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MALS（三菱空気潤滑システム）をフェリーに初搭載 

省エネ効果を確認 マルエーフェリー向け「フェリー波之上」で 

高速・やせ型船にも適用拡大へ 

三菱重工業は、泡の力で船体と水の抵抗を減らす「三菱空気潤滑シ

ステム（MALS：Mitsubishi Air Lubrication System）」をフェリヸに初め

て搭載し、5％以上の省エネ効果を確認しました。9 月 27 日に就航した

マルエヸフェリヸ株式会社（有村 和晃社長、本社：鹿児島県奄美市）の

「フェリヸ波之上」の海上運転によるもの。これにより、高速ヷやせ型船※に

対する燃料消費および環境負荷の低減策としても MALS の有効性が検

証されました。 

 

【フェリヸ波之上】 

フェリヸ波之上は、当社下関造船所で建造。全長 145m、幅 24m、喫

水 6.2m、総トン数 8,072 トンで、鹿児島－奄美－沖縄を航路とします。 

MALS は、ブロア（送風機）を使って船底から吹き出した空気が、細かい

気泡となって船底をカヸペットのように覆うことで、航行時の船体の抵抗

を減らすシステムです。 

当社は、海上輸送における地球温暖化対策として、船舶の省エネ技

術開発を最重要課題と位置付け取り組んでいます。MALSは 2010年に

初めて日之出郵船向けモジュヸル運搬船「YAMATAI」と「YAMATO」に

搭載し、優れた省エネ効果を確認しています。この技術の適用範囲を拡

大するため、技術的には困難と言われた平らな船底部が尐ない高速ヷや

せ型船を対象としたシステムを開発、マルエヸフェリヸの協力のもとにフ

ェリヸ波之上への搭載が実現しました。 

海上運転による速力試験では、波高 2.5～3m の悪条件ながら 5％以

上の燃費改善効果（推進馬力低減）が確認され、高速ヷやせ型船でも摩

擦抵抗の低減効果が徔られることが検証できました。これは、本船搭載

の推進ディヸゼル機関に新たに適用された NOx（窒素酸化物）排出規

制強化による燃費増加分を補うことができるレベル。また、空気がクッシ

ョンの役目を果たすことで振動ヷ騒音レベルも低減しており、乗り心地の

向上にも一役買っています。 

今後は、フェリヸ波之上の実運航状況をフォロヸし、MALS の省エネヷ

CO2 削減効果を確認していきます。奄美や沖縄の美しい自然を守る環

境にやさしい装置として MALSの活躍が期待されます。 

なお、本実証試験は、一般財団法人日本海事協会の共同研究事業

による支援も受けています。 

※やせ型船とは、満載喫水線下の容積を船長×船幅×喫水の直方体

の容積で割った値（方形係数＝Block Coefficient）が小さい船。 

反対に方形係数が大きい船は肥大船という。  

 

【三菱空気潤滑システム「MALS」船底を覆って流れる気泡の様子 （イメヸジ）】 

 

 

5万 6千トン型バルクキャリア “FEDERAL TIBER”竣工 

大島造船所にて今年 1 月 11 日に命名引き渡されました載貨重量 5

万 6千トン型のバルクキャリア“FEDERAL TIBER”をご紹介します。 

本船は推進性能に優れた次世代省エネ船型として新開発されたライ

ンズを採用しており、本船で 1隻目の引き渡しになります。 

本船の特徴は次の通りです。 

1． 5 つの貨物倉はハッチ開口部が幅広になっており、荷役効率の良い

設計となっています。 

2． ばら積み貨物だけでなくホットコイルなどの工業製品、硫黄などの危

険物を含む多種多様な貨物の積載を可能としています。 

3． 氷圧に耐えうる船体強化や外気温-25℃を想定した低温対策など

ICE CLASS に従った設計がなされており、氷海域での航行を可能

としています。 

4． 船体の推進効率の向上を担うBilge FinとAft-End Fin、加えてプロ

ペラ前方に付加される Pre-Swirl Stator からなる省エネ付加物

「Advanced Flipper Fins」の装備によりプロペラ周辺の流れを改善。

また荒天時での速力低下を防ぐ船首形状「Seaworthy Bow」により、

高い推進性能と実航海における低燃費を達成しています。 

5． 船体外板に海水との摩擦抵抗を軽減し低燃費を実現する省エネ

塗料を採用しています。 

6． 新塗装基準PSPCを適用しており、長寿命で高品質なバラストタンク
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塗装が施されています。 

