

騒音による船員への健康被害や操船時に指示伝達が阻害

どの船室が55dBの許容値を上回る結果となっています。

される可能性などを理由に、従来騒音コードの内容を見

また60dBの許容値が適用される10,000G/T未満の船舶

直し、さらに推奨ではなく強制化する改正版騒音コード

においても2/3近くの船室において許容値を上回ってお

が提案されました。この改正版騒音コードは2012年の

り、船舶によっては10dB以上も上回る結果となってい

第91回海上安全委員会（MSC91）で採択され、2014年

ます。

の7月より発効しています。

2. 改正版騒音コードの概要
改正版騒音コードが適用されるのは、漁船など一部の
船種を除く船舶のうち、1,600G/T以上の
◦2014年7月1日以降に建造契約が結ばれる新造船
◦2015年1月1日以降に起工される新造船（建造契約
がない場合）
◦2018年7月1日以降に引き渡される新造船
とされており、既存船及び1,600G/T未満の新造船に対

図− 1

しては努力規定となります（内航船においては適用時期

騒音対策無しの船舶における騒音計測結果

55dB（A）
〜 60dB（A）と言う騒音レベルは、計測中に僅

に、それぞれ3年の猶予が与えられています）
。
騒音コードは7章から成り、様々な事項が記載されて

かな話し声や物音が出ただけで瞬時値的には簡単に超え

いますが、今回のコード改正で特に注目されているのは

てしまうレベルであり、また図−1のように多くの船舶

4章に記載されている船内騒音許容値の強制化です。船

の船室において、従来通りの設計では許容値を超えてい

内各区域における許容値を表−1に示します。

ることから、今回の騒音コードを遵守することは非常に

表− 1

改正騒音コードの船内騒音許容値

機関区域
機関制御室
工作室
船橋・海図室
船橋ウイング
無線室
レーダー室
居室・病室
公室・娯楽室
事務室
調理室
配膳室
通常人員が居ない区域

難しい課題であることが理解いただけると思います。

dB
（A）

※図−1は、日本財団の助成事業として、2015年2月26日

1,600G/T以上
10,000G/T以上
10,000G/T未満
110
75
85
65
70
60
65
60
55
65
60
65
60
75
75
90
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に開催された（一財）日本船舶技術研究協会の第2回
船内騒音検討会の配付資料より転載しています。

3. ヤマハ製防音室アビテックス
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。

−8−
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このような状況の中で、
楽器メーカーであるヤマハは、
楽器製造のみならず、ユーザーが心置きなく演奏できる
環境作りにも力を入れ、一般ユーザー向けの防音室を開
発製造してきました。
集合住宅における楽器の騒音は、特にピアノや打楽器
については空気音だけではなく建築構造を振動が伝達す
ることで発生する固体音も多く含まれています。このよ
うな船内の騒音状況にも似た環境において十分な効果を
発揮しているヤマハ製防音室「アビテックス」なら、船
図− 4

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、ヤマハと共同でアビテックスの船舶版の開

実船計測結果

さらに低周波域での騒音

発に取組むことになりました。

低減効果を向上させるため
に新たな工夫を加えた防音
室を開発・製作し、トラッ
クの荷台上でのテスト及び
当社2ストローク機関の陸
上運転において、その効果
確認計測を実施しました。

図− 2

図−6は機関陸上運転時

アビテックスの一般家庭設置イメージ

の計測結果ですが、実船試
験時以上に低周波域での低

4. アビテックスの船舶における効果

図− 5

陸上運転計測

減効果が向上していること

アビテックスの船舶にお

が確認されました。

ける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、実船計測試験
を実施しました。
当 社 機 関 を 搭 載したシ
リーズ船2船のうち、まず1
船目で騒音調査を実施し、
船内騒音の詳細データを取
得しました。その解析結果
に基づき、従来のアビテッ
クスに工夫を加えた試験用

