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第４章　機関部の省エネルギー

９３６　漁船機関の動向

１）漁船における燃料消費モデル

図１は漁船における燃料消費モデルを示したも

のである。燃料であるA重油もしくは軽油を消費す

る機関は推進用ディーゼル機関の主機と、発電用

ディーゼル機関の補機である。このときの燃料消費

量ｃ［kg４h］は次式で表される。

  （６）

  （７）

  （８）

ここで、ｂは機関出力（kW）、beは機関の燃料消

費率（kg４kWh）、ｈは船速（m４か）、ｄは推進抵抗（N）、

ηは推進効率であり、添字Mは主機を、Ｓは補機を

それぞれ表す。

２）省エネルギー対策の方針

上記の式に機関の運転時間ｆM、ｆＳを加味すると、

漁船で消費する燃料消費量は次式が得られる。

  （９）

この式を基にして、省エネルギー対策の方針を立

てると、下記のようになる。

①燃料消費量の計測

漁船の場合、主機および補機の燃料消費量を計

測するための流量計はあまり設置されない。この

ため、省エネルギーの効果を正確に評価できない

ので、まずは燃料消費量を計測することから始め

る必要がある。これを「見える化」と呼んでいる。

②低燃料消費率機関beの採用

就航後の主機および補機の換装は現実的に困難

なので、計画建造時に可能な限り低燃料消費率機

関を採用する。

③減速運転Vの実施

建造計画時に過大な船速設定はすべきでない。

また、竣工後においても船速をできるだけ減速さ

せる。

④船体・漁具抵抗Rの削減

計画建造時に船体および漁具抵抗の削減を図る。

⑤高推進効率化η

計画建造時に船体および推進器の組み合わせに

よる推進効率の向上を図る。
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図１　漁船におけるエネルギー消費システム
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⑥電力負荷ｂGの軽減

