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　外洋交易船の歴史は古く約 5000 年前の古代エジプトの時代から活躍していた。この長い歴史に比べ動力船は

わずか 200 年の歴史しかなく、蒸気機関から内燃機関に、外輪式からプロペラ推進に変わった 180 年前から、そ

の仕組みは現在に至るまで全く変わっていない。船は下半身を液体に上半身を気体にさらけ出して、液体と気体

の両方の抵抗に抗して進む。これらの抵抗を少なくする船体形状、内燃機関の燃焼効率、ロスの少ないプロペラ、

荷役能率が向上する装置、乗り心地が良い客船等々、造船マンは多くの課題に挑戦してきた。プロペラ機がジェッ

ト機に代わった航空機のように画期的な変革はなかったが、船の設計に関するこれらの課題は地道であるが着実

に前進してきた。

　先の大戦では日本船舶のほとんどが海の藻屑と消えてしまったが、造船技術は戦後にも引き継がれ、日本再興

の基幹産業として急速に発展し、戦後わずか 11 年の 1956 年には建造量が世界一となり、その後約 40 年間もの

長きにわたり首位の座を守り続けた。その間、円高の昂進や船腹過剰による生産調整など我が国の造船業界には

強い逆風が吹き、98 年には遂に韓国と中国に追い付かれ、現在では大きく後塵を拝する状態となった。

　しかし、造船業における競争とは単に建造量を競うものではない。その時代のニーズに合った船、時代を先取

りするような船の建造こそが競争の対象である。環境、省燃費、形、新技術の採用、話題性等 と々、造船マンに

はこれまで以上に研究と創意や工夫が求められる業種になった。このような状況下、国民にもっと船を知ってもら

い、造船業を鼓舞することを願って 1990 年に“Ship of the Year ” 賞が創設され、25 年が経過した。第 1 回目の

受賞船は戦後初の大型客船「CRYSTAL HARMONY」で、同船はその後日本船となり「飛鳥Ⅱ」として現在も大

活躍している。

　過去 25 回の選考結果を見てみると、船種としてはフェリー船（6 回）が最多で、RORO 船とバルク船がそれぞ

れ 4 回と続いている。毎年開催される応募船のプレゼンテーションでは、例えば、斧型のバウを採用して荒天時

の抵抗を減らす、船体の摩擦抵抗を泡の幕で減らす、上部構造を隅切り形状として風圧抵抗を下げる、ハイブリッ

ド型 CRP ポッド推進方式により操船性能向上と燃費減を図る、など工夫の成果と共に燃費削減の期待値が発表

される。これまで選ばれた受賞船が、その後プレゼンテーションにて発表された通りの成果を上げているのか気に

なるところである。航海実績を把握しているのは運航者であり、造船所が引き渡し後も検証作業をしているように

は思えない。

　日本船舶海洋工学会の会長を以前務められた内藤林大阪大学名誉教授は「船舶海洋工学会」「マリンエンジ

ニアリング学会」「航海学会」の 3 学会がもっと協同し合えないかと熱く語っておられた。船体と機関を造る人と

船を運航する人がこの検証作業や新規アイデアの開発にあたれば、素晴らしい日本製の船舶が誕生するのではな

かろうか。これが海事クラスターの核となって、我が国の海運と造船が再び勢いを取り戻すことを期待する。

Ship of the Year 25周年に寄せて
― 量 から質 へ ―  

シップ・オブ・ザ・イヤー選考委員長
森本 靖之
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世界のクルーズ市場への参入目指した５スター級客船
CRYSTAL HARMONY〈 大賞 〉

　本格客船の建造で日本には戦後

半世紀近い空白期間が存在した。

“CRYSTAL HARMONY”は、わが 

国の造船・海運業界がその空白を 

乗り越えるために総力を発揮し、 

世界のクルーズ船市場へ参入すべ

く計画建造した５スター級の客船。

1990

Ship
of the Year

船種 客船
発注者 日本郵船株式会社

建造会社 三菱重工業株式会社
長崎造船所

LoA×B×D -ｄ 241.0m×29.6m×
19.25m – 7.5m

総トン数 48,621トン
航海速力 22ノット
乗組員 520 人
客数 960 人

Ship of the Year
1990-2014

シップ・オブ・ザ・イヤー 1990-2014

　日本船舶海洋工学会が主催する「シップ・オブ・ザ・イヤー」が、創設から25周年を迎えた。この25年

の間に“日本を代表する船”として選ばれたのは、大賞、準賞、部門賞を合わせて76隻／艇（69作品）に

のぼる。受賞船は、その時点での最新の造船技術が盛り込まれているだけでなく、そのときどきの海運市況

や社会動向なども反映しており、まさに時代をを象徴する船となっている。

画像提供：三菱重工業株式会社

記事内の企業名・団体名等はいずれも受賞時のもの
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スリムな船体で揺れを抑えた高速実験船
とらいでんと〈 大賞 〉

　高速旅客船の実験船で、従来

の双胴船と異なるスリムな船型、

ディーゼル機関使用の燃料性能の

良さ、揺れを抑えた快適な乗り心

地などの特色が従来の小型高速船

より優れていると評価され、期待を

かけられた。

1992

Ship
of the Year

船種 定期高速旅客船（ＳＳＴＨ）
発注者 深日海運株式会社

建造会社
石川島播磨重工業株式会社、
株式会社アイ・エイチ・アイ・
アムテック

LoA×B×D -ｄ 24.8m×5.6m×2.0m
– 0.88m

総トン数 52トン
航海速力 28.2 ノット
旅客数 68 人

貨物船ながら「美しい姿」を追求
日産むさし丸〈 大賞 〉

　当時国内最大・最高速の内航Ｒ

ＯＲＯ船として建造され、支柱の

ない車輌甲板やひれ型スタビライ

ザーの採用など性能の向上が図ら

れただけでなく、流麗な船首形状

を採用するなど、船主と造船所が

「美しい姿の船」を追求した。

1991

Ship
of the Year

船種 ＲＯＲＯ貨物船
発注者 九州急行フェリー株式会社

建造会社 内海造船株式会社
瀬戸田工場

設計・建造
コンサルタント

エム・オー・シップ・
マネージメント株式会社

LoA×B×D -ｄ 131.0m×24.0m×
15.15m – 6.2m

総トン数 7,389トン
航海速力 20.8ノット
車両搭載台数・
旅客数

121台（12ｍ型トレーラー）・
8 人

画像提供：石川島播磨重工業株式会社

画像提供：内海造船株式会社
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世界初のトラック用双胴高速カーフェリー
はやぶさ〈 大賞 〉

　カーフェリーとして世界最高速、ア

ルミ合金製カーフェリーとして世界最

大であり、世界で初めてのトラックを

搭載する双胴高速カーフェリー。革新

的技術で、トラックを運ぶ貨物輸送船

の高速化を実現させた。

1994

Ship
of the Year

船種 高速カーフェリー

発注者 船舶整備公団、
株式会社九四フェリーボート

建造会社 川崎重工業株式会社
LoA×B×D 99.78m×19.98m×7.3m
総トン数 2,280トン
最高速力 35.5ノット
航海速力 30.0ノット

主機 高速ディーゼル機関× 4 基
連続最大出力 計 25,780 馬力

車両搭載台数 12トントラック24台、または8トン
トラック32台、または乗用車94台

旅客定員 460 人

純国産技術ＳＰＢ方式による世界初のＬＮＧ船
POLAR EAGLE〈 大賞 〉

　従来のＬＮＧ船で使用されていた球

型・メンブレン型ではなく、純国産技

術の防熱タンク方式「ＳＰＢ」を世界で

初めて採用した。タンク形状の柔軟性

など多くの利点があり、技術の独創性・

革新性、完成度の高さが評価を得た。

船種 ＳＰＢ方式ＬＮＧ船

発注者
PHILLIPS ALASKA NATURAL 
GAS CORPORATION, 
MARATHON OIL COMPANY

建造会社 石川島播磨重工業株式会社

LoA×B×D -ｄ 226.0m×40.0m×26.8ｍ – 
10.1/11.0m

総トン数 66,174トン

タンク容量 87,660m3（–163℃ 98.5％積）

船速 18.5ノット

主機 蒸気タービン× 1 基
最大連続出力 21,000 馬力

1993

Ship
of the Year

画像提供：川崎重工業株式会社

画像提供：石川島播磨重工業株式会社
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高速化で２隻によるデイリーサービス実現
すずらん／すいせん〈 大賞 〉

　単胴船型によるフェリーとして30

ノット近い高速化を実現し、これに

よって２隻による毎日運航を可能と

した。技術的な進歩が運航上の利

点をもたらした点で、造船技術者

の夢を拡げる方向を示した。

1996

Ship
of the Year

船種 大型単胴高速長距離
フェリー

発注者 新日本海フェリー株式会社
建造会社 石川島播磨重工業株式会社

LoA×B×D -ｄ 199.45m×25.0m×
14.8m – 7.23m

総トン数 17,300トン
航海速力 29.4ノット
積載重量 5,440トン

未来の高速貨物船開発のための実験船
飛翔〈 大賞 〉

　速力50ノット（時速92.5キロ）で走り、

1000トンの貨物を積み、航続距離500

海里、波浪階級６程度の海でも安全に

航行できる貨物船の開発を目標に研究

が進められた「テクノスーパーライナー」

の実海域実験船。

1995

Ship
of the Year

船種
新形式超高速船テクノスーパーラ
イナー　 空気圧力式複合支持船
形・実海域実験船

発注者 テクノスーパーライナー技術研究組合

建造会社 三井造船株式会社、
三菱重工業株式会社

LoA×B×D -ｄ 70.0m×18.6m×7.5m – 
3.5m/1.1ｍ

総トン数 1,427トン
最大速力 54.25ノット

主機 ガスタービン× 2 基
連続最大出力 各 16,000 馬力

定員 乗組員 8 人・旅客  最大12 人

画像提供：新日本海フェリー株式会社

画像提供：テクノスーパーライナー技術研究組合
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最高42.4ノットの高速単胴船

運航要員を削減した画期的
近代化内航船

ゆにこん〈 大賞 〉

翔陽丸〈 準賞 〉

　単胴船型でありながら最高42.4ノットの高速を出し、青森／函館間を２時
間で航海するという建造目標を達成した高速船。技術の革新性とともに、船
型の美しさや、社会への波及効果、話題性なども高く評価された。