図－ 3

実船計測

5. おわりに

の防音室を製作し、2船目

図− 6

陸上運転計測結果

アビテックスは騒音低減効果だけでなく

の船室内に設置して効果確認を行いました。

◦居室位置変更など大きな船体設計変更が不要

搭載船の主要目は以下の通りです。

◦パネル工法を採用しており設置が非常に容易

総トン数

：3,100G/T

船種

：LPGタンカー

主機形式

：赤阪製A41形機関

など施工の観点におけるメリットも多く、今後の船舶業

主機出力

：2,427kW（3,300PS）

界における騒音対策に大いに貢献するものと考えており

◦主機防振の際に必要となる定期的な軸芯調整のよ
うなランニングコストが発生しない

主機回転数 ：230min-1

ます。

図−4に防音室の中と外における騒音データを示しま

また少しでも早く皆様のお役に立てるよう、現在、

す。低周波から高周波まで20dB 〜 30dBの低減効果が見

NK形式承認の年内取得に向け準備を進めております。

られ、ほぼ許容レベルの60dB程度まで低減される結果

本製品に興味をお持ちの方は、是非当社営業担当まで

となりました。

ご連絡ください。
技術部
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開発設計課

平松宏一
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技 術 解 説

スタフィングボックス新形油掻きリング
UEC37LS Ⅱ形機関への採用実績と追跡調査結果

1. はじめに

⑵スタフィングボックスに要求される機能と課題を以下
-1

6UEC37LSⅡ形機関（4,635kW×186min ）搭載の貨

に示します。
①ドレン量の削減

物船において、当該主機関のスタフィングボックスドレ
ン量軽減に船社殿、リングメーカ殿とともに取組みまし

◦油掻きリング形状の最適化

たので紹介します。

◦ピストンロッドへのリング追従性の向上
②システム油のクリーン化

2. スタフィングボックスの構造と機能

◦シールリングの気密性の向上
③開放期間の延長

⑴スタフィングボックスの構造と機能について図−1に
示します。

◦スラッジの摺動面への進入防止

①トップリング、シールリング

◦耐摩耗性を向上させた材料の開発

トップリング

④新材料の開発

ピストンロッド摺動面に付着

◦環境負荷物質の削減

したシリンダ油、及びスラッ

⑤メンテナンス性の向上

ジを掻き落として、スカベン

◦小形軽量化による取扱い性の向上

ジングドレンとして排出し、

3. 新形油掻きリングの構造

それらがケーシング内部へ進
入するのを防止する。

従来形リングは溝1段につき2枚のリングで構成され

スカベンジングドレン

ていますが、ピストンロッドの傾きによりピストンロッ
ド摺動面に密着していない箇所が発生することが想定で

シールリング

きます。

燃焼室側とクランク室側の気

一方、新形は溝1段あたり3枚のリングが設けられて

密を保ち、エアー及びスカベ

いるとともにそれぞれ単独にスライドすることから追従

ンジングドレン等の異物がク

性に優れており、従来の油掻きリングよりもドレン量を

ランク室へ進入するのを防止

確実に減らすことができます。

する。

高い油掻き効果が期待されることから、新形油掻きリ
ングを各機種に適用することを計画しています。

②油掻きリング

油掻きリング

１溝あたりの
リング

リング１枚あたりの
リップ

従来形

２枚

２個

新形

３枚

１個

トップリング及びシールリン
グを超えて進入したスカベン
ジングドレンと、下部の油掻
きリングを超えて進入したシ
ステム油をスタフィングボッ
クスドレンとして排出する。
油掻きリング
ピストンロッド摺動面に付着
したシステム油を掻き落とし
て適正な油膜を確保し、掻き
落とされたシステム油を効率
よくクランク室へ戻す。
図− 1

従来形

スタフィングボックスの構造と機能

図− 2
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新形
従来形と新形の構造

技 術 解 説
表− 1

試験 2 回目における各シリンダのリング構成
No.1

No.2

No.3

No.4

１段目

タイトリング

２段目

タイトリング

３段目

○

４段目

○

No.5

○

５段目

○

６段目

○

７段目
従来形油掻きリング

No.6

○

８段目

新形油掻きリング

○

※表中の○印部に新形油掻きリングを使用
1回目と同様3,000時間観察した結果から、6・7・8段
に装着することが有効と判断しました。
⑶ 6・7・8段に新形油掻きリングを装着
全シリンダの6・7・8段に装着、2,600時間観察した結
果、当初は新形リング及び3・4・5段従来形リングが馴

従来形
図− 3

染んでくるまではドレン量は多めでしたが、2,500時間

新形
従来形と新形との比較

経過後は2.0L/24hの結果が得られました。
表−2はこの試験におけるドレン量を示していますが、
これらの値にはピストンロッド摺動面の状態の違いによ
る結果並びに計測誤差が含まれていると判断します。
表− 2

図− 4

新形油掻きリング

4. 新形油掻きリングの効果確認

正規装着時のドレン量

（L/24h）

経過
時間
（h）

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

250

3.5

5.0

6.9

6.1

8.0

6.0

500

2.9

4.8

3.5

3.7

5.0

5.0

1,000

1.6

2.4

2.5

2.0

2.1

2.5

1,500

1.5

2.2

2.2

2.5

1.0

3.5

1,750

2.2

2.2

2.5

1.2

1.2

1.2

2,000

1.6

1.5

2.0

1.1

1.5

1.5

2,250

1.5

1.7

2.0

1.9

1.2

1.7

2,500

1.9

1.9

1.6

1.4

2.1

2.1

⑴試験1回目

5. おわりに

試験的にNo.5シリンダは6・7・8段目に、No.6シリン
ダは4・5・6・7・8段目に新形油掻きリングを装着して

既に同形主機関搭載の姉妹船2船へ新形油掻きリング

3,000時間観察した結果、1シリンダあたり最大1.0L/24h

を展開しており、本船とともに引き続き経過を観察して

の結果を得ました。

いきます。
さ ら に、UEC33LSⅡ 形、UEC45LSE形 機 関 に つ い

⑵試験2回目

ても新形油掻きリングを実船に適用し効果の確認作業を
進めておりますので、結果は改めて紹介します。

最終形として何段目に装着するのが有効か、表−1の
構成で試験を実施しました。

サービス部
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修理サービス課

相澤祐一
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技 術 解 説

マリンハイブリッドシステムの紹介
1. はじめに
当社では、新たな取り組みとして推進軸系に大洋電機
㈱が製造する軸発電動機（Shaft Generator Motor 以下
SGM）を組み合わせたシステムをマリンハイブリッド
システムと称し、その有効性について検討を重ねてきま
した。
その結果、NOx3次規制の対応や低速運行時の更なる
省エネ効果など船舶の運航に様々なメリットを提供でき
ることが確認できましたので、本稿ではマリンハイブ
リッドシステムの概要について紹介します。

