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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数台のエンジンからの排気ガス中にあるＮＯｘの還元を促すＮＯｘ触媒と、前記排気
ガスにＮＯｘ還元用の還元剤を供給する還元剤供給部と、前記排気ガス中のＮＯｘ濃度を
検出するＮＯｘ検出手段と、前記各エンジンの駆動を制御するエンジン制御手段と、前記
各エンジンへの燃料供給を低硫黄燃料と一般燃料とに選択的に切り換えるための燃料切換
手段とを備え、前記エンジン制御手段が前記燃料切換手段の切換制御を実行するように構
成され、船舶に搭載している排気ガス浄化システムにおいて、
　自船の現在位置を特定できる自船位置検出手段を更に備え、前記自船位置検出手段には
排気ガスの規制海域に関する規制海域情報を予め記憶し、前記自船位置検出手段にて前記
規制海域と自船の現在位置との位置関係を特定し、前記特定された位置関係情報に基づい
て前記エンジン制御手段が前記燃料切換手段を切換作動させる構成であって、
　前記各エンジンの排気経路は、外部に直接連通する主排気路と、前記主排気路の中途部
から分岐した分岐排気路とを有し、前記各分岐排気路は１つの集合経路に合流し、前記集
合経路のうち最下流の分岐排気路より更に下流側に、上流側から順に前記還元剤供給部と
前記ＮＯｘ触媒とを配置し、前記各排気経路における前記主排気路と前記分岐排気路とに
は、前記各排気路を開閉するための開閉部材を設け、
　前記船舶が前記規制海域外に進出する際は、前記還元剤供給部からの還元剤の供給を停
止し、駆動中の各エンジンに対する前記主排気路の前記開閉部材を開放すると共に、駆動
中の各エンジンに対する前記分岐排気路の前記開閉部材を閉止し、更に、前記一般燃料が
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前記各エンジンに供給されるように前記燃料切換手段を切換作動させる、
排気ガス浄化システム。
【請求項２】
　前記船舶が前記規制海域内に進入する際は、前記船舶の現在位置から前記規制海域の境
界までの距離が予め設定したターゲット距離内になると、駆動中の各エンジンに対する前
記主排気路の前記開閉部材を閉止すると共に、駆動中の各エンジンに対する前記分岐排気
路の前記開閉部材を開放し、前記還元剤供給部から還元剤を供給し、更に、前記低硫黄燃
料が前記各エンジンに供給されるように前記燃料切換手段を切換作動させる、
請求項１に記載した排気ガス浄化システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、ディーゼルエンジンのような内燃機関（エンジン）において、排気ガス中
の有害成分を除去するための排気ガス浄化システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばタンカーや輸送船等の船舶においては、各種補機、荷役装置、照明、空調
その他の機器類の消費する電力量が膨大であり、これらの電気系統に電力を供給するため
に、ディーゼルエンジンと、当該ディーゼルエンジンの駆動にて発電する発電機とを組み
合わせてなるディーゼル発電機を複数備えている（例えば特許文献１等参照）。
【０００３】
　ディーゼルエンジンは、内燃機関の中で最もエネルギー効率の高いものの１つであるこ
とが知られており、単位出力当りの排気ガスに含まれる二酸化炭素量が少ない。しかも、
例えば重油のような低質の燃料を使用できるため経済的にも優れるという利点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３４１７４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、ディーゼルエンジンの排気ガス中には、二酸化炭素以外に、窒素酸化物、硫
黄酸化物及び粒子状物質等も多く含まれている。これらは、主にディーゼルエンジンの燃
焼形態や、燃料である重油に由来して生成されるものであり、環境保全の妨げになる有害
物質である。例えば船舶のように、複数台のディーゼル発電機（ディーゼルエンジン）を
駆動させる機械においては、コスト面の配慮から、硫黄含有量の多いＣ重油を多用してい
るため、硫黄酸化物（以下、ＳＯｘという）が多く発生する。
【０００６】
　ＳＯｘ対策としては、硫黄含有量の少ないＡ重油を使用することで対処可能ではあるも
のの、Ｃ重油より高価なＡ重油の使用を義務付けるのは運転コストやＣ重油の有効利用等
の点で問題があり、また、ＳＯｘ浄化技術も十分に確立していないという実情がある。そ
こで、現状はＳＯｘの排出量を規制する規制海域を定める一方、船舶にはＣ重油とＡ重油
との両方を搭載し、船舶の規制海域への出入りに応じて、船員が手作業方式で使用燃料を
切り換えていた（例えば特開２００２－２２７６７６号公報参照）。
【０００７】
　しかし、前記従来のような手作業方式では、規制海域の出入りを正確に把握した上で迅
速に操作するのが困難であり、ＳＯｘ排出に関する規制を遵守できなかったり高価な燃料
を浪費したりするおそれがあった。また、燃料切換作業を行う船員の負担が大きいという
問題もあった（規制海域を通過するのは夜間や嵐のときもあり、大変な負担である）。
【０００８】
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　本願発明は、上記のような現状を改善すべくなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明に係る排気ガス浄化システムは、複数台のエンジンからの排気ガス中に
あるＮＯｘの還元を促すＮＯｘ触媒と、前記排気ガスにＮＯｘ還元用の還元剤を供給する
還元剤供給部と、前記排気ガス中のＮＯｘ濃度を検出するＮＯｘ検出手段と、前記各エン
ジンの駆動を制御するエンジン制御手段と、前記各エンジンへの燃料供給を低硫黄燃料と
一般燃料とに選択的に切り換えるための燃料切換手段とを備え、前記エンジン制御手段が
前記燃料切換手段の切換制御を実行するように構成され、船舶に搭載している排気ガス浄
