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YAMAHAMARINEDIESELHlSTORY　　　　ヤマハマリンディーゼルの歴史

J9
2006●敵いやすくクリーンなトルクフルエンジンMD D270シリーズを世界肩焉寛充。

JH　2006●耐久性を向上したSX372シリ‾ズ・SX422シリ‾ズ・SX432シリーズを世間跳㌔

2003●4パルプツインターボを採用したプレジャー書用エンジンSX750KMを発売。

2003●償いやすさと中闇でのトルクを鮒した橿太トルクエンジンMD730シリーズを世界同時発売。

2002●触法に対乱たクラス雛の織■とパワー輌ツインターボエンジンMDlO5弛リー裁賊。J2
2002●4パルプ水冷ターボを採用したプレジャー■用エンジンSX430KMを完売。

2001●4JUレフ水冷ツインターボを採用したプレジャー書用エンジンSXlO51KMを賊。

2000●法70書力（旧法）クラス■大の純土とクラス切のツインターボを採用したMD750シリーズを発売う

2000●■欝用史上初の新■発アンクルドライブマリンギヤを経■したMDlO51シリーズを発売。

1999●ラインナップ中の■嬬力エンジンMD1480シリーズを凱　●拘

1999●書出力と▲■間の力強さを追求した新世代ディーゼルMDlO50シリーズを発光。

1999●■出力化・■■化をバランスよく両立し．使いやすさを遥求したMD860シリーズを発売。

1999●コストJrフォーマンスにtれた4甜ttディーゼルMD380Tを発売。

1992●ポ世代プレジャー■用ディーゼルスタンドライブエンジン

SX420KSH・SX370KSを充た。

㌔　　　1998●エンジンの■出力に対応の大トルク

81マリンギヤを楷■したMD690シリーズを発光。

1896●法98与力クラス中内■■の欝九■りてワーを暮機した

MD980KUHを賊。
1995●法70■カクラス凸内切の水冷ターボを隷■した

㌔，99。．綿，一仰2。2K。Hがラ．フ肌。をセットで札
1993●エアークーラー．水冷ツインターボを輌■したMD1250KUHを発充。

1991●水冷ターボエンジンを裳■したMD580KUHを発売。　　釦

了′●　　1990●t子コントローラー何日蹴■マリンギヤを嘗■したMD629シリーズを研。



信頼とハイパワーの
ヤマハマリンディーゼル
カ尊い彙りを生むハイパワーにtれた机と甘久世、■かな¶千住など、ディーゼルエンジンとしてのttを

事めるとともに、船♯とのベストマッチングをFることで、マリン市■に4円たる絶世を書いて書た

ヤマハマリンディーゼルエンジン。小史・tt・暮出力をコンセプトとして■寛され、寸々な溝での■事を支える

ヤマハマリンディーゼルMDシリーズ、船内■の安正廿と…の■作性を■合したスタンドライブDシリーズ。

そして、暮れ市■でヰって書た技鞭とノウハウを活かしてプレジャーボート向けにアレンジしたプレジャー

、　ディーゼル＄Xシリーズ。各シリーズとも充井のラインナップを用暮、

あらゆるマリンシーンで■■のパートナーとなりうる一台をお届けLfT。

ツインローテーションプロペラ

水痛みの向上により、力♯い走りモ真書するツインローテーション

プロ′くラ書SXシリーズに用量し暮した。前橡で正反対に円転する

二■反転プロペラ比、エンジンのトルク特性に合わせて鮒された

ステンレス■の書用ノリンドハブプロペラ看種用。プロペラの

T面積を1やしたことで撫1力が大きく向上し、キ十ピテーションの

発生も蜘えら九、スムーズな加速性tg貴書し蒙丁。

さらに、反もによりトルク反力が打ち消されるため、

艇の暮1性も向上します。

【1応■書．SXlaポShSX372KS】



廠
ピストンクーリングシステム　　　　　　　暮書式t義暮システム
ピストンへソド内蘭にオイル■臨書綬け、この中に■練　　　　エンジンの性tt決定つける、

オイルを■射し積牡的にピストンを冷却するシステムです。　　丑も暮■なポイントのひとつは

慣■性を大■に上げる事が可能で、▲疇間の1七など　　　　■ttです。ヤマハディーゼル

1■な使用条件にもタフに応えま丁。　　　　　　　　　　エンジンは、ここに独自の蔵書によって

（拝用■■：MDlOS3シリーズ、HD7勤シl′－ズ、　　　　　　■書上げた暮書式艦農壬t採用しました。

MD・D270シリーズ）　　　　　　　　　　　　　　　　■射ノズルからシリンダー内へ暮樟厳科が

■翳され、■いも鶴鋤蓼が蠣られる

メンテナンスtt　　　　　　　　　　　　システムです。重た．MD7：犯シリーズにu

厳科フィルターやオイルフィルターにカートリッジ式t輝用。

重た、オイルレペ8ルケージはエンジンの書付状況に応じて 温ま謡崇慧完禁崇㌫1
組み甘えができるようオイルパンの左右双方に鞍り付けi　　　ポンプとのt▲なマノチンクにより、轟い船舶射粍

t■え、暮いメンテナンス化t『ってし、蒙す。さらに、傷晶　　　1慮し士した。

入手が優朋な白む＋用ヒューズ（ブレード型）を採用。

従来のtヒューズ・頗ヒューズに比べ長井命化および

メンテナンス畔の償■性向上を回っています。

ターボチャージャーによって」王ヰされたホiの空気を

クランチの切りれえショノクやクラノチスリノプ蜃抑え、約1な

♯作が行なえる油圧多振式マリンギヤを全■■に繹用。

MDlO53シリーズ、MD750シリーズには、t子■1■縫■竃拝用し、
舞木によって冷却するシステムです。冷卸されて・さらに書靡モ　　ー本納や鐘■▲のようなクラノチモ●事に作むさせる用途にも