建造計画時に電力負荷の需要予測に対する発電

機容量の増大化を防ぐとともに、竣工後には可能

な限り船内電力の削減を図る。

⑦運転時間Tの短縮

往復、探魚、操業、適水、停泊時における主機

および補機の運転時間を少なくする。

３）各種漁船における燃料消費量の実態

図２に６6５トン型樽かけ回し底びき漁船、65トン

型オッターボード式底びき漁船、６πトン型近海まぐ

ろ延縄漁船の運航別の主機および補機の燃料消費量

の内訳を示す。これによると、３漁船とも往復航お

よび操業（適水を含む）区分の燃料消費割合が高い。

このことから、前述した省エネルギー対策の方針の

うち、往復航および操業区分に関連する往復航時お

よび操業時の減速運航と、船体・漁具抵抗の軽減が

省エネルギーの費用対効果が大きいことが裏付けら

れる。

４）機関における燃料消費量の評価方法

漁船における燃料消費量の評価には、燃料消費率

および燃料流量の二つがある。

燃料消費率beとは、機関における出力・時間あ

たりの燃料流量であり、次式で表される。

  （5）

ここで、ｃは燃料流量［kg４h］、ｂは機関出力［kW］

である。

図２　各種漁船における燃料油の消費内訳
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①燃料流量

燃料流量ｃは単位として［kg４h］または［L４h］

で表される。漁船の場合、燃料搭載時の商取引に

おいて、［L］が用いられる。また、外航船の場

合、［Mｆ］（Meがお､c ｆon：メトリックトン）が用

いられる。これは、重量換算単位の一種で、メー

トル法でのトン（６γ５５５キログラム）のことであ

る。余談ながら、［Lｆ］（Long ｆon：ロングトン）

は重量換算単位の一種で、英トン（６γ５６6３５９6π５ＤＤ

キログラム、７γ７９５ポンド）のことであり、［ｅｆ］

（ｅhoおが ｆon：ショートトン）は重量換算単位の

一種で、米トン（π５Ｃ３６Ｄ９Ｃ９キログラム、７γ５５５ポ

ンド）のことであり、注意を要する。

燃料流量［kg４h］を直接計測するには質量流

量計が用いられるが、非常に高価なので一般的に

は容積流量計が用いられる。この場合、１Lもし

くは６５L通過したときの時間を計測し、毎時リッ

トルに換算すると、［L４h］が得られる。ただし、

燃料容積は燃料温度により変化するので、６5℃の

油温に換算して表示される。換算方法は、石油類

の温度に対する密度換算プログラムソフトも市販

されているが、市販されている石油類 密度・質

量・容量換算表（以下、換算表という）により、

ガラス製密度浮ひょう（比重計のこと）を用いて、

密度を６5℃の密度に換算する方法が用いられる。

具体的にはサンプル油をガラス製密度浮ひょうお

よび温度計を用いて密度および温度を得る。これ

らの数値から換算表により換算密度（６5℃）が得

られる。次に換算密度と流量計を通過した燃料の

油温から、換算表により容積換算係数が得られる。

この係数と計測された容積の乗算により得られた

数値は６5℃の換算容積である。また、［kg］を得

るには、換算密度と換算容積の乗算により得られ

る。簡易的には次式が用いられる。

  （6）

ただし、m［kg］は質量、ρがはサンプル油の

油温ｔにおける計測密度［kg４m８］、ｔは同計測

温度、ｃ［L］は燃料容積である。

次に、燃料流量計の設置場所を図３に示す。小

型漁船における主機の場合は、燃料タンクから燃

料フィードポンプを経て燃料ポンプに送られ、余

剰の燃料は直接燃料タンクに戻る方式をとってい

る。通常、機関の定格出力における燃料消費量の

３～５倍の流量を燃料フィードポンプが燃料ポン

プに送り込んでいる。このような燃料系統では図

に示すように燃料供給ラインと燃料戻りラインの

２か所に流量計を設置し、その差を燃料消費量と

している。

大形漁船でも同様であるが、燃料タンクと主機

の間に空気分離器と空気抜き管を設けるので、燃

料タンクから空気分離器までの配管に燃料流量計

を設置する。この場合、この流量計の数値が機関

の燃料消費量になる。なお、上記の小型漁船で示

した燃料系統を有する場合でも、空気抜きを設置

図３　漁船における燃料系統の概要
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して燃料流量計を１つのみ設置することがある。

この目的は、計測誤差を小さくするためである。

②機関出力

機関出力は、プロペラ軸に取り付けられた軸出

力計により、プロペラ軸のねじりモーメント（ト

ルク）と軸回転数が計測され、それらの乗算によ

り軸出力、すなわち機関出力が算出される。しか

し、この計測装置は漁船ではほとんど装備されな

い。機関出力の推定方法は、ＶIｅδＲにより明記さ

れているが、一般的には次に２つの方法が用いら

れる。

一つは、ディーゼル主機の陸上公式試運転結果

をもとに、縦軸に機関出力、横軸に回転数と調速

機のガバナーインデックスの積をとり、各負荷時

（5５、Ｃ5、６５５％）の数値をプロットしたものを作

成しておき、出力を求めるときどきの回転数とガ

バナーインデックスの積を入力して算出する。

もう一つも同様に縦軸に機関出力、横軸に過

給機タービン回転数をとり、各負荷時（5５、Ｃ5、

６５５％）の数値をプロットしたものを作成してお

き、出力を求めるときどきの過給機タービン回転

数を入力して算出する。

なお、機関出力とは、国際標準では機関クラン

ク軸出力端における出力である。しかし、漁船主

機の場合、機関と減速機が一体の構成をとるため、

減速機出力フランジ端とする場合があるので注意

する必要がある。この場合、機関クランク軸出力

端に換算するには、減速機効率、たとえば５３πＤで

除算すれば良い。

５）燃料消費率の表示方法

今、図４にディーゼル機関の燃料消費率の一例を

示す。一般的な傾向として、機関の負荷率が増加す

ると、燃料消費率も向上するが、定格出力時には若

干悪化する。このとき、この機関における燃料消費

率は一つの数値をもって表されるが、その表し方に

はいくつかの方法がある。

①負荷率６５５％値

最も一般的な表現方法である。機関の負荷率

６５５％のおける燃料消費率を代表値とする。

②最小値

負荷率に関係なく、燃料消費率の最小値を代表

値とする。（図４に示す）

③４モード（可変速機関）

各負荷における燃料消費率に重み係数（ＶIｅ B 

Ｄ５５Ｄδ９ 試験サイクルE８に定める出力７5％、5５％、

Ｃ5％、６５５％時）を乗じ積算した数値である。た

だし、回転数６５５％負荷率６５５％で５３７、回転数

π６％負荷率Ｃ5％で５３5、回転数Ｄ５％出力5５％で５３６5、

回転数6８％出力７5％で５３６5の重み係数とする。こ

の算出方法は、省エネ機器等導入推進事業 省エ

ネ機器導入指針（一般社団法人漁業経営安定化推

進協会）で用いられている。

④４モード（定速機関）

各負荷における燃料消費率に重み係数（ＶIｅ B 

Ｄ５５Ｄδ９ 試験サイクルD７に定める出力７5％、5５％、

Ｃ5％、６５５％時）を乗じ積算した数値を代表値と

する。ただし、回転数は定格回転数であり、トル

ク６５５％で５３５5、トルクＣ5％で５３７5、トルク5５％で

５３８、トルク７5％で５３８の重み係数とする。

図４　機関の燃料消費率の一例
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以上のように燃料消費率の表し方において、出力