化システムにおいて、自船の現在位置を特定できる自船位置検出手段を更に備え、前記自
船位置検出手段には排気ガスの規制海域に関する規制海域情報を予め記憶し、前記自船位
置検出手段にて前記規制海域と自船の現在位置との位置関係を特定し、前記特定された位
置関係情報に基づいて前記エンジン制御手段が前記燃料切換手段を切換作動させる構成で
あって、前記各エンジンの排気経路は、外部に直接連通する主排気路と、前記主排気路の
中途部から分岐した分岐排気路とを有し、前記各分岐排気路は１つの集合経路に合流し、
前記集合経路のうち最下流の分岐排気路より更に下流側に、上流側から順に前記還元剤供
給部と前記ＮＯｘ触媒とを配置し、前記各排気経路における前記主排気路と前記分岐排気
路とには、前記各排気路を開閉するための開閉部材を設け、前記船舶が前記規制海域外に
進出する際は、前記還元剤供給部からの還元剤の供給を停止し、駆動中の各エンジンに対
する前記主排気路の前記開閉部材を開放すると共に、駆動中の各エンジンに対する前記分
岐排気路の前記開閉部材を閉止し、更に、前記一般燃料が前記各エンジンに供給されるよ
うに前記燃料切換手段を切換作動させるというものである。
【００１０】
　請求項２の発明は、請求項１に記載した排気ガス浄化システムにおいて、前記船舶が前
記規制海域内に進入する際は、前記船舶の現在位置から前記規制海域の境界までの距離が
予め設定したターゲット距離内になると、駆動中の各エンジンに対する前記主排気路の前
記開閉部材を閉止すると共に、駆動中の各エンジンに対する前記分岐排気路の前記開閉部
材を開放し、前記還元剤供給部から還元剤を供給し、更に、前記低硫黄燃料が前記各エン
ジンに供給されるように前記燃料切換手段を切換作動させるというものである。
【００１１】
【００１２】
【発明の効果】
【００１３】
　本願発明によると、複数台のエンジンの駆動を制御するエンジン制御手段と、前記各エ
ンジンへの燃料供給を低硫黄燃料と一般燃料とに選択的に切り換えるための燃料切換手段
とを備えており、前記エンジン制御手段が前記燃料切換手段の切換制御を実行するように
構成されているから、例えば規制海域内の航行時と規制海域外の航行時のように、低硫黄
燃料を使用する場合と一般燃料で済む場合とを、前記燃料切換手段の切換駆動にて自動的
に選択できることになる。従って、ＳＯｘ排出規制に対処して環境汚染に配慮しながら、
燃料コストの上昇を抑制できる。しかも、従来のような燃料切換作業を省略できるので、
省力化及びオペレータの負担軽減にも貢献できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】船舶の全体側面図である。
【図２】発電装置の概略系統図である。
【図３】発電装置における燃料系統の説明図である。
【図４】発電装置の排気系統と還元剤供給装置との説明図である。
【図５】後処理装置の側面断面図である。
【図６】コントローラ群の関係を示す機能ブロック図である。
【図７】航行中の船舶の概念図である。
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【図８】切換制御の一例を示すフローチャートである。
【図９】割り込み制御の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に、本願発明を具体化した実施形態を、船舶に搭載された複数台のディーゼル発電
機に適用した場合の図面に基づいて説明する。
【００１６】
　（１）．船舶の概要
　まず始めに、図１を参照しながら、船舶１の概要について説明する。
【００１７】
　実施形態の船舶１は、船体２と、船体２におけるデッキ３上の後部に設けられたキャビ
ン４と、キャビン４の後方に配置されたファンネル５（煙突）と、船体２の後方下部に設
けられたプロペラ６及び舵７とを備えている。船体２内の後部には、プロペラ６の駆動源
である主エンジン８（実施形態ではディーゼルエンジン）及び減速機９と、船体２内の電
気系統に電力を供給するための発電装置１０とが設置されている。主エンジン８から減速
機９を経由した回転動力にて、プロペラ６が回転駆動することになる。
【００１８】
　（２）．発電装置の構造
　次に、図２を参照しながら、発電装置１０の構造について説明する。
【００１９】
　発電装置１０は、発電用ディーゼルエンジン１２（以下、発電用エンジンという）と、
発電用エンジン１２の駆動にて発電する発電機１３とを組み合わせたディーゼル発電機１
１を複数台（実施形態では３台）備えたものである。これらディーゼル発電機１１は基本
的に、船体２内の必要電力量に対応して効率的に稼働するように構成されている。例えば
大量の電力を消費する航行時等には、全てのディーゼル発電機１１を稼働させ、比較的電
力消費の少ない停泊時等には、任意の台数のディーゼル発電機１１を稼働させる。
【００２０】
　各発電機１３の駆動にて生じた発電電力は船体２内の電気系統に供給される。各発電機
１３は、発電機制御盤１４内の電力トランスデューサ１５に電気的に接続されている。電
力トランスデューサ１５は各発電機１３による発電電力を検出するためのものである。電
力トランスデューサ１５の検出情報に基づき発電電力が発電機制御盤１４にて予め設定さ
れた目標電力と一致するように、各発電用エンジン１２の駆動がエンジン制御手段として
のエンジンコントローラ８０（詳細は後述する）にて制御される。電力トランスデューサ
１５は、後述する還元剤供給装置４３の還元コントローラ５５にも電気的に接続されてい
る。
【００２１】
　（３）．発電装置の燃料系統
　次に、図２及び図３を参照しながら、発電装置１０の燃料系統について説明する。
【００２２】
　船体２内には、硫黄含有量の多い一般燃料としてのＣ重油を貯留する一般燃料タンク１
６ａと、硫黄含有量の少ない低硫黄燃料としてのＡ重油を貯留する低硫黄燃料タンク１６
ｂとが設置されている。一般燃料タンク１６ａの燃料系統と低硫黄燃料タンク１６ｂの燃
料系統とはそれぞれ別個に構成されている。
【００２３】
　これら燃料系統の構成は基本的に同様になっており、ここでは、一般燃料タンク１６ａ
の燃料系統について詳述する。なお、図２及び図３において、両燃料系統の構成のうち機
