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船舶・造船・海洋構造物製品と技術への取り組み
KOBELCOグループ

神戸製鋼の造船用厚鋼板及び溶接材料・溶接自動化技術

神戸製鋼は複合経営のメリットを活かし、厚鋼板/溶接材料セットでのご提案が可能です。
一般造船用厚鋼板/溶接材料は勿論のこと、原油タンカー用耐食鋼『KPAC®』シリーズをはじめ、船体の軽
量化や施工技術向上、ライフサイクルコストの低減、地球環境規制対応ニーズに対応する高機能商品等を通
じて造船業界の発展に貢献して参ります。

船体構造用厚鋼板・溶接材料

NK/ABS/LR/BV/DNV/CR/KR/CCSの船級認定を取得した厚鋼板、溶接材料
を各種取り揃えています。

Iron & Steel／Welding

（株）神戸製鋼所　厚板営業部
TEL 03-5739-6172
KOBELCO 造船・海洋構造

お問合せは

（株）神戸製鋼所　マーケティング企画室
TEL 03-5739-6321
KOBELCO 造船

お問合せは
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小組立溶接システムラインウェルダ 水平すみ肉溶接施工法
法
法

大組立溶接システム片面板継サブマージ 溶接装置
FCB™法
RF™法

パネルライン 小組立 大組立

外業・総組
SEGARC™溶接装置(EGW)

原油タンカー用耐食鋼
「KPAC®」シリーズ＆専用溶接材料

LNG燃料タンク用厚鋼板＆溶接材料

造船溶接の自動化・
高能率ソリューション

タンカーのCOT（Crude Oil Tank)で新しく国際ルール化された防食基準に適合
した、無塗装でそのまま使用できる耐食鋼です。
添加元素の最適化により船体構造用鋼板として優れた特性や溶接施工性を確
保しつつ、耐食性能を具備しています。
専用溶接材料も各種取り揃えております。

陸上LNGタンク用高Ni鋼板の豊富な実績とノウハウをベースに、厚鋼板／溶接材
料のセット提案が可能です。

溶接材料、溶接システム、溶接施工技術（プロセス開発）の三位一
体で各工程での自動化、を実現します。

原油タンカーＣＯＴへの適用イメージ
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溶接材料 厚鋼板

DW-100KP
MX-200KP
DW-100
MX-200
DW-100R(ARCMAN™ 溶接システム専用）

FAB

KPAC®-2（上甲板）KPAC®-1（内底板）施工法

SESLA™溶接装置(ESW, EGW) NEW!

Iron & Steel／Welding

Iron & Steel／Welding

Welding

（株）神戸製鋼所　厚板営業部
TEL 03-5739-6172
KOBELCO 造船・海洋構造

お問合せは

（株）神戸製鋼所　マーケティング企画室
TEL 03-5739-6321
KOBELCO 造船

お問合せは

（株）神戸製鋼所　厚板営業部
TEL 03-5739-6172
KOBELCO 造船・海洋構造

お問合せは

（株）神戸製鋼所　マーケティング企画室
TEL 03-5739-6321
KOBELCO 造船

お問合せは

（株）神戸製鋼所　マーケティング企画室
TEL 03-5739-6321
KOBELCO 溶接 造船

お問合せは
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船舶・造船・海洋構造物製品と技術への取り組み
KOBELCOグループ

クランク軸
プロペラ軸中間軸

エンジン

プロペラ

チタン製熱交換器
海洋温度差発電実証プラント

（沖縄県久米島）

写真提供：沖縄県

Warm Seawater
at Surface

Pump

Pump

Pump

Ammonia Vapor

Ammonia Liquid

Cold Seawater
in Depth

Turbine Generator
Light

Titanium
Condenser

Titanium
Evaporator

海洋温度差発電のしくみ

海洋温度差発電では、海洋表層水と深層水の温度差を利用してア
ンモニアなど低沸点媒体を気化、その蒸気でタービンを回転させて
発電します。プラントの心臓部、海水の熱を媒体に伝える熱交換器
の材料としてチタンが使われています。