3. 機能

2. マリンハイブリッドシステムとは

の3通りです。

図－ 2

システム構成

マリンハイブリッドシステムが持つ運航モードは以下
①電気推進モード

マリンハイブリッドシステムはディーゼル主機関の推
進軸系にSGMとクラッチを組み合わせたシステムです。
SGMはモーターと軸発電機能を併せ持っており、こ

NOx3次規制の対応

◦船速は落ちますが、ECAにおける主機からのCO2、
SOx、NOxの排出が無くなります。

の機能を使い分けることで、主機関による運航以外に

◦大掛かりな主機関用SCRやEGRを設置し操作する必

SGMによる電気推進や軸発電運転など多様な運用が可

要がないため、省スペースに加え乗組員の負担軽減に

能になります。

つながります。
◦万一主機関が故障しても、SGMにより船の航行を継
続できます。
②軸発電モード

発電コストの削減

◦主機駆動発電システムは、燃料消費率の良い主機によ
り発電するため、発電に要する燃料コストを低減でき
ます。
◦主発電機の運転時間が短縮され、メンテナンスコスト
図－ 1

主機・SGM 装置軸系図

を低減できます。
③主機加勢モード

１）NOx3次規制（IMO Tier3）の対応

主機ダウンサイジング時の船速維持

◦主機関のダウンサイジングを行っても、SGMのモー
ター機能による主機出力加勢により従来と同等の最大

NOx3次規制は、ECA（Emission Control Area）にお

船速が出せます。

いて、1次規制値に比べてNOx排出率80％削減という厳

◦主機関のダウンサイジングにより、減速運航時は従来

しい規制が求められます。
マリンハイブリッドシステムは、このECAにおいて、

よりも更に燃料消費量を削減できます。

クラッチを切り離して主機関を停止し、モーターのみに

4. おわりに

よる電気推進を行うことにより、主機関はNOx3次規制
の対象外となります。

当社は、NOx3次規制適合に低圧EGRと低圧SCRの2
つの技術を機種の特徴に合わせて選択していますが、お

２）主機関のダウンサイジングによる省エネ運航

客様のニーズにあわせて本システムによる対応も検討可

マリンハイブリッドシステムと主機のダウンサイジン

能です。詳しいご説明が必要な場合は当社営業担当者ま

グ（小出力化）を組み合わせることにより、従来の最大

でご一報ください。
技術部

船速を維持したまま、減速運航時には主機関を燃費効率
の高い負荷域で運転することができるため、従来よりも

太田潤

「マリンハイブリッドシステム」に関係する特許権（特許第

更なる省エネ運航が可能になります。
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ディーゼル設計課

5696199号）は、三菱重工業㈱が保有しています。
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技 術 解 説

船内での計測器取扱い

マイクロメータ、
ダイヤルゲージ等の扱い
1. はじめに

間に異物が挟まることにより異物の大きさが計測値に加

計測器は取扱い方によって、正しい計測値も出れば間

算されてしまうためです。潤滑油や錆び止めなどの液体

違った値も出ます。誰がどのような状況で測っても全く

が付着していても同様で、より精度の高い計測を行うた

同じ計測値が出るのが理想ですが、1/100㎜など高精度

めには洗浄剤等で計測面の清掃をすることが肝要です。

な計測を行う際には色々な誤差が生じます。今回は船内

4. 計測器の読み取り

で計測誤差を最小に抑える計測器の取扱い方法を紹介し

マイクロメータ、ダイヤルゲージの計測値を読み取る

ます。

際には目盛りや針の指示値を正面から読み取ることが

2. 計測器の取扱い

必要です。図−2は両者ともダイヤルゲージの指針を0
にセットしてあります。正面からは0と読み取れますが、

物質は温度によりその寸法や体積が変化します。例え
ば熱膨張係数αが11.7×10 /℃の鉄は温度が1℃変化す

斜めからは0とは読み取れません。このように斜めから

ると1mあたり11.7μm（=0.0117㎜）の寸法変化が生じ

では正確な数値が確認できないことをご承知ください。

ます。このように、計測物や計測器の温度差によって計

なお船内での計測はゆれることも想定し正面から読み取

測結果がまちまちになることがあるので、常温より温度

るようにします。

-6

の高い部品は常温に下がってから測るのが原則です。
また、計測器を掴む際には手の温度が伝わり計測器が
変形することを防ぐために、直接手で触らないよう軍手
の使用または掴み手にウエス等を介して掴むようにしま
す。
体温の伝達による変形を防ぐよう注意してください。
船内で計測を行う際には、狭い場所で計測物を挟んだ
ままでは目盛りが確認できない状態も想定されます。そ
のような場合にはクランプを使用してください（図−1

正しい見方

参照）。計測物から計測器を引き抜き、目盛りを確認す

図− 2

間違った見方
正しい計測値の見方

るまでの間に目盛りが動いてしまうことを防ぐためで

5. 計測器の保管について

す。

計測器は下記に留意して保管してください。
◦直射日光が当らないこと。

クランプ

◦湿気が少なく、風通しのよいこと。
◦埃の少ない場所であること。
◦床面にじかに置かないこと。
◦両測定面は0.1 〜 1mm程広げておくこと。
◦クランプは解除しておくこと。
◦ケースに収納すること。