かいれい〈 準賞 〉

船種 深海調査研究船
（かいこうの支援母船）

発注者 海洋科学技術センター
建造会社 川崎重工業株式会社

LoA×B×D -ｄ 105.0m×16.0m×
7.3m – 4.6m

総トン数 4,628トン
航海速力 16.7ノット

主機 ディーゼル機関× 2 基
連続最大出力合計 4,412kW

かいこう〈 準賞 〉

船種 深有索中継方式、遠隔操作自航
10,000m 級無人探査機

発注者 海洋科学技術センター
建造会社 三井造船株式会社
使用深度 最大 11,000 m

船種 内航一般貨物船

発注者 運輸施設整備事業団、
エヌケーケー物流株式会社

建造会社 中谷造船株式会社
近代化企画者 財団法人シップ・アンド・オーシャン財団

LoA×B×D -ｄ 76.22m×12.0m×7.12m – 
14.0m

総トン数 497トン
航海速力 12.5ノット

主機 ディーゼル機関× 1 基 
連続最大出力 1,800 馬力

海洋科学技術分野を開く調査船

10,000mの深海を無人で探査する海中ロボット

1997

Ship
of the Year

船種 高速カーフェリー
発注者 東日本フェリー株式会社
建造会社 三菱重工業株式会社
LoA×B×D -ｄ 101.0m×14.9m×10.3m – 2.7m
総トン数 1,498トン
試運転最大速力 42.4ノット
航海速力 35ノット

主機 高速ディーゼル機関×4 基
連続最大出力 計 35,360 馬力

定員 乗組員 11 人・旅客 423 人

車両積載台数 乗用車 106 台、
または乗用車78台および大型車両5台

画像提供：三菱重工業株式会社

画像提供：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

画像提供：国立研究開発法人海洋研究開発機構

画像提供：国立研究開発法人海洋研究開発機構
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静粛性を追求した海洋調査船
昭洋〈 大賞 〉

新ぷろぱん丸〈 準賞 〉 シーマックス〈 準賞 〉

　大陸棚調査の必要性が増していた当時、その重要な任務を担う測量船と
して建造された。高精度の観測を行うため、世界初の軽量・低燃費・静か
なＡＤＤエンジンによる電気推進方式を開発・採用し、静粛性を追求した。

船種 内航ＬＰＧタンカー
発注者 共和産業海運株式会社
建造会社 佐々木造船株式会社
共同研究者 運輸省船舶技術研究所、三菱重工業株式会社
LoA×B×D -ｄ 66.1m×11.2m×5.1m – 4.0m
総トン数 749トン
載貨重量トン数 849トン
航海速力 12.0ノット
主機 ディーゼル機関× 1 基　連続最大出力 2,000 馬力
乗組員 6 人＋ 4 人

船種 水中翼付双胴高速貨客船
発注者 石崎汽船株式会社
建造会社 日立造船株式会社
設計者 株式会社リマテック
LoA×B×D -ｄ 39.0m×11.4m×3.7m – 1.85m
総トン数 約 300トン
試運転最大速力 45.06ノット
主機 高速ディーゼル機関×4 基　合計出力 11,000 馬力
定員 乗組員 9 人・旅客 200 人

音声対話型航海支援システムを設置した内航船 この船の就航で松山−福岡の航空便が撤退

1998

Ship
of the Year

画像提供：三井造船株式会社

画像提供：佐々木造船株式会社

撮影：田中智博

船種 大型測量船
発注者 海上保安庁
建造会社 三井造船株式会社
LoA×B×D -ｄ 98.0m×15.2m×7.8m – 5.3m
総トン数 3,128トン
速力 約 17ノット

主機 中速高速ディーゼル機関 ADD30V
4,050PS×2 基

最大搭載人数 70 人
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30ノットの高速ＲＯＲＯフェリー

さんふらわあとまこまい／
ほっかいどう丸〈 大賞 〉

P&O NEDLLOYD SOUTHAMPTON〈 準賞 〉 JPN44阿修羅／JPN52韋駄天〈 準賞 〉

船種 大型コンテナ船
発注者 P&O Nedlloyd Ltd. （英国）
建造会社 石川島播磨重工業株式会社
LoA×B×D -ｄ 約 299.9m×42.8ｍ×24.4ｍ – 14.0ｍ
総トン数 80,942トン
速力 24.5ノット（満載喫水、軸発電機作動時）
主機 DU-SULZER12RTA96C × 1 基
乗組員 32 人

船種 International Americas Cup Class Yacht
LoA×B×D -ｄ 25.0m×4.1ｍ×5.2ｍ – 4.0ｍ
マスト高さ 35.0m
排水量 24.5トン
セール面積 320.0m2

洗練された船型・構造を持つ大型化時代のコンテナ船 アメリカズカップ優勝艇に負けない究極の船型

1999

Ship
of the Year

　最高速力31.01ノット、国内最高速30ノットで
航行するＲＯＲＯ船の出現により、東京／苫小牧間が
30時間から20時間に短縮。２隻でのデイリーサービスが可能に
なった。二層同時荷役方式などの採用で荷役時間も短縮。

画像提供：三菱重工業株式会社

画像提供：石川島播磨重工業株式会社

韋駄天（左）と阿修羅（撮影：藤本隆史）

船名 さんふらわあとまこまい ほっかいどう丸
船種 高速貨物フェリー

発注者 運輸省施設整備事業団
株式会社ブルーハイウェイライン

川崎近海汽船
株式会社

建造会社 三菱重工業株式会社
LoA×B×D -ｄ 約 199.0m×24.5ｍ×21.32ｍ–6.9ｍ
総トン数 12,520トン 主機 32,400PS×2 基
速力 30.0ノット 最大搭載人数 70 人
旅客定員 ドライバー12人、乗組員18人、その他2人
車両積載台数 8.5mトラック換算200台、乗用車46台
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ユニークな方法で荷役効率を倍増
泉翔〈 大賞 〉

〈 準賞 〉 〈 準賞 〉

　荷役能力を従来の2.5倍に向上した内航重量物運搬ＲＯＲＯ
船。船内のストラドルキャリアが重量物パレットを搬出入し、船
内クレーンで二層の甲板にパレットを移動収納・搬出するユニー
クな荷役方式を考案した。

船種 旅客フェリー
発注者 Ｐ＆Ｏ ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＦＥＲＲＩＥＳ（Ｉｒｉｓｈ Ｓｅａ）ＬＴＤ．
建造会社 三菱重工業株式会社　下関造船所
Lpp×B×D -ｄ 161.6m×24.0m×17.2m – 6.0m
総トン数 24,206トン
航海速力 25.7ノット

主機 ディーゼル機関× 4 基（Wärtsilä 12V38 × 2 基、
18V38 × 2 基）　連続最大出力 39,600kW

定員 乗組員 45 人・旅客 405 人
車両搭載台数 トレーラー 123 台

船種 係留船
製造者 メガフロート技術研究組合
全長×幅×深さ - 喫水 1,000.0m×60.0m（最大 121.0m）×3.0m – 1.0m
面積 84,000m2

鋼材重量 約 40,000トン

欧州の安全基準をクリアした国際レベルのフェリー 洋上浮体構造物の可能性を追求した巨大プロジェクト

2000

Ship
of the Year

EUROPEAN AMBASSADOR MEGA FLOAT

画像提供：三菱重工業株式会社

画像提供：独立行政法人海上技術安全研究所

画像提供：岡本汽船株式会社

船種 ＲＯＲＯ貨物船
荷主 住金物流株式会社
発注者 岡本汽船株式会社、運輸施設整備事業団
建造会社 山中造船株式会社
LoA×B×D -ｄ 80.73m×13.5m×7.59/4.43m – 4.402m
総トン数 744トン
速力 約 13.8ノット
主機 中速ディーゼル機関×1 基　連続最大出力 2,206kW
乗組員 6 人
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波浪抵抗に着目し、船首形状のパラダイムを転換
KOHYOHSAN〈 大賞 〉

　実海域での波浪抵抗に着目し、喫水線上の船首部が受ける波浪抵抗の低
減を図った斧状の船首形状「AX-BOW」を開発し、採用した。この船の誕
生以降、世界の低速肥大船の船首形状は一変した。

2001

Ship
of the Year

KERR-McGEE GLOBAL PRODUCERⅢ〈 準賞 〉

船種 ＦＰＳＯ（浮体式石油生産装置）
発注者 Kerr-McGee Oil （UK）
建造会社 三井造船株式会社
Lpp×B×D -ｄ 200.0m×38.0m×23.0m – 17.0m
総トン数 53,600トン
原油生産能力 16,000トン /1 日
原油貯油能力 88,000m3

移動速力 8ノット
主発電機関

（連続最大出力）
19.3MW（4.2MW × 4 基＋ 1.5MW × 2 基）
スラスター3.5MW × 3 基

乗組員 64 人

高度な技術を結集したＦＰＳＯ

船種 撤積貨物船
所有者 ERICA NAVIGATION S.A.
運航者 株式会社商船三井
設計・建造会社 日本鋼管株式会社　津製作所
LoA×B×D -ｄ 289.0m×45.0m×24.1m – 17.78m
総トン数 87,493トン
載貨重量 172,564トン
速力 14.7ノット

主機 ディーゼル機関×4 基
（6S70MC 〈Mark Ⅵ〉）

乗組員 30 人

画像提供：日本鋼管株式会社

画像提供：三井造船株式会社
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氷海を後進航行する世界初のタンカー
TEMPERA〈 大賞 〉

〈 準賞 〉 〈 準賞 〉

　氷海航行中に砕氷能力のある船尾を先頭に後進航行するという「ダブル
アクティング」のアイデアを世界で初めて具体化した。技術的に難易度の
高い構造を実現させた革新性と完成度が高く評価された。

電気推進を導入した未来志向の内航貨物船 斬新な設備・デザインで漁業への関心を高める

2002

Ship
of the Year

千祥 南星丸

船種 電気推進式ケミカルタンカー
発注者 吉祥海運株式会社
建造会社 中谷造船株式会社
Lpp×B×D -ｄ 57.0m×10.0m×4.5m – 3.71m
総トン数 498トン
最大速力 12.4ノット

主機 ポッド型  L 型  CPP 形推進器× 2 基
（常用連続定格 365kW × 720RPM）

乗員数 7 人

船種 漁業練習船
所有者 文部科学省（国立大学法人 鹿児島大学水産学部）
建造会社 長崎造船株式会社
Lpp×B×D -ｄ 34.0m×7.5m×3.3m – 2.9m
総トン数 175トン
満載計画速力 12.0ノット
主機 ディーゼル機関　1,323kW
定員 船員 13 人・学生 11 人