能が同じもの同士には符号として同じ数字を付し、その上で、一般燃料タンク１６ａ側の
ものにアルファベットの「ａ」を、低硫黄燃料タンク１６ｂ側のものアルファベットの「
ｂ」を添えている。
【００２４】
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　一般燃料タンク１６ａは１本の供給管路１７ａに接続されている。供給管路１７ａの上
流側には、燃料フィルタ１９ａと燃料流量計２０ａとが設けられている。燃料流量計２０
ａは、後述する還元剤供給装置４３の還元コントローラ５５に電気的に接続されている。
供給管路１７ａのうち燃料流量計２０ａより下流側からは、複数の送り管路２１ａ（実施
形態では３本）が延びている。各送り管路２１ａは、燃料切換手段としての供給切換電磁
弁８１を介して、それぞれ対応する発電用エンジン１２の燃料ポンプ１８に接続されてい
る。燃料ポンプ１８に送られた燃料は、発電用エンジン１２に設けられた燃料噴射装置８
３（図６参照）にて、発電用エンジン１２における気筒毎の燃焼室（図示省略）内に噴射
されることになる。供給切換電磁弁８１は、後述するエンジンコントローラ８０に電気的
に接続されていて、エンジンコントローラ８０からの制御情報に基づいて切換作動するよ
うに構成されている。
【００２５】
　各送り管路２１ａの中途部にはリターンチャンバー２２ａが設けられている。燃料噴射
装置８３から発電用エンジン１２外に延びる戻し管路２３ａは、リターンチャンバー２２
ａを介して戻し切換電磁弁８２に接続され、当該戻し切換電磁弁８２から一般燃料タンク
１６ａに接続されている。発電用エンジン１２において未使用の余剰燃料は、戻し管路２
３ａを通じて一般燃料タンク１６ａに戻されることになる。戻し管路２３ａのうちリター
ンチャンバー２２ａより下流側には逆止弁２４ａが設けられている。各戻し切換電磁弁８
２は、後述するエンジンコントローラ８０に電気的に接続されていて、エンジンコントロ
ーラ８０からの制御情報に基づいて切換作動するように構成されている。
【００２６】
　各供給切換電磁弁８１には、一般燃料タンク１６ａからの送り管路２１ａだけでなく、
低硫黄燃料タンク１６ｂからの送り管路２１ｂも接続されている。供給切換電磁弁８１の
切換作動により、発電用エンジン１２への供給燃料をＣ重油かＡ重油かに切り換えること
になる。また同様に、各戻し切換電磁弁８２には、一般燃料タンク１６ａへの戻し管路２
３ａだけでなく、低硫黄燃料タンク１６ｂへの戻し管路２３ｂも接続されている。戻し切
換電磁弁８２の切換作動により、発電用エンジン１２からの余剰燃料の戻し先を一般燃料
タンク１６ａか低硫黄燃料タンク１６ｂかに切り換えることになる。
【００２７】
　（４）．発電装置の吸排気系統
　次に、図２を参照しながら、発電装置１０の吸排気系統について説明する。
【００２８】
　各発電用エンジン１２には、空気取り込み用の吸気経路（図示省略）と排気ガス排出用
の排気経路２５とが接続されている。吸気経路を通じて取り込まれた空気は、発電用エン
ジン１２の各気筒内（吸気行程の気筒内）に送られる。そして、各気筒の圧縮行程完了時
に、燃料タンク１６から吸い上げられた燃料を燃料噴射装置にて気筒毎の燃焼室（副室）
内に圧送することにより、各燃焼室にて混合気の自己着火燃焼に伴う膨張行程が行われる
ことになる。
【００２９】
　各発電用エンジン１２の排気経路２５は、ファンネル５まで延びた主排気路２９と、主
排気路２９の中途部から分岐した分岐排気路３０とを有している。前述の通り、各主排気
路２９はファンネル５まで延びていて、外部に直接連通するように構成されている。各分
岐排気路３０はいずれも１つの集合経路２６に合流している。集合経路２６のうち最下流
の分岐排気路３０より更に下流側には、主として排気ガスの浄化処理（ＮＯｘ還元処理）
をする後処理装置２７が設けられている。
【００３０】
　各排気経路２５における主排気路２９と分岐排気路３０には、それぞれを開閉する開閉
部材として、気体作動式の開閉バルブ２８ａ，２８ｂが設けられている（実施形態では３
組、計６個）。これら開閉バルブ２８ａ，２８ｂは、排気ガスの通過する経路を選択する
ためのものであり、一方を開けば他方を閉じるという関係になっている。また、詳細は後



(6) JP 5308179 B2 2013.10.9

10

20

30

40

50

述するが、各開閉バルブ２８ａ，２８ｂは、それぞれ対応する発電用エンジン１２の状態
及び使用燃料の種類に応じて開閉させるように構成されている。
【００３１】
　第２開閉バルブ２８ｂが閉じて第１開閉バルブ２８ａが開いた状態では、膨張行程後の
排気行程において、複数台の発電用エンジン１２から各排気経路２５に送られた排気ガス
が、各主排気路２９を経由して（後処理装置２７を通過せずに）、直接船舶１外に放出さ
れる。第１開閉バルブ２８ａが閉じて第２開閉バルブ２８ｂが開いた状態では、排気ガス
が各分岐排気路３０を介して集合経路２６にてまとめられ、後処理装置２７を経由して浄
化処理をされた後、船舶１外に放出される。
【００３２】
　このように、各排気経路２５における主排気路２９と分岐排気路３０とに、各排気路２
９，３０を開閉する開閉部材としての開閉バルブ２８ａ，２８ｂが設けられていると、例
えば規制海域内の航行時と規制海域外の航行時のように、排気ガスの浄化処理が必要な場
合と不要な場合とにおいて、両開閉バルブ２８ａ，２８ｂの開閉状態を切り換えるだけで
、排気ガスの通過する経路を適宜選択できる。従って、排気ガスの効率よい処理が可能に
なる。また、例えば排気ガスの浄化処理が不要な場合は、後処理装置２７を避けて外部に
直接連通する主排気路２９側に排気ガスを誘導できる。このため、排気効率のよい状態を
維持でき、各発電用エンジン１２の出力低下の回避が可能になる。更に、排気ガスの浄化
処理が不要な場合は、後処理装置２７（後述するＮＯｘ触媒６２）が排気ガスにさらされ
ないから、後処理装置２７（後述するＮＯｘ触媒６２）の寿命延長にも寄与するのである
。
【００３３】
　停止中の発電用エンジン１２に対する開閉バルブ２８ａ，２８ｂは、少なくとも分岐排
気路側の第２開閉バルブ２８ｂが閉じるように構成されている。このため、集合経路２６
