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BWMSレトロフィットに関する  
コンサルティングサービス 
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 BWMSレトロフィットの隻数予想 
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データ提供：一般財団法人 日本海事協会 
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 BWMSレトロフィットのリードタイム 
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BWMSレトロフィットのリードタイム（一例） 

★ ★ ★
主要節点 訪船調査 BWMS発注 改造造船所着船

事前検討・概略設計
  BWMS機種選定、概略設計
  訪船調査、3Dスキャニング
基本計画図の作成
  配置場所の決定
  注文仕様書作成
資機材発注
  BWMS手配
  配管、艤装品、機器類、電線等の手配
詳細図の作成

資機材加工
  管、補機台、交通装置製作

改造工事

最終確認
（1日）

-4ヵ月 -3ヵ月 -2ヵ月 -1ヵ月
改造造船所

14日
-5ヵ月リードタイム -9ヵ月 -8ヵ月 -7ヵ月 -6ヵ月
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船主 

- 事前検討 
- 概略設計 
- 訪船調査&3Dスキャニング 
- 図面作成 

設計業務の受注 

 
- 必要図面の入手 
- 基本計画図・承認図の作成 
- 艤装図（配管・機器類）の作成 
- 資機材の注文仕様書の作成 
- 詳細図面の作成 
  （工事スペック作成） 

図面作成 - 配管・艤装品加工 
- 艤装品の仮組立て確認 

資機材加工 

- BWMS手配（メーカー/商社） 
- 配管・艤装品手配 
- 機器類・電線等の手配 

資機材発注 

- 発送時期/発送先の確認（交渉） 
- BWMS発送（メーカー/商社） 
- 配管・機器類・電線等、発送 
- 現地における管理確認 

- メーカー調整 
- テスト（検収） 
- 船級検査 
- その他（取扱い説明など） 

改造造船所 

- BWMS据え付け 
- 配管・機器類/電線据え付け 
- 電気工事 

改造工事 

資機材発送・管理 

設計会社 設計会社/メーカー/商社/改造造船所 

最終確認 

BWMSレトロフィットのスキーム 

   - 対象船の決定 
   - BWMS搭載時期の決定 
   - BWMS機種の選定 
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 BWMSレトロフィット工事の流れ 

 BWMSレトロフィットの流れ 
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事前検討 概略設計 訪船調査 
3Dスキャニング 

基本計画図の 
作成 

詳細図の 
作成 資機材発注 資機材加工 改造工事 

・引合い 
・業務範囲の確認 
・本船情報の把握 
・事前検討 
・概算見積り提出 

・必要図面の入手 
・機器配置検討 
・概略設計（諸管
系統、電力調査、
ポンプ能力）検討 

・機器配置確認 
・配管・電路敷設
確認 
・3Dスキャン実施 

・BWMS配置図、

諸管系統図、電力
調査表、主電路系
統図、制御系統図 

・3D CADデータの生
成 
・詳細3D配置図、詳
細3D配管モデル図、

電路敷設図、電路結
線図、取付部品製作
図、配管加工及び取

付け図  

・BWMS 
・弁類、電線 
・管及び管艤装品
（発注） 
盤類改造 

・管及び管艤装品
（加工） 
盤類改造 

・配管及び電線工
事 
・BWMS設置 
・各種サポートの
設置 
・最終確認 
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調査報告書（BWMS設置位置、改造する配管ラ
イン、等） 
正式見積書提出⇒委託契約 

事前検討 引合い 
業務範囲の確認 
本船情報の把握 
事前検討 
概算見積り提出⇒委託 

BWMS設置位置、改造する配管ライン、電源等
の確認、機器の搬入路の確認、寸法見取り（3D
スキャナー利用） 
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 BWMSレトロフィットの流れ（事前検討～訪船調査） 

訪船調査 & 3Dスキャニング 

訪船調査報告 

概略設計 訪船調査前の概略設計 

※設計業務に関するコンサルティング費用についてはご相談下さい 
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処理方法 コスト 圧力損失 配置優位性 
配管工事 