6. おわりに
船内での計測は設備の整った場所での計測とは異なり
図− 1

マイクロメータ外観

非常にやりにくい場合もありますが、計測器を正しく使
うことで、長持ちさせることができ正確な計測を行うこ

3. 計測物の清掃

とができます。正しい使い方、保管に心がけてください。

計測前に計測物をよく清掃する必要があります。たと
品質保証部

えばゴミや埃が付着している状態で計測すると計測値が

品質保証課

長島久樹

大きく出てしまいます。これは計測面と計測器接触面の

−13−
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技 術 解 説

ディーゼル機関を順調に取り扱うために その6
吸排気弁のメンテナンス（4 ストロークディーゼル機関）

1. はじめに

根本的には低質油に含まれるバナジウム（V）
・ナト

吸排気弁に異常をきたすと、燃焼室内への新気吸入や

リウム（Na）による高温腐蝕に起因する場合が多く、
シー

燃焼ガスの排出機能が低下し、各シリンダ間のバランス

ト部の定期的なメンテナンスを実施することで、発生を

が崩れ、排気温度異常が顕著に現われたり、最悪の場合

回避することが可能です。

運転継続が不可能に陥ったりする可能性もあります。そ
のため吸排気弁の適切なメンテナンスは、ディーゼル機
関を順調に維持するための重要な要素であり、以下にそ
の方法について紹介します。

2. 吸排気弁の不具合箇所
当社4ストローク機関の吸排気弁は、メンテナンス作
業が容易な弁箱式を採用しています。
吸排気弁に多く見られる経時劣化としては、シート部

図− 2

の摩耗・損傷、弁頭部・排ガス通路部の腐蝕、ステム部

排気弁シート部の吹抜け事例

の摩耗等があります。これらの症状が進むと、該当シリ
ンダの排気温度やシリンダ内圧力などに異常が現われて
きます。吸排気弁はほぼ同一構造ですが、高温高圧の厳
しい環境下で使用される排気弁の不具合現象例を図−1
に示しますので、点検ポイントとして参考にしてくださ
い。

図− 3

要因図

また、排気弁ガイドとステム部との間で燃焼ガスを受
けやすい箇所に発生する腐蝕摩耗の事例を図−4に示し
ます。潤滑油の供給が不足すると、このような腐蝕を誘
発しますので、確実に潤滑油が供給されていることを点
検してください。

図− 1

弁箱式排気弁不具合現象

特に低質油焚きディーゼル機関において懸念される排
気弁の代表的な損傷例は、シート部の吹抜けです。その
事例写真を図−2に示します。また、この現象には多く
の要因が関連しており、その要因図を図−3に示します。
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図− 4

排気弁ステム部の腐蝕摩耗事例

技 術 解 説
3. 弁シート部の定期点検整備

よって、全シート幅の外周側から80％程度までの全面当

3.1

りとなるよう留意してください。内周のみの当りとなっ

弁シート部研削可否の判定

弁シート部に圧痕などのダメージが発生し、継続使用

た場合は不可となります。なお研削はシート面を削るた

すると吹抜けに進展する恐れがある場合は、研削、摺合

め、必要時にのみ実施するようにしてください。シート

せによるシート部の修正を行う必要があります。この際

部に傷の無いものや許容できる範囲の傷は研削せず、摺

にはシート部の摩耗値を計測し、限度を超えていないこ

合せた方が寿命を長く保つことができます。
またシート部の圧痕は、大きさ・発生箇所や間隔など

とを確認してください。図−5は4ストローク機関のシー

により研削可否の判定を行います。判定基準の詳細は、

ト部の摩耗値計測要領を示します。

機関取扱説明書で解説していますのでご確認ください。

4. 吸排気弁のメンテナンス間隔
吸排気弁の一般的なメンテナンス間隔一覧表を表−1
に示します。メンテナンス間隔は燃料油性状及び運転条
件により異なるので、当初は実運転実績を見ながら適切
な間隔を確立願います。
また、弁棒・ガイド間の隙間から吸排気ポートへ吸排
図− 5