から停止中の発電用エンジン１２に向けて排気ガスが逆流するのを簡単且つ確実に防止で
きる。もちろん、第１開閉バルブ２８ａが第２開閉バルブ２８ｂと共に閉じても構わない
。
【００３４】
　前述の通り、各開閉バルブ２８ａ，２８ｂは気体作動式のものであり、気体の供給がな
い場合は開き状態に保持される（ノーマリーオープン形式）。各開閉バルブ２８ａ，２８
ｂの駆動部は気体枝管路３４を介して気体供給源３２から延びる気体幹管路３３に接続さ
れている。気体供給源３２は、各開閉バルブ２８ａ，２８ｂ作動用の圧縮気体である空気
（窒素ガスでもよい）を供給するためのものである。各気体枝管路３４の中途部には、上
流側から順に、ゲート電磁弁３５と減圧バルブ３６とが設けられている。各ゲート電磁弁
３５は、後述するエンジンコントローラ８０に電気的に接続されている。そして、各ゲー
ト電磁弁３５は、エンジンコントローラ８０からの制御情報に基づいて開閉作動し、対応
する開閉バルブ２８ａ，２８ｂの駆動部に圧縮気体を供給したり停止したりするように構
成されている。
【００３５】
　気体幹管路３３の出口側は、後処理装置２７の前部、具体的には、後述するＮＯｘ触媒
６２及びスリップ処理触媒６３より上流側の部位に設けられた噴気部としての噴気ノズル
３７に接続されている。噴気ノズル３７は、気体供給源３２からの圧縮気体をＮＯｘ触媒
６２及びスリップ処理触媒６３に向けて吹き付けるものであり、当該噴気ノズル３７の作
用により、長期間の使用で後処理装置２７内に溜まった煤塵を強制的に除去することが可
能になる。
【００３６】
　気体幹管路３３のうち最下流の気体枝管路３４と噴気ノズル３７との間には、上流側か
ら順に、ゲートバルブ３８、減圧バルブ３９、エアフィルタ４０、レジューサ４１及び噴
気用電磁弁４２が設けられている。噴気用電磁弁４２は、後述する還元剤供給装置４３の
還元コントローラ５５に電気的に接続されていて、還元コントローラ５５からの制御情報
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に基づいて開閉作動するように構成されている。
【００３７】
　（５）．還元剤供給装置の構造
　次に、図２、図４及び図６を参照しながら、還元剤供給装置４３の構造について説明す
る。
【００３８】
　船舶１に搭載された還元剤供給装置４３は、集合経路２６内の排気ガスにＮＯｘ還元用
の還元剤を供給するためのものであり、還元剤供給通路４４と還元剤制御盤４５とを備え
ている。還元剤供給通路４４の一端側は、還元剤としての尿素水溶液（以下、尿素水とい
う）を貯留する尿素水タンク４６に接続されている一方、他端側は、集合経路２６のうち
バイパス側切換バルブ３１と後処理装置２７との間に設けられた還元剤供給部としての尿
素水噴射ノズル４７に接続されている。
【００３９】
　還元剤供給通路４４には、上流側から順に、尿素水入口バルブ４８、レジューサ４９、
フィードポンプ５０、尿素水フィルタ５１、尿素水流量計５２及び噴射用電磁弁５３等が
設けられている。フィードポンプ５０は、尿素水タンク４６内の尿素水を吸い上げて尿素
水噴射ノズル４７に向けて吐出するためのものである。フィードポンプ５０には電動モー
タ５４が連結されている。後述する還元コントローラ５５からインバータ５６を経由した
制御情報に基づいて電動モータ５４の回転駆動量を調節することにより、フィードポンプ
５０からの尿素水供給量を調節する構成になっている。噴射用電磁弁５３は後述する還元
コントローラ５５に電気的に接続されていて、還元コントローラ５５からの制御情報に基
づいて開閉作動するように構成されている。
【００４０】
　還元剤制御盤４５は、ＮＯｘ制御手段としての還元コントローラ５５と、インバータ５
６と、温度調節器５７と、後処理装置２７の詰り状態を検出する詰り検出手段としての圧
力センサ５８とを備えている。還元コントローラ５５は主として、排気ガス中のＮＯｘ濃
度に応じた適切な量の尿素水を集合経路２６に供給するように、フィードポンプ５０と噴
射用電磁弁５３とを作動させるという還元剤調節制御を実行するものである。
【００４１】
　詳細は図示しないが、還元コントローラ５５は、各種演算処理や制御を実行するＣＰＵ
の他、制御プログラムやデータを記憶させるためのＲＯＭ、制御プログラムやデータを一
時的に記憶させるためのＲＡＭ、及び入出力インターフェイス等を備えている。
【００４２】
　図６に詳細に示すように、還元コントローラ５５には、インバータ５６を介して電動モ
ータ５４に電気的に接続されている一方、温度調節器５７を介して、集合経路２６内の排
気ガス温度を検出する温度検出手段としての温度センサ５９が電気的に接続されている。
また、還元コントローラ５５には、発電機制御盤１４の電力トランスデューサ１５、燃料
流量計２０、尿素水流量計５２、圧力センサ５８、尿素水貯留量を検出する尿素水量セン
サ６０、噴気用電磁弁４２及び噴射用電磁弁５３も電気的に接続されている。
【００４３】
　詰り検出手段としての圧力センサ５８は、前述した噴気ノズル３７と同様に、後処理装
置２７の前部、具体的には、後述するＮＯｘ触媒６２及びスリップ処理触媒６３より上流
側の部位に設けられている。実施形態では、後処理装置２７内に煤塵が堆積していない新
品状態でのＮＯｘ触媒６２上流側の圧力（基準圧力値）を、還元コントローラ５５のＲＯ
Ｍ等に予め記憶させておき、同じ測定箇所における現在の圧力を圧力センサ５８にて検出
し、基準圧力値と圧力センサ５８の検出値との圧力差を求め、当該圧力差に基づいて後処
理装置２７の煤塵堆積量が換算される。
【００４４】
　そして、圧力差が設定値以上になると、還元コントローラ５５からの指令にて噴気用電
磁弁４２が開き、気体供給源３２から噴気ノズル３７に圧縮気体が送られ、噴気ノズル３
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７からＮＯｘ触媒６２及びスリップ処理触媒６３に向けて圧縮気体が吹き付けられること
になる。なお、集合経路２６のうち後処理装置２７を挟んで上下流側に、それぞれ圧力セ
ンサを配置し、両者の検出値の差から後処理装置２７の煤塵堆積量を換算するようにして
もよい。