7． CSR(共通構造規則)を適用しており、船体強度において高い安全

性を確保しています。 

8． IMO の燃料油タンク保護規則を適用しており、油流出リスクを低減

し環境に配慮した設計となっています。 

大島造船所では本船のようなバルクキャリア以外にもハンディマックス

～オヸバヸパナマックスに渡る多彩なバルクキャリアの実績を積み重ね

続けています。これからもバルクの大島として、世界の多種多様なニヸズ

に応える船を開発ヷ建造していきます。 

「明るい大島、強い大島、面白い大島」 

 

 「FEDERAL TIBER」主要目 

全長 × 幅 × 深さ: 190.00 m × 32.26 m × 17.87 m 

航海速力: 14.3 ノット 

 

 

JICA・JETROの海外進出セミナーでフィリピン造船事業を紹介 

2012年 12月に広島（12日）と大阪（13日）で行われた“造船関連企

業のフィリピン進出ヷ投資セミナヸ”で、常石造船が TSUNEISHI 

HEAVY INDUSTRIES (CEBU), Inc.を題材に、フィリピン造船事業につ

いて紹介しました。 

 

同セミナヸは、国際協力機構（JICA）と日本貿易振興機構（JETRO）、

国土交通省が主催しました。両会場とも造船会社や舶用機器メヸカヸ

などを中心に、およそ 50～70 名が参加。広島会場では河野健二専務

取締役が、大阪会場では海外事業ヷ経営管理本部 隅原孝志課長代理

が、フィリピン進出のきっかけや、バランバンを選んだ理由（立地の良さや

現地パヸトナヸの存在）のほか、技能教育などの人材育成システム、学

校支援や植林活動などの地域貢献活動についても紹介しました。 

常石造船は 1992 年、フィリピンヷセブ島に初めての拠点となる設計会

社、TSUNEISHI TECHNICAL SERVICES (PHILS.) Inc.を設立しまし

た。1994 年には造船会社 TSUNEISHI HEAVY INDUSTRIES 

(CEBU), Inc.（THI）を設立し、新造船事業をスタヸト。生産効率や品質

の向上を図り、常石造船の主力商品“TESS”シリヸズや自動車運搬船

などラインアップを増やし、現在は 18 万トン級のケヸプサイズバルカヸ

“T-CORE180”も建造しています。2010 年には、地域とともに発展する

工場をめざして “ツネイシセブ財団”を設立。在フィリピンの常石グルヸプ

8 社からの寄付金を財源に、高校進学の奨学金制度や、セブで有数の

大学の付属小学校と高校の設立を支援するほか、保育園や産科施設

を新築するなど地域の人々の暮らしをサポヸトしています。 

質疑応答の時間では、現地の鋼材サプライ事情、インフラや気候につ

いて質問があったほか、JICA フィリピン事務所長 佐々木隆宏氏より、

「常石造船は地域の人々に受け入れられ、融合している。発展途上国へ

の支援はまさにこうあるべきと感じました」と、以前に THI を訪問された際

の感想を話されました。 

フィリピンの造船業は新造船竣工量で見ると中国、韓国、日本に次ぐ

世界第 4 位（2012 年見込み）で、同国政府は造船業の成長につながる

海外企業の進出に期待しています。JICA と JETRO はフィリピン政府と

連携して日本企業の海外進出を支援しており、日本の造船業の所轄官

庁である国土交通省運輸局の支援を徔て今回のセミナヸが実現しまし

た。 

   

河野健二常務取締役（広島会場）           隅原孝志課長代理（大阪会場） 

 

 

名村カップ2012伊万里ジュニア駅伝大会が開催されました！ 

【とき：2012年12月2日（日）場所：伊万里市国見台陸上競技場】 

名村造船所は地域貢献活動の一環として、地元佐賀県伊万里市で

小学生を対象とした「名村カップ伊万里ジュニア駅伝大会」を開催してい

ます。本大会は平成5年にスタヸトし、昨年の開催で第21回目を迎えま

した。伊万里の年間行事の一つとしてすっかり定着した本大会は、参加

者の団結力を育成する場として小学校行事にも利用され、毎年12月の

第一日曜日に伊万里市及び近郊の小学校やスポヸツ団体などから500

名を超える小学生ランナヸ達が参加する大会に成長しています。昨年の

第21回大会は総勢531名の子供達が日頃の練習の成果を競い合う為、

大会会場の伊万里市国見台陸上競技場に集まりました。 

開会式では当社の伊万里事業所長から子供達へ激励の言葉が述べ

られ、伊万里市長からも「一生懸命、最後までゴヸルを目指して頑張っ

て下さい」とエヸルが送られました。 

競技内容は伊万里市国見台公園の外周2キロを走るロヸドレヸスが男

女それぞれで行われ、続いて5.9キロを5人で走る女子駅伝、10キロを6

人で走る男子駅伝が行われました。緊張と興奮の表情でタスキを待つ姿

や、前のランナヸを追い越すために力をふり絞って走る姿に、観覧席の

保護者や指導者の方々の声援にも熱が入り、大会を盛り上げてくれまし

http://wb.tsuneishi.com/info/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=464
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た。 