関連 
安全性 特徴 

電力需要 /  
ランニング 

コスト 

フィルター+UV 初期費用：並 
ランニング：小 

フィルターによ
る圧力損失を
考慮 

UV機器等、付

帯機器の配置
検討が必要 

UV機器への配
管敷設が必要 

UV機器の取扱
いの確認 

付帯機器(UV
機器)の操作性

とシステム全体
で、その起動/
停止性能を確
認 

消費電力、 
UVランプの交

換頻度等を確
認 

電気分解 初期費用：並 
ランニング：小 

追加されるスト
レーナーによる
圧力損失を考
慮 

メインフィル
ターが無いが、
ストレーナ、電
気分解装置等
の付帯機器の
配置検討が必
要 

メインフィル
ターが不要な
のでポンプ周
辺の工事は少
ない 
電解装置他へ
の大小配管の
敷設が必要 

発生する水素
への配慮 

付帯機器(電気
分解装置)の操

作性とシステム
全体で、その起
動/停止性能を
確認 

消費電力等を
確認 

フィルター+薬
剤 

初期費用：並 
ランニング：並 

フィルターによ
る圧力損失を
考慮 

薬剤タンクの配
置場所の検討
が必要 

殺菌剤注入配
管に特殊コー
ティングが必要 

殺菌薬剤の取
扱いへの配慮 

付帯機器(TRO
ユニット等)の
操作性とシステ
ム全体で、その
起動/停止性能
を確認 

消費電力は少
ない。薬剤等の
消耗品の確認 

オゾン 初期費用：大 
ランニング：小 殆ど無し 

メインフィル
ターが無い。オ
ゾン発生装置
等の付帯機器
の配置検討が
必要 

配管注入方式
なので、バラス
ト配管の工事
量は少ないが
ユニット周囲の
付帯配管工事
が必要 

使用する酸素
やオゾンへの
配慮 

付帯機器(オゾ
ン発生装置等)
の操作性とシ
ステム全体で、
その起動/停止
性能を確認 

消費電力等を
確認 
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 BWMSレトロフィットの流れ（BWMS機種比較検討） 
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   1. BWMS設置に関する本船情報 
     
  BWMS設置スペース 
  発電機容量 
  バラストポンプ能力 
  BWMSの信頼性 
  概略コスト 
  バラスト水処理方法 
  バラストタンク容量 

   2. BWMS初期検討   
 
  施工優位性（スペース、配管） 
  電力需要への影響 
  BWMSによる圧力損失 
  故障率･アフターサービス 
  初期費用･ランニングコスト 
  操作容易性（バラスト/デバラスト）   
  バラスト時間 

【BWMS初期検討必要図面】 
- 機関室配置図 
- 諸管系統図 
- 電力調査表 
- タンク容量図（必要な場合のみ） 

BWMS機種比較表 

参照 参照 

 BWMSレトロフィットの流れ（BWMS初期検討） 
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本船寄港時/入渠時に訪船し、1～2日間で調査 

- 経験のある技師を派遣し、以下の確認を行う 

 BWMS設置位置 

 改造する配管ライン 

 電源、電路敷設等 

 作業･メンテナンススペース機器搬入経路 など 
 

‐ 詳細設計のために必要なエリアについて、3Dスキャンを
実施する 

‐ 訪船調査結果をBWMSの設置位置、改造する配管ライン
等を記載した調査報告書として報告する 
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 BWMSレトロフィットの流れ（訪船調査） 
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点群データ（3D） 

3Dスキャンの実施 
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設置位置の確認 

 BWMSレトロフィットの流れ（訪船調査） 
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BWMSの 
設置スペースの確認 

清水管等のユーティリティ 
配管の取合い確認 

グレーチング下に設置されている
バルブやエダクターの配置確認 

ダクト等、図面では確認 
しづらい構造の確認 

 BWMSレトロフィットの流れ（訪船調査） 
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BWMS配置図、諸管系統図、電力調査表、主電

路系統図、制御系統図、バラスト水サンプリング
設備の図面等の作成 

14 

基本計画図の作成 

詳細図の作成 3Dスキャンで得られた点群データの3Dモデル化 
（ClassNK PEERLESSによる作業時間の短縮） 
詳細配置図、詳細配管3Dモデル図、電路敷設図

、電路結線図、取付部品製作図、配管加工及び
取付け図、機器搬出入ルートの検討、工事スペ
ック作成 

 BWMSレトロフィットの流れ（3D CAD化～詳細図の作成） 

船級承認取得 



2018/11/6 01 

15 

諸管系統図 

電力調査表 

機関室配置図 

 BWMSレトロフィットの流れ（基本計画図の作成） 
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詳細3D配管図 詳細3D下部補強図 