シート部（盛金材）の厚さ計測

気弁潤滑油の漏れが過多の場合、弁シート廻り・弁棒傘
部残渣物付着に繋がる可能性もありますので、潤滑油注
油量の調整管理も励行願います。

これらの計測結果による使用可否、研削摺合せ、補修
要領等は、機関取扱説明書に記載されていますので、ご

5. おわりに

参照願います。一般的に当社4ストローク機関の場合、
弁棒及び弁座の各シート部摩耗限度値は盛金材特性から

吸排気シート周りの損傷や異常な残渣物付着、各シリ

最大1.5mmとしています。研削・修正等で次回点検整備

ンダの排気温度異常等が所見された場合、吸排気弁のメ

時に、この限界値を超える危険性のある場合は該当部品

ンテナンスが適正であったか一度見直してみることが肝

の新替を推奨します。

要です。吸排気弁は燃焼室を構成する重要部品であり、
高温、高圧環境下で確実に動作する必要があります。メ

3.2

ンテナンスをしっかり行いトラブルの未然防止に心がけ

弁シート部の研削

てください。

弁シート部の研削にあたり、使用する研削機は当社指

技術部

定の物を使用してください。研削及び研削後の摺合せに

表− 1

吸排気弁のメンテナンス間隔（4 ストロークディーゼル機関）
運

点検区分

作業内容

1ヶ月
300
〜500

転

3ヶ月
1,000
〜1,500

時

間（Hr）
6ヶ月
2,000
〜3,000

1ヶ年
4,000
〜6,000

吸気弁

点検、摺合せ、ステ
ムシール交換

排気弁

点検、摺合せ、ステ
ムシール交換

ローテータ

開放点検

○

弁バネ、コッタ

点検

○

※
※

備

考

○
○

弁端隙間（タペット
点検、調整
クリアランス）

○

第１回目点検50Hr

注）※印は第1回目の点検を示しますが、早めに行い、状況により最適開放間隔を設定してください。
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品 質 向 上

製造部 新規設備情報

鋳造シミュレーション導入・機械加工プログラム作成CAM 更新
1. はじめに

の違い）を解析することにより、より良い方案を作成で
きるようになりました。今後も自社エンジン部品だけで

当社では現場の品質向上に力を入れており、昨年度は

なく、様々な鋳物製品の製造に活用していきます。

その一環としてコンピュータによる製造技術の強化に取
り組んで参りました。鋳造課・機械課で、それぞれ新た
なツールを導入し運用を開始しましたので、紹介します。

3. CAM更新
機械課ではCAMソフトの更新を行いました。昨年12

2. 鋳造シミュレーション導入

月に導入したソフトは大形五面加工機での複数のアタッ
チメントを使用した加工への対応が可能となっており、

鋳造課ではこれまで、作業者の経験とノウハウを基に
鋳造方案を検討し鋳造作業を行ってきました。そのため

工作機械・対象ワークの3次元データを基にして加工プ

作業者が代替わりした時の技術伝承や、エンジン部品以

ログラムを作成します。

外の鋳物製品を新たに受注した時の鋳造方案の作成・検
証に多くの労力が必要でした。この度導入したソフトは

＜ソフト概要＞

これらの課題解決の一助となるものです。

コダマコーポレーション株式会社製
３次元ソリッドミーリングCAMシステム

＜ソフト概要＞

TOPcam

クランクケースやベッドプレートなど工具やアタッチ

株式会社日立産業制御ソリューションズ製

メントが製品内部に潜り込んで加工を行う必要のある当

鋳造シミュレーションシステム

社の大物加工においては、事前の干渉チェックなどが重

ADSTEFAN

ADSTEFANは、鋳造工程において溶融金属が型に流

要でありまた工数を要する作業となっていました。本ソ

入する様子や凝固する過程をシミュレーションし、そ

フトのマシンシミュレーションシステムを使用すること

の結果を3次元で可視化する設計支援（CAE）ツールで、

で、加工前段取り作業の負担が軽減し、同時に加工品質

方案決定・型の設計に掛かる負担の低減、鋳造品質の向

の向上が期待されます。
今後も本ソフトを有効に活用してより良い物づくりに

上が期待されます。

取り組んで参ります。
当社では重力鋳造（砂型鋳造）で主に片状黒鉛鋳鉄
（FC）、ダクタイル鋳鉄（FCD）の鋳物品を製造してい
ます。本ソフトは「湯流れ解析」で溶湯の充填推移や温
度分布等を確認し、「凝固解析」で引け巣欠陥予測、温
度分布、凝固時間等を机上で検証することができます。
また、物性値モジュールを併せて導入しているため、添
加物の種類や量を設定した解析も可能となりました。
昨年12月に導入し、事前に複数の方案（押し湯や堰

図− 2

機械加工シミュレーション

4. おわりに
以上のように各職場で品質向上の取り組みを進めてい
ます。新しい技術を積極的に取り入れ、有効活用するこ
とにより、これからもお客様にご満足いただける良い製
品を作り出す当社の品質とそれを支える技術の研鑽に努
める所存です。皆様のご支援とご鞭撻をお願いいたしま
す。
図− 1