海洋温度差発電

チタンは本来活性な金属ですが、優れた耐食性を発揮します。チタン
の耐海水性により、長期に亘る安定した発電が可能となり、プラント
の信頼性が向上します。

優れた耐海水性

Iron & Steel

Iron & Steel

■エンジン内にあり、ピストンの往復運動を回転エネルギーに変える軸
■最大サイズは長さ；約22m、重量；約500ｔ

■エンジンの動力をプロペラに伝える軸
■最大サイズは長さ；約14m、重量；約100ｔ

○船の推進に関わる部分の模式図

船舶用鋳鍛鋼製品

耐海水 熱交換器用チタン

船の推進に関わる部分（エンジン～プロペラ）、舵部材には鋳鍛鋼品が多く使われています。神戸製鋼は世界トップメーカーとして様々な鋳鍛
鋼製品を製造しており、厳しい寸法要求に対してミクロン単位での精度を確保、お客様から高い信頼を寄せられています。

海洋温度差発電では、海水の熱エネルギーを電力に変換するため
の蒸発器と凝縮器にチタン製の熱交換器が使われています。

（株）神戸製鋼所　鋳鍛鋼営業部
TEL 078-261-5993
KOBELCO 鋳鍛鋼

お問合せは

（株）神戸製鋼所　チタン営業部
TEL 03-5739-6204
KOBELCO チタン

お問合せは
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・BOG再液化設備（PRS）
・LNG燃料ガス供給設備（FGSS）
・浮体式洋上液化設備（FLNG）

・浮体式洋上生産貯蔵積出設備
（FPSO）
・浮体式洋上ガス化設備（FSRU）

船舶向け適用用途例

Machinery

Machinery

船舶用マイクロチャネル熱交換器 
（DCHE）

船舶用LNG BOG圧縮機

近年、船舶用高圧熱交換器の用途が拡大しています。
神戸製鋼の開発したDCHEは、50年以上の熱交換
器製作を通じたノウハウに基づき、コンパクト性と高い
信頼性を実現しています。

■耐圧性能（設計圧力100MPa）、
　耐熱性（高温・低温）に優れる
■伝熱性能に優れコンパクト
■多流体熱交換器の設計が可能
■各種船級規格にも対応可能
　（ABS, DNV, KR等）

・LNG船向け燃料供給圧縮機
  （ MEGI／MEGA／XDF／DFDE）
・FSRU向けBOGSend-out compressor
・LNG船/FSRU再液化設備向けBOG圧縮機
・LNG船/FSRU再液化設備向けスクリュ冷凍機

船舶向け適用用途例

当社は、圧縮機における主要な方式であるスクリュ式、
レシプロ式、ターボ式の３種類を製造可能な世界で唯
一のメーカーであり、各船舶用BOG圧縮機に対して、
最も適切（効率と信頼性の高い）な圧縮機を提案する
事が出来ます。
LNG船に搭載された当社圧縮機は順調に稼働してお
り、お客様から高い評価を得ています。

■スクリュ式は最高10Mpaまでの高圧対応可能。処
理流量は200～35,000m3/h。

■レシプロ式は最高100Mpaまでの高圧対応可能。
オイルフリーでの高圧対応も可能。

（株）神戸製鋼所　エネルギー・化学機械営業部機器室
TEL 03-5739-6652
KOBELCO DCHE

お問合せは

（株）神戸製鋼所　回転機営業部
TEL 03-5739-6771
KOBELCO 回転機

お問合せは
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船舶・造船・海洋構造物製品と技術への取り組み
KOBELCOグループ

T/C

E.G.E
NET 
kW

バイナリーユニット

ターボ
チャージャー

エア
クーラー

排ガス

掃気エア

海水

排ガス
エコノマイザー

掃気エア

余剰蒸気

蒸発器 凝縮器

インバーター コンバーター

主機

熱交換器
発電

海水

掃気エア

冷媒冷媒

冷媒

冷媒
冷媒

高機能プラズマコーティング技術

KOBELCOのプラズマコーティング技術は、世界の幅広い業界で製品の高機能化や生産活動の高効率化に貢献しています。

船舶主機の掃気エアの圧縮熱と余剰蒸気熱をバイナリーサイクル
発電方式により電気エネルギーとして回収する技術です。
主機排熱の利用により発電機の燃料とCO2の削減が可能な省エ
ネ＆環境装置です。