 BWMSレトロフィットの流れ（詳細図の作成） 

詳細3D配置図 
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改造工事場所、時期に合わせて、資機材の手
配・加工先を決定する 
- BWMS（購入品、納期に留意する） 
- 弁類、電線（購入品） 
- 管及び管艤装品（製作品） 
- 盤類改造（メーカーを手配） 
※改造工事が海外の場合: 
資機材は日本から発送するか、現地調達するか
を選択する 

資機材発注・資機材加工 
- BWMS手配 
- 配管・艤装品手配 
- 機器類・電線等の手配 

 BWMSレトロフィットの流れ（資機材発注～最終確認） 

改造工事 配管及び電線工事、BWMS設置、配管サポート
の設置、電線サポートの設置 
（要すれば監督アシスト派遣） 

最終確認 オペレーションテスト、据付け確認 
NK検査と船主様による最終確認 

※改造工事の際の監督アシスト費用についてはご相談下さい 
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配管据え付け BWMS据え付け 

 BWMSレトロフィットの流れ（改造工事） 
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  1. NKCSによるBWMP作成 
 2. NKに承認されたBWMPをご提供  
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 バラスト水管理計画書作成サービス 

項目 内容 
バラスト水 
管理計画書 

D-1規則又は/及びD-2規則に対
応 

内容 NK承認済みのBWMPをご提供 
費用 D-1規則対応:60万円～ 

D-2規則対応:50万円～ 
納期 所要図面受領から、約1～2カ月 

（船級承認に要する期間を除く） 
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SOxスクラバーレトロフィットに関する 
コンサルティングサービス 
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SOx及び粒子状物質（PM）規制 (MARPOL附属書 VI 第14規則)  
 船上で使用される燃料油の硫黄分濃度に関する規制 
 船舶の大きさ及び航行区域に関わらず全ての船舶に適用される 

現在 

    

 MEPC 70にて、需給調査結果に基づき審議した結果、予定通り2020年1月1日から
規制開始を決定。  

同等措置 (MARPOL附属書 VI 第4規則) 
旗国政府が認めた場合、 EGCS (排ガス浄化装置; SOxスクラバー等)のSOx削
減技術による対応も可能。 

ECA: Emission Control area 

SOx及びPM規制の適用スケジュールと動向 

情報･スライド提供：一般財団法人 日本海事協会 
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Bulk/Ore 
carrier 

55% Container 
carrier 

20% 

Tanker 
16% 

LPG 
6%  

Others 
9% 規制適合油 

 2020年時点では、規制適合油の使用が主流になると 
  考えられる。 
 

SOxスクラバ搭載船 
 約1000隻に搭載済/予定（2018年7月時点） 

 NK船（2018年9月末時点）： 
– 7隻に搭載済 （新造船3隻、就航船4隻） 
– 204隻に搭載予定 （新造95隻、就航船109隻） 
 
 

 

LNG燃料船 
 2020年には、約200隻の船舶で採用予定（2018年9月末時点） 
 NK船（2018年9月末時点）： LNG燃料タグボート1隻（新造船） 

NK船におけるSOxスクラバ搭載船 
船種別割合（211隻）  

新造船に対する 
SOxスクラバ搭載予定船の割合 

情報元： 海事プレス（2018年7月5日） 

タイプ別割合 オープンループ: 約 68% 
ハイブリッド: 約   7% 
不明: 約 26% 

SOx及びPM規制の適用スケジュールと動向 

完工予定年 

情報･スライド提供：一般財団法人 日本海事協会 
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 SOxスクラバーレトロフィットの流れ 
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事前検討 概略設計 訪船調査 
3Dスキャニング 