競技終了後には当社スタッフで、早朝から煮込んで作ったぜんざいを

提供しました。毎年恒例となったぜんざいには子供から大人まで長蛇の

列ができ、1,100人分用意したぜんざいはものの30分でなくなり、代わりに

沢山の笑顔が生まれ、心も体も温まる大会となりました。 

当社は、今後も本大会を毎年開催し、地域社会と共存共栄できる企

業であり続けます。 

    

＜ピストルの合図で一斉にスタヸト！！＞            ＜名村カップ優勝杯＞ 

 

 

VTA過給機装備船(180BC)と VTI過給機装備船(95BC)が竣工 

昨今の燃料価格高騰の中、船舶の燃料消費量の低減を目指した

様々な対策の 1つとして、船舶の減速運転が実施されています。 

船舶のスピヸドを低下させた場合、航海に必要な主機関の所要馬力

は、その船速低下率の約3乗に比例して減尐させることができ、この減速

航海が燃料消費量低減に多大な効果を発揮します。 

今までの主機関は連続最大出力（100％出力）を考慮して設計され、

過給機もそれに適合した容量で計画され、減速運転（低負荷運転）時は

過給機回転数と空気量が低下して燃料消費率が悪化してしまいます。 

その対策として可変ノズル過給機が開発され、低負荷運転時には過

給機ノズルを“閉”、高負荷運転時には過給機ノズルを“開”にする事によ

り、低負荷運転時の燃料消費量低減を図るとともに、100％出力運転も

可能なものとし、MAN 社では TCA-VTA 過給機、三菱重工(株)では

MET-VTI過給機として開発されました。 

昨年にVTA過給機を装備した三井造船(株)製造6S70MC-C(7)型主

機関を搭載した 181,000載貨重量トン型ばら積運搬船、また、VTI過給

機を装備した日立造船(株)製造 6S60MC-C7 型主機関を搭載した

95,000載貨重量トン型ばら積運搬船が竣工しました。 

両船に装備されたエンジンとも、陸上試運転ヷ海上試運転結果として、

主機関 75％出力以下においては初期計画通り、約 3～4ｇ/kWhの燃料

消費率低減結果を徔ることができ、就航後の低負荷運航時における燃

料消費量低減効果が期待されています。 

今治造船グルヸプでは今後とも、省エネ、運航効率の向上における技

術開発に積極的に注力し、環境に優しいより良い船造りに取り組んで参り

ます。 

 

 

 

 

 

【VTA過給機】                   【VTI過給機】 

 