【００４５】
　集合経路２６内の排気ガス温度を検出する温度センサ５９は、集合経路２６のうち尿素
水噴射ノズル４７と後処理装置２７との間に設けられている。実施形態では、温度センサ
５９の検出温度が設定上限温度（例えば３０５℃）以上になると、還元コントローラ５５
からの指令にて噴射用電磁弁５３が開き、フィードポンプ５０の駆動にて尿素水タンク４
６から尿素水噴射ノズル４７に尿素水が送られ、尿素水噴射ノズル４７から集合経路２６
内に尿素水が噴射される。
【００４６】
　尿素水貯留量を検出する尿素水量センサ６０はフロート式のものであり、尿素水タンク
４６内に配置されている。この場合、尿素水量センサ６０の上下高さ位置の変化に基づき
、尿素水タンク４６内の尿素水貯留量が検出される。
【００４７】
　還元コントローラ５５は、電力トランスデューサ１５にて検出された発電電力量に基づ
き、インバータ５６を介して電動モータ５４の回転駆動量を調節して、フィードポンプ５
０からの尿素水供給量を調節するように構成されている。これは、排気ガス中のＮＯｘ濃
度が、ディーゼル発電機１１群の合計発電電力量（発電用エンジン１２群の合計出力（又
は合計負荷）でもよい）と概ね比例関係にあるためである。従って、ＮＯｘの還元に必要
な尿素水供給量（還元剤供給量）は、合計発電電力量、ひいては排気ガス中のＮＯｘ濃度
に概ね比例することになる。ここで、図示は省略するが、ＮＯｘの還元に必要な尿素水供
給量と発電電力量との関係は、例えばマップ形式又は関数表形式にて、還元コントローラ
５５（例えばＲＯＭ等）に予め記憶されている。
【００４８】
　この場合、還元コントローラ５５は、電力トランスデューサ１５にて検出された合計発
電電力量と、還元コントローラ５５に予め記憶されたマップ又は関数表とから、ＮＯｘの
還元に必要な尿素水供給量を求め、当該求められた供給量の尿素水を尿素水噴射ノズル４
７から適宜時間内に噴射するように電動モータ５４を回転駆動させ、フィードポンプ５０
の作動量を調節している。
【００４９】
　実施形態の電力トランスデューサ１５はＮＯｘ検出手段に相当するものである。すなわ
ち電力トランスデューサ１５は発電機１３群の合計発電電力量を検出し、当該電力トラン
スデューサ１５の検出結果に基づき、排気ガス中のＮＯｘ濃度が間接的に把握されること
になる。なお、ＮＯｘ検出手段は、電力トランスデューサ１５に限らず、各発電用エンジ
ン１２の出力を検出するものでもよいし、燃料噴射量から各発電用エンジン１２の負荷を
検出するものでもよい。また、排気ガス中のＮＯｘ濃度を直接検出するものでもよい。
【００５０】
　このように、ＮＯｘ検出手段としての電力トランスデューサ１５は発電機１３群の合計
発電電力量を検出し、当該電力トランスデューサ１５の検出結果に基づき、排気ガス中の
ＮＯｘ濃度が間接的に把握される構成になっていると、ＮＯｘ濃度検出専用のセンサが要
らず、構成を簡素化して製造コストの低減に寄与できる。
【００５１】
　（６）．後処理装置の構造
　次に、図２、図４及び図５を参照しながら、後処理装置２７の構造について説明する。
【００５２】
　後処理装置２７は、略筒型に形成された耐熱金属材料製の後処理ケーシング６１内に、
上流側から順に、排気ガス中のＮＯｘの還元を促進させるＮＯｘ触媒６２と、余分に供給
された還元剤（この場合は加水分解後のアンモニア）の酸化処理を促進させるスリップ処
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理触媒６３と、排気ガスの排気音を減衰させる消音器６４とを直列に並べて収容したもの
である。各触媒６２，６３は、多孔質な（ろ過可能な）隔壁にて区画された多数個のセル
からなるハニカム構造になっており、例えばアルミナ、ジルコニア、バナジア／チタニア
又はゼオライト等の触媒金属を有している。
【００５３】
　ＮＯｘ触媒６２は、尿素水噴射ノズル４７からの尿素水の加水分解にて生じたアンモニ
アを還元剤として、排気ガス中のＮＯｘを選択還元することにより、後処理装置２７内に
送られた排気ガスを浄化するものである。また、スリップ処理触媒６３は、ＮＯｘ触媒６
２から流出した未反応（余剰）のアンモニアを酸化して無害な窒素にするものである。こ
の場合、後処理ケーシング６１内では下記の反応式：
　（ＮＨ２）２ＣＯ＋Ｈ２Ｏ → ２ＮＨ３＋ＣＯ２（加水分解）
　　ＮＯ＋ＮＯ２＋２ＮＨ３→ ２Ｎ２＋３Ｈ２Ｏ（ＮＯｘ触媒６２での反応）
　　４ＮＯ＋４ＮＨ３＋Ｏ２→ ４Ｎ２＋６Ｈ２Ｏ（ＮＯｘ触媒６２での反応）
　　６ＮＯ２＋８ＮＨ３→ ７Ｎ２＋１２Ｈ２Ｏ（ＮＯｘ触媒６２での反応）
　　４ＮＨ３＋３Ｏ２→ ２Ｎ２＋６Ｈ２Ｏ（スリップ処理触媒６３での反応）
が生ずることになる。
【００５４】
　消音器６４は後処理ケーシング６１の後部側に形成されている。後処理ケーシング６１
の後部側は２枚の蓋板６５，６６にて塞がれていて、これら両蓋板６５，６６を略筒型の
排出パイプ６７が貫通している。排出パイプ６７の出口側は後処理ケーシング６１の出口
に連通している。排出パイプ６７における前後両蓋板６５，６６の間は閉鎖板６８にて閉
鎖されており、排出パイプ６７のうち閉鎖板６８を挟んで両側の周壁部には、それぞれ複
数の連通穴６９，７０が形成されている。後処理ケーシング６１における両蓋板６５，６
６の間は、排出パイプ６７内に複数の連通穴６９，７０を介して連通する共鳴室７１にな
っている。従って、排出パイプ６７の上流側に入り込んだ排気ガスは、上流側の連通穴６
９、共鳴室７１、下流側の連通穴７０を介して排出パイプ６７の下流側を通過し、後処理
ケーシング６１外に放出されることになる。
【００５５】
　主排気路２９側の第１開閉バルブ２８ａを閉じて分岐排気路３０側の第２開閉バルブ２
８ｂを開いた状態において、各分岐排気路３０を介して集合経路２６にてまとめられた排
気ガスは、後処理ケーシング６１内に進入し、ＮＯｘ触媒６２及びスリップ処理触媒６３
を通過して浄化処理をされる。そして、浄化処理後の排出ガスは、排出パイプ６７の上流
側から、上流側の連通穴６９、共鳴室７１、下流側の連通穴７０を経由して、排出パイプ
６７の下流側に入り、後処理ケーシング６１外ひいては船舶１外に放出される。
【００５６】