基本計画図の 
作成 

詳細図の 
作成 資機材発注 資機材加工 改造工事 

・引合い 
・業務範囲の確認 
・本船情報の把握 
・事前検討 
・概算見積り提出 

・必要図面の入手 
・機器配置検討 
・概略設計（諸管
系統、電力調査、
ポンプ能力）検討 

・船体構造確認 
・機器配置確認 
・配管・電路敷設
確認 
・3Dスキャン実施 

・船殻図、スクラ
バー配置図、諸管
系統図、電力調査
表、主電路系統図、
制御系統図等 

・3D CADデータの
生成 
・詳細船殻図、詳
細3D図（詳細3D配

管モデル図、電路
敷設図）電路結線
図、取付部品製作
図 

・スクラバー 
・鋼材 
・弁類、電線 
・管及び管艤装品 
・盤類改造 

・船体構造 
・管及び管艤装品
（加工） 
・盤類改造 

・船殻工事 
・配管及び電線工
事 
・スクラバー設置 
・各種サポートの
設置 
・最終確認 

SOxスクラバーレトロフィットの流れ 
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SOxスクラバーレトロフィットのリードタイム 

※設計業務に関するコンサルティング費用についてはご相談下さい 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

☆
SOxスクラバー発注

☆訪船調査

☆改造造船所訪問☆改造造船所訪問 ☆生産設計開始･製作工程開始

☆船主･船級承認図面 出図開始

生産設計
PRODUCTION DESIGN

☆入渠

基本設計

詳細設計

リードタイム

10日毎

-12ヵ月 -11ヵ月 -8ヵ月 -4ヵ月 -3ヵ月 -2ヵ月 -1ヵ月 改造造船所-10ヵ月 -7ヵ月 -6ヵ月 -5ヵ月

主要節点
MILESTONE

-9ヵ月

注文仕様書

初期検討

船体設計
（船殻, 復原性, 振動）
HULL DESIGN

艤装（機関･電気）設計
MACHINERY & ELECTRIC DESIGN

完成図作成

生産設計（改造造船所）

１．船体･艤装共に、詳細設計だけでなく、基本設計での検討を要するため、建造造船所
による設計か、それに近い体制を有する設計会社での設計が必要となる。 
このため、対応可能な設計会社が限定され、業務範囲も広いことから、設計費用も高額
となる。 
２．SOxスクラバーメーカーへの発注が殺到しているため、設計開始前に、SOxスクラバー
の発注が済んでいる事が重要（機器の確保）。 
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購買･調達 
スクラバータイプ 

と対応範囲 

改造工事 

オペレーション 

SOxスクラバー搭載 
の際の特記事項 

本船仕様 

SOxスクラバー配置 
検討（配管･構造含む） 

SOxスクラバーレトロフィットの際の特記事項 
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項目  詳細 

スクラバータイプ オープンループ、クローズドループ、ハイブリッド 

接続機器 主機のみ、又は主機及び発電機 

対応範囲 最大連続出力、又は常用最大出力 (85%負荷等) 

Residue tank 

＜スクラバータイプと対応範囲＞ 

オープンループ クローズドループ 

SOxスクラバーレトロフィットの際の特記事項 
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項目  詳細 

SOxスクラバー配置 SOxスクラバーと関連機器･配管の配置 

追設煙突の配置 既存煙突拡張、又は煙突の追設（配置含む） 

＜SOxスクラバー配置＞ 

追設煙突（右舷配置） 追設煙突（船尾配置） 

SOxスクラバーレトロフィットの際の特記事項 
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項目  詳細 

艤装数 追設煙突による受風面積の増加に伴う、艤装数の確認 

トン数 追設煙突による閉囲区画の増加に伴う、トン数の確認 
縦強度、復原性、 
トリム･ヒール 

追設煙突及びスクラバー重量による縦強度、復原性、トリム･ヒー
ルへの影響の確認 

振動 追設煙突搭載後の振動の評価 

＜本船仕様＞ 

縦強度計算 トリム･ヒール計算 艤装数計算 

SOxスクラバーレトロフィットの際の特記事項 
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項目  詳細 

