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バルチラの将来の燃料技術と製品開発

メタノールとアンモニアを燃料とした
海洋業界の脱炭素化

2022年4月20日 於 Sea Japan 2022
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▪メタノール

▪マリンパワー技術開発

▪マリンパワー製品開発

▪アンモニア

▪マリンパワー技術開発

▪マリンパワー製品開発

▪製品開発についてのまとめ

概要
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マリンパワー技術開発 – メタノール

WÄRTSILÄ DEVELOPMENT ROADMAP

2019 2020 2021 2022 2023

マリンとエナジー事業
燃料戦略開発

ステナゲルマニカ –第一期メタノール

目標
• バルチラ社の将来の燃料戦略

目標
• 2015 - ステナライン社、ステナゲルマニカ
のメタノール運転への改造, ZA40 エンジン

• メタロールによる船舶の商業運航

ギャップ
• 技術と製品開発、燃料の入手可能性と価格設
定との市場需要の調整を可能にできるか

目標
• 工業化技術の達成 -W32エンジンに適
用する製品開発

目標
• 燃料消費量と排出量の両方を削減するこ
とでライフサイクルコストを削減

目標
• 搭載されているエンジンを改造する技術
の開発

技術開発 –第4期メタノール

技術開発 – 第3期メタノール

W32 – 第2期メタノール

https://www.wartsila.com/marine/customer-segments/references/ferry/stena-germanica
https://www.wartsila.com/marine/products/engines-and-generating-sets/wartsila-32-methanol-engine
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マリンパワー製品開発 – メタノール

WÄRTSILÄ DEVELOPMENT ROADMAP

D 改造初号機開始

D

* 免責事項: 十分な技術の進歩と品質を条件として、これらの開発で最大限の安全性を確保しながら、開発において次の事が考えられます。エンジンモデルとタイムラインの両方が、市場の需要やその他
の影響要因に基づいて変更される可能性があることがあります。

現在の状況

技術開発
燃焼技術の開発, 

ﾒﾀﾉｰﾙで運転するための燃料供給システム、
自動化システム、および安全機能

製品開発
W32 メタノールエンジン

市場導入可能出荷予定は 2023年

現在の計画

製品開発
特定の製品タイプへ技術適用

開発のロードマップ*

示された製品の時期は
変更されることもあります

展望

工業化するためのソリューション
ｱﾝﾓﾆｱで運転するエンジンの製品群で

海洋業界を脱炭素化する

それはいつか
メタノールが顧客の需要を満たすための

インフラとともに利用可能で、
これらの燃料が経済的に成り立つ

バージョン: 1.1.22

承認: Jan 2022

1) 対応する改造用パッケージは、数か月後に最初の出荷となります
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マリンパワー技術開発 – アンモニア

WÄRTSILÄ DEVELOPMENT ROADMAP

2020 2021 2022 2023 2024

目標
• アンモニアとA重油と水素の
混合燃料の燃焼の調査

目標
• 燃焼と性能のテスト、異なるエン
ジンコンセプトによる最適化

目標
• 燃料システム、エンジンシス
テム、および排ガスシステム
の安全要件の調査

目標
• アンモニアで運転するためのエン
ジンテストと最適化、エンジン運
転のデモンストレーション

修士論文
アンモニアエン
ジンの安全性

目標
• 燃焼と性能のテスト、異なるエン
ジンコンセプトとエンジンプラッ
トフォームによる最適化

試験的実機 –船舶向けアンモニアエンジン

目標

• アンモニアで運転パイロットプロ
ジェクト用のエンジン開発

エンジンテストバーサ研究所

持続可能エナジーカタパルトセンターでの
エンジンテスト

燃料研究所テスト

エンジンテスト
バーサ研究所

https://www.wartsila.com/media/news/30-06-2020-world-s-first-full-scale-ammonia-engine-test---an-important-step-towards-carbon-free-shipping-2737809
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マリンパワー製品開発 – アンモニア

WÄRTSILÄ DEVELOPMENT ROADMAP

*免責事項: 十分な技術の進歩と品質を条件として、これらの開発で最大限の安全性を確保しながら、開発において次の事が考えられます。エンジンモデルとタイムラインの両方が、市場の需要やその他
の影響要因に基づいて変更される可能性があります。

現在の状況

技術開発
燃焼技術の開発、

ｱﾝﾓﾆｱで運転する為の燃料供給システム、
自動化システム、および安全機能

製品開発
早ければ2024年にアンモニアエンジンの

出荷が可能

現在の計画

製品開発
特定の製品タイプへの技術の適用

開発のロードマップ*

示された製品の時期は
変更されることもあります

展望

工業化するためのソリューション
ｱﾝﾓﾆｱで運転するエンジンの製品群で

海洋業界を脱炭素化する

それはいつか
アンモニアが顧客の需要を満たすための

インフラとともに利用可能で、
これらの燃料が経済的に成り立つ

S D
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S 受注開始 D 新造初号機出荷2)D 改造初号機開始1) 燃料の体積ベースで40-60% ブレンド
2) 対応する改造用パッケージは、数か月後に最初の出荷となります

バージョン: 1.1.22

承認: Jan 2022
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World’s first full scale ammonia engine test –

at the Sustainable Energy Catapult Centre
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メタノール

▪ バルチラは新造船向けW32メタノールエンジン
を現在市場に投入するべく、技術開発を行って
おり、改造案件で2023年に出荷される予定です。

▪ 現在の見通しは、メタノールで運転する新造案
件のエンジンが早くて2024年に出荷可能になる
と予測しています。

▪ [W20、W46TS、W46F、ZA40S]が、メタノー
ルのさらなる展開のために現在評価中のエンジ
ンモデルです。

アンモニア
▪ バルチラは、海洋燃料としてのアンモニアに備

えて既にエンジン技術の開発に着手しています。
▪ 現在の見通しは、最初のアンモニアエンジンが

早くて2024年に出荷可能になると予測していま
す

▪ [W25、W31、W32 / W34]が、現在アンモニア
開発の評価が行われているエンジンモデルで
す。

製品開発についてのまとめ

WÄRTSILÄ DEVELOPMENT ROADMAP

製品開発の詳細について説明が必要な場合は、バルチラジャパン株式会社マリンパワー担当者にご連絡ください。

▪ これら製品開発は十分な技術の進歩と品質を条件として、最
大限に安全性を確保しながら、当社のエンジン製品群内に技
術を展開するつもりです。この製品開発は、市場の需要や
見通しなどの指標に基づいて段階的に評価および実行されま
す。ただし、このタイムスケジュールは、市場の需要およ
びその他の影響要因に基づいて変更される可能性があること
にご注意ください。



ご清聴ありがとうございました