　以上のように、ＮＯｘ触媒６２を収容する後処理ケーシング６１内には、ＮＯｘ触媒６
２より下流側に、余分に供給された還元剤（実施形態では加水分解後のアンモニア）の酸
化処理を促すスリップ処理触媒６３が配置されているから、ＮＯｘ触媒６２を未反応のま
ま通過しようとする余剰の還元剤（アンモニア）を、窒素に酸化処理して無害化でき、排
気ガス中にアンモニアが残存するおそれを確実に回避できる。また、ＮＯｘ触媒６２とス
リップ処理触媒６３とをパッケージ化でき、排気構造の下流側をコンパクトに構成できる
。
【００５７】
　また、ＮＯｘ触媒６２を収容する後処理ケーシング６１には、排気ガスの排気音を減衰
させるための消音器６４を備えているから、ＮＯｘ触媒６２、スリップ処理触媒６３及び
消音器６４を単一の後処理ケーシング６１にパッケージ化でき、排気構造の下流側をコン
パクトに構成できる。
【００５８】
　（７）．エンジンコントローラの構造
　次に、図６を参照しながら、エンジン制御手段としてのエンジンコントローラ８０の構
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造について説明する。
【００５９】
　船舶１に搭載されたエンジンコントローラ８０は、主として各発電用エンジン１２の駆
動制御を司るものである。詳細は図示しないが、エンジンコントローラ８０も、還元コン
トローラ５５と同様に、各種演算処理や制御を実行するＣＰＵの他、制御プログラムやデ
ータを記憶させるためのＲＯＭ、制御プログラムやデータを一時的に記憶させるためのＲ
ＡＭ、及び入出力インターフェイス等を備えている。
【００６０】
　エンジンコントローラ８０には、前述した供給切換電磁弁８１及び各戻し切換電磁弁８
２と、各燃料ポンプ１８に設けられた燃料噴射装置８３と、各発電用エンジン１２の回転
数を検出する回転数検出手段としてのエンジン回転センサ８４と、燃料噴射量を検出する
噴射量検出センサ８５とが電気的に接続されている。エンジンコントローラ８０には、還
元剤供給装置４３の還元コントローラ５５も電気的に接続されていて、コントローラ５５
，８０同士が相互に制御情報を授受して各制御を実行するように構成されている。
【００６１】
　また、エンジンコントローラ８０には、人工衛星８６や地上局８７からの電波にて船舶
１（自船）の現在位置を特定できる自船位置検出手段８８を構成するＧＰＳコントローラ
８９が電気的に接続されている。自船位置検出手段８８は、例えば自動車用のものと同様
に、全地球測位システム（ＧＰＳ）を利用するものであり、前述のＧＰＳコントローラ８
９と、これに接続されたＧＰＳアンテナ９０とを備えている。ＧＰＳアンテナ９０は船舶
１のキャビン４に突設されている。
【００６２】
　ＧＰＳコントローラ８９は、ＧＰＳアンテナ９０にて捕捉した人工衛星８６又は地上局
８７からの電波（人工衛星８６又は地上局８７の現在位置情報等）から、船舶１の現在位
置情報を算出するものであり、還元コントローラ５５やエンジンコントローラ８０と同様
に、各種演算処理や制御を実行するＣＰＵの他、制御プログラムやデータを記憶させるた
めのＲＯＭ、制御プログラムやデータを一時的に記憶させるためのＲＡＭ、及び入出力イ
ンターフェイス等を備えている。
【００６３】
　ＧＰＳコントローラ８９には、ＮＯｘ（窒素酸化物）やＳＯｘ（硫黄酸化物）の排出量
を規制する規制海域についての規制海域情報がデジタルマップデータとして予め記憶され
ている。かかる規制海域情報のマップデータは地球全体の情報を網羅したものでもよいし
、航海範囲が限定されていれば当該範囲（例えば、太平洋のみや東経○○～△△度の範囲
）に限っていてもよい。規制海域は変更される場合があるので、規制海域情報のマップデ
ータは更新可能であるのが好ましい。
【００６４】
　なお、自船位置検出手段８８はＧＰＳを利用するものに限らず、例えばサテライトコン
パスのように自船の位置を把握できるものであればよい。規制海域情報を記憶する手段は
、例えば光ディスクのような外部記憶媒体でもよいし、ハードディスクのような内蔵型記
憶媒体でもよい。また、規制海域情報を記憶する手段をエンジンコントローラ８０側に設
けることも可能である。
【００６５】
　（８）．切換制御の具体例
　次に、図８及び図９のフローチャートを参照しながら、規制海域との関係における切換
制御の一例について説明する。実施形態のエンジンコントローラ８０は、各発電用エンジ
ン１２の駆動制御以外に、排気ガスの通過する経路や使用燃料を自動的に切り換える切換
制御（開閉バルブの開閉制御や燃料切換制御の総称）も実行可能に構成されている。ここ
で、船舶１は航行中であるものとする。
【００６６】
　この場合、図８のフローチャートに示すように、自船位置検出手段８８にて船舶１の現
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在位置を特定した後、当該現在位置と規制海域情報のマップデータとを比較照合し、船舶
１が規制海域外にいるか規制海域内にいるかを判別する。言うまでもないが、船舶１が規
制海域外にいれば、燃料としてＣ重油が使用され、排気ガスは各主排気路２９を介して直
接船舶１外に放出される状況下にある。船舶１が規制海域内にいれば、燃料としてＡ重油
が使用され、排気ガスは各分岐排気路３０、集合経路２６及び後処理装置２７を経由して
、船舶１外に放出される状況下にある。
【００６７】
　船舶１が規制海域外にいる場合は、船舶１の現在位置から規制海域の境界までの距離を
求め、次いで、当該距離が予め設定されたターゲット距離内か否かを判別する。ターゲッ
ト距離は、使用燃料等の切換に要する時間に対応した距離に相当するものであり、切換に
要する時間と船舶１の航行速度とから定められる。なお、ターゲット距離は航行速度に比
例する変数に設定しておいてもよい（高速の場合は早く境界に到達するので、準備のため
のターゲット距離は長くする必要がある）。
【００６８】
　船舶１から境界までの距離がターゲット距離内であると、駆動中の発電用エンジン１２
に対する第１開閉バルブ２８ａを、これに対応するゲート電磁弁３５の駆動に基づく圧縮
気体の供給にて閉止させると共に、第２開閉バルブ２８ｂを、これに対応するゲート電磁