係船装置 追設煙突による係船装置オペレーションへの影響の確認 

船橋視界 追設煙突搭載後の安全航行のための船橋視界の確保 

煙害 追設煙突による煙害の回避 

搬入経路 改造工事、メンテナンスや機器交換のための搬入経路検討 

消火設備 スクラバー室内の消火設備の検討 

主機背圧増加 スクラバーによる主機背圧増加の検討 

電力需要 スクラバー搭載後の電力需要の確認 

＜オペレーション･改造工事･購買調達＞ 

SOxスクラバーレトロフィットの際の特記事項 

項目  詳細 

シーチェスト シーチェストの追設 

主配電盤 給電のための主配電盤の改造 

塗装 外板等への耐食性特殊塗装の使用 

項目 詳細 

SOxスクラバー 輸送期間も含めたSOxスクラバーの納期の事前確認。 

特殊管 耐食性特殊管の使用 



BWMS及び SOxスクラバーレトロフィットに関する 

コンサルティングサービスのご紹介 

1．はじめに 

2017 年 9 月 8 日にバラスト水管理条約が発効した。また，バラスト水管理条約に先行して，ア

メリカ沿岸警備隊（USCG）も同様の要求を開始している。 

条約には，バラスト水排出基準の適用日が定められており，発効後は条約中の規則 D-2 に規

定される「確保すべきバラスト水の水質に関する基準」を満たした，バラスト水を排出することが

できるバラスト水処理装置の搭載が順次求められる。このため，既存船については後付けでの

バラスト水処理装置の搭載（レトロフィット）が求められることとなった。 

BWMS レトロフィットに関するコンサルティングサービス 

2．BWMS レトロフィットの隻数予想 

一般財団法人日本海事協会から提供された，同協会登録船の BWMS レトロフィットの隻数予

想によれば，BWMSレトロフィットのピークは，2020年～2023年の 4年間で， 1年あたり 1000隻

以上の隻数に BWMSレトロフィットが実施される事が予想される。2017年にレトロフィットを実施し

た船舶は，220 隻程度であり，BWMS レトロフィットが進んでいない事や，今後相当隻数に BWMS

レトロフィットを実施する必要があることが分かる。 

予想されるピーク時の需要を考慮すると，改造造船所の不足だけでなく，設計会社，エンジニ

アリング会社，工事担当者，の不足などが懸念される。 

3．BWMS レトロフィットのリードタイム 

既存船への BWMSの搭載は，装置の設置や配管の改造のため，一般に改造造船所において

実施される。BWMS 搭載を完了するまでには，事前検討にはじまり，基本計画図・詳細図の作成

から資機材の手配・加工，そして改造工事まで，様々な工程を経る。船毎で各工程に要する時間

も様々であり，BWMSの納期にも大きく左右されることから，なるべく早い段階での BWMS搭載の

計画立案が必要となる。 

4．BWMS レトロフィットのスキームと NKCSの提案 

船主は，対象船の BWMS の搭載時期に合わせ機種を選定し，設計・資機材手配・改造工事を

計画的に進める必要がある。改造造船所が一括で搭載工事を請負う場合もあるが，設計・資機

材手配・改造工事のそれぞれの業務を設計会社・改造造船所・メーカーが個別に行うことが多く，

作業工程の取り纏めや管理が重要である。 

弊社は，船主がBWMSの搭載工事を円滑に進められるように，BWMSレトロフィットに関する設

計業務だけでなく，改造工事の際の船主監督アシストを提供する体制も構築している。 

5．BWMS レトロフィットの流れと NKCSのサービス 

ここでは，既存船への BWMS の搭載の流れと弊社が提供するサービスについて述べる。

許可なく複製禁止



BWMS の搭載を完了するまでには様々な工程を経る。BWMS 機種選定に始まり，事前検討の後，

訪船調査の結果を基に BWMS 配置図，諸管系統図等の改造図面が作成され，資機材の手配・

加工を行い，最後に改造工事・最終確認が行われる。 

 

既存船へ BWMS を搭載するためには，これら多岐に渡る業務を，本船スケジュールを考えな

がら多くの関係者と相談して進めることになるため，船主の負担も大きい。弊社は，これら BWMS

の搭載に関する船主負担を軽減するために，主に改造図面の作成等，設計業務を中心としたサ

ービスを提供している。 

 

5.1 事前検討・概略設計・訪船調査･3Dスキャニング 

既存船へ BWMS の搭載を進めるためには，事前検討を行い，訪船調査を実施し，選択した

BWMSの設置スペース，及び改造する配管ラインを確認する。 

以下に事前検討から訪船調査までの流れを示す 

 

(1)事前検討 

- 引合い（業務範囲の確認） 

- BWMS改造に関する本船情報把握 

- 事前検討 

- 概算見積提出 

 (2)訪船調査 

- 訪船調査前の概略設計（BWMS配置図，諸管系統図，電力調査表） 

- BWMS設置位置の確認 

- 改造する配管ラインの確認 

- 電源等の確認 

- 機器の搬入経路の確認 

- 寸法見取り（3Dレーザースキャンによる計測） 

(2)訪船調査報告 

- BWMS配置図，諸管系統図，電力調査表等 

 