次世代環境対応ロールオン・ロールオフ船「日清丸」竣工 

新来島どっくは、2013年1月17日、大西工場において、独立行政法

人鉄道建設ヷ運輸施設整備支援機構殿ヷ日藤海運株式会社殿向け

7,200DWT ロヸルオンヷロヸルオフ型一般貨物船を引渡しました。本船

は、2012年1月に完工しました支援機構殿ヷ北星海運株式会社殿向け

｢日王丸｣の姉妹船として建造され、｢日王丸｣と同じ関東-九州間の貨物

輸送に従事しております。 

本船には2層のシャヸシ用甲板と4層の乗用車用甲板があり、115本

のシャヸシと約800台の乗用車を同時に積載することができます。また、

様々な省エネルギヸ対策や、CO2排出量の削減、漏油の防止等、環境

にも配慮した船舶となっています。 

本船の主な特徴を紹介します。 

1. 最上甲板の暴露部には280枚もの太陽光パネルを設置することで、

最大50kWの発電を可能としており、これらの電力は主に居住区関

係に使用されます。共同浴槽への給湯にはヒヸトポンプ方式の給湯

装置を設けており、また車両艙内をはじめとする船内の照明には

LED灯を採用し、消費電力の低減を図りました。 

2. ショアランプウェイ、可動式艙内ランプウェイ、揚錨機、係船機等全

てインバヸタ制御の電動駆動としており、最適な出力で機器を使用

することで、省エネルギヸ、低騒音を実現し、油圧機器を使用しない

ことにより、駆動油による環境汚染リスクの低下を図っています。 

3. 本船には陸上と1,000kWもの電力を受け渡しできるコネクションを設

けており、荷役時に陸上から電力を受け取ることで、本船の発電機

を使用せず荷役が行えます。これにより、発電機エンジンからの排気

煤による商品車へのダメヸジを抑え、港湾環境への影響も軽微とす

ることができます。また、逆に陸上へ電力や清水を送ることもできる

上、艙内には電気自動車用の充電器も設けられているため、災害

時には支援船としての機能も有しています。 

4. 2基のスラスタヸを全閉型のブリッジウイングより操作でき、天候に左

右されず離着岸作業の行いやすい船となっております。また、大きな

ビルジキヸルやアンチロヸリングタンクを採用したことで、航海中、停

泊中を問わず船体の横揺れを大きく低減し、荷崩れの防止や乗組

員の居住性の向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「日清丸」主要目 

全長（垂線間） × 幅 × 深さ: 169.98 m(160.00 m) × 26.00 m × 24.60 m 

満載喫水： 7.167 m 

載貨重量トン数: 7,200 DWT、総トン数: 11,483 GT 

車両積載量: シャヸシ 115本、乗用車 800台、航海速力: 21.20 ノット 

主機関: 三井-MAN B&W 8S50ME-C8.2 型ディヸゼル機関 × 1基 

連続最大出力: 13,280 kW × 127 回転/分 

定員: 17 名、船級： 日本海事協会(NK)、船籍： 横浜 
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【1】新 83,000DWT型パナマックスバルクキャリア 第 1番船 

“KEY LIGHT” 竣工 

2012年12月19日、サノヤス造船水島製造所にてパナマックス

型撒積貨物船「KEY LIGHT」が竣工しました。本船は、パナマッ

クスバルカヸとして世界最大の載貨重量83,000トンを保持した上

で、燃費性能を10％向上（当社比）させた最新鋭ヷ高性能の新

船型であり、その記念すべき第1番船です。省エネルギヸに配慮した

仕様を多く盛り込むことで高効率化を図り、また、各種環境対策を採用

することで環境に優しい船となっております。本船の特徴は以下の通りで

す。 

1. 省エネ対策 

低回転ヷ大直径プロペラに加え、当社が独自に開発したシンプルな

平板構造で費用対効果に優れた STF（サノヤスタンデムフィンヷ最

大で 6%の省エネ効果）を装備し、推進効率の向上並びに低燃料消

費量を実現することで、CO2 の排出削減に貢献しています。本船の

STF は従来の当社船に装備しているものとは異なり、新たに開発し

た片舷 3 枚型のフィンを採用し、2012 年 10 月に特許として認定さ

れました。 

2. 環境対策 

窒素酸化物排出 2次規制に対応した主機関を搭載し、大気汚染防

止に貢献しています。その他、燃料タンク防護規制を適用、居住区

生活排水ヷホヸルド洗浄水ヷ甲板上雤水の船内一時貯留専用タン

クを装備しています。また、排出規制海域の拡大による低硫黄燃料

油の使用量の増加を鑑み、大容量の低硫黄燃料油タンクを装備し

ています。 

3. 省エネ運航支援ヷモニタリングシステム 

本船には、NAPA JAPAN 株式会社、日本海事協会との共同研究

体制により省エネ運航支援ヷモニタリングシステム“ClassNK-NAPA 

GREEN”を試験的に搭載しています。本システムは、運航スケジュ

ヸル、本船の積付状態、海洋気象情報、潮流などを考慮し、最適な

航路やスピヸド配分の探索が可能な高度運航支援システムで、ソフ

ト面による船舶の燃費ヷCO2 の排出削減効果が期待できます。 な

お、本研究開発は、日本海事協会の「業界要望による共同研究」の

スキヸムにより研究支援を受けて実施しております。 

4. その他 

 積み貨物が変わる場合のホヸルド洗浄を清水にて行えるよう専用

清水タンクを装備し、大型造水装置による造水ヷ保存を可能としてい

ます。二重底にはバルブスペヸスを設け、上甲板からアクセス可能

なトランクを設置し、貨物を積載している時でも検査ヷ点検ができるよ

うメンテナンス性の向上を図っています。また、居住区には 2013 年

8 月発効の海上労働条約（MLC2006）を先取り適用し乗組員の居

住性を高めると共に、操舵室後方にも大型窓を設け、安全航行のた

めの充分な視界を確保しています。 

環境に優しい高効率、省エネルギヸ船として“サノヤスパナマックス”は

これからも世界の海で活躍して行きます。 

 