船種 Crude oil and oil product carrier
所有者・運航者 FORTUM OIL AND GAS OY
設計・建造会社 住友重機械工業株式会社
LoA×B-ｄ 252.0m×44.0m – 15.3m
総トン数 64,259トン
載貨重量 106,034トン
主機 ポッド型電動推進器×1 基
乗組員 29 人

画像提供：住友重機械工業株式会社

画像提供：国立大学法人 鹿児島大学水産学部
画像提供：吉祥海運株式会社
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“風圧抵抗”に初めて着目した自動車船
COURAGEOUS ACE〈 大賞 〉

2003

Ship
of the Year

　自動車船の海面上の風圧抵抗に対して、船首部を傾斜形状にして向かい風
を低減し、さらに船側上部に隅切を採用して横風を軽減する船型を考案。自動
車船の姿を一変させるとともに、船舶が風圧抵抗を考慮する時代を生み出した。

〈 準賞 〉

画期的低燃費の１万総トン型高速ＲＯＲＯ船

ひまわり５／さんふらわあ はかた／
さんふらわあ とうきょう／ひまわり６

ひまわり５ さんふらわあ はかた

さんふらわあ とうきょう ひまわり６

船名 ひまわり 5 さんふらわあ 
はかた

さんふらわあ 
とうきょう ひまわり 6

船種 ＲＯＲＯ貨物船

所有者

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構、
安芸海運株式
会社

春山海運
株式会社

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構、
鳳生汽船株式
会社

独立行政法人
鉄道建設・
運輸施設整備
支援機構、
堀江船舶株式
会社

建造会社 三菱重工業株式会社　下関造船所
LoA×B×D -ｄ 166.9m×27.0ｍ×23.27ｍ – 6.6ｍ
総トン数 10,500 トン
載貸重量 6,200 トン
航海速力 23.0ノット

主機 低速ディーゼル機関× 1 台
連続最大出力 15,345kW × 127rpm

定員 乗組員 15 人・旅客 12 人

画像提供：株式会社商船三井

画像提供：商船三井フェリー株式会社

撮影：村井正

撮影：田中智博

画像提供：三菱重工業株式会社

船種 自動車／トラック運搬船
所有者 COURAGE SHIPHOLDING  S.A.
運航者 株式会社商船三井
建造会社 南日本造船株式会社
LoA×B×D 198.0m×32.2m×33.7m
総トン数 約 57,000トン
満載計画速力 20.0ノット
主機 ディーゼル機関　14,160kW×1 基
自動車積載能力

（基準小型車換算） 約 6,400 台
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世界初のハイブリッド型ＣＲＰポッド推進器搭載
はまなす〈 大賞 〉

　世界で初めて、推進システムとして「ハイブリッド型ＣＲＰポッド推進方式」
を採用。30.5ノットの航海速力で姉妹船“あかしあ”とともに舞鶴／小樽航
路のデイリーサービスを可能にした。

2004

Ship
of the Year

ぐらばあ〈 準賞 〉

船種 通勤用旅客船

発注者 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援
機構、野母商船株式会社

設計会社 MHI マリンエンジニアリング株式会社、
株式会社イプシロン

建造会社 瀬戸内クラフト株式会社
Lpp×B×D 30.88m×10.66m×3.5m
総トン数 430トン
速力 16ノット
主機 100PS（735kW）× 2 基
定員 旅客 600 人・船員 6 人

引き波を抑えた新しい船型のアルミ双胴旅客船

船種 大型高速カーフェリー
発注者 新日本海フェリー株式会社
建造会社 三菱重工業株式会社　長崎造船所
Lpp×B×D -ｄ 208.0m×26.0m×10.0m – 7.4m
総トン数 16,810トン
航海速力 30.5ノット
車両積載台数 乗用車 66 台／トラック 158 台
旅客定員 820 人

画像提供：新日本海フェリー株式会社

撮影：田中智博
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省エネと快適性でモーダルシフト推進
おれんじホープ〈 大賞 〉

　“おれんじホープ”は、今治造船が四国開発フェリー向け

に建造したフェリー。大阪・神戸と新居浜を結ぶ瀬戸内航路

における最大級のモーダルシフト対応型旅客フェリーだ。

　受賞の決め手となったのは、可変ピッチプロペラ（ＣＰＰ）

を採用した１基１軸の独自開発船型により、従来船に比べて

大幅な省エネを達成したこと。“おれんじホープ”の前に就航

していた２基２軸の“おれんじ８”に比べて、船型が 1.5 倍となっ

ているにもかかわらず同じ航海速力で７％小さい馬力での運

航を可能にした。12 ｍトラック１台当たりに換算すると、38％

の馬力削減にあたり、大幅な省エネ化を実現した。

　環境への配慮という観点からは、ドライバーへの快適な空

間の提供などにより、陸上輸送から海上輸送への転換を働き

かける「モーダルシフト」の促進を目指した点も特徴に挙げ

られる。有人トラック輸送に特化した構造様式を採用する一

方、ドライバー室を完全個室化することにより、快適な休息

の空間を確保。サウナを設置した展望風呂や、レストランも

設けた。これにより、下船後の安全運転環境を整えるなど利

用者に優しいフェリーとなっている。「陸上輸送に対し、技術

面で対抗しようとするチャレンジングな姿勢をみせた」と評

価された。

　技術面でも選考委員から高い評価を受けた。緊急時の安

全確保、３カ所のサイドランプウェーによる同時荷役システム、

シーソー式の倉内スロープによって荷役時間を短縮化、サイ

ドスラスターを３基としたことなどの工夫が評価された。従来

より積載台数を増やした“おれんじホープ”では、荷役効率

の向上が求められた。このため、第２甲板上の船首尾ランプ、

第３甲板上船尾両舷の車両取り込み口、シーソー式倉内ス

ロープと２基の可変スロープを整備。これにより、船型が大

型化したにもかかわらず、従来船と同様の運航スケジュール

を達成している。

2005

Ship
of the Year

船種 旅客船兼自動車航送船

船主 四国開発フェリー株式会社／独立行政法
人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

建造会社 今治造船株式会社
Lpp×B×D -ｄ 168.0m×27.5m×18.5m – 6.5m
総トン数 15,732トン
速力 22.2ノット
主機 14PC4-2B　18,550kW
積載貨物 154 台（12ｍトラック換算）
旅客数 218 人

画像提供：四国開発フェリー株式会社

画像提供：今治造船株式会社
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世界最深部を掘削し、地球を探る
ちきゅう〈 準賞・技術特別賞 〉

　海底下深度 7000 ｍまで掘削して人類未到のマントル

に到達し、地球内部の構造を解明するという壮大なプロ

ジェクトの達成を目的に建造された、海洋研究開発機構

（ＪＡＭＳＴＥＣ）の地球深部探査船“ちきゅう”。その技

術性の高さにより、竣工後から今日に至るまで注目を集め

続けている掘削船だ。

　特徴は、そのライザー方式科学掘削装置にある。従来

の科学掘削船はドリルパイプだけで掘る方式だったため、

深い穴を掘ることやコアの採取が困難で、最大深度は海

底下約 2000 ｍが限界だった。また、石油やガスが噴出

する可能性のある場合は掘削が困難だった。“ちきゅう”

のライザー方式は、特殊な泥水を循環させることで、地層

の圧力を制御しながら掘削するため、掘削孔が崩れにくい。

ガス層に遭遇した際に噴出を防止する装置（ＢＯＰ）や、

自動船位保持システム（ＤＰＳ）も搭載。これにより、水

深 2500 ｍの海域で海底下 7000 ｍの掘削を可能とした。

　「技術の高さが極めて顕著」との理由により、次年度の

シップ・オブ・ザ・イヤーから設けられる予定だった「技

術特別賞」を、一年前倒しで同時受賞した。

船種 地球深部探査船

船主 独立行政法人海洋研究
開発機構 （JAMSTEC）

建造会社
三井造船株式会社　玉野
事業所、三菱重工業株式
会社　長崎造船所 

Lpp×B×D -ｄ 192.0m×38.0m×
16.2m – 9.2m

全高（海面から）121m
全高（船底から）130m
総トン数 57,087トン
最大速力 12ノット
推進方式 ディーゼル電気推進

最大搭載人員 150 人（乗組員 100 人、
研究者 50 人）

画像提供：国立研究開発法人海洋研究開発機構
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荷役時間の最短化に挑戦
わかなつ〈 大賞 〉

　“わかなつ”は、琉球海運が東京／大阪／那覇航路への

投入を計画して建造した新鋭ＲＯＲＯ船。尾道造船が設計し

て、グループの佐伯重工業が建造した。佐伯重工業にとって

は、竣工 100 隻目という大きな節目の船でもあった。

　建造にあたっての基本コンセプトは「最短の荷役時間」に

あり、少ない荷役時間で大

量の輸送を行うための工夫

が凝らされた。

　特徴は大きく三つ。一つ

目が車両固縛装置「オート

ラッシング装置」だ。デッ

キに埋め込んだラッシング

ベルトを人力の代わりにエ

アーシリンダーで駆動し、

最大 24 本を一斉に遠隔操

作で固縛できる装置。この

装置により、これまで人力

で行っていた車両の固縛作

業が大きく簡素化され、荷役時間の大幅な短縮につながった。

尾道造船はこの７年前から装置開発を進めており、複数の修

繕船で実船搭載実験を行って改良を続けてきた。“わかなつ”

が初の本格搭載となった。

　特徴の二点目は、従来船型に低速エンジンを搭載したこと

だ。乗り込み甲板の高さは岸壁の関係から従来船の高さ（Ｄ

＝10 ｍ）のままとしながら、背高（約 10 ｍ以上）の低速エ

ンジンの搭載を実現している。

　三つ目は輸送効率の高い経済船型としたこと。“わかなつ”

は船型の大型化を図ったにもかかわらず、エンジンの燃費性

能を向上させている。この結果、燃費は１日当たり10％改善。

燃費効率を上げたほか、車両の積み台数を大幅に増やした。

　“わかなつ”は設計段階から外観の優美さにも力を入れて

開発されており、シップ・オブ・ザ・イヤーの選考過程では、

船としての美しさを支持する声も多く寄せられた。

　なおこの年から、シップ・オブ・ザ・イヤーは部門賞方式

に改められ、応募作品点数が増加。新たな選考方法の中で、

大賞を受賞したのが、“わかなつ”だった。

2006

Ship
of the Year

オートラッシング装置で車両固縛が簡素化された

船種 ＲＯＲＯ貨物船
船主 琉球海運株式会社
設計／
建造会社

尾道造船株式会社／
佐伯重工業株式会社

Lpp×B×D -ｄ 155.0m×26.0m×15.4m 
– 6.7m

総トン数 10,185トン
航海速力 21.5ノット

主機 MAN-B&W 8S50MC-C
（Mark-8）13,280kW

積載能力 乗用車 245 台／シャーシ 160 台

画像提供：尾道造船株式会社
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船種 小型旅客フェリー

船主
西日本旅客鉄道株式会社／
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構

設計／建造会社 広島電気推進研究会／中谷造船株式会社
Lpp×B×D -ｄ 30.0m×12.0m×3.6m×2.54m
総トン数 254トン
速力 9.0ノット