■最大発電量（発電端出力）：約125kW
■発電機燃料削減量：約20～25％削減/日
■CO2削減量：1～2％削減

■陸上用バイナリー発電システムで培った信頼性の高い技術。
■半密閉型スクリュタービン発電機の採用により広範囲の高効率

発電が可能。
■コンパクトデザイン、容易なメンテナンスが可能。
■日本海事協会、DNV・GL、Lloyd‘s Registerから基本承認
（AIP）を取得済み。

■日本海事協会から「環境機器」として認証済み。
■旭丸の実証機により基本性能を確認し、商用船に搭載して

フィールド試験を実施中。（100kW級）

概要

成果

特長

主機の排熱を利用した舶用バイナリー発電システム

Machinery

Machinery

舶用バイナリー発電システム（実証試験中）

バイナリー発電機（本体）

・ピストンリング
・バルブ駆動部品

・プレス型
・鋳造型
・熱間鍛造型

・切削工具

・アルミ成形型
・樹脂成形型
・ガラス成形型

・燃料電池部品

・透明導電膜
・ガスバリア膜

・コンデンサ用電極箔

・タービンブレード

PLASMA COATING

プラズマ
コーティング

摺動性

耐熱性

耐エロージョン性

耐凝着性・
焼付き性

耐食性

電気特性

耐摩耗性

光学特性

装飾

生体親和性

ガスバリア性

（株）神戸製鋼所　機械事業部門 開発センター 技術開発部
TEL 079-445-7278
KOBELCO バイナリー発電

お問合せは

（株）神戸製鋼所　機械事業部門　営業・マーケティング本部　新事業推進部
TEL 079-445-7331

KOBELCO  PVDコーティング

お問合せは
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標準仕様
ボビンのつば径 80(2m)
フライヤの数 9
最大ロープ径 200mm
１丸の最大重量 120ton

玉掛索用ワイヤロープとして、従来のワイヤロープに新たに改良を加えて強度を増し、また、耐
食性・柔軟性に優れた高強度玉掛索の製造・販売に取り組んでおります。

■銅合金管 （C4430, C6872, C7060, C7150等）
 溶解～製品まで一貫生産することで、品質面、生産面において

様々なニーズに対応と提案が可能です。
　主な用途：ヒーティングコイル、熱交換器、配管等
■外面加工管（銅合金、炭素鋼、チタン）
　転造（塑性）加工により管外面にフィンを施した製品。
　外表面積が増え、優れた伝熱性能を示します。

■大径管
　国内最大級のシームレス銅・銅合金管の製作が可能です。
　例）外径460mmの90/10キュプロニッケッル管の製作が可能。

造船の海水導入管に使用されています。
■フェロコチューブ
　水酸化鉄皮膜を管内面に予め塗装した製品。
　管交換時の鉄イオン高濃度注入は必要無く、初期皮膜として防

食効果が優れています。

その他の特長ある製品・技術

造船向け主な製品

神鋼メタルプロダクツ株式会社

Group company's Products

Group company's Products

船舶・造船所向けワイヤロープ

銅・銅合金管

船舶分野においては、LNG船・バルク船の係留索やデッキクレーン用ワイヤロープ、造船分野においては、ジブクレーン、ゴライアスクレーン、場
内太物玉掛索の開発に取り組んでいます。

神鋼メタルプロダクツ株式会社は１９１７年、神戸製鋼所の銅・銅合金管の工場として門司に誕生しました。現在は、ＬＮＧ船ヒーティングコイル
用、各種熱交換器用として造船分野をはじめ、幅広い分野のお客様に製品を提供させていただいており、国内トップシェアを誇ります。

銅合金管（U字管） 外面加工管（銅合金、炭素鋼、ステンレス、チタン） 大径管

WIRE ROPE for DRILLING VESSEL WIRE ROPE for OFFSHORE 尾上事業所　80インチ・クローザ

（株）テザック神鋼ワイヤロープ
TEL 06-6223-0672
テザック神鋼

お問合せは

神鋼メタルプロダクツ（株）　営業部
TEL 06-6206-6778
神鋼メタルプロダクツ（株）

お問合せは




