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8,000 個積みコンテナ船 “Hammersmith Bridge” 

本年 3 月 25 日、（株）アイ･エイチ･アイ マリンユナイテッド呉工場におい

て、川崎汽船（株）向け 8,000 個積みのコンテナ船の命名･引渡し式が行

われました。 

本船は最適な主要目の選定、新開発の船型採用、船殻構造の最適化

により、性能が大幅に改善されています。その結果、コンテナ 1 TEU（注）当

たりの燃費は、従来の 8,000 TEU クラスの船に比べ約 10 %削減されてい

ます。 

コンテナ積載ホールド内にはセルガイド、甲板上にはラッシングブリッジ

を装備しており、20 フィートコンテナ換算で最大 9,040 個の積載能力を有

しています。またラッシングブリッジはコンテナ 2 段分の高さとしたものをベ

ースとし、甲板上により多くのコンテナを積載できるようにしました。 

主機は、B&W 12K98ME 型エンジン（最大出力 66,260 kW）を採用し

ています。この主機は電子制御にて燃料噴射タイミングを最適化し、排ガ

ス中の窒素酸化物やばい煙の削減を図っています。 

燃料タンクは、横置水密隔壁を二重構造にした部分と二重底内に設け、

二重化又はハイドロバランスにより、衝突や座礁時に油が海洋に流出する

危険性を大幅に低減させています。また、近年、バラスト水に含まれる微

生物が、バラスト水を排出した海域の生態系を破壊する問題により、各国

港湾内でのバラスト水排出が規制されていますが、本船は出港時にバラ

スト水を積む必要がないため、この問題を根本から解決しています。 

 
（注）TEU: Twenty-foot Equivalent Unit の略で、コンテナの個数を 20 フィートコンテナに換算した
単位のこと。20 フィートコンテナ 1 個＝1 TEU、40 フィートコンテナ 1 個＝2 TEU としてカウントし、こ
れらの合計値でコンテナ積載量を表示する。 
 

 Hammersmith Bridge 主要目 
全長 × 全幅: 336 m × 45.8 m、総トン数: 98,800 GT、航海速力: 24.5 ノット 
コンテナ積載能力: 公称 9,040 TEU 積み 

 

 

世界最大のオープンハッチ貨物船 “CORELLA ARROW” 海上試運転実施 

（株）大島造船所では、オープンハッチ貨物船としては世界最大となる

72,000 DWT 型 “CORELLA ARROW” の海上試運転を本年 3 月末に

完了しました。（5 月就航） 

オープンハッチ貨物船とは、コンテナ船の様に 100 %開口する箱型の

貨物倉を持ち、船長方向に走行できる 2 基のガントリークレーンによる高速

荷役を行える船です。ロールペーパー（新聞用）やパルプ（紙の半製品）、

アルミインゴットや製材、重機、ボート、ヘリコプタ、さらに穀物や鉱石等のば

ら積み貨物も運ぶ、オールマイティな船種です。当社はこの船種の最大の

サプライヤーで、これまでに 30 隻を超える建造実績があり、本船で従来の

レコード 55,000 トンを 72,000 トンへと、二周りも大型化した船型を実現させ

ました。 
 

特 徴 

1. 載貨重量は世界最大の 72,000 トン。8 つの箱型貨物倉とハッチカ

バー上に、多種多様なドライ貨物の積載が可能。 
2. 貨物倉には大容量の除湿システムを装備。紙などの水分を嫌う貨

物の積載にも対応。 
3. 世界最大の荷役能力 70 トンの高速ガントリークレーンを 2 基搭載し、

迅速かつ正確な荷役作業を実現。 
4. YP40 高張力鋼、耐脆性破壊特性の高いハイアレスト鋼、耐疲労

特性が高い FCA 鋼を採用。構造解析を駆使して船体の安全性向

上と軽量化を両立。 
5. バウスラスターとハイリフトラダー（高揚力舵）の組み合わせで離接

岸の際に横移動ができるなど、抜群の操縦性を持つ。 
6. 洗練された船体形状と当社開発の Seaworthy Bow（荒天時のスピ

ードロスを抑えた船首形状）、Flipper Fins（推進効率を向上させる

船尾付加物）を装備し、秀でた推進性能と実航海に於ける低燃費

を実現。高レベルの省エネを追及したエコな設計。 
 

当社では 2004 年から 2013 年の 10 年間で上記のようなガントリークレ

ーン搭載型のほか、ジブクレーン搭載型オープンハッチ貨物船、合計 12
船型、約 100 隻を設計・建造中です。 

このほか、4 種の新パナマ運河対応ばら積船など 25 種の船型を受注。

これからもバルクのデパートとして、世界のニーズに応える船を開発・建造

していきます。 

 