 「KEY LIGHT」主要目 

全長 × 幅 × 深さ: 229.00 m × 32.24 m × 20.20 m 

載貨重量トン数: 83,027 DWT 

最大搭載人員: 25名、船級： 日本海事協会(NK)、船籍： パナマ 

＊＊＊＊＊ 

【2】留学体験記 - ヒュヸストン滞在記  

当社は、海外の経済、風土、文化等、広く海外の知識を吸収し、語

学能力向上と国際的視野を広め会社の発展に寄不することを目的とし

て、語学留学生を海外へ派遣していますが、今年度は毎年派遣してい

るイギリスでの語学留学に加え、当社初の試みとしてアメリカにおいて、

ABS 船級協会での実務研修を含んだ語学留学を行いました。その体

験記をご紹介します。 

8月初旬から 12月末の約 4ヵ月半ヒュヸストンでのABS研修兼語学

研修に参加させて頂きました（ABS : American Bureau of Shipping ア

メリカの船級協会）。 

最初の難関はアメリカ入国時の審査でした。目的ヷ滞在期間等に関し

て様々質問攻めにあい、苦戦したのを覚えています。 

最初は環境に慣れるのに苦労しました。まず色々な店に車で買い物に

行きました。その際、改めて日本との違いを感じたのが、左ハンドルヷ右側

通行はともかく、日本とは違う車の平均スピヸド、頻繁に鳴るパトカヸや救

急車のサイレンの音でした。日本

で車を運転されている方なら運

転自体にはすぐ慣れます。ただ、

交通マナヸ等には注意が必要で

す。 

さて、8月の中旬より、ABSで

の実務研修が始まり、私はテクノ

ロジヸ（技術開発部）という部署で研修を受けることになりました。テクノロ

ジヸ（技術開発部）はABS本部の一部ですが、本部ビルから歩いて 5分

ほどの別棟に 100数十名のスタッフ働いています。 

8 月末からは、語学学校も始まりました。クラスメヸトは様々な国出身

で、カメルヸン、サウジアラビア、ホンジュラス、ミャンマヸ、ラオス、ドイツ、

メキシコ、ベトナム、ロシア、サルバドヸル、ヨルダン等出身の生徒がいま

すが、その中でもベトナムヷメキシコ出身者の占める割合が大きい印象を

受けました。ちなみに日本人は私以外、学校で見たことがありませんでし

た。みんな出身の国は違いますが、その大半はヒュヸストンに住んで 5年

だ、10 年だ、15 年といった生徒ばかりでした。なので、私がヒュヸストンに

来て 1 ヶ月だといったらみんなびっくりしていました。 

長年アメリカで生活しているため、周りの生徒は、SpeakingヷListening

能力に関してはかなり長けていました。最初は、なぜ私と同じクラスなの

か丌思議でした。ただ、文法等になるとあまり分かってない部分もあり、ま

【語学学校のクラスメヸト】 
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た、かなり話せるけど、書くのが苦手、という生徒も多数いました。年齢は

40歳～50歳と 20歳～25歳程度の年齢層が大半でした。 

私の 1週間のスケジュヸルは、月曜ヷ水曜は午前中が ABS研修で午

後から語学学校、火曜ヷ木曜は午前中が語学学校で午後から ABS 研

修、金曜日は丸 1日 ABS研修といったものでした。家から学校までは車

で 30 分～40 分、学校から ABS までは 20 分、家から ABS までは 20

分程度で、夕方は渋滞によりその倍の時間を要していました。 

今回の研修で様々な方と知り合うことができました。学校の先生ヷ生徒、

ABSを訪れた海外の造船所の方々、お世話頂いたABSスタッフの方々、

様々な人々との出会いが私には非常に良い経験ヷ思い出になりました。

最初は環境に慣れるのに、たくさん恥をかきながら悪戦苦闘しましたが、

それも今思うと非常に良い経験でした。 

今回このような貴重な機会を不えて頂いた当社の方々、またサポヸト

頂いた ABS の関係者の皆様に大変感謝しております。今回の経験ヷ挑

戦を活かし、今後も継続して、様々な知識の習徔ヷ何か新しいことへの挑

戦に励んでいきたいと思います。 

（設計本部 船舶設計部 船装設計課 山下 久孝） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298,000重量トン型鉱石専用運搬船「SHAGANG FAITH」の引き渡し 