製造部

鋳造解析
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生産技術係

原田雄弘

会 社 情 報

お知らせ
部門名称の変更

組織変更に伴い各部門の部門名称を変更致しました。

当社は、平成28年6月の定時株主総会後の取締役会に
おいて経営体制が刷新されたことに伴い、組織の一部を

従来の「グループ」を「部」に、
「チーム」を「課」及び「営

変更致しました。会社の現況を見直し、業界情勢への対

業所」に呼びかえています。お客様へ提供する物づくり

応の迅速化を意図しておりますが、お客様への接点とな

の質と対応スピードの向上を図るために各部門・部署の

る営業部門とサービス部門におきましては、よりきめ細

使命を明確にして組織力を強化することを目指しており

やかな情報収集と質の高い情報発信及び密度の濃いサー

ますので、今後も倍旧のご支援、ご鞭撻をお願い致します。

ビス活動を通じてお客様満足度の向上を目指しておりま

総務本部長

塚本義之

す。各拠点と連絡先は本誌裏表紙をご参照ください。

営業本部長

藤田勝也

製品本部長

阪口勝彦

取

締

役

会

取締役社長
製品本部

品質担当

営業本部

総務本部

業

総務経理部

営
部

（焼津本部事務所）

（東京本社事務所）

販売促進課

シンガポール駐在
海外営業課

東日本営業所

（東京本社事務所）

（東京本社事務所）

福岡出張所
本部営業所

中四国営業所

（焼津本部事務所）

（四国今治事務所）

業務管理課

（焼津本部事務所）

修理営業課

営業管理部

（焼津中港事務所）

タイクウ事業部

プラント営業課

修理サービス課

開発設計課

ディーゼル設計課

制御技術課

品質保証課

（焼津本部事務所）

事業企画室

部

部

サービス部

技 術

造

生産管理部

製

品質保証部

UE

本部営業所福岡出張所紹介
いております。

当社は平成28年3月1日に本部営業所（当時は本部営

所員一同全力で、九州地域のお客様により一層満足し

業チーム）福岡出張所を開所しました。これまでは本部
営業の事務所がある焼津から富士山静岡空港に移動し、

ていただけるよう努める所存ですので、今後ともご支援

飛行機で福岡空港に到着した後はレンタカーを用いてお

ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

客様を訪問していました。そのためお客様を訪問するま

事務所は博多駅博多口よ

でに時間を要し、九州地域のお客様には何かとご不便を

り徒歩約5分の場所にあり

おかけしておりました。今後はお客様の要望に、より迅

ますので、福岡にお越しの

速に対応しきめの細かいサービスを提供してご期待に添

際は是非お気軽にお立ち寄

えるよう努めて参ります。

りください。
〒812-0011

福岡出張所のメンバーは以下の3名です。

福岡県福岡市博多区

氏 名
担当地区
村松 徹也（係長） 福岡県、大分県、佐賀県、沖縄県
村上 進一（係長） サービス全般
熊本県、長崎県、鹿児島県、宮崎県
山口 瑛

博多駅前二丁目4番12号
（タイセイビル304）
TEL 092-686-7541

既にお客様からは、
「福岡出張所ができたのでこれま
でより身近に感じるようになった」とのお言葉もいただ

営業部
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本部営業所

福岡出張所

村松徹也
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アカサカ相談室
けられたことにより一方の隙間が極端に小さくなり、排
気脈動などにより振動した際に接触・非接触を繰り返し
て接触部分を起点にクラックが発生したものと考えられ

相
談
室

ます。
なお、歪みが大きく常に内筒と外筒が接触している場
合は、今回のケースより早く外筒が破損に至ります。
⑷推奨事項
排気管の歪みの原因は、熱による変形です。長年使用
すると繰り返し熱が加わり、そのため変形に至ったと考
えられます。
ドックの機会などに、定期的に横ズレ並びに面間の点
検計測を実施するようお願いします。また、ベローズは
規定値の引っ張り代内で無理のない状態で装着するよう

排気管ベローズの経年熱変形
（排気管の交換推奨）

留意願います。
なお、横ズレがあったり、フランジ面間長さが不均一

【質問】

であったりする場合や引っ張り代が規定値を維持できな
い場合は排気管の新替えを推奨します。

アカサカ製4ストローク形主機関を長年愛用している
船の機関長です。
昨年のドックで排気管ベローズを全て交換しましたが、
先日、1箇所のベローズにクラックが発生し、再度交換
することになりました。
昨年のドックまではベローズが損傷した事例はありま
せんが、今回は僅か6 ヵ月での損傷でした。考えられる
原因は何でしょうか。また、再びベローズが損傷しない

ベローズの歪み

でしょうか。
【回答】
送っていただいた当該ベローズを検査したところ、ガ
ス出口側に内筒と外筒とが接触した痕がありました。ま
た、ベローズ自体が歪んでおり、詳細調査のために訪船
しました。

外筒内側の接触痕

⑴排気管

内筒外側の接触痕

当該ベローズ装着部分の排気管ガス入口側及びガス出
口側のフランジを点検計測した結果、排気管に横ズレが
あり、フランジ面間長さが不均一になっていました（図
参照）
。
⑵ベローズ
横ズレがあり面間長さが不均一になった排気管にベ
ローズを装着したので、ベローズもそれに倣って歪んで
いました。
⑶推定原因
上述のような歪んだ状態の排気管にベローズを装着し
た場合、内筒はガス入口側フランジに直角に取付きます
が、外筒は曲がって装着されます（図参照）
。
今回のケースでは内筒と外筒とが常に接触している状
サービス部

態ではありませんでしたが、ベローズが曲がって取り付

ニュースアカサカ No.127 2016年7月
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修理サービス課

伊藤正裕

アカサカ相談室
⑵始動空気管制弁に燃焼ガスが流入したことにより、始

始動空気管制弁駆動ギヤ損傷
シリンダ注油器駆動ギヤ
カム側ギヤ

動空気管制弁駆動軸が固着し、ギヤ損傷に至った。

ナット カバ
ピストン

⑶同ハウジングの変形は駆動軸が固着したことからギヤ
噛み合い部が逃げようとしたため発生したと判断する。

3. 処置

弁棒

⑴カム側ギヤ、始動空気管制弁駆動ギヤ及びシリンダ注
油器駆動ギヤを交換。
⑵始動空気管制弁完備品を交換。

4. 注意点
⑴主機始動後始動空気管が熱くないか触手点検し、始動
弁からの燃焼ガス流入の有無を点検。
⑵定期点検整備を励行。
管制弁駆動軸
ハウジング
管制弁駆動ギヤ