訪船調査前の概略設計では，本船情報を把握して発電機容量が電力需要に与える影響や，

バラストポンプ容量に対する BWMS による圧力損失を主に考慮するが，本船のバラストオペレー

ション方法，バラストタンク容量により BWMS 搭載後に確保すべきバラストオペレーション能力，

漲排水能力や，バラスト時間が決定される点も重視しなければならない。特に BWMSの使用によ

り，重力排水ができなくなる場合があることや，それに伴いバラスト時間が延びることが考えられ

るため，バラストオペレーション方法の変更も視野に入れて考慮しなければならない。 

 また，BWMS の設置スペースの確保は，最も基本的な検討事項となる。BWMS の設置スペース

は，BWMS機種によって異なり，バラスト能力に応じて一般的に大型化する。この際，BWMSのサ

イズだけでなく，配管や電線の敷設等についての施工優位性も考慮に入れることが望ましい。 

 コストに関しては，イニシャルコストは比較しやすいが，ランニングコストは BWMSの処理方法に

より，燃費の悪化，薬剤費用や中和剤費用など，比較が難しい。また，機器の使用のために必要



な薬剤や中和剤を供給したり，メーカーエンジニアの派遣を要請することを視野に，船舶の航路

に応じたサービスネットワークが構築されていることも重要である。 

BWMSは処理方法に応じて特徴がある。現在，主管庁に承認されている BWMSの主な処理方

法として，①フィルター＋UV(紫外線)式，②電気分解式，③フィルター＋薬剤式，④オゾン式の 4

種類があげられるが，先述の通り本船情報を把握した上で最適な BWMS を選択することが重要

である。 

訪船調査では，予め検討された BWMS の設置場所やバラスト管の改造範囲を現場で確認す

る。この様な基本的な確認事項の他にも，訪船調査時には機器の搬入経路の確認，寸法見取り

（3D レーザースキャンを利用）を実施する。その他，例として，バラストポンプ周囲のスペース，グ

レーチング下に設置されているバルブやエダクターの配置，清水管等のユーティリティ配管の取

合いなど，図面では確認しづらい構造等，様々な事項を確認する必要がある。この訪船調査は，

本船の運航スケジュールに左右されるため，前広な実施が望まれる。 

弊社は，訪船調査の結果を BWMS の設置位置，改造する配管ライン等を記載した訪船調査

報告書として船主に提出している。 

5.2 基本計画図・詳細図の作成 

訪船調査を終えた後，基本計画図及び詳細図を作成する。 

以下に作成が必要となる図面の一例を列挙する。 

(1)基本計画図 

- BWMS配置図 

- 諸管系統図 

- 電力調査表 

- 主電路系統図 

- 制御系統図 

- バラスト水サンプリング設備の図面 

(2)詳細図 

- 詳細配置図 

- 配管ルート図 

- 配管一品図 

- 電路敷設図 

- 電路結線図 

- 機器搬出入ルートの検討 

- 取付部品製作図 

- 配管加工及び取付け図等 

基本計画図は，訪船調査の結果をもとに作成される。なお，基本計画図作成後，船級承認を

取得することも必要となる。 

詳細図作成では，訪船調査時の 3D レーザースキャンデータを基に 3D CAD データを生成し，

3D CAD 上に機器及び改造する配管ラインを作図することで，現場の実工事に有効活用できる。



また，3D CADデータの生成では，モデリングソフトウェアである“ClassNK PEERLESS”が設計作

業時間の短縮に寄与する。なお，詳細図作成は，配管等の製作や改造工事等の施工事業者の

工事手順に左右されるため，注意が必要である。 

これら図面作成は，船主・メーカー等関係者との十分なコミュニケーションが必須であり，弊社

は，設計業務の提供を通じて，船主の BWMS レトロフィットへの対応を支援している。 

5.3 資機材手配・改造工事・最終確認 

改造図面の準備ができたら，資機材の手配及び改造工事の準備をする。 

以下に検討が必要となる項目を列挙する。 

(1)BWMS手配（納期に留意） 

(2)資機材手配 

- 弁類，電線（購入品） 

- 管及び管艤装品（製作品） 

- 盤類改造（メーカーを手配） 

(3)改造工事 

- 配管及び電線工事 