主機
発電用原動機 253kW × 3 基
発電機 320kW × 3 基
推進用電動機 400kW × 2 基

旅客数 800 人

　世界文化遺産である厳島神社に

調和した、環境にやさしい日本初

の小型電気推進旅客フェリー。360

度回転自在な推進プロペラと操舵

室を船首・船尾に設置し、船首・

船尾の両方向で操船できる特殊船

型となっている。静かな船内、広い

バリアフリー客室、高い操船性能と

いった特徴を持つ。

みやじま丸〈小型客船部門賞〉 厳島神社に向かう日本初の電気推進フェリー

船種 パーソナルウォータークラフト
設計 川崎重工業株式会社

建造会社 Kawasaki Motors Manufacturing 
Corp.,U.S.A

LoA×B×D 3.37ｍ×1.195ｍ×1.15ｍ
総トン数 0.1トン（乾燥総質量： 416kg）
速力 104km/h 
主機 JTT50BE  １８０kW
搭載人員 3 人

　４ストロークエンジンで、２スト

ロークエンジンのドライバビリティ

を超えることに成功したジェットス

キー。水冷４ストローク直列４気

筒エンジンに低回転域から高い過

給圧を発生するルーツ式スーパー

チャージャーを搭載し、最高出力を

大幅に向上した。

ULTRA 250X〈舟艇部門賞〉 カワサキ初のスーパーチャージャー搭載

船種 MOSS 型 LNGタンカー

船主 Lloyds TBS Equipment 
Leasing No.7 Ltd

建造会社 株式会社川崎造船
Lpp×B×D -ｄ 277.0m×49.0m×27.0m – 11.4m
総トン数 118,876トン
速力 19.5ノット
主機 スチームタービン 
積載貨物 LNG  約 145,000m3

　ＬＮＧを積載する４基の球形タン

クを絵で飾った、ユニークなＬＮＧ

船。画家のジミー大西氏と 40 人の

子供たちによるコラボレーションに

よって、それぞれのタンクがさかな・

カニ・エビ・かめをモチーフにした

作品で飾られた。輸送手段に貼ら

れたグラフィックスとしては世界最

大で、大きな話題を呼んだ。

LNG DREAM〈選考委員特別賞〉 タンクに描かれた絵画が話題に

〈特殊船部門賞〉

船種 海外巻き網漁船
船主 株式会社日本丸
建造会社 株式会社三保造船所
Lpp×B×D -ｄ 65.0ｍ×13.4ｍ×7.5ｍ – 4.93ｍ
総トン数 744トン
速力 17.806ノット（公試最大速力）

主機 主：6MG３ ４MX 2,647kW
副：NTIKE=RCKM5 1,103kW

積載貨物 大型回遊魚 魚艙倉容積： 1,365m3

　ディーゼルと電気のハイブリッド

式二重反転推進装置を搭載した革

新的漁船。従来式の主機関駆動可

変ピッチプロペラと、その後方に電

動モーター駆動ラダー付プロペラ装

置を配置し、二重反転プロペラ効

果を持たせることで、大きな省エネ

効果を発揮した。操業性の高いブ

イライン投網漁法も採用している。

日本丸 漁船初のハイブリッド式二重反転推進装置

画像提供：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

画像提供：川崎重工業株式会社

画像提供：株式会社三保造船所

画像提供：株式会社川崎造船
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時代の節目に生まれた日伯友好の象徴
BRASIL MARU〈 大賞 〉

　三井造船が商船三井向けに建造した 32 万重量トン型鉱石

船“BRASIL MARU”は、日本造船所で初建造となった 30

万重量トン級の鉱石船。超大型鉱石船（ＶＬＯＣ）時代の

先駆けとなった。

　鉄鉱石輸送でブラジル積みの占める割合が高まる中で、

航走距離の長いブラジル／極東航路で経済効率を上げるた

めに、船型の大型化が模索されてきた。商船三井はこの輸送

トレードの変化を事前に見抜き、2003 年にはいち早く超大型

鉱石船の整備に

向けた検討に着

手していた。積

み地や揚げ地の

港湾制限などの

調査を重ねて、

長さ 340 ｍ、幅

60 ｍ、喫水 18.1

ｍという条件を

はじき出し、こ

の条件を基に同航路に最適の新造船建造として整備したの

が、“BRASIL MARU”だ。大型化による輸送コスト削減は、

燃料油価格高騰という時代のニーズにも合致した。

　船型大型化に伴う安全対策も万全に進めた。溶接部

に疲労強度改善処理技術「ＵＩＴ（Ultrasonic Impact 

Treatment）」を国内建造船として初めて本格的に導入した。

ＵＩＴは溶接止端部に超音波振動の打撃を加えて亀裂を可

能な限り防止し、溶接部の強度を高める技術。適用部分の

疲労強度は２倍以上となった。ＵＩＴは三井造船が新日本製

鐵と協力して開発し、同船で初採用した。

　“BRASIL MARU ＝ぶらじる丸”といえば、戦前から戦後

にわたってブラジル移民船として活躍した貨客船の船名とし

て知られる。初代、２代目の大阪商船の貨客船“ぶらじる丸”

は、日本とブラジルの友好の象徴だった。その名前を継いだ

３代目は、ブラジル移民 100 周年という記念すべき年に誕生。

歴史的な節目で日本とブラジルの友好関係を深める記念すべ

き船になり、社会へのアピールも高かった。

2007

Ship
of the Year

日本とブラジルのかけ橋に

船種 鉄鉱石専用船
船主 Tamou Line （洞雲汽船株式会社）
建造会社 三井造船株式会社
Lpp×B×D 325.0m×60.0m×28.13m
総トン数 160,774トン
建速力 15.0ノット

主機 MITSUI MAN-B
7S80MC-C　23,640kW 

積載貨物 鉄鉱石　327,180MT

画像提供：三井造船株式会社
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　内航タンカー“茂丸”は、新潟造船が建造。鉄道建設・運輸施

設整備支援機構の内航電気推進船「スーパーエコシップ・フェー

ズⅡ」の実証船で、実験時にスーパーマリンガスタービンによる電

気推進式を採用し二重反転ポッド型推進器２基を搭載した。また、

航海、操錨・係留、荷役、機関などの支援システムを統合したオー

トメーションシステムによる「省力化支援システム」を装備。船尾

形状にはバトックフロー船型を採用した。内航船近代化へチャレン

ジャブルな試みを実施した船といえる。

茂丸〈 小型貨物船部門賞 〉

船種 内航タンカー
船主 英雄海運株式会社
建造会社 新潟造船株式会社

Lpp×B×D -ｄ 92.32ｍ×16.0ｍ×
8.5ｍ – 6.4ｍ

総トン数 4,289トン
建速力 14.9ノット

主機
Wärtsilä 9L20-
1,650kW×2 基　
23,640kW

積載貨物 バルク石油製品（白油）
6,127cub.m

内航船近代化への挑戦

　“Dr. 海洋”は、アイ・エイチ・アイ・アムテックが建造した海洋

環境船。海面に浮遊するごみや海難事故などで流出した油の回収、

水質測定・調査などの業務に対応する特殊船だ。同船クラスでは

最大容量となるコンテナ昇降式ごみ回収装置や、多様な油の粘度

に対応すべく２種類の油回収装置を採用。海洋環境調査用の測量

装置を搭載した。Ｖ型水冷式高速４サイクルディーゼルエンジンと

可変ピッチプロペラにより推進する。回収作業の効率を改善した点

が評価された。

Dr. 海洋〈 特殊船部門賞 〉

船種 海洋環境船（海面清
掃兼油回収船）

船主 国土交通省　近畿地
方整備局

建造会社 株式会社アイ・エイチ・
アイ・アムテック

Lpp×B×D -ｄ 31.0ｍ×11.6ｍ×
4.2ｍ – 2.64ｍ

総トン数 196トン
建速力 15.4ノット

主機 MTU4000M60　
1,320kW×2 基

積載貨物 海面浮遊ゴミおよび油

海の環境を守る名医

画像提供：株式会社アイ・エイチ・アイ・アムテック

画像提供：独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
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琵琶湖でエコを体現する観光船
megumi〈 大賞 〉

　琵琶湖の観光用として建造された軽合金製の旅客船

“megumi”。シップ・オブ・ザ・イヤーの歴史では初めてとも

いえる、小ぶりな観光船の大賞船だ。この小さな船体にさま

ざまな省エネ・エコのアイデアが盛り込まれており、環境技

術で生きる日本造船業の方向性を象徴した船といえる。

　最大の特徴は、日本で建造されるのが初めてともいわれる

トリマラン（三胴）船型。中央の主船体と、両脇の副船体の

三つの船体をつないだ船型だ。

　推進性能でみると、マルチハル（複胴船）はモノハル（単

胴）船型に比べて抵抗が小さく、主機関の出力が小さくて済

む。このため高速フェリーなどではカタマラン（双胴）船型

が採用されることが多い。この一方では船体寸法が小さい点

などがネックとなる。“megumi”はカタマランの利点を残し

つつ、この問題を解決できるような船型として、トリマランを

選択。これにより、高速化・低燃費化を実現した。船体によっ

て起こる引き波も小さくして湖岸保護に配慮したほか、船の

動揺を抑えて波風に強く安定した航行が可能になった。

　ちなみに“megumi”の中央の主船体部はリサイクルだ。

2002 年に現役を退いたアルミ製観光船“いんたーらーけん”