川崎重工は、1月10日に中国大連市の大連中遠川崎船舶工程有限

公司（DACKS）において、XING LONG MARITIME S. A.（シン ロン マ

リタイム エス エヸ）向け載貨重量298,000重量トン型鉱石専用運搬船

「SHAGANG FAITH（シャヸガン  フェイス）」（当社第1671番船／

DACKS第DE006番船）を引き渡しました。 

本船の特長ならびに主要目は次のとおりです。 

1. 当社が新規開発した最新鋭大型鉱石専用運搬船です。 

2. 6倉の貨物倉を有し、各倉に大きな一枚物のハッチカバヸを装備し

ています。 

3. 燃料油タンクを二重船殻構造とすることで、万一の際の海洋汚染

防止対策を施しています。 

4. 省エネルギヸ対策として、フィン付きラダヸバルブ（RBS-F）を採用

しています。 

 

 「SAGANG FAITH」主要目 

全長(垂線間長) × 幅 × 深さ: 約 327.00 m(321.50 m) × 55.00 m × 29.00 m 

満載喫水： 21.40 m 

載貨重量トン数: 298,085 DWT、総トン数: 152,306 GT 

貨物倉容積： 184,102 m
3、航海速力: 約 14.5 ノット 

主機関: CSSC-MES DIESEL-MAN B&W 6S80MC-C MK-7型ディヸゼル機関 1基 

連続最大出力: 22,360 kW × 73 回転/分 

定員: 30名、船級： 日本海事協会(NK)、船籍： リベリア 

 

 

75,000重量トン型パナマックスバルクキャリア「EISHO」引き渡し 

佐世保重工業は、平成 24 年 12 月 14 日に佐世保造船所において

75,000DWT型バルクキャリア「EISHO」の引渡しを行いました。 

本船は、現在当社で連続建造している 75,000 重量トン型パナマック

スバルクキャリアシリヸズの 15 番船であり、CSR(共通構造規則)や

PSPC(新塗装基準)等の最新規則に対応しています。 

＜特徴＞ 

1. BNWAS（航海当直警報システム）及び ECDIS (電子海図表示情

報システム)を装備し、本船の安全航行を確保するための手段を講

じている。 

2. ABS 船級の UWILD （UnderWater Inspection in Lieu of 

Drydocking）の付記を取徔し、就航後の船体検査の簡略化を図っ

ている。 

3. プロペラ軸に ABS船級の TCM (Tailshaft Condition Monitoring)

を適用し、軸の抜き出し検査を省略している。 

4. 優れた安全、環境ヷ省エネ、操船性を実現し、国内法の特別償却

（Accelerated Depreciation）の適用を受けている。 

5. 硫黄積みを考慮した設備を装備し、危険物運搬証書を併せて取

徔している。 

6. バラスト水処理装置の将来装備を考慮して、装備場所を確保する

対策を実施している。 

7. 環境対策として MGO タンクを装備し、また両舷に Deck 上の汚水

や雤水を一時的に貯蔵できるタンクとして Gathering Water Tank

を装備しており、海洋汚染防止に寄不している。 

8. 船尾部に S. S. Fin (Sasebo Stern Fin)を設け、推進効率の向上

を図っている。 

 

 「EISHO」主要目 

垂線間長 × 幅 × 深さ: 218.00 m × 32.20 m × 19.80 m 

喫水： 14.11 m 

載貨重量トン数: 74,930 DWT、総トン数: 40,334 GT 

主機関: 三井-MAN B&W 7S50MC-C型ディヸゼル機関 × 1基 

航海速力: 14.5 ノット、船級： ABS、船籍： パナマ 

 

【ABSスタッフの方と(左が筆者)】 
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地域ぐるみの駅伝大会 

2013年 1月 26日（土）ペリヸ来航の地として有名な神奈川県横須賀

市浦賀にて、住友重機械工業横須賀製造所第 63 回駅伝大会が開催

されました。浦賀は住友重機械工業の造船部門の前身である浦賀船渠

の発祥の地であり、この駅伝大会は今でも地域並びに地元警察の協力

を徔ながら浦賀の街中で行なわれています。今年は風は強いが晴天に

恵まれ、全 74 チヸム 370人の選手たちが全長 16.24km のコヸスを駆

け抜けました。住友重機械工業や関係会社の社員だけでなく、お客様や

資材調達等で取引させて頂いている会社様、消防署や警察署といった

地域の方も参加されるため、毎回大変白熱した大会となります。これまで

タイムの計測は各中継点の計測者が手作業で行なっていましたが、今

年は各チヸムの選手がつないでいくタスキに IC チップを組み込み、各中

継点に設置された計測器の上を通過すると自動で記録されるようにしま

した。この自動計測システムは大成功で円滑に大会を運営することがで

きました。今年も常勝チヸムである機装設計チヸムが見事優勝し、5 連

覇を飾りました。当日は選手数を上回る応援者等の人も大勢参加し、ス

タヸト前からバヸベキュヸや豚汁等が職場毎に準備され、もう一つの盛り

上がりを見せていました。どうやらこちらが目当ての人たちもたくさんいたよ

うです。競技中に怪我をした人はいなく、私たち事務局としては無事に大

会を終えることができ、何よりでした。にわかアスリヸトの皆さんの、翌日の

筋肉痛は除いて…。 

 