ホめた空気がt幾重内に送り込まれることで・■力性tが　　　よい憺■性E乗凱′千丁。また、MD750ンリーズには♯たに
一段と向上しましたo R焉されたt子粥■マリンギヤ毛織■。輌敵計のt子¶■書■に

より応警性、安定性が大■に内上し、トローリング擁作に■遍を

■●t稟1し量した．また、故■峠のトラブルシューティング暮

奪■にする故■自己■書■鷺手樽義し、■■性電
一段と向上させました。

（トルク剛1）　　　　　（トルク特性■2）

低義■＆■■性を兼職
クランク●との1Ilで2本のバランサーシャフトをthさせ、

エンジンの上下蠣山を低減させた2次バランサーシャフト書

書■。従業に如、七事■・●■性を暮tL士した。

【繰用■■：MD封蛤シリーズ、MO380T、MD270シリーズ、

D385KUH、0270シリーズ】

オートアイドルアップt■
サーモセンサーの作句によってエンジン鎗山暮複の状書

で甘アイドリング白も欄沌上昇させ、ttが完了すると

ローアイドルセットRt牡によ丁オートアイドルアノブ榊

を採用。これにより作れたせ1鎗Il性を★親し、

運転安全性を飛躍的に向上させています。

【採用■t▲MD・D270シリーズ】

ヤマハセイフティーモニターシステム
メーターパネルは回転計・水ユ計や古1暮qt能應

コンパクトにまとめ．照明及びランプに覚光ダイオードを

採用し鐸切れにかかわるメンテナンスを不Tlこし董した。

また、遭遇照明と発光指針．3灯式t圧インジケーター檻

採用。さらにアワーメーターは液▲化でれ膵性モ向上させた

うえ■勤鴫にはオイル交■疇恥椚h‖汁ほttt

組み込み暮した。またオーバーヒート油圧最下・＃＊濃1

の1★峠にはテンキ上せとで1■することも可tなtll

外憂出力ttを繕tLました。

（採用ttMD730シリーズ、MD・D270シリーズ）

ヤマハターボチャージャー
ディーゼルエンジンは厳鏡暮内に送り込まれろ空蝿の1に

よって、パワーが大書く左右されます。ターボチャージャーは、

エンジンから靡出される書気エネルギーでタービン象

超ホ回転（竃分的10万円も）で■山。閥■のプロワで

空気を圧暮して徽址士に供輪、七娩鋤事を大■にホめて

高出力と樹暮書再立させるメカニズムです。

嘉めた冷■方式

アルブラック
エンジン内血に清水象11させる潜水M株冷却システム看

全納に樺用。1水による内龍■■書館書、耐久性を向上

しています。さらに潜水艦tには、耐鶉水■■性が大き在

職含全、アルフラノク薯揮用。

亨▲アルブランクtの■面■書■組■（×150）

おばりすいt太トルク

中低速でのターボ官k数と追鎗圧電■めるとともに、

■射黒との最1マンチンケにより、中t王での轟トルク化と

クリーン群れを★書。中生書囲仁での情事をt捜する曳き■や、

■蘭書の♯義など、ねはり強い力でハードワークに応えますp

（対tt1●MDl053KHれMD750KHa、

MD730シリーズ、MD・D270シリーズ）



MD1053KUH �MDlO53KHα �MD750KUH �MD750KHα 

■　　　　■　　　　名　　　　称 �N561 �N562 �N491 �M92 

■　　　　　大　　　　　出　　　　　力 �465（632）佗．M �430（585）佗．30 �M（462）佗，M � 

4公／2．229 �391J甘．229 �310吼714 �282佗．714 

†隻　l絶1■　暮　の　■　t　F【　分 �B（旧法郭■力） ��A（旧法70■力） 

暮　船　法　■　力　緻（kW） �●a　　　l　　　謂1 ��引0　　　l　　　2鰹 

針　　　　　■　　　　　出　　　　　力 �405 ��360 

〇・121．9×150 ��8・110．0）く1測 

雛　■　気　1　（‘） �10．50 ��7．53 

1．mX818×椚 

1．395 ��940 

▲　　　　　　　1　　　　　　　比 �82．0262．40 ��82．98C：2．45 

予　　　　■　　　　i　　　　t � �� 

24－12∝l ��24－1200 

■112－200×2 �� 

14州加∞咋　1　14暮■1醐叫 ��13■■暮∝髄t　l　13州1咄● 

マ　リ　　ン　　ギ　ヤ　璧　式 �MGN133■A ��Hlm釦－2 

lエンノン■式I水冷4サイクル立璽エンジノl滝力方剣■＊M■清水織■ltt方式】■擁■■支lt用tR】■■蒙たは▲■濾匂し、ti■■¶■■任用■け■濾義輝■l■■】AtOlト／以上8－40トン以上の暮曲
に捧■可t●鞭1暮丼▲は12－250X2u上●嘉2雷滝嶋け12200×2

●ディーゼル棚▲●／上巳1tttのKUHqt大暮…■■叫●■中1■1山内暮■伽■11．5叫■以内、KHは暮大暮■朗●■欄●■中2■■〟内・仙■■2．甜■■以内です．



㊧襟・㈹ガス朋は