のアルミ船体を再利用した。究極のエコといえる。

　環境対応は、これだけではない。ヤンマーの協力で、燃料

に使用済み天ぷら油などの植物性廃食油を軽油に混合した

バイオディーゼル燃料対応型の機関を導入。化石燃料燃焼

による二酸化炭素（ＣＯ2）排出の削減を図った。このほかソー

ラーパネルによる太陽光発電や風力を利用した発電システム

も導入し、船内電力の一部に使用して、ＣＯ2 排出量の抑制

に挑んだ。環境に適した急速生分解性潤滑油を採用している。

　このほか船には各種測定器などの機材が多数搭載されて

いる。いずれも、環境学習用だ。“megumi”は琵琶湖での

環境学習としてのエコツーリズムのほか、湖上から見える山

や里の自然景観を楽しみながら、琵琶湖の歴史や文化、くら

しのオリエンテーションを受けることができる。まさにエコを

体現した船といえる。

2008

Ship
of the Year

船種 軽合金製トリマラン型旅客船
船主 琵琶湖汽船株式会社
設計・建造会社 株式会社杢兵衛造船所
竣工年月日 2008 年 12 月25 日
Lpp×B×D -ｄ 34.2ｍ×8.0ｍ×2.2ｍ – 0.715m
総トン数 122トン
速力 18.75ノット
主機 ヤンマー 6HYP-ET（423kW）×２基
旅客数 200 人

画像提供：琵琶湖汽船株式会社
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　近海航行区域のフェリーとしては初めて、２機１軸の推進プラン

トを採用した貨客フェリー。鹿児島／奄美群島／沖縄航路に就航

し、多数の離島に寄港して島民のライフラインである生活関連物資

の輸送と、島民の人的交流を図る重要な公共機関としての役割を

担っている。

　２機１軸プラントの採用、最適船型とプロペラの採用によって、

従来の２機２軸船と比べてＣＯ2 排出量を 13.3％、ＮＯｘ排出量を

24.3％削減し、奄美・沖縄の自然環境保護に貢献している。また、

乗客の高齢化に対してバリアフリー設備の充実を図っており、「人と

環境にやさしい船」となっている。

フェリーあけぼの〈 大型客船部門賞 〉

船種 貨客船兼自動車渡船

船主
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構、
マルエーフェリー株式会社

建造会社 三菱重工業株式会社

Lpp×B×D -ｄ 135.0ｍ×24.0ｍ×14.5ｍ – 
6.25m

総トン数 8,083トン
速力 21.0ノット

主機 JFE 12PC2-6V（連続最大出力 
6,070kW）× 2 基

積載貨物 コンテナ 311 個、トラック 50 台、
乗用車 76 台

旅客数 682 人

奄美・沖縄の生活と環境に貢献

　国内で建造されたＬＮＧ船としては当時最大の 15 万 4900m3の

タンク容積を持つ新鋭船。１号タンクの形状として、世界で初めて

台形構造を採用したことで、容積を増大。一方、世界の主要ター

ミナルに入港できる汎用性の高い船型にもなっている。

　運航面では海上公試の結果、19.5 ノットでの燃料消費量が１日

当たり約 161トンと高い経済性を確認。また、タンク防熱には環境

に配慮した二酸化炭素（ＣＯ2）発泡のアールパフ断熱材を採用し、

低ボイルオフ率を維持した。

　主要船殻構造部材には 40 年疲労耐用設計を採用。また、２次

防壁の接着にはＧＴＴ社の新たな接着要領を全面的に採用して信

頼性向上を図った。

TRINITY ARROW〈 大型貨物船部門賞 〉

船種 LNGタンカー

船主

CYPRESS MARITIME
（PANAMA）,S.A.
LUSTER MARITIME S.A.
LOS HALILLOS SHIPPING 
CO., S.A.

建造会社 幸陽船渠株式会社

Lpp×B×D -ｄ 276.0ｍ×44.7ｍ×26.0ｍ – 
12.05m

総トン数 101,080トン
速力 20.15ノット

主機
Steam Turbine（KAWASAKI 
UA-400）
最大出力 29,420kW

積載貨物 液化天然ガス（154,982m3）

国内最大のメンブレン式ＬＮＧ船

画像提供：今治造船株式会社

画像提供：マルエーフェリー株式会社
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世界トップレベルの南極観測船
しらせ〈 大賞 〉

　25 年ぶりに建造された日本の４代目南極観測船“しらせ”。

南極には世界の主要国が観測船を投入しているが、さまざま

な点で他国の船を上回る能力を持つ。

　まずは砕氷能力の高さ。昭和基地のある南極のリュツ・ホ

ルム湾は、数年にまたがって成長する厚く硬い「多年氷」が

存在するが、この氷を突破できるよう、砕氷能力を向上させ

た。船首形状をシャープにするなど船型を改良

したほか、砕いた氷片が船底に入り込み推進性

能を悪化させないよう船底形状も改良。船首に

は散水装置を装備し、氷上の雪を濡らして砕氷

抵抗の低減を図った。船体外板には新開発の

高耐食ステンレスクラッド鋼板を採用し、船体

表面の摩擦抵抗を低減している。

　もう一つの特徴が、輸送能力の向上。初代“し

らせ”より大型化して観測隊員と物資の輸送

量増加に対応したほか輸送物資をコンテナ化

し、梱数を半分以下に減らして荷役効率を向上。

輸送物資を搭載する貨物倉の配置も見直した。

　環境保全にも配慮し、廃棄物削減や排出対

策、海洋汚染防止などの対策を講じた。日本

が誇れる南極観測船といえる。

2009

Ship
of the Year

船種 砕氷艦
船主 防衛省
建造会社 ユニバーサル造船株式会社
竣工年月日 2009 年 5 月20 日
Lpp×B×D -ｄ 126.0ｍ×28.0ｍ×15.9ｍ – 9.2m
総トン数 約 18,300トン
速力 19ノット

主機 推進電動機：交流 PWM 制御 5,516kW
×4 基

積載貨物 観測隊物資 1,100トン（うち燃料約600トン）
旅客数 観測隊員等 80 人

画像提供：ユニバーサル造船株式会社
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　三重大学の練習船、２代目“勢水丸”は、伊勢湾や熊野灘など

を主な活動海域とし、水産学・海洋学に関する実習や調査を行う船。

「高度情報化時代の地球にやさしい練習船」をコンセプトに建造さ

れた。２速制御の電動機と可変ピッチプロペラを組み合わせたシン

プルな電気推進方式を採用し、コスト削減と省スペース化を図った。

最新鋭の海洋調査機器も装備し、船内ＬＡＮや海洋ブロードバン

ドで船内や地上と即座に情報共有できる形とした。

勢水丸〈 漁船・特殊船部門賞 〉

船種 練習船
船主 国立大学法人 三重大学

設計・建造会社 三菱重工業株式会社
下関造船所

竣工年月日 2009 年 1 月30 日
Lpp×B×D -ｄ 42.5ｍ×8.6ｍ×3.75ｍ – 3.3m
総トン数 318トン（日本）／491トン（国際）
速力 12ノット
主機 推進電動機 1,000kW×1 基
定員 44 人

情報化時代の地球にやさしい練習船

〈 小型客船部門賞 〉

新規軸のバリアフリー化連絡船 日本初の新規則フル適応船
にしき 〈 大型貨物船部門賞 〉ALEXANDRA P

船種 第 2 種船　小型旅客船
船主 東京都新島村
設計・建造会社 株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド
竣工年月日 2009 年 3 月27 日
Lpp×B×D -ｄ 23.82ｍ×5.6ｍ×2.68ｍ – 1.0m
総トン数 69トン
速力 26ノット
主機 コマツ 12M140S-2 × 2 基
旅客数 100 人

　東京から 150km 南に位置する新島／式根島の間の約４km の

定期航路を約 10 分で結ぶ連絡船“にしき”は、小型客船のバリ

アフリー化のモデルとなると評価された。

　船内スロープの配置工夫などにより、船内移動のバリアフリー

化を実現。また、乗下船装置に可動式スロープを採用し、岸壁に

大掛かりな装置を建設することなく、誰もが一緒に乗り降りできる

バリアフリー船を実現した。

船種 ケープサイズ・バルカー
船主 AUCKLAND TRADING CO.
設計・建造会社 佐世保重工業株式会社
竣工年月日 2009 年 9 月14 日
Lpp×B×D -ｄ 283.0ｍ×45.0ｍ×24.7ｍ – 18.15m
総トン数 93,385トン
速力 15.3ノット
主機 MAN B&W 6S70MC-C×1 基
積載貨物 石炭・鉱石・穀物　181,255 重量トン

　ケープサイズ・バルカー“ALEXANDRA P”は、日本で初め

て共通構造規則（ＣＳＲ）とバラストタンク塗装基準（ＰＳＰＣ）

を同時に満たした新造船。設計時にはまだルールの解釈や計算プ

ラグラムなどが未整備だったが、そこで試行錯誤を繰り返しなが

らトラブルなく予定通りに竣工した。竣工後に他造船所からも問

い合わせが相次ぐなど、構造規則が矢継ぎ早に導入される時代を

象徴するエポックメーキングな船となった。

画像提供：株式会社アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド 画像提供：佐世保重工業株式会社

画像提供：国立大学法人 三重大学
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球状船首という大胆な解決策
CITY OF ST. PETERSBURG〈 大賞 〉

　 旭洋造 船が建 造した自動車運 搬 船“CITY OF ST. 