海上試運転中の “CORELLA ARROW” 
CORELLA ARROW 主要目 
全長 × 幅 × 深さ: 225.00 m × 32.26 m × 20.56 m 
航海速力: 15.5 ノット 
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尾道造船グループ 親睦ゴルフ大会開催 

本年 3 月 8 日に尾道造船（株）創立 65 周年を記念して、当社のグル

ープ会社「尾道カントリークラブ・宇根山コース」に於いて、「尾道造船グル

ープ 親睦ゴルフ大会」が開催されました。 

当日は、遠くは大分県の佐伯重工業（株）をはじめとして全グループ会

社の 22 歳から 65 歳までの老若男女 94 名の参加者が一堂に集まりまし

た。本大会は創立 55 周年を記念して行われたのが最初で、5 年おきに開

催され今回で 3 回目となり、参加者の輪もグループ会社まで拡がっていま

す。 

開会式の後、各パーティーはカートで各々のスタートホールに移動し、

スタートの合図とともに一斉にティーショットをする、いわゆる「ショットガン方

式」が本大会の名物となっています。各ホールではティーショットの後、悲

鳴やら笑い声やらが湧き起こり、昼食をはさんで最終ホールを終えるまで、

一日中コースのあちこちで歓声が響きわたり、本当に賑やかな大会となり

ました。 

プレー終了後、クラブハウスに於いて表彰式が行われ、社長賞など多

数の賞品が各入賞者に贈呈されました。続いて、本大会の実行委員長で

もある中部専務（元日本アマチャンピオン 中部銀次郎氏の子息）からは、

「ゴルフ上達のワンポイントアドバイス」まであり、参加者全員、1 ゴルファー

として真剣に聞き入っていました。 

最後に、「グループ全体の親睦を深めるためにも、本大会はずっと続け

ていきたい。次回のゴルフ大会には、ぜひ若手社員や女子社員の参加

も・・・」と期待をこめて閉会の挨拶がありました。幹事を仰せつかった私自

身も含めて、同じ社内ですら日頃は顔を見るだけで話しもしたことのない者

同士にとって、このゴルフ大会は本当に有意義な親睦の場になったと思い

ました。 

 
 

 
日本で初めて！PSPC 適用船 

前号で紹介した佐世保重工業（株）で現在建造中の CSR 適用船

（S775 番船）には、実はもうひとつ日本で初めてという規則を適用していま

す。それは“PSPC（Performance Standard for Protective Coatings）”

と言われる新塗装基準です。 

船は空荷のとき必要な喫水を保つためにバラストタンクにバラストを積み

ます。バラストは海水ですから船齢が高くなると鉄でできたバラストタンクが

腐食し、場合によっては強度不足となって壊れてしまいます。船の安全を

確保する目的からバラストタンクの防食処理が義務付けられていましたが、

2006 年 12 月に具体的な塗装基準が採択されました。この規則が新塗装

基準（PSPC）と言われるものです。基準は、15 年有効な塗装とすること、

そのために必要な下地処理、塗料の性能、管理方法などが定められてい

ます。 

本船の契約当時、この新基準に関する実質的な作業はまだまだ手探り

の状態の中で、当社は先陣を切って規則の適用について検討し、船級協

会、船主の承認を得て建造をスタートさせました。完工時には日本で初め

て PSPC を適用した船となり、当社での実績は他社においても参考になる

もので、当社の実力の高さを示すものです。 

 

 

 

 