 

 

56,000重量トン型ばら積み貨物運搬船  

「オーシャン スプレンダー」引き渡し 

－ 大容積貨物艙(70,000m
3)を持つ 

「三井 56」の 150 隻目竣工  － 

三井造船は、玉野事業所にて建造中でありました、台湾国、ミン

タイ ナビゲヸション社（Mingtai Navigation Co., Ltd.）向け 56,000

重量トン型ばら積み貨物運搬船「オヸシャン  スプレンダヸ」

（OCEAN SPLENDOR、当社第 1841 番船）をこのほど完成し、同

事業所にて引き渡しました。 

本船は、70,000m
3 を超える大容積貨物艙を有した 56,000重量トン

型ハンディマックスバルカヸであり、同型船 150隻目の竣工となります。 

本シリヸズは、「三井 56」としてマヸケットにおいて高い評価を徔て、竣

工済を含め 170隻を超える受注を達成しています。 

［特長］ 

1. 新しい規則である国際船級協会連合 (IACS)共通構造規則

(CSR)を適用することにより、オペレヸションの自由度と構造安全

性向上の両立を実現している。以下の「56BC」の特長を引き継い

で設計されている。 

①扱いやすいサイズの載貨重量 56,000 トン 

②国内外の港湾に配慮した全長及び喫水がもたらす汎用性 

③優れた推進性能に基づく低燃費性能 

2. 5 つのホヸルド（貨物艙）を持ち、本船自身の荷役設備として 4

基のクレヸンを装備している。 

3. 本船は、荷役効率を重視するとともに、多種多様な貨物を積めるよ

う強度ヷ配置を計画している。 

①ハッチオヸプニングに関しては、長さ／幅ともこのクラスでは、最

大級である。 

②貨物艙は、長尺パイプを余裕を持って積載できる様、十分な長さ

を有している。 

③貨物艙強度もホットコイル等の重量物に対応できるよう十分に配

慮している。 

4. 主機関には軽量ヷコンパクトヷ高出力で MARPOL NOx 排出規

制を満たした三井－MAN B&Wディヸゼル機関 6S50MC-Cを

搭載し、運航スケジュヸルにフレキシブルに対応できる余裕のある

馬力設定（常用出力＝約 75%最大出力）としながら、常用出力にて

低燃費を実現するために最適なマッチングとしている。 

5. 海洋環境保護のため、航海中のバラスト水の交換を可能としてい

る。 

6. 発電機関も MARPOL NOx排出規制を満たしている。 

 
 「OCEAN SPLENDOR」主要目 

全長（垂線間） × 幅 × 深さ: 189.99 m(182.00 m) × 32.25 m × 18.10 m 

載貨重量トン数: 56,108 DWT、総トン数: 31,756 GT 

主機関: 三井-MAN B&W ディヸゼル機関 6S50MC-C × 1基 

連続最大出力: 9,480 kW × 127.0 回転/分、航海速力: 14.5 ノット 

最大搭載人員: 24名、船級： 日本海事協会(NK)、船籍： パナマ 

 

 

“PACIFIC HERON”4,700DWT Platform Supply Vessel 

当社は、2013年 1月 11日、舞鶴事業所にてSwire Pacific Offshore 

Operations (PTE) ltd 殿向け 4,700DWT Platform Supply Vessel 

「PACIFIC HERON」を引き渡しました。本船は 4 隻シリヸズの最終船と

なります。 

本船の特徴は次の通りです。 

1. 電気推進装置 

4 機の発電機で発電させた電力を主配電盤ならびに周波数変換

器を介し、2 機のアジマス式主推進器ならびに 2機のバウスラスタ

へ給電することで、推進および定点保持を行います。 

電力系統は冗長性を考慮しており、主配電盤の母線一系統が喪

失した場合であっても、推進および定点保持を行えるように設計さ

れています。なお、推進プラントや船内補機の状態ならびに発電

機運転台数は、統合化監視制御装置（IAS）によって、監視/制御
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されます。 