- BWMS設置 

- 配管サポートの設置 

- 電線サポートの設置 

(4)メーカー調整 

- オペレーションテスト 

- 据付け確認 

(5)船級検査及び最終確認 

- 船級検査と船主による最終確認 

 資機材手配は，購入品と製作品とに分かれる。船主によっては BWMS を船主手配品とすること

もあるため，その場合にはそれぞれの業務の所掌範囲を明確にしておくことが必要である。 

BWMS は機種にもよるが，納期を十分考慮する必要があり，この納期が全体の工程に大きな

影響を与えるため，搭載工程に合わせて BWMS を発注する。 

BWMS 搭載工事を海外で実施する場合，配管等を船主手配品とすることもあるため，搭載工

程に従って適切に資機材を手配するためにも，関係者との十分な調整が必要となる。 

BWMS搭載工事では，配管ラインの設置工事，及び電線の敷設工事の後，BWMSの設置を行

い船級検査を受検し，最終確認となる。改造範囲にもよるが，工事には 2 週間程度必要と考えら

れており，工事を予定通り実施するためにも，現場関係者との調整が重要となる。 

弊社は，船主の依頼に基づき，BWMS搭載工事に関する船主監督の負担を軽減するために，

改造図面を作成する設計者の視点で，船主監督をアシストするサービスも提供している。 

5.4 弊社サービスの所要期間と費用 

 これらの弊社サービスについては顧客と十分な調整，摺り合わせの上，所要期間，費用等につ

いて検討させて頂くことになる。 



6．バラスト水管理計画書(Ballast Water Management Plan: BWMP)の作成 

BWMS レトロフィットに関する設計業務だけでなく，弊社の BWMP 標準書式をもとに，BWMP を

作成するサービスを提供している。作成後，NK の承認を取得した上で納品することも可能である。

なお，費用は， D-2 規則対応の BWMP 作成の場合，NK の承認費用を含め 50 万円（税別）より

提供している。 

SOxスクラバーレトロフィットに関するコンサルティングサービス 

7．SOx及び粒子状物質（PM）規制の適用スケジュールと動向 

MEPC70 にて，需給調査結果に基づき審議した結果，SOx 及び粒子状物質（PM）規制は，予

定通り 2020 年 1 月 1 日から規制を開始することが決定された。当該規制は，船舶の大きさ及び

航行区域に関わらず全ての船舶に適用される。 

主な対策は，規制適合油の使用，SOxスクラバーの搭載，LNGなどの代替燃料への転換とな

る。また，安価な既存の C 重油は硫黄分濃度が高いため，それらを船舶で使用するためには，

SOxスクラバーの搭載が必要となる。 

一般財団法人日本海事協会から提供された SOx スクラバー搭載隻数によれば，全世界の船

舶では， 2018 年 7 月時点で約 1000 隻となっている。NK 船級船においても，204 隻（新造船に

95隻，就航船に 109隻）に SOxスクラバーが搭載予定であるなど，硫黄分濃度 0.5%規制への対

応のため，主にオープンループタイプのスクラバーの搭載が進んでいるとのことである。 

8．SOxスクラバーレトロフィットの流れ 

既存船への SOx スクラバー搭載の流れは，概ね BWMS 搭載と同じとなる。しかしながら，レト

ロフィットが成立するかどうかを確認する初期検討が重要となる他，配置検討に加え，艤装数，

復原性，縦強度，船殻構造等，多岐にわたる検討が必要となる点が大きく異なる。 

9．SOxスクラバーレトロフィットのリードタイム 

SOx スクラバーレトロフィット設計では，レトロフィットが成立するかどうかを確認する初期検討

が重要となる他，艤装関連項目だけでなく，艤装数，復原性，縦強度，船殻構造等を含んだ船体

に関する基本設計を実施するため，建造造船所による設計か，それに近い体制を有する設計会

社での対応が必要となる。このため，対応可能な設計会社が限定されており，業務範囲も広いこ

とから，設計に長期間を要し，設計費用も高額となる。 

現在，SOxスクラバーメーカーへの発注が急増しているため，設計開始前に SOxスクラバーの

発注が済んでおり，機器が確保できていることが作業開始の前提となっている。 