ばら積運搬船「KOMATSUSHIMA STAR」が進水 

（株）川崎造船は、本年 3 月 31 日、神戸工場においてパナマの LUA 

LINE S.A.向け 55 型ばら積運搬船「KOMATSUSHIMA STAR」（当社第

1,615 番船）の命名・進水式を行いました。 

本船は、当社が開発した55型ばら積運搬船の26番船で、進水後岸壁

にて艤装工事を行い、本年 6 月に竣工し、船主に引き渡す予定です。 

 

特 長 

1. 船型は船首楼付き平甲板型で、5 船倉を有し、積載貨物は穀類、

石炭、鉱石、鋼材などで、これらの貨物の運搬に適した船倉形状と

しています。 

また、本船シリーズは当社が開発した抵抗の少ない滑らかな船首形

状を採用して従来船型と比べて燃料の節約を可能としています。 

2. 各ハッチカバー間の船体中心線上に 4 基の 30 トンデッキクレーンを

装備しており、荷役設備のない港湾でも荷役作業が可能です。 

 

 

 
KOMATSUSHIMA STAR 主要目 
全長（垂線間） × 幅 × 深さ: 約 189.90 m（185.00 m） × 32.26 m × 17.80 m 
夏期満載喫水: 12.50 m、総トン数: 約 31,000 GT、載貨重量: 約 55,100 DWT 
主機関: 川崎-MAN B&W 6S50MC-C Mk7 × 1 基 

（連続最大出力 8,200 kW × 110 回転／分） 
定員: 25 名、船級: 日本海事協会（NK）、船籍: パナマ、航行区域: 遠洋（国際） 
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標準装備！当社開発の“高揚力舵（特許取得済）” 

現在、（株）サノヤス・ヒシノ明昌が建造する船に標準装備されている、

2002 年に特許を取得した当社開発の高揚力舵について紹介します。 

船の進行方向を制御する操縦装置として船尾にとりつけられる舵です

が、船型によっては舵を大型化させる必要が

生じ、船尾への配置が困難になる他、推進

性能への悪化も懸念されます。これらの問題

を解決するために、従来の一般舵よりも高い

揚力を発生させることで操縦性能を損なわず

に舵面積を小さくできる装置を開発しました。

舵本体の後端部に幅方向に向けてわずかに

突出する形でフラットバーを接合するという簡

易な装置です。このフラットバーが流れをとらえることになり、一般の舵に比

べて大きな揚力発生することになります。 

フラットバーは直進時の抵抗増加を招かない大きさとしていますので、

舵面積減少による推進性能の向上を図ることができます。また、このフラッ

トバーを特殊断面舵に採用すれば、両者の相乗効果により、更に大きな揚

力を発生させることも可能

となります。 

実船に装備された高揚

力舵は、同じく当社開発の

推 進 性 能 改 善 付 加 物

STF（最大で 6 %の馬力

低減）とともに、地球温暖

化防止に大きく貢献してい

ます。 

 

 

多彩な貨物を同時に運搬。スーパーマルチな多目的運搬船。 

（株）新来島どっく（新高知重工（株））にて本年 3 月 5 日に竣工しました

多目的運搬船「TROPICAL ISLANDER」を紹介致します。 

本船はコンテナ、自動車、重量物・鋼材から一般貨物までの多彩な貨

物を、同時に運搬したいというお客様のニーズから生まれた多目的運搬船

です。 

本船は前側約 60 %がコンテナ船、後側約 40 %が自動車運搬船の構

造をしています。 

自動車倉は 8 デッ

キに分かれ、スター

ンランプ 1 基により自

動車の RORO 荷役

に対応しています。 

また、自動車倉内

に L 字型スロープを

採用したことで、スペースのロスを減らし、自動車を効率的に荷役すること

が出来ます。 

コンテナ倉は 4 HOLD あり、NO. 3 & 4 の貨物倉はポンツーン式の

2nd deck を装備しています。また、倉内のタンクトップは鋼材や鋼製品の

ように重量のある貨物にも対応しています。 

この他、40 トンのセミスリムデッキクレーン 2 基を装備しており、共吊りに

より 40 トンを超える重量物の荷役にも対応出来ます。 

さらにコンテナ倉はコンテナ／2nd deck を保持する装置（コンテナストッ

パー／コンテナビーム）を装備しており、上部にコンテナ、下部に自動車と

いう通常のコンテナ船では出来ない荷役が可能で、下図のようにコンテナ・

自動車・鋼材・鋼製品・雑貨など、多種多様な荷物を多様な組合せで積

載可能なデザインとなっています。 

本船は流動的な物流変化にもいち早く対応出来るという強みを生かし、

日々世界の物流に貢献しています。 

 