PETERSBURG”は、一度見たら忘れられない、その独特の

フォルムが特徴だ。自動車船は、一般商船の中でも特に喫

水船上の高さがあり、航行中には大きな風圧抵抗を受ける。

同船が打ち出したのは、船首形状を半球状にするというドラ

スティックなコンセプトだ。

　風圧抵抗を徹底的に減らすため、船体形状から艤装品に

至るまで全面的に刷新。最上階の甲板両サイドも角型からラ

ウンド形状に変更し、デッキ上の通風機も隠すなど、突起物

も極力減らした。

　風洞試験では、風圧抵抗は最大約 50％低減で

きることが分かった。その分、燃料油と二酸化炭

素の排出量を削減。さらに船体左右方向の風圧抵

抗も低減し、港湾などでの操船性向上が図られた。

　前例のない船型のため、完全な球面を実現する

ために構造部材配置の最適化や、外板サイズの選

定など、さまざまな検討を行った。計画当初から

各方面で注目を集め、建造中にはブロック外注業

者やプレス加工業者、鋼材メーカーなど関係者の

見学が相次いだという。竣工後は海外でも「非凡

な空気力学的デザイン」として話題を呼び、日本

のエコシップへの取り組みを世界に発信する役割

を果たした。

2010

Ship
of the Year

風圧抵抗の低減に挑戦
・船首形状を半球状に
・最上階の甲板両サイドをラウンド形状に
・通風機を最上層甲板両サイド下に
・アンカーを船体内に格納できるプールアンカーに

船種 2057RT台積み自動車運搬船
船主 FAIR WIND NAVIGATION S.A.
建造会社 旭洋造船株式会社
竣工年月日 2010 年 12 月22 日
Lpp×B×D -ｄ 131.0m×22.4m×24.45m – 6.5m
総トン数 21,143トン
速力 16.9ノット
主機 MAN B&W 7L42MC Mk-6 （6,965kW）

画像提供：旭洋造船株式会社
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〈 漁船・作業船部門賞 〉

国内最大の海外巻き網漁船 
第二ふじ丸

船種 ヘリコプター搭載型海外巻き網漁船
船主 大洋エーアンドエフ株式会社
建造会社 株式会社三保造船所
竣工年月日 2010 年 2 月9 日
Lpp×B×D -ｄ 70.0m×14.0m×8.3m – 5.56m
総トン数 760トン
速力 15.2ノット
主機 赤阪鐵工所 AH41AKED 2,942kW
魚艙容積 1,781m3

　760 総トン型海外巻き網漁船“第二ふじ丸”は、日本の巻き網

漁業をめぐる環境変化に対応して生まれた大型漁船だ。日本独自

のＦＡＤｓ（人工集魚装置）操業が国際的に規制される中、網目の

大きい網の使用を条件に大型化が認められ、載貨重量を従来船の

1.5 倍の 1200トン積みとした。さらにヘリコプターで空中から魚群

を探索する仕組みを採用し、漁獲効率を向上。大型の海外漁船に

対して競争力を発揮し、安定的に水産資源を供給する役割を担う。

画像提供：株式会社三保造船所

世界初の急速充電対応型電池推進船
〈 小型客船部門賞 〉らいちょうⅠ

船種 電池推進式小型旅客船
船主 国立大学法人 東京海洋大学
建造会社 マリン ･ デザインオフィス、ニュージャパンマリン株式会社
竣工年月日 2010 年 7 月8 日
Lpp×B×D 10.0m×2.33m×1.16m
総トン数 2.5トン
速力 10ノット
主機 永久磁石式同期モータ
旅客数 10 人

　排ガス問題の解決手段として二次電池の活用が自動車などで

進む中、船舶の分野でいち早く挑戦したのが、東京海洋大学だ。

日本のリチウムイオン電池技術と急速充電技術を船舶に適用し、

世界で初めて急速充電対応型リチウムイオン電池を適用した小型

旅客船“らいちょうⅠ”を完成させた。その後もウオータージェッ

ト式の急速充電対応型小型電池推進船“らいちょうＳ”を建造す

るなど、世界最先端の電池推進船を切り開く挑戦を続けている。

画像提供：国立大学法人 東京海洋大学

　船底から海中に空気を吹き出し、気泡で船を覆って船底と海水

との間に空気の層をつくることで摩擦抵抗を低減させる「空気潤滑

システム」。船舶の省エネ技術の切り札として日本が研究を先行し

てきたが、世界で初めて恒久設備として同システムを搭載したのが

モジュール運搬船“YAMATAI”と“YAMATO”だ。幅が広く喫

水が浅いモジュール船は空気潤滑に最適。両船が実航海で収集し

たデータが、その後の空気潤滑の普及に大きく貢献した。

YAMATAI／YAMATO〈 特殊船部門賞 〉

船種 モジュール運搬船
船主 日之出郵船株式会社
建造会社 三菱重工業株式会社
竣工年月日 2010 年 4 月9 日／ 11 月29 日

Lpp×B×D -ｄ 152.6m×38.0m×9.0m – 
4.5m

総トン数 14,538トン
速力 13.25ノット

主機 Daihatsu 6DKM-36 
（2,735kW）× 2 基

積載貨物 モジュール、クレーン等の
重量物

世界初、空気潤滑を実証

画像提供：日之出郵船株式会社
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世界最大のエコ型ＲＯＲＯ船
TØNSBERG〈 大賞 〉

　三菱重工業がウィルヘルムセン・ラインズ向けに建造した

世界最大のＲＯＲＯ船“TØNSBERG”は、21 世紀の世界経

済を象徴する「新興国」と「環境」というキーワードを反映

した船だ。

　同船は大型のパワーショベルやブルドーザーといった建設

機械や鉱山機械、工作機械、鉄道車両、各種プラントのパー

ツなど、いわゆる「ハイ＆ヘビー・カーゴ＝背高重量貨物」

の輸送を担う。これら重量物の輸送需要が増加している背景

には、経済成長が著しい新興国のインフラ投資拡大がある。

荷動き量拡大や貨物の大型化に対応し、積載容量を前シリー

ズに比べて 10％増加した。多種多様の背高重量貨物を安全・

効率的に搭載・輸送できるよう、デッキやホールド、ランプ

にさまざまな工夫が凝らされている。

　もう一つのキーワードが「環境」。環境意識の高い船主の

こだわりを反映し、二酸化炭素（ＣＯ2）排出抑制や海洋生

態系への負荷軽減など、次世代を見据えた仕様が盛り込まれ

ている。船主の創業 150 周年を記念し、創業の地が船名とし

て付けられただけに、船主にとっても思い入れの強い船。そ

の思いを受けて建造にあたった三菱重工業は、新たな環境時

代の幕開けを予感させる船を造り上げた。

2011

Ship
of the Year

船種 RORO 貨物船
船主 Wilhelmsen Lines Shipowning Malta Ltd.
建造会社 三菱重工業株式会社
竣工年月日 2011 年 3 月18 日
Lpp×B×D -ｄ 250.0m×32.26m×33.22m – 11.0m
総トン数 74,622トン
速力 20.25ノット

主機 MAN B&W 7L70ME-C8（20,100kW）×
１基

荷物効率を高める工夫

柱はデッキ中央に一列 「リセス形状」でホールド内の障害物をなくしている 船尾ランプウェー。対荷重量を3割強化している

画像提供：三菱重工業株式会社
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　内航貨物船“よね丸”は、沖縄・先島諸島に生活物資や建築資

材などを届ける役割を担う船。建造にあたってテーマとして掲げら

れたのが高速化だった。先代“よね丸”の航海速力が 15 ノットだっ

たのに対し、新“よね丸”は 17 ノットという高速化を達成するため、

船側ラインや船首バルブ、プロペラ周りの形状を工夫し、波を抑

える最適船型を開発した。主機関には低速２サイクルエンジンを

採用。大径の可変ピッチプロペラも搭載し、プロペラ効率向上を目

指した。

　また、貨物輸送能力を強化するため、さまざまな貨物を甲板上・

船倉内のどちらにも積載できる形にした。ハッチカバーはホールディ

ング式を採用し、コンテナ積載能力を向上した。

　飛行機に乗れない乗客に対応して、５人分の客室を設けた点も

特徴。地域に密着した船ならではの仕様といえ、先島諸島の生活

を支える重要な使命を担う。

よね丸〈 小型貨物船部門賞 〉

船種 一般貨物船

船主
南西海運株式会社、
独立行政法人鉄道建設・運輸施
設整備支援機構

建造会社 株式会社三浦造船所
竣工年月日 2011 年 7 月15 日

Lpp×B×D -ｄ 86.50ｍ×13.40ｍ×7.25ｍ – 
3.95m

総トン数 744トン
速力 17.0ノット
主機 6L35MC（2,995kW）

積載貨物 コンテナ（128TEU）、
雑貨（1,650DWT）

乗客 5 人

先島の生活支える内航貨物船

　新潟県粟島と村上市の間の離島航路を走る船として建造された

アルミ合金製高速双胴船“awaline きらら”は、機能性と快適性

を追求した船だ。日本海の厳しい海象にも耐えられる航行性能を

持ち、全長 35 ｍ以下・航海速力 24 ノット以上という条件を満た

し、さらに生活物資の充分な輸送能力や快適な客室といったニーズ

も満たす必要があった。選ばれたのが、双胴船型だった。

　課題は、双胴船型のネックでもある、向かい波中での船首船底

へのパンチングによる音と振動への対策。航路周辺の海象データ

を分析し、ターゲットとなる波浪の条件を導き出した上で、同航路

の波で縦揺れが少ない最適船型として、シャープな船首と新たな

船底形状を開発した。さらに縦揺れを制御するため、日本海に適し

た自動姿勢制御装置として船尾水中翼とトリムタブを組み合わせた

装置も開発。波高２m の海象でも安全に高速航行できる技術を確

立し、同航路で高速船の運航期間を従来船から拡大した。

船種 アルミ合金製双胴型旅客船
船主 粟島汽船株式会社

建造会社 ツネイシクラフト＆ファシリティーズ
株式会社

竣工年月日 2011 年 3 月29 日
Lpp×B×D 31.52ｍ×8.70ｍ×3.30m
総トン数 184トン
速力 25ノット

主機 MTU 16V2000M72（1,440kW）
×2 基

旅客数 170 人

awalineきらら〈 小型客船部門賞 〉

縦揺れ抑えた双胴旅客船

画像提供：粟島汽船株式会社

画像提供：南西海運株式会社
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掃気バイパス制御弁

掃気バイパス管

ここから船底へ 小型電動ブロワー

バラスト状態用

掃気取り出し口

こんな形で出てくる ここから空気が

「泡」のエコ技術、完成形に
SOYO（双洋）〈 大賞 〉

　船底に空気を送り込み、気泡で船体を覆うことで抵抗を減

らし、船舶の燃費を削減する「空気潤滑法」。この日本発の

イノベーションは、大島造船所が建造した日本郵船の石炭運

搬船“SOYO”で完成形に近づいた。

　空気潤滑法はそれまで内航船、特殊船

と徐々に実証が進んでいたが、大型船に

適用しようという段階で「喫水」という壁

にぶつかっていた。大型の外航商船は、

喫水が深く、船底の水圧が大きいため、

圧力に対抗して空気を吹き出すには必要

電力が増えて省エネ効果を帳消しにして

しまう。

　そこで考案されたのが、主機関の過給

機から掃気の一部を抜き出して船底に送

るというアイデアだ。エンジンメーカーと

も協力して陸上実験と調整を繰り返し、こ

の主機掃気バイパス方式を確立。従来型

の電動ブロアを組み合わせる「ハイブリッ

ド供気システム」を構築した。

　省エネ効果を最大化するため、船底の空気吹き出し口の形

や位置なども最適化。実船では、空荷状態で５％、満載状

態で３％のＣＯ2 削減効果が確認された。日本が長年にわたっ

て開発を続けた「空気」の成果が“SOYO”に結実した。

2012

Ship
of the Year

船種 ばら積み貨物船
船主 Collie Shipholding S.A.
建造会社 株式会社大島造船所
竣工年月日 2012 年 7 月27 日
Lpp×B×D -ｄ 230.0m×43.0m×18.55m – 12.98m
総トン数 50,872 トン
速力 14.3ノット