始動空気管制弁

始動弁

【質問】
6UEC37LA形機関を使用している貨物船の機関長で
す。運航中に始動空気管が熱くなっていることを触手点

始動弁締結ナットに緩み発生

始動弁分解後

各ギヤ

シリンダ注油器駆動ギヤ

検で発見しましたが、直ちに主機を停止することができ
なかったため約30分間継続運転しました。
その後、主機を停止して各シリンダの始動弁を点検し
たところ、No.5シリンダ始動弁のシートが開いたまま弁
棒が固着していることを発見しました。
当該始動弁を予備と交換しても始動できず、始動空気
管制弁駆動装置を点検したところ、管制弁駆動ギヤが損
傷していました。
原因並びに注意点について助言をお願いします。
【回答】
管制弁内への排気の流入が考えられるので、管制弁の
開放点検及び駆動ギヤ部の点検をお願いします。

カム軸側ギヤ

1. 点検結果

始動空気管制弁駆動ギヤ

⑴No.5シリンダ始動弁は弁棒が固着していたとともに、
弁棒とピストンとの締結ナットが緩んでいた。
⑵カム側ギヤ、始動空気管制弁駆動ギヤ及びシリンダ注
油器駆動ギヤが損傷していた。
⑶始動空気管制弁駆動軸が固着し同ハウジング駆動ギヤ
始動空気管制弁

側が変形していた。

2. 推定原因

5. おわりに

⑴No.5シリンダ始動空気弁の弁棒とピストンの締め付
けナット及びロックナットが共に緩み、緩んだロック

このケースは本船の運航に支障を与える大きな事故で

ナットがカバ内側に接触して弁棒のストロークを疎外

した。取扱説明書に記載のメンテナンス事項を熟読し、

し、シートが開いたままの状態となり同シリンダの燃

定期点検・整備並びに始動及び停止時の点検を励行して

焼ガスが始動空気管を経由して始動空気管制弁に流入

ください。
サービス部

した。
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平良哲哉
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第 72 回世界鋳造会議展示会 “JAPAN FOUNDEX 2016”
した。

5月21日（土）〜 25日（水）の5日間、名古屋市のポー
トメッセなごや会場において日本では26年ぶりに「世

この展示会参加は単に営業活動の場というだけではな

界鋳造会議（WFC2016）
」が開催され、その一環として

く、鋳物づくりの最新技術に触れることで技術力及び品

5月22日（日）〜 24日（火）にかけて展示会が開催され

質向上もつながる良い経験となりました。
これからも今回の経験を生かし、お客様のニーズに応

ました。国内外100社以上の出展があり、当社も本展示

える製品を提供するため日々努力をして参ります。

会に出展しました。

製造部

この展示会では、「鋳物」や「日本ならではのものづ

鋳造課

杉本紀子

くり」を紹介する「テーマコーナー展示」や、
鋳鉄、鋳鋼、
アルミ、銅合金などの鋳造製品の展示、設備、型、副資
材から解析ソフト、3Dプリンターなど最新技術の紹介、
大形造型機をはじめ大物機械の実演が可能な
「一般展示」
などが催されました。国内外の来場者の方に「日本のも
のづくり」をPRし、新規顧客や販路の開拓、バリュー
チェーンの拡大など鋳物業界発展に寄与することを目的
としています。
当社はこの展示会で「赤阪のものづくり」を広くPR
するため産業用大形鋳物製品、大形機械加工品、受託開
発産業機械、鋳造工程、設備のパネル展示、会社案内ビ
デオ上映、会社案内カタログの配布などを行い、大勢の
お客様にお立ち寄りいただき様々なご質問をいただきま

ベトシップ 2016 へ出展
2016年2月24日〜 26日にベトナム・ハノイ市で開催

当社はこれまで22,500DWTまでの貨物船向けに40台

された国際海洋展示会“ベトシップ2016”へ出展しま

近くの機関をベトナムへ輸出してきましたが、以前のよ

した。この展示会は今回が8回目となるSBICグループ

うなベトナムの造船ブームも現在は落ち着いており、近

（Ship Building Industry Corporation、 旧VINASHIN）

年はベトナム向け商談が減少しています。今回の出展で

主催の海洋展示会で、当社は2006年の第3回展示会から

従来のお客様だけでなく新しいお客様へも当社の名前と

連続して出展しています。

製品を紹介することができました。より多くのベトナム
のお客様に赤阪製機関を採用していただけるよう今後も

ベトナムの造船所の他、日本、中国、韓国、ヨーロッ

販売活動を進めて参ります。

パの機器メーカ、サプライヤー等約130社の出展があり

営業部

ました。造船所は船の模型、高速エンジンメーカは実機
を展示するなど、各社とも趣向を凝らしたブースで、活
気のある展示会となりました。
当社ブースではパネル展示とTVモニターによるベト
ナム語での会社紹介を行いました。上映内容は当社機関
ラインアップとエンジンが完成するまでの設計から組み
立てまでの工程、出荷から海上試運転、アフターサービ
スまで紹介する内容になっており、TVモニターの前で
足を止めて興味深く視聴される方が数多く見られました。
また、たくさんのお客様に当社ブースへ立ち寄ってい
ただき、情報交換しながら当社製品をPRすることがで
きました。
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白鳥高志