 
TROPICAL ISLANDER 主要目 
全長（垂線間） × 幅 × 深さ: 160.73 m（151.20 m） × 25.00 m × 12.80 m 
満載喫水: 9.378 m、総トン数: 18,174 GT、載貨重量: 18,091 DWT 
自動車最大積載数： 727 台（L × B = 4.50 m × 1.70m、幾何学積ベース） 
コンテナ最大積載数： 970 TEU、コンテナ倉容積： 15,218 m3 
主機関： 神戸発動機 7UEC50LSⅡ型ディーゼル機関 × 1 基 

（連続最大出力 9,625 kW × 124 回転／分） 
航海速力： 約 18.00 ノット、定員： 25 名、船級： 日本海事協会（NK）、船籍： パナマ 

 

 

超小型の管路調査用水中ロボットを開発 
- 断水せずに圧力導水管内を調査できる直径 60 mm の水中ロボット - 

老朽化した水道管などの調査に威力を発揮 
三井造船（株）は、断水することなく流れのある圧力導水管内の状態を

調査できる「管路調査用水中ロボット」を開発し、このほど実フィールドにお

いて実証運用を終了しました。 

本水中ロボットは、圧力導水管（500 mm以上）内部の継手の状況や腐

食の状況などを断水せずに調査することが可能なロボットで、操縦・記録

装置、水中ロボット本体、水中ケーブル（映像・制御）および不断水挿入装

置（ロボット挿入装置）から構成されます。本ロボットシステムでは、ケーブ

ルの繰出し／巻込み及びロボットの操縦を 1 人の操作者で実施することが

可能となりました。 

調査にあたっては、導水管の点検口（マンホール）に設置されている空

気抜弁を取り外し、そこに不断水挿入装置を取り付けた後、水中ロボット本

体を導水管内に送り出します。 

水中ロボット本体は直径 60 mm の超小型で、75 mm 以上の既設の空

気抜弁から挿入回収ができます。 

水中ロボット本体には、カメラ（側方）、照明灯（側方）、スラスタ（前進

用）、浮力調整装置を装備し、水中ケーブル（300 m）を通して地上に設

模型舵による性能確認試験 
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置した操縦・記録装置のモニタで管内の状況を見ながらロボットを操縦し

映像を記録します。 

水中ロボット本体は、導水管の内の流れを利用して、浮力調整装置を

使用して管壁に接近し、側方カメラで管壁の近接観察を行います。側方カ

メラ部には、旋回機能・ピント調整機能を備えています。 

なお、濁度にもよりますが流れのある導水管の下流方向の調査可能距

離は 300 m、流れがない導水管では上流･下流方向とも 50 m までの調査

が可能です。 

今回、実証運用を行った導水管では内径 600 mm の導水管上部に設

置された呼び径 75 mm の空気抜弁より水中ロボットを送り出し、断水状態

（導水管に圧力はかかっているが流れがない状態）で 52 m、不断水状態

（導水管に圧力はかかっており流れがある状態）で 152 m までの管内を進

行し（最大流速 0.6 m／秒、4 m ごとの継手の状況を撮影）撮影を行いま

した。 

水道管をはじめとして、工業用水、農業用水など全国各地には地中に

埋設された圧力導水管があり、1960 年代より急速に建設が進められた水

道管をはじめてとした導水管は老朽化が進んでおり、調査・補修が急務と

なっています。 

しかし導水管の水を止めて調査をすると断水が広範囲に及ぶことから、

従来は内部の状況を調査することが困難でした。  

本調査用水中ロボットは断水せずに調査が可能となることから、今後本

水中ロボットの需要が高まるものと期待されます。 

当社は、世界最高の水深 10,000 m までの潜行能力を持つ「かいこう」

をはじめ、小型の水中テレビロボットや自律航行型の水中ロボットなど、水

中機器の分野で数多くの実績を有するとともに、水中ロボットを使用した各

種の水中調査でも 600 件以上の運用実績を有しています。 

 