の計測場所、燃料消費率の算出方法が複数存在する

ので、どの方法を用いて算出されているのかを注意

する必要がある。

６）機関選定時における燃料消費率の注意事項

図４に、ある機関の燃料消費率を示す。燃料消費

率が最も少ない数値をこの機関の燃料消費率とする

と、図の例では燃料消費率７５５g４kWhの機関である

という。次に、同じ系統のファミリー機関の定格出

力９5５、5９５、6Ｃ５、Ｃ８5kWの４種の燃料消費率の一

例を図５に示す。高出力機ほど、燃料消費率は改善

される。これらの機関の燃料消費量［kg４h］を縦

軸に、出力を横軸にとると図６に表される。建造時

に算出される所要主機出力が９５５kWとすると、搭載

予定の定格出力９5５kWの機関の代わりに、燃料消費

率が約６５g４kWh改善できるという理由でＣ８5kWの

機関を選択する。これにより、９５５kWの運転出力で

は、定格出力Ｃ８5kWの機関では、定格出力９5５kW

の機関に比べて、約６５kg４hの燃料消費量の増加を

もたらすことになる。このことから、機関の選定に

あたっては、燃料消費率だけでなく、燃焼消費量も

合わせて考慮する必要がある。建造時の機関出力も

選定を間違うと、省エネルギーどころか燃料消費量

の増加をもたらす危険性があることを認識する必要

がある。
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 図５　機関の負荷率と燃料消費率の関係の一例
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７）漁船用主機の燃料消費率の変遷

漁船用主機の燃料消費率の変遷を明らかにする

ことは困難である。なぜならば、機関メーカーでは

トン数別の搭載可能な機関の燃料消費率を確実に把

握しているが、ユーザー側である著者は複数社の機

関メーカーのカタログをもとに推察しなければなら

ないからである。そこで、７５トン未満の小型漁船用

主機の燃料消費率の変遷をメーカーのカタログ値か

ら抜き出し、推察したものが図７である。時代背景、

法律上の規制などを踏まえて、著者の独断で変動理

由を記述する。なお、機関メーカーは１gの燃料消

費率の低減に努力を重ねているので、的外れの記述

にはご容赦いただきたい。

７５５５年ごろまで漁船用主機の燃料消費率の低減は

見られない。これは社会的に低減しなければならな

い理由がなかったためと考えられる。

ところが７５５5年に窒素酸化物の排出規制が実施さ

れた。これは、機関出力６８５kW以上の原動機に適用

された国際的な排出規制である。機関メーカーでは

この規制値をクリアするため、過去に実施された陸

上用原動機の窒素酸化物の低減方法を導入した。す

なわち、圧縮比の増加、過給機のマッチングによる

吸気圧力の増加により、窒素酸化物の低減と燃料消

費率の低減が同時に得られたものである。このため、

７５５5年以降を燃料消費率が低減したものと考えられ

る。

次に７５６７年に実施されたｆ､eおⅡと呼ばれる窒素酸

化物の排出規制では、ｆ､eおⅠに比べて７５％程度の窒

素酸化物の排出削減が求められた。この対策として、

ｆ､eおⅠに導入された技術では対応できず、新たな方

法が必要であった。排ガス中の窒素酸化物と燃料消

費率の関係はトレンドオフの関係にあり、窒素酸化

物の排出量は燃焼ガス温度の低下に伴って減少する。

このことから、排気ガス温度を低下させる方法とし

て、吸気弁の開時期を遅らせるか、閉時期を早める

かの対策、すなわちミラーサイクルが導入された。

当然ながら、この対策は燃料消費率を悪化させるの

で、その分を過給機の高性能化、機関とのマッチン

グの改善により燃料消費率の悪化を補い、結果的に

燃料消費率の大きな改善は見られなかった。

今後、７５７5年前後に規制される更なる窒素酸化物

の排出規制ｆ､eおⅢでは更にＤ５％の削減が求められる。

これは、従前のミラーサイクルでは達成できないの

で、たとえば、排ガス循環方式EＳｄや排気ガスへ

の尿素の注入による窒素酸化物のアンモニア化ｅCｄ

などの導入が必要になろう。したがって、将来的に

は大幅な燃料消費率の改善は期待できないであろう。

以上のことから、省エネルギー対策の方針として

は、建造時には過大な計画船速を設定しない、機関

の計画出力に対して過大な出力を選定しない。燃料

消費率の良好な機関の選択、またありきたりな言葉

であるが、航走時および操業時の船速の低下が重要

であろう。

（※酒井久治）

図７　小型漁船用主機の燃料消費率の動向

※東京海洋大学　海洋科学部　海洋環境学科　教授

船舶の排ガス規制開始
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