主機 MITSUBISHI 6UEC60LS Ⅱ　
11,910kW

画像提供：株式会社大島造船所
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海底に眠る資源を探し出せ
白嶺〈 技術特別賞 〉

　石油天然ガス･ 金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）の海

洋資源調査船“白嶺”は、日本の領海内や排他的経済水域

（ＥＥＺ）内に存在する、海底熱水鉱床やコバルト・リッチ・

クラスト、メタンハイドレートのような海洋資源の状態を把握

する重要な役割を担う。

　海洋資源の調査は一般的に、超音波を用いた音響観測、

重力・磁力などを用いた物理調査、海底の状態を無人探査

機（ＲＯＶ）などで視覚的に調査する海底観察、そして実際

に海底下の地層を採取するサンプリング調査というプロセス

で実施される。“白嶺”はこれら一

連の作業を一つの船で全てこなす

ことができる。

　船上には２種類

のボーリングマシン

を搭載し、海底熱

水鉱床が形成する

急峻な地形におけ

る調査やメタンハイ

ドレートが存在する

大水深域での浅層

掘削が可能。この

ほか測深・探査機

器や物理探査機器など、各種の最新鋭の調査機器を搭載し

ている。

　高精度な自動船位保持機能と、音響調査機器への影響を

抑えるための水中雑音低減を両立させるため、複数のバウス

ラスターと全旋回式推進器を採用した点も特徴。また、船体

中央部に開口部（ムーンプール）を設けて、調査機器を安全

かつ効率的に操作できる。

　“白嶺”の本格運用により、日本の海洋資源開発は本格的

な資源量把握の時代へと進むことが期待されている。

画像提供：独立行政法人石油天然ガス･ 金属鉱物資源機構

船種 海洋資源調査船

船主 独立行政法人石油天然ガス･
金属鉱物資源機構

建造会社 三菱重工業株式会社
竣工年月日 2012 年 1 月31 日

Lpp×B×D -ｄ 101.0m×19.0m×9.2m – 
6.2m

総トン数 6,283 トン
速力 15.5 ノット

主機 主発電機 2,450kW × 4 基、
推進用電動機 3,200kW × 2 基

乗員数 70 人

船上設置型掘削装置 研究室も完備
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　自動車運搬船“EMERALD ACE”は、太陽光発電とリチウムイ

オン電池を組み合わせた「ハイブリッド電力システム」を世界で初

めて搭載した船。目指したのは、停泊中の船舶からの排出ガスをゼ

ロにする「ゼロエミッション」だ。

　“EMERALD ACE”は航海中に船上に搭載した太陽光パネルで

発電し、その電力を船内のリチウムイオン電池に蓄えておき、港な

どに停泊している間はその電力を使用することでディーゼル発電機

を完全に停止し、エンジンからの二酸化炭素（ＣＯ2）などの排出

をゼロにする。

　甲板上には 768 枚の太陽光パネルを設置。発電容量は船舶とし

ては世界最大規模となる約 160kW を誇る。リチウムイオン電池は

32 万 4480 本備え、約 2.2 ＭＷｈの蓄電容量を確保。この電池は「固

定バラスト」としての役割も担う。リチウムイオン電池の安全対策

も徹底した。

EMERALD ACE〈 大型貨物船部門賞 〉

停泊時の「排ガスゼロ」実現

画像提供：三菱重工業株式会社

船種 自動車運搬船（PCTC）
船主 White Bear Maritime Limited
建造会社 三菱重工業株式会社
竣工年月日 2012 年 6 月29 日

Lpp×B×D -ｄ 192.0m×32.26m×34.52m 
– 9.7m

総トン数 60,154 トン
速力 約 20 ノット

主機 MITSUBISHI 7UEC60LS Ⅱ
（P/U） 14,315kW

積載貨物 乗用車 6400 台

　“新進丸”は内航船として初めて、２軸方式の電気推進システム

を採用した、ケミカル・オイルタンカーだ。燃費性能に優れた電

気推進内航船「スーパーエコシップ（ＳＥＳ）」として建造されたが、

過去のＳＥＳ 20 隻が「ＣＲＰラインシャフト方式」「ポッド方式」「タ

ンデムハイブリッド方式」のいずれかを採っていたのに対し、建造

コストの低減を目指した新方式を採用した。

　まず搭載機器を見直し、高価なインバータの代わりに一般的な

可変ピッチプロペラを採用。電気機器も汎用製品を活用した。こ

れにより建造コストのアップを抑えた。省エネ性能向上も図り、電

気推進のネックである伝達効率の低さを解消するため、推進効率

向上のためプロペラの軸を２本とする２軸型とし、軸を船体の一部

とする独特の「船尾ツインスケグ船型」を採用。さらに大直径の低

回転プロペラを採用して推進性能を高めた。この結果、省エネ化

率は 10％を実現した。

新進丸〈小型貨物船部門賞 〉

内航船初の２軸型電気推進

画像提供：株式会社日隆

船種 ケミカル＆オイルタンカー
船主 株式会社日隆

設計／建造会社 有限会社不二設計／
有限会社福島造船鐵工所

竣工年月日 2012 年 6 月29 日

Lpp×B×D -ｄ 69.95m × 11.5m × 5.2m – 
4.7m

総トン数 749 トン
速力 12 ノット
主機 主発電機 660kW × 3 基
積載貨物 液体貨物 1,793 トン
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　鹿児島大学水産学部の漁業練習船“かごしま丸”は、「次世代

型の練習船」として、設備や能力などで新たな試みを行っている。

　まず大型練習船として初めて、全旋廻型ポッド型推進器を採用

した。360 度旋回できるポッドとバウスラスタを合わせることで、定

点保持や、横・斜め移動、その場回頭など、従来の船では不可能だっ

た特殊な操船性能を実現した。船内の振動・騒音も低減されて居

住性が高まったほか、音響計測や対象生物への影響が少ない実験

が可能になった。

　また、水産分野での技術革新の先駆けでありたいとの思いから、

新たに「巻き曳き網」と呼ばれる漁具漁法が開発された。船の灯火

で集めた魚群を船から離して保持し、単船での操業を可能とする漁

法だ。この巻き曳き網と、トロール網を同一装備で行う「マルチパー

パス漁労システム」も採用。さまざな漁具漁法をモニターしながら

運用でき、次世代の漁労技術に関する研究開発が可能になった。

かごしま丸〈 漁船・作業船部門賞 〉

新時代の漁業教育がここに

画像提供：国立大学法人 鹿児島大学

船種 漁業練習船
船主 国立大学法人 鹿児島大学
建造会社 新潟造船株式会社
竣工年月日 2012 年 3 月30 日
Lpp×B×D -ｄ 58.8m×12.1m×7.0m – 4.5m
総トン数 935 トン
速力 13.65 ノット
主機 主発電機 937.5kVA × 4 基
定員 乗員 28 人、教員・学生 44 人

　道頓堀周囲を走る観光船“あまのかわ”は、水も空気も汚さない、

水都大阪にふさわしい最新鋭の旅客船だ。

　乗客が船内で静かな会話ができるくらい低騒音で、船酔いしにく

い低振動、かつ空気も水も汚さないというコンセプトを実現するた

め、プラグイン方式の電気推進システムを採用した。乗客を乗せ

て走る船でリチウムイオン電池を使った前例がないため、当局と協

力して安全基準作りから開発した。

　１時間の充電で６時間以上の連続運航が可能。充電は陸上電

源で行うほか、減速時に発電する「回生電力」も利用し、船体上

部の太陽光パネルで発電した電力も使用する。騒音を抑えるため、

電動機とプロペラを直結することで、騒音の原因の一つである減速

機も不要とした。

　船体にはアルミニウム合金を使用。飛行船をモチーフにしたデ

ザインが特徴的で、夜にはライトアップして走る。

あまのかわ〈  小型客船部門賞 〉

水都を走る充電船

画像提供：ツネイシクラフト&ファシリティーズ株式会社

船種 電気推進旅客船

建造会社 ツネイシクラフト&ファシリティーズ
株式会社

竣工年月日 2012 年 10 月13 日
Lpp×B×D 15.0m×3.2m×1.6m
総トン数 11 トン
速力 約 4 ノット
主機 大洋電機 TTS-200L 22kW
定員 旅客 40 人、船員 2 人
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風圧抵抗と海賊に挑む新鋭船
M.S. RAGA〈 大賞 〉

　ばら積み運搬船“RAGA”は、今治造船が新開発の居住

区「エアロ・シタデル」を初めて採用した船だ。

　新型居住区の狙いは二つ。まずは風圧抵抗の低減だ。居

住区が正面から受ける風の抵抗を減らすために居住区の形

状を見直し、中央構造物の幅を狭くして前に尖った形とした。

ウイング部や柱も全て角を落とし、風を受ける面積を徹底的

に減らした。これにより、船全体の風圧抵抗を 25 ～ 30％削減。

省エネ効果は最大で約２％を見込む。

　もう一つの特徴が海賊対策。英国の武装警備会社と相談

しながら仕様を詰めた。接近する海賊を早期に発見できるよ

う、ブリッジ後方に窓を広げて視野を拡大。海賊に乗船され

ても時間を稼げるよう、階段を全て居住区内に配置し、足場

になり得る突起も全て無くした。窓の防弾化や扉の堅牢化で、

居住区内への侵入防止も図った。もし海賊に船が占拠された

場合に乗組員全員が籠城して安全に救助を待てる「シタデ

ル」と呼ばれる区画も設けた。「燃料価格の高騰」と「海賊

の脅威」という海運界が直面する二つの問題に対し、居住区

によって解決を図ったといえる。

従来船 エアロ・シタデル

「エアロ・シタデル」    つの特徴3
1.省エネ

流線形にして
風圧抵抗を低減させた

2.安全
海賊の侵入防止策と、
船員の安全を確保

3.快適
内装を見直し、乗組員
の居住性を向上した

船種 ばら積み貨物船
船主 Luster Maritime S.A.
建造会社 今治造船株式会社
竣工年月日 2013 年 6月28日

Lpp×B×D -ｄ 227.0m×38.0m×
19.9m – 14.45m

総トン数 50,615トン
速力 16.5ノット

主機 6S60ME–C8 
12,950kW

2013

Ship
of the Year

画像提供：今治造船株式会社
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　石炭専用船“SHOYOH”は、燃費改善を徹底的に追求