 

 主要目 
水中ロボット本体 寸法: 直径 60 mm × 長さ 450 mm 
質量: 約 1.1 kg（中性浮力） 
最大使用水圧: 1 MPa、最大使用流速: 2 m／秒 
水中ケーブル長: 300 m、対象水道管径: 500 mm 以上 
挿入口: 呼び径 75 mm 以上の空気抜弁、等 
水中ロボット本体進行方向及び調査距離: 流れのある導水管：管の下流方向、300 m 

流れのない導水管：管の両方向､50 m 

 

 
大型広域監視艇「おき」竣工 

ユニバーサル造船（株）京浜事業所は、本年 3 月 27 日に神戸税関向

けの大型広域監視艇「おき」を境港にて引き渡しました。本船の配属地は

同じ境港で、日本海に目を光らせることとなります。 

広域監視艇とは密輸取締り及び出入港船舶尋問、船内検査等に従事

する船です。最近、取締まり海域が広大であり、機動力を向上するため大

型化及び高速化が図られています。 

本船は全軽合金製で、ステップ船首付ディープ V オメガ型船型を採用

し、高速力及び高い耐航性を特色とします。また、低起振力 5 翼 LC 型固

定ピッチプロペラを採用し、高馬力吸収による高速力、低振動及び低騒音

を実現しました。装備機器は最新型を装備し、高速力とあいまって取締り

に活躍することとなります。 

 
 

「おき」 主要目 
全長 × 幅 × 深さ: 35.30 m × 6.70 m × 3.10 m 
総トン数: 120 GT、定員: 近海 14 名、沿海 36 名 

 

 

5 月、今治海事展 “BARI-SHIP” 開催 

本年 5 月 21 日（木）～23 日（土）の 3 日間、愛媛県今治市で今治海

事展 “BARI-SHIP”（主催: CMP ビジネスメディア）が開催される。 

BARI-SHIP には、造船会社、海運会社、舶用メーカーなど 100 社以

上の企業が出展する予定で、開催期間中には出展各社のプレゼンテーシ

ョンも行われる。 

また、併催イベントとして、BARI-SHIP 一般公開日の 23 日には今治海

事都市交流委員会が（独）航海訓練所の帆船「海王丸」の一般公開や、

造船所見学会などを開催する。 
 

BARI-SHIP ウェブサイト: 
http://www.bariship.com/ 
 
今治市海事都市推進課ウェブサイト（併催イベント情報）: 
http://www.kaijitoshi-imabari.jp/ 
 

2005年、今治市は周辺11町村との合併により、15の造船会社、約50

の外航海運業者、220 超の内航海運業者など数多くの海事関連業者が

集積する世界有数の海事都市となった。 

 
今治海事展 “BARI-SHIP” 概要および併催イベント 

― 概要 ― 
会 期: 
会 場: 
主 催: 
後 援: 
 
 
特別後援:

2009 年 5 月 21 日（木）～23 日（土）※土曜日は一般開放 
テクスポート今治 
CMP ビジネスメディア（株） 
国土交通省、（社）日本船主協会、（社）日本造船工業会、 
日本船舶輸出組合、（社）日本舶用工業会、（社）日本中小型造船工業

会、（財）日本海事協会他 
今治市、今治海事都市交流委員会 

 
― 併催イベント ― 

5/21～25 
 
 
 

帆船「海王丸」寄港 
 歓迎式 5/21 
 一般公開 5/23 
 セイルドリル 5/24 
 出港式 5/25 

5/23 見学会 
 今治造船本社工場 工場見学会、船舶見学会 
 新来島どっく大西工場 工場見学会、船舶見学会 
 浅川造船 進水式見学会 
 檜垣造船波方工場 工場見学会 
 渦潮電機工場 見学会 
 潮冷熱工場 見学会 
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