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  当社では，平成12年から内航フェリーに運航モニタリング装置を搭載し，実海域での推進性能

把握に努めてきた．また，近年の地球環境保護や燃料油価格高騰を背景に，燃料消費量低減

や CO2・NOX 排出量削減のニーズが高まっており，これらのニーズにこたえるため，運航モニタリ

ングデータを用いて，内航フェリー船社の運航支援に取り組んできている．本報では，これらの取

組みの内，鹿児島～沖縄航路に就航している“フェリーあけぼの”を例に，まず，本船及び運航モ

ニタリングの概要について述べ，次に，運航モニタリングデータを用いて検討した燃料消費量低

減対策とその成果について述べる． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

船舶の推進性能の評価は従来，当該船引渡し前の海上試運転でのみ実施されているが，近

年になって，地球環境の保護や船社経済性の観点から，就航後の実海域での推進性能につい

ても評価すべし，との議論が高まってきており，これを受けて当社では，内航フェリーや内航

RO/RO 船を対象として新造船就航後の実海域での推進性能の把握を継続して試みている (1)(2)．

具体的には，新造船に運航モニタリング装置を搭載し，運航モニタリング装置に船舶の推進性

能に関する諸データを蓄積し，それらを解析することで当該船の実海域における推進性能を評

価している．さらに，これらの解析結果を用いて，当該船の運航形態を把握し，船主との協議を通

じて，より燃料消費量の少ない運航方法を提案している． 

本報では，平成 20 年７月に鹿児島～沖縄航路に就航した“フェリーあけぼの”を例に，運航モ

ニタリング装置の概要について述べ，運航モニタリングを通じて取り組んでいる運航支援につい

て紹介する． 

|2. “フェリーあけぼの”の概要 

本船は，(独)鉄道建設･運輸施設整備支援機構，並びに，マルエーフェリー(株)の共有船とし

て，当社下関造船所において設計・建造された貨客船兼自動車渡船であり，平成 20 年６月 30 日

に竣工し，同年７月５日より鹿児島～奄美群島～沖縄航路に就航している．寄港地は鹿児島，奄

美大島(名瀬) ，徳之島(亀徳) ，沖永良部(和泊) ，与論島(与論) ，沖縄本島(本部及び那覇)で

ある．本船の航路図を図１に示す． 

本船は，同一航路に就航している既存船と同じ航海速力を有しながら，主機関の所要馬力を

低減することで，CO2 及び NOX の排出量を抑え，奄美・沖縄の自然環境保護に貢献している． 
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本船の主要目を既存船と比較して表１に示す．表１に示すように，本船は既存船と比べて一回

り大きい船型ながら，航海速力は既存船と同じ 21kt で，主機馬力は既存船よりも約 10％小さくな

っている． 

      

  表１ “フェリーあけぼの”と既存船の主要比較表 

   同航路の既存船 フェリーあけぼの 

  長さ 132.0 m 135.0 m 

  幅 22.0 m 24.0 m 

  深さ 14.0 m 14.5 m 

  満載喫水 6.25 m 6.25 m 

  総トン数 6586 t 8083 t 

  載貨重量 3985 ｔ 4050 t 

  旅客定員 804 名 682 名 

  貨物搭載能力 210 個（10FT コンテナ） 311 個（10FT コンテナ） 

   60 台（8t トラック） 50 台（8t トラック） 

   88 台（乗用車） 76 台（乗用車） 

  航海速力 同左 21.0 knot 

  
主機関 

ディーゼル機関 

6620 kW×2 機 

ディーゼル機関 

6070 kW×2 機 

  プロペラ 固定ピッチプロペラ(FPP)×2 可変ピッチプロペラ(CPP)×1

  推進プラント 2 機 2 軸 2 機 1 軸 

 

図１ “フェリーあけぼの” 

航路図 

本船の就航航路及び寄港地を

示す． 

 本船は既存船から大型化が図られているが，主機関馬力は約 10％低減 

している． 

      

図２に示すように，フェリーの代表的な推進方式には，２機２軸方式と２機１軸方式がある．

２機２軸方式は，それぞれの主機関に減速機～軸～プロペラが連結されている．これに対し，

２機１軸方式は，２機の主機関に１基の減速機を介して軸及びプロペラが連結されている． 

 

 

 