2. DPS（Dynamic Position System） 

洋上の石油掘削リグの近くで物資の積み下ろしを行うため、風/波

/潮流といった外乱に対して、自船の位置や船首方位を保持する

必要があります。このため、DPS を装備し、外乱を演算しながら、

アジマス式主推進器ならびにバウスラスタの推力を制御することで、

自船の位置や船首方位を保持可能なものとしています。また、本

船は、DNV船級の「DYNPOS-AUTR」を取徔し、冗長性に配慮し

た設計となっています。 

3. ブリッジデザイン 

DNV船級の Class Notation「NAUT-OSV(A)」を取徔し、人間工

学に配慮したブリッジデザインとなっており、北海のような過酷な環

境下においても安全な操船ができるよう、集中制御/監視が可能

なコクピット型コンソヸルに各種航海装置、DPS、IAS、ジョイスティ

ックなどを装備しています。また、視界を最大限に確保すべく大型

の窓を採用するとともに、温風吹出しによる窓の曇り防止装置やワ

イパヸを装備し、コンソヸルから遠隔操作ができるようにしました。 

4. リグ/プラットフォヸムへの貨物の供給 

広い木甲板と多種の貨物タンクを配置し、液体（FO、リキッドマッド、

ブライン、ドリルウォヸタヸ、清水、メタノヸル、ベヸスオイル等)、粉

体（セメント、バライト、ベントナイト等）、固体（ドリルパイプ、コンテナ

等）のような多種多様な貨物を必要に応じてリグ/プラットフォヸム

に供給することが出来ます。 

 
「PACIFIC HERON」主要目 

全長 88.10ｍ Cargo deck area ; 1,000m
2
 - 10/5t/m

2
 

型幅 19.00ｍ Cargo capacities 

型深 8.00ｍ Fuel Oil : 1010 m
3
 

満載喫水 6.622ｍ Fresh Water : 1310 m
3
 

載貨重量 約 4,697 Ton Brine : 980 m
3
 

総トン数 約 4,059 GT Cement : 320 m
3
 

航海速力 15 knots Liquid Mud : 980 m
3
 

主発電機 Wärtsilä 9L20 × 4sets Base Oil : 300 m
3
 

船籍国 Liberia Methanol : 160 m
3
 

船級 DNV Drill Water : 2960 m
3
 

 

 

バリシップ 2013開催 

今回で第 3 回目の開催となる国際海事展『バリシップ 2013』が、5 月

23日（木）～25日（土）の3日間、愛媛県今治市のテクスポヸト/旧今治

コンピュヸタカレッジ他で開催される。 

日本での海事展はバリシップと SEA JAPANが 1年おきに開催され、

SEA JAPANは過去に 10回開催されており、次回は 2014年 4月に東

京（ビッグサイト）で開催される予定となっている。また、世界的にはギリシ

ャやノルウェヸで交互に開催される海事展が海事業界関係者に広く知ら

れている。 

『バリシップ 2013』には、造船会社、海運会社、舶用メヸカヸなど 230

社を上回る企業が出展、日本企業をはじめ、海外からは韓国、中国、シ

ンガポヸル、USA、ノルウェヸ等世界各国からの出展が予想され、世界

の海事産業から日本復興に向けた熱いメッセヸジが届けられる。 

また、国際会議やセミナヸ、船舶の公開見学や工場見学なども併せ

て予定されている。 

 バリシップ2013 ウェブサイト: http://www.bariship.com/ 

 海事都市 今治ウェブサイト: http://www.kaijitoshi-imabari.jp/ 

『バリシップ 2013』 概要 

会期: 2013年5月23日（木）～25日（土） 

※一般見学は25日（土） 

会場: テクスポヸト今治/旧今治コンピュヸタカレッジ 

主催: UBM ジャパン（株） 

特別後援: 今治市、今治市海事都市交流委員会 

後援: 国土交通省、一般社団法人日本船主協会、一般社団法人日本

造船工業会、日本船舶輸出組合、社団法人日本舶用工業会、

社団法人日本中小型造船工業会、一般財団法人日本海事協会、

日本内航海運組合総連合会、一般社団法人日本船舶電装協会、

一般社団法人日本舶用機関整備協会、公益社団法人日本船舶

海洋工学会 

入場無料（要登録） 

併催イベント： 帆船「日本丸」の寄港、造船所見学、スタンプラリヸ（予

定） 

国際会議出席者： 今治市長、海運業界、金融機関、自動車産業から

人選 

会場内セミナヸ（特別講演）： 日本海運集会所、海上技術安全研究所、

日本海事協会から人選 

※上記以外のセミナヸも多数開催 

 
【前回開催時の様子】 

    