弁３５の駆動に基づく圧縮気体の供給停止にて開放させ、排気ガスを後処理装置２７に送
り込む（排気ガスの通過経路を後処理装置２７側に切り換える）。また、供給切換電磁弁
８１の切換駆動にて、駆動中の発電用エンジン１２の燃料ポンプ１８と低硫黄燃料タンク
１６ｂとを連通させ、使用燃料をＣ重油からＡ重油に切り換える。このとき、戻し切換電
磁弁８２も切換駆動して、戻し管路２３を低硫黄燃料タンク１６ｂに連通させることにな
る。
【００６９】
　その後、温度センサ５９にて検出された排気ガス温度が設定上限温度（例えば３０５℃
）以上になると、噴射用電磁弁５３を開くと共に、フィードポンプ５０の駆動にて尿素水
タンク４６から尿素水噴射ノズル４７に尿素水を送り、尿素水噴射ノズル４７から集合経
路２６内に尿素水を噴射するのである。
【００７０】
　逆に、船舶１が規制海域内にいる場合は、その後、船舶１が規制海域の境界を超えてか
ら、噴射用電磁弁５３を閉じると共にフィードポンプ５０の駆動を停止させ、尿素水の供
給を停止する。そして、駆動中の発電用エンジン１２に対する第１開閉バルブ２８ａを、
これに対応するゲート電磁弁３５の駆動に基づく圧縮気体の供給停止にて開放させると共
に、第２開閉バルブ２８ｂを、これに対応するゲート電磁弁３５の駆動に基づく圧縮気体
の供給にて閉止させ、排気ガスを各主排気路２９から直接船舶１外に放出する。また、供
給切換電磁弁８１の切換駆動にて、駆動中の発電用エンジン１２の燃料ポンプ１８と一般
燃料タンク１６ａとを連通させ、使用燃料をＡ重油からＣ重油に切り換えるのである。こ
のとき、戻し切換電磁弁８２も切換駆動して、戻し管路２３を一般燃料タンク１６ａに連
通させることになる。
【００７１】
　以上の説明から明らかなように、実施形態では、各発電用エンジン１２の駆動制御を司
るエンジン制御手段としてのエンジンコントローラ８０が各開閉バルブ２８ａ，２８ｂの
開閉制御を実行するように構成されているから、排気ガスの浄化処理（ＮＯｘ還元処理）
が必要な場合と不要な場合とにおいて、両開閉バルブ２８ａ，２８ｂの開閉状態を自動的
に切り換えでき、排気ガスの通過する経路を簡単に選択できる。従って、船舶１の置かれ
た状況に応じて、排気ガスを効率よく処理できる。その上、両開閉バルブ２８ａ，２８ｂ
の開閉切換作業を自動化できるので、船員の負担軽減に効果的である。
【００７２】
　しかも、集合経路２６内の排気ガス温度を検出する温度検出手段としての温度センサ５
９を備えており、駆動中の各発電用エンジン１２に対する主排気路２９側の第１開閉バル
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ブ２８ａを閉じて分岐排気路３０側の第２開閉バルブ２８ｂを開いた状態において、温度
センサ５９にて検出された排気ガス温度が設定上限温度以上になると、還元剤供給部とし
ての尿素水噴射ノズル４７から還元剤である尿素水を供給するように構成されているから
、ＮＯｘ還元が効率よく進む温度域（約３０５℃以上）を使って排気ガスを浄化処理する
ことになる。このため、後処理装置２７でのＮＯｘ還元効果を高い状態に維持できる。ま
た、尿素水を効率よく使用できるから、ランニングコストの抑制にも寄与する。
【００７３】
　また、船舶１（自船）の現在位置を特定できる自船位置検出手段８８を更に備えており
、自船位置検出手段８８には排気ガスの規制海域に関する規制海域情報が予め記憶されて
おり、自船位置検出手段８８にて、規制海域と船舶１の現在位置との位置関係が特定され
、特定された位置関係情報に基づいて、エンジンコントローラ８０が各開閉バルブ２８ａ
，２８ｂを開閉させるように構成されているから、規制海域に進入する前や規制海域を出
た後といった状況に応じて、自動的且つ的確に排気ガスの通過する経路を選択できること
になる。従って、ＮＯｘ規制を遵守して環境汚染に配慮できる。また、船舶１が規制海域
外か規制海域内かの監視を省略できるから、船員の負担軽減に効果的である。
【００７４】
　特に、エンジンコントローラ８０は、駆動中の各発電用エンジン１２に対する両開閉バ
ルブ２８ａ，２８ｂ群について、船舶１が規制海域内に進入する際に、分岐排気路３０側
の第２開閉バルブ２８ｂを開放して主排気路２９側の第１開閉バルブ２８ａを閉止させ、
船舶１が規制海域外に進出する際に、主排気路２９側の第１開閉バルブ２８ａを開放して
分岐排気路３０側の第２開閉バルブ２８ａを閉止させるように制御するので、排気ガスの
浄化処理が必要な場合は、排気ガスを確実に後処理装置２７側に誘導できる。また、浄化
処理が不要な場合は、後処理装置２７を避けて外部に直接連通する主排気路２９側に排気
ガスを確実に誘導して、排気効率のよい状態を維持できる。従って、各発電用エンジン１
２の出力低下を回避できる。
【００７５】
　更に、実施形態では、各発電用エンジン１２への燃料供給をＡ重油とＣ重油とに選択的
に切り換える燃料切換手段としての供給切換電磁弁８１を更に備えており、エンジンコン
トローラ８０が供給切換電磁弁８１による燃料切換制御を実行するように構成されている
から、例えば規制海域内の航行時と規制海域外の航行時のように、Ａ重油を使用する場合
とＣ重油で済む場合とを、供給切換電磁弁８１の切換駆動にて自動的に選択できることに
なる。従って、ＳＯｘ排出規制に対処して環境汚染に配慮しながら、燃料コストの上昇を
抑制できる。しかも、従来のような燃料切換作業を省略できるので、省力化及び船員の負
担軽減にも貢献できる。
【００７６】
　また、自船位置検出手段８８にて、規制海域と船舶１の現在位置との位置関係が特定さ
れ、特定された位置関係情報に基づいてエンジンコントローラ８０が供給切換電磁弁８１
を切換作動させるように構成されているから、規制海域に進入する前や規制海域を出た後
といった状況に応じて、自動的且つ的確に使用燃料を選択・切り換えできることになる。
従って、ＳＯｘ排出規制を遵守して環境汚染の抑制に確実に寄与できる。
【００７７】
　特に、実施形態のエンジンコントローラ８０は、駆動中の各発電用エンジン１２に対す
る両開閉バルブ２８ａ，２８ｂの開閉制御と、供給切換電磁弁８１の切換制御とを相互に