図２ 推進プラント構成図 

既存船の推進プラントと本船の推進プラントを比較して示す． 

 

  

図３に２機２軸方式と２機１軸方式での水線下の船尾形状を比較して示す．２機１軸方式は，

２機２軸方式と比較してシャフトブラケットやボッシングと呼ばれるプロペラ軸を支持する構造体が

簡略化されるため，船体抵抗が大幅に低減される． 

従来，フェリーでは２機２軸方式を採用するのが一般的であったが，本船を企画するに当たり，

掲げられたコンセプト“環境にやさしい船”を具現化するため，電気推進を含めた様々な推進方

式を検討した結果，近海区域を航行するフェリーとしては国内初となる，２機１軸方式を採用する

こととなった． 

一方，２機１軸方式の採用に際して，２機分の主機馬力を１軸のプロペラで吸収するためプロ

ペラ起振力が２機２軸方式と比較して増大することが予想され，居住区の振動対策が必要になる

ほか，２軸船と比較して遜色のない港内操船性を確保するといった技術課題をクリアする必要が

あった．これらの課題に対して，振動面では船尾周りの船型を改良するとともに，起振力を抑えた
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プロペラを新たに開発し，港内操船面ではサイドスラスタの能力を大幅にアップさせて港内の操

船性向上を図ることとした． 

２機１軸方式の採用に加え，最新技術を駆使した省エネ船型の開発により，本船では２機２軸

方式の既存船と比較して，約10％の省エネを達成した．また，NOX規制に対応した主機関を採用

することにより，常用出力において既存船と比較して CO2 で約 13％，NOX で約 24％の削減を達

成することができた． 

 

 

 

図３ 水線下の船尾形状 

既存船の２機２軸方式と“フェリーあけぼの”に採用した２機１軸方式を比較して示す． 

 

|3. 運航モニタリングの概要 

本船には当社で開発した運航モニタリング装置が搭載され，実海域での推進性能評価に供す

る船体部，機関部データを常時記録している．記録されたデータは当社で解析し，本船の運航状

況を定期的に船社へ報告するとともに，本船の実海域での推進性能改善のための基礎データと

して活用している． 

3.1 運航モニタリング装置 

本船に搭載された運航モニタリング装置の外観を図４に，運航モニタリングデータの収集から

解析までの流れを図５に示す． 

 
 

図４ 運航モニタリング装置 

パソコンや計測機器類を専用ラックに 

まとめて操舵室に配置している． 

 

図５ 運航モニタリングデータの収集から解析までの流れ 

各種計測器から計測信号をパソコンに収集し，計測データと１次解析結果(平均値解析)を 

外部ハードディスクへ保存する． 
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運航状況を把握するために必要なデータを本船装備の計測器や運航モニタリングのために追

設したセンサー類から専用パソコンに取り込む．サンプリング時間は，0.1 秒としており，A/D 変換

器を介してデジタル化し，バイナリファイルとして記録している．また，同時に，30 秒ごとの平均値

解析を実施し，テキストファイルとして記録している．これらのデータファイルは，計測項目ごとに

１時間当たり１ファイルが作成され，外部ハードディスクに保存される．外部ハードディスクに保存

されたデータは定期的に回収され，当社でデータ解析を実施し，推進性能を含めた運航状況を

評価している． 

3.2 運航モニタリングデータの解析手法 

3.2.1 運航状況確認のためのトレンド解析 

平均値解析されたファイルを連結して１航海ごとのデータファイルを作成し，これらのデータか

らシーマージンや燃料消費率などの解析を行い，航海中のトレンドグラフを作成する．トレンドグラ

フの一例を図６に示す． 

図６ 鹿児島～沖縄の速力及び軸馬力計測結果 

鹿児島出港から沖縄入港までの速力及び軸馬力の時系列データを示す． 

3.2.2 異常現象確認のための詳細解析 

数箇月分の長期トレンドグラフや一航海ごとのトレンドグラフを詳細に調べると，データの急激

な変化やデータ欠損など，通常運航時のトレンドから外れる現象が確認されることがある．このよう

な場合には，該当する時刻周辺の詳細ファイルから時刻歴グラフを作成して，発生している現象

の把握を行うとともに，関連項目のデータを比較・検証するなど詳細な分析を試みる． 

上記の解析手法は，万一，航海中に本船の推進系に何らかのトラブルが生じた場合にも有効

で，トラブルが発生した時刻近辺の運航モニタリングデータを詳細に分析することで，原因の特定

が比較的容易に行え，正確な対策の立案が可能となる． 

|4. 実海域における運航経済性向上への取組み 

本船の新造時には，海上試運転で，所要の推進性能が得られていることが確認されている． 

本船引渡し後の営業運転において燃料消費量を船上で確認すると，営業運転における燃料

消費量は既存船と比較して大差ないことが判明した．そこで，運航モニタリングデータを解析し，
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本船の運航状況を調査したところ，本船では既存船に対して，30～40 分程度定刻より早く目的地