偏波強度計アンテナの精度改修に着手
当社では、電波へリオグラフを納入している国立天文

る最先端の研究機関であり、当社の技術がこのような研

台野辺山電波観測所殿所有の偏波強度計アンテナの定期

究のお役に立っていることを大変光栄に思います。

点検を受託していますが、この度偏波強度計アンテナの

今後も、お客様にご満足いただけるような技術の研鑚

改修工事を受けました。

に努め、様々な物件にチャレンジして参ります。
＜6台のアンテナ装置概要＞

偏波強度計は、観測周波数毎にパラボラ径がφ3mか
ら20cmと異なる6台のアンテナで構成されています。周

＊観測周波数：1，2，3.75，9.4，17，35，80GHzの7周

波数の異なる7種類の電波を、観測棟からの制御により

波数

毎日約10時間ルーチン観測。太陽全面から放射される

＊空間分解能：なし（太陽全面からの電波を計測）

電波の強度と偏波（電波の振動方向）を所定の周波数で

＊時間分解能：0.1秒
技術部

観測する装置です。

開発設計課

市川伸洋

アンテナ群の内3.75GHz用φ1.5mアンテナは、平成4
年度に当社が設計・製作・据付を行ったものです。また、
残りの5台は、旧名古屋大学空電研究所の豊川観測所か
ら現在の野辺山電波観測所に移設して、40年以上にわ
たり観測を継続しています。
今回、更なる観測精度向上を目的に、初めてとなる駆
動系の大掛かりな改修・オーバーホールを行うこととな
り、今年9月より現地工事を実施する計画となっていま
す。
太陽偏波強度計アンテナ装置

国立天文台野辺山観測所は、我が国の太陽観測におけ

ちょっとブレイク
可愛いめだかの飼育

5年前に友人からメダカを貰い、屋外の水槽で飼育し

メダカは、英名「ライス・フィッシュ」といわれ、稲

ています。飼育は意外と簡単で、毎日1回の餌やりと月

作文化と共に水田というメダカにとって安全な生育環境で

2回の水替えで元気に育っています。また繁殖は、メダ

広まったといわれています。しかし黒メダカの住む日本

カと一緒に水槽に入れているホテイアオイという水草に

の自然界では、河川や水田の環境が変わり、生息数が極

産卵した卵を他の水槽に移して孵化させています。冬期

端に減少したため、1999年には絶滅危惧種に認定され

の氷の下でも元気に育ち今では沢山殖えたため、欲しい

ていました。このことにより、現在では各地で黒メダカ

方にあげています。水鉢の中のメダカが蚊の幼虫のボウ

の保護活動が行われています。今後、日本の川や水田に

フラを一生懸命食べる姿には感心します。

黒メダカが観られる日が来ることを楽しみにしています。
サービス部

今飼育している可愛いメダカ達は、全て外来種で白色

石田智

の「白メダカ」
、青色の「青メダカ」
、茶色の「茶メダカ」、
背中が光る「みゆきメダカ」
、金魚のダルマのかたちを
した「だるまメダカ」
、赤い色の「楊貴妃メダカ」です。
メダカの種類は非常に多く、専門店が発行するカタログ
を見ると200種類以上が掲載されています。販売価格も
1匹数百円程度から数万円まで様々です。
私は飼育していませんが、メダカの学校の童謡に出て
くる日本固有の黒メダカは、実は「北日本集団」と「南
日本集団」の2種類に分類されます。従来は同一種とさ
れていましたが、研究の結果別種と判断されました。
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認証対象製品
ディーゼル機関
船尾軸類
遠隔操縦装置

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

UEC33LSE-C2形機関
（関連記事は1 〜 6ページ）

技術と品質で奉仕する
URL: http://www.akasaka-diesel.jp
本

E-mail: info@akasaka.co.jp

社……〒100−0006 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
有楽町電気ビル南館14階

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

認証レベル
エコステージ 2-CMS

TEL 03−6860−9081
FAX 03−6860−9083
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
営

業
本
部
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
センタービル3階
修

TEL 054−685−6210
FAX 054−685−6209

理

営

業

課……〒425−0021 静岡県焼津市中港四丁目3番1号

外

業
営

業

部
課……〒100−0006 東京都千代田区有楽町一丁目7番1号
有楽町電気ビル南館14階

TEL 03−6860−9085
FAX 03−6860−9083

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
有楽町電気ビル南館14階

TEL 03−6860−9081
FAX 03−6860−9083

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
有楽町電気ビル南館14階

TEL 03−6860−9081
FAX 03−6860−9083

本

TEL 054−685−6167
FAX 054−685−6209

営

海

部

営

業

所……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6
センタービル3階

TEL 054−627−2121
FAX 054−627−7737

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
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
真栄美ビル5階
事

業 企 画 室
プ ラ ン ト 営 業 課……〒425−0074 静岡県焼津市柳新屋670番地の6
センタービル3階

製
サ

品
本
部
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

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
センタービル4階

TEL 0898−23−2101
FAX 0898−24−1985
TEL 054−685−6166
FAX 054−685−6209

TEL 054−627−2123
FAX 054−626−5843
TEL 054−685−5909
FAX 054−685−5960
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