した船。大型バルカーとして世界で初めて二重反転プロペ

ラを搭載したほか、半円ダクトやラダーバルブを装着し、

推進のための燃料消費量を約 16％低減した。さらに電子制

御エンジンや、排ガスを再利用する「排ガスパワータービ

ン発電機」も採用した。

　荒天時用バラストタンクなどの新しいアイデアも盛り込ん

だ、世界最先端のエコシップとなる。

SHOYOH（翔遥）
〈 大型貨物船部門賞 〉

船種 石炭輸送専用船
船主 TDC Shipping S.A.
建造会社 ジャパンマリンユナイテッド株式会社
竣工年月日 2013 年 7月25日
Lpp×B×D -ｄ 234.5m×43.0m×20.5m –13.0m
総トン数 60,876トン
速力 14.2ノット
主機 DU Wärtsilä 6RT-flex58T-D 9,680kW
積載貨物 石炭　97,000DWT

「エコシップ」の進化形

　日本では遠洋トロール漁船の建造が過去 20 年以上も途

絶えていたが、東日本大震災で流出した漁船の代船として、

“第五十一開洋丸”が建造された。漁労作業や魚の加工作

業を自動化・省力化する最新鋭の装置を装備して、労働環

境の改善を実現。さらに、快適な船上生活を送れるよう船

内配置なども見直した。遠洋漁業への若者の就労を促すほ

か、新たな漁場の開拓、遠洋漁業の再構築、被災地の復

旧など、いくつもの使命を担う。

船種 遠洋底引網漁船
船主 八戸機船漁業協同組合
建造会社 株式会社三保造船所
竣工年月日 2013年 7月22日
Lpp×B×D -ｄ 55.9m×12.5m×8.2m – 5.38m
総トン数 605トン
速力 15.05ノット
主機 Niigata 8MG34HX-1N  2,999kW
積載貨物 魚艙容積 778m3

第五十一開洋丸
〈 漁船・作業船部門賞 〉

遠洋漁業への解決策

　東日本大震災の津波と地震の影響で激変した東北沖の

海洋生態系を解明し、漁場を復興させるために、日本の海

洋科学技術分野の研究者が「東北マリンサイエンス拠点

形成事業」を立ち上げた。このオールジャパンの研究体制

をサポートするよう建造されたのが、調査船“新青丸”だ。

海底地形や海流、水温、水質、海底下の資源などを効率

よく調査できるよう設計されており、調査・観測の面から東

北の「新生」を支援する。

船種 海洋研究船
船主 独立行政法人海洋研究開発機構
建造会社 三菱重工業株式会社
竣工年月日 2013 年 6 月30 日
Lpp×B×D -ｄ 59.9m×13.0m×6.2m – 4.5m
総トン数 1,629トン
速力 13.2ノット
主機 推進電動機 1,300kW×2 基
旅客数 研究者等 15 人

新青丸
〈 特殊船部門賞 〉

海洋調査で復興を支援

画像提供：国立研究開発法人海洋研究開発機構

画像提供：株式会社三保造船所

画像提供：ジャパンマリンユナイテッド株式会社
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　ＬＮＧの商業海上輸送が世界で始まってから 50 年の節目

の年に、ＬＮＧ船の外見を一変させる新鋭船が日本で誕生し

た。四つのモス型球形タンクを一つの連続カバーで覆った、

15 万5000m3型ＬＮＧ船シリーズ通称“さやえんどうＬＮＧ

船”だ。ユニークな名前は、連続カバーを“さや”に見立てて、

その中に球形タンク＝“まめ”を収めたことに由来する。

　モス型タンクは構造の信頼性の高さで知られる。そのタ

ンクを覆うカバーは、従来のモス型では船体から独立してい

た。だが、“さやえんどう”では船体と一体化しており、船体

の強度を受け持つようになった。これにより独立カバー分の

重量が減り、14 万 7000m3型では、従来船に比べて船体重

量を５～ 10％軽減できた。また、航行時に正面から受ける風

の抵抗も、従来船と比べて約 20 ～ 40％削減。これに加えて、

再熱サイクルを使った新型蒸気タービン機関「MHI Ultra 

Steam Turbine Plant」を組み合わせることで、燃料消費量

が大幅に改善し、実航海では従来船に比べて、単位荷物あ

たり20％超のＣＯ 2 削減を果たした。

　連続タンクカバーによって、カバー上部が整理され、乗組

員にとってメンテナンスが容易になったメリットもある。ＬＮ

Ｇ輸送の新しい時代を切り開く新鋭船となった。

モス型ＬＮＧ船の姿を一変させた
さやえんどうＬＮＧ船〈 大賞 〉

2014

Ship
of the Year

船種 液化天然ガス運搬船
建造会社 三菱重工業株式会社
Lpp×B×D -ｄ 275.0m×48.9m×26.0m – 11.55m
総トン数 約 137,000 トン
速力 19.5ノット
主機 MHI Ultra Steam Turbine Plant

透視図

連続カバー（さや）の中に球形タンク（豆）

風圧抵抗が低減

さやえんどう従来船

画像提供：三菱重工業株式会社
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船種 貨客船

船主
東海汽船株式会社、
独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構

建造会社 三菱重工業株式会社
竣工年月日 2014 年 6 月4 日

Lpp×B×D -ｄ 109.2m×17.0m×8.95m – 
5.4m

総トン数 5,681 トン
速力 19.0 ノット

主機 4,350kW 主機＋ 1,500kW
アジマス推進器

船種 長尺レール運搬専用船
船主 Sky Tree Shipping S.A.
建造会社 株式会社新来島どっく
竣工年月日 2014 年 8 月29 日

Lpp×B×D -ｄ 187.0m×28.2m×14.0m – 
8.0m

総トン数 20,506 トン
速力 約 14 ノット

主機 MAKITA-MITSUI-MAN B&W 
6S42MC7.1 5,100kW

積載貨物 長尺貨物　24,041DWT

　鮮やかなカラーリングが特徴の東海汽船の“橘丸”。東京・竹

芝と伊豆諸島を結ぶ航路に就航している本船は、かつて「東京湾

の女王」と呼ばれて人気を博した往年の名船から、同じ名前と、基

調色のイエローオーカー（黄土色）を受け継いでいる。

　推進システムには、プロペラの後ろに、360 度旋回する「電動ア

ジマス式」推進器を向かい合わせて装備した「タンデムハイブリッ

ド型ＣＲＰ推進システム」を採用。２枚のプロペラを逆方向に回転

させることで推進効率が高まるほか、状況によってプロペラを使い

分けて省エネ効果を高めることができる。このほか電子制御燃料噴

射装置や排ガスエコノマイザー、低摩擦船底塗料などの採用で、

同航路に従来就航していた“さるびあ丸”に比べて約 15.6％の省

エネを実現した。

　船内の騒音と振動も低減し、バリアフリーや個室化などで人に優

しい空間づくりを図っている。

橘丸〈  大型客船部門賞 〉

「女王」の名を継ぐエコシップ

　日本製の鉄道用レールは世界一の品質を誇り、世界各地に輸出

されている。従来は輸送方法がネックとなり、100 ｍ超のレールを

輸出するには、いったん 25 ～ 50 ｍの長さに切断して船で運び、こ

れを海外の鉄道各社でまた溶接し直して敷設していた。この長年

の課題を解決したのが、世界初の長尺レール運搬船“PACIFIC 

SPIKE”だ。新日鐵住金が八幡製鐵所で製造している、鉄道用レー

ルとして世界最長の 150 ｍレールを運ぶための専用船だ。多くの

関係者が計画段階から集まり、この特殊な船を実現した。

　最大の特徴は長さ155 ｍ、幅約８ｍの単一ホールド。ホールド

の間の隔壁がなくても船体強度を保つ特殊な構造となっている。こ

こに 150 ｍレールを約 2000 本積載できる。効率的にレールの積み

降ろしができるような工夫も凝らされており、荷役用のデッキクレー

ン３基が同時に動く「シンクロ制御機能」や、リモコンによるクレー

ン操作の機能を備えている。

画像提供：株式会社新来島どっく

画像提供：東海汽船株式会社

PACIFIC SPIKE〈 大型貨物船部門賞 〉

日本発、世界最長レールを運べ
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船種 旅客船兼自動車渡船
船主 野母商船株式会社
建造会社 株式会社臼杵造船所
竣工年月日 2014 年 6 月10 日
Lpp×B×D -ｄ 79.8m×14.4m×9.5m – 3.9m
総トン数 1,598 トン
速力 19 ノット
主機 DAIHATSU 6DCM-32e 2,942kW × 2 基

船種 コンテナ専用船
船主 向島ドック株式会社
建造会社 小池造船海運株式会社
竣工年月日 2014 年 12 月12 日
Lpp×B×D -ｄ 86.0m×14.0m×6.7m – 3.59m
総トン数 749 トン
速力 14.5 ノット
主機 DAIHATSU 6DE23 1,500kW × 2 基
積載貨物 コンテナ 211TEU

船種 漁業調査・練習船
船主 国立大学法人 北海道大学
建造会社 三井造船株式会社
竣工年月日 2014 年 7 月28 日
Lpp×B×D -ｄ 70.0m × 13.0m × 5.8m – 5.0m
総トン数 1,998 トン
速力 12.5 ノット

主機 1,200kW 発電機関× 3 基
1,000kW 推進電動機× 2 基

最大搭載人員 99 人

　博多と五島列島を結ぶ“太古”は、推進性能に優れた

特殊船型「ハイブリッド双船尾船型」を採用したフェリー。

船首部の形状は凌波性を考慮した美しい形状をしており、

静粛性にも優れる。

　２機２軸電気推進システムを採用した内航コンテナ船。

船首ブリッジ構造として前方視界を確保したほか、騒音・

振動を低減し、船内の居住設備も充実。内航船の居住空間

の改善を目指した。

ふたば〈 小型貨物船部門賞 〉

内航船の新たなモデルに

　北海道大学水産学部の５代目練習船。静粛性を考慮し

た電気推進システムと熟考された防振・防音設計、良好な

復原性、各種減揺装置により、「静かで揺れない洋上キャ

ンパス」を実現した。

おしょろ丸〈 漁船・作業船部門賞 〉

北の海を走る「洋上の大学」

画像提供：国立大学法人 北海道大学

画像提供：向島ドック株式会社

画像提供：野母商船株式会社

太古〈小型客船部門賞 〉

五島をつなぐ「静かなる船」
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