10．SOxスクラバーレトロフィットの際の特記事項 

SOxスクラバーレトロフィットでは，スクラバーが大きいことから，十分な設置スペースを既存の

船舶の中に確保することが困難であり，煙突拡張や追設煙突の設置を含めた大がかりな設計検

討を要する。 

以下に通常の改造工事に加え，SOx スクラバーレトロフィットの際に検討が必要となる特記事

項を列挙する。 

(1)スクラバータイプと対応範囲 

(2)スクラバー配置 

(3)本船仕様 

(4)オペレーション 

(5)改造工事 

(6)購買･調達 

 

上述の詳細を以下のとおり説明する。 

 

10.1 スクラバータイプと対応範囲 

設計の前提となる，以下のスクラバータイプと対応範囲の確認が必要となる。 

- スクラバータイプ 

スクラバータイプは，スクラバーから発生した洗浄水の船内貯留や中和排出を行わない，最もシ

ンプルな機器構成となるオープンループ，スクラバーから発生した洗浄水の船内貯留や中和排

出を行うクローズドループ，オープンループとクローズドループの両方の機能を兼ね備えるハイブ

リッドの 3種類がある。 

- 接続機器 

スクラバーに接続する機器は，主機のみ，主機及び発電機の 2種類がある。 

- 対応範囲 

スクラバーの対応範囲を，最大連続出力までとするか，常用最大出力までとするか決定する。 

 

10.2 スクラバー配置 

スクラバーはサイズが大きいため，どういった形で船内に搭載するかを，初期段階で検討して

おく必要がある。 

- スクラバー配置 

スクラバーを拡張した既存煙突内に収めるか，追設煙突内に収めるか，及び関連機器･配管の

配置を検討する。 

- 追設煙突の配置 

追設煙突を設置する場合、右舷･左舷･船尾のいずれに設置するかを検討する。 

 

 

 

 

 



10.3 本船仕様 

スクラバーと関連機器や追設煙突の設置に伴い，船体重量･トン数等が変更となる。 

以下に本船仕様に関する基本検討事項の一例を示す。 

- 艤装数 

煙突拡張や追設煙突により，受風面積が増加することに伴う，艤装数の増加を確認する。 

- トン数 

閉囲区画が増加することに伴う，トン数の増加を確認する。 

- 縦強度，復原性，トリム･ヒール 

煙突拡張や追設煙突，及びスクラバーにより，船体重量が増加することに伴う，縦強度，復原性，

トリム･ヒールへの影響を確認する。 

- 振動 

煙突拡張や追設煙突搭載後の振動について評価する。 

 

10.4 オペレーション 

追設煙突やスクラバーを搭載することにより，本船のオペレーションへの影響について検討が

必要となる。 

以下に基本検討事項の一例を示す。 

- 係船装置 

追設煙突による，係船装置オペレーションへの影響を確認する。 

- 船橋視界 

追設煙突搭載後にも，安全航行のための船橋視界が確保されていることを確認する。 

- 煙害 

追設煙突による煙害を回避する。 

- 搬入経路 

改造工事，メンテナンスや機器交換のための搬入経路を検討する。 

- 消火設備 

スクラバー室内の消火設備を検討する。 

- 主機背圧増加 

スクラバーによる主機背圧増加を検討する。 

- 電力需要 

スクラバー搭載後の電力需要を確認する。 

 

10.5 改造工事 

スクラバー搭載のために，大がかりな改造工事が必要となる。 

以下に基本検討事項の一例を示す。 

- シーチェスト 

シーチェストを追設する。 

- 主配電盤 

給電のために主配電盤を改造する。 

 



- 塗装 

外板等に耐食性特殊塗装を使用する。 

 

10.6 購買調達 

スクラバーだけでなく，特殊管の購買調達についても留意する必要がある。 

- スクラバー 

輸送期間も含めたスクラバーの納期の事前確認が必要となる。 

- 特殊管 

耐酸性特殊管を使用する場合，その納期の確認が必要となる。 

 

11．おわりに 

弊社は，引き続きバラスト水管理条約や MARPOLに関連した課題に積極的に取り組み，今後

も顧客要望に応じた様々なサービスを提供する所存であり，ご活用頂ければ幸いである。 
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