連動させて実行するから、ＮＯｘ及びＳＯｘ排出規制の双方に的確に対処できるのである
。
【００７８】
　さて、実施形態のエンジンコントローラ８０は、船舶１が規制海域内にいてその境界を
超えるまでの間、適宜時間間隔にて集合経路２６内の排気ガス温度をチェックする割り込
み診断処理をも実行し得るように構成されている。ここで、駆動中の各発電用エンジン１
２に対する主排気路２９側の第１開閉バルブ２８ａは閉じており、分岐排気路３０側の第
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２開閉バルブ２８ｂは開いているものとする。
【００７９】
　この場合、図９のフローチャートに示すように、温度センサ５９にて検出された排気ガ
ス温度が設定下限温度（例えば３００℃）以下になると、フィードポンプ５０の駆動を抑
えて尿素水の供給量を少なくするか、噴射用電磁弁５３を閉じると共にフィードポンプ５
０の駆動を停止させ、尿素水の供給を停止する。次いで、発電用エンジン１２の駆動台数
を減らした上で、目標の発電電力量を維持するように、残り（駆動中）の発電用エンジン
１２のへの燃料噴射量を燃料噴射装置８３にて増加させることにより、残りの発電用エン
ジン１２への負荷を増大させる。なお、発電用エンジン１２の駆動台数がもともと１台で
あれば、目標の発電電力量を維持するように、前記１台の発電用エンジン１２への燃料噴
射量を燃料噴射装置８３にて増加させる。その結果、後処理装置２７に向かう排気ガス温
度が上昇することになる。
【００８０】
　その後、排気ガス温度が設定上限温度（例えば３０５℃）以上になると、先に停止させ
た発電用エンジン１２を駆動させて、発電用エンジン１２の駆動台数を減らす前の台数（
元の駆動台数）に戻し、燃料噴射装置８３にて、各発電用エンジン１２への燃料噴射量を
目標の発電電力量供給に見合った量に戻す。そして、フィードポンプ５０の駆動にて、尿
素水の供給量を排気ガス温度低下前の状態まで戻すか、噴射用電磁弁５３を開くと共にフ
ィードポンプ５０を駆動させ、尿素水の供給を再開するのである。
【００８１】
　上記の説明から明らかなように、実施形態では、駆動中の各発電用エンジン１２に対す
る主排気路２９側の第１開閉バルブ２８ａを閉じて分岐排気路３０側の第２開閉バルブ２
８ｂを開いた状態において、温度センサ５９にて検出された排気ガス温度が設定下限温度
以下になると、発電用エンジン１２の駆動台数を減らした上で、目標の発電電力量を維持
するように、残り（駆動中）の発電用エンジン１２のへの燃料噴射量を燃料噴射装置８３
にて増加させる構成になっているから、ＮＯｘ還元は進行し難いがＮＯｘ発生量自体も少
ない低温度域（約３００℃以下）になったとしても、ＮＯｘ還元が効率よく進む温度域（
約３０５℃以上）に排気ガス温度を強制的に上昇できる。従って、後処理装置２７でのＮ
Ｏｘ還元を高効率な状態に維持でき、排気ガスの浄化処理の確実性が向上することになる
。
【００８２】
　なお、実施形態においては、上述のように「発電用エンジン１２の駆動台数を減らす」
の文言に「もともとの駆動台数が１台のみであればその１台の駆動を維持する」をいう意
味を含めて使用していることを付言しておく。
【００８３】
　また、排気ガス温度が設定下限温度以下になった場合は、還元剤供給部としての尿素水
噴射ノズル４７から還元剤（尿素水）の供給を少なくするか又は停止するように構成され
ているから、前述の低温度域（約３００℃以下）では、排気ガスの浄化処理を積極的にし
ないことになる。このため、後処理装置２７（ＮＯｘ触媒６２）の上流側に、還元剤が付
着・残存するおそれを低減できる。特に実施形態のように、還元剤が尿素水であれば、後
処理装置２７（ＮＯｘ触媒６２）の上流側に、水分蒸発後の固体尿素が付着・残存するお
それは減るし、尿素の加水分解にて生ずるアンモニアと硫黄分との反応にて生成される硫
酸アンモニウムに起因する害も抑制できる。更に、還元剤（尿素水）をより一層効率的に
使用でき、ランニングコストの更なる抑制に貢献するのである。
【００８４】
　更に、排気ガス温度が設定上限温度以上になった場合は、先に停止させた発電用エンジ
ン１２を駆動させて、発電用エンジン１２の駆動台数を減らす前の台数（元の駆動台数）
に戻し、各発電用エンジン１２への燃料噴射量を目標の発電電力量供給に見合った量に戻
すように構成されているから、排気ガス温度が設定上限温度以上になれば、各発電用エン
ジン１２に過剰な負荷が掛かることはなく、排気ガス温度の強制上昇に伴う燃費の悪化を
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最小限に抑えられる。
【００８５】
　その上、発電用エンジン１２の駆動台数を減らす前の台数（元の駆動台数）に戻し、各
発電用エンジン１２への燃料噴射量を目標の発電電力量供給に見合った量に戻す場合は、
尿素水の供給を排気ガス温度低下前の元の量まで戻すか、尿素水の供給を再開するように
構成されているから、尿素水の供給及び停止をスムーズに切り換えでき、排気ガス温度に
応じて排気ガスの浄化処理を効率的に実行できるのである。なお、図９に示す割り込み診
断処理においては、尿素水の供給制御を省略し、発電用エンジンの駆動台数及び燃料噴射
量制御のみを実行するように構成してもよい。
【００８６】
　その他、各部の構成は図示の実施形態に限定されるものではなく、本願発明の趣旨を逸
脱しない範囲で種々変更が可能である。
【符号の説明】
【００８７】
１　船舶
１０　発電装置
１１　ディーゼル発電機
１２　発電用ディーゼルエンジン
１３　発電機
１５　電力トランスデューサ
２５　排気経路
２６　集合経路
２７　後処理装置
２８ａ，２８ｂ　開閉バルブ
２９　主排気路
３０　分岐排気路
３５　ゲート電磁弁
４３　還元剤供給装置
５５　還元コントローラ
５９　温度センサ
６２　ＮＯｘ触媒
８０　エンジンコントローラ
８１　供給切換電磁弁
８２　戻し切換電磁弁
８３　燃料噴射装置
８４　エンジン回転センサ
８８　自船位置検出手段
８９　ＧＰＳコントローラ
９０　ＧＰＳアンテナ
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