に到着している，すなわち，実海域では速力が大きめに出ていることが判明した．本船の当初の

運航計画では，航路変更等へ柔軟に対応できるよう，航海速力は余裕を持たせた設定としてい

たが，実際の運航では，想定以上に荷役の効率化が進み，運航スケジュールに時間的な余裕が

生まれたことから，船主と協議の上，航海速力を本船引渡し時の設定よりも抑えて燃料消費量の

改善を図ることとした． 

具体的には，航海速力における主機回転数を調整した．本船の主機回転数とプロペラ翼角の

制御方式には，コンビネータ制御を採用しており，一つのハンドル操作で，設定された主機回転

数に合わせて自動的にプロペラ翼角を制御することができる． 

本船引渡し時のコンビネータ設定のままでは，営業運転速力の付近で主機回転数を下げると

プロペラ翼角も小さくなるように自動制御されてしまうため，最もプロペラ効率の良い基準翼角から

は外れることになる．そこで，プロペラ効率を悪化させないように，主機回転数だけを下げてプロ

ペラ翼角は効率の良い基準翼角を維持するようコンビネータ設定を変更することとした．なお，こ

のような主機を含めた推進プラントの設定を変更するに当たっては，主機負荷の設定変更に伴う

主機関への影響が懸念されたため，実際のコンビネータ制御の設定変更に当たっては，主機メ

ーカと綿密な調整を行い，主機関の状態を観察しながら主機回転数の設定を段階的に下げるこ

ととした． 

コンビネータ制御の設定変更時の主機関の観察状況の一例を図７に示す．図７は，主機関の

陸上試験時の特性曲線上に営業運転時の作動状況をプロットしたもので，コンビネータ制御の設

定変更後も主機関の作動状況は陸上運転時の特性曲線上にあり，過度の負荷は作用していな

いことが分かる． 

図７ 主機関の作動状況 

陸上試験時の主機関特性曲線に対する営業運転時の計測データを示す． 
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図８に，鹿児島～名瀬間(約 206mile)における，実運航時の主機燃料消費量を示す．当該区

間は本船の航路上で最も直線航走距離が長い区間であり，本船の燃料消費量を既存船の燃料

消費量を１とした場合の相対値で示している． 

図８ 営業運転時の主機関燃料消費量 

“フェリーあけぼの”の主機関燃料消費量は，既存船に対して約 12％改善されている． 

主機関の作動範囲を確認しながら，これまでに，平成 21 年２月，同３月，同７月の３回にわたっ

てコンビネータ制御の設定を変更した．その結果，主機出力が常用出力よりも小さい負荷領域に

おいても，既存船に対して約 12％の燃料消費量の改善が図られている．今後は，各島間の運航

状況も確認しながら，本船の航路事情に見合った燃料消費量の低減策を提案し，さらなる運航経

済性の向上に努めていく予定である． 

|5. まとめ 

“フェリーあけぼの”に運航モニタリング装置を搭載し，本船の引渡しから約２年間，運航モニタ

リングを行ってきた．本船の運航モニタリングでは，実海域における推進性能の把握のみならず，

営業運転開始後より一層の環境負荷低減や運航経済性向上を図るべく，船社の御協力を仰ぎな

がら実海域での推進性能の改善に努めてきた．“フェリーあけぼの”については，技術的な完成

度はもちろんのこと，このような運用面に対する取組みについても高い評価を受け，シップ・オブ・

ザ・イヤー2008 の大型客船部門賞を受賞している． 

当社としては，本船での取組みを礎として，今後も新造船の営業運転における地球環境の保

護及び船社の運航経済性向上に寄与すべく，実海域での推進性能の改善に向けた取組みを継

続していく所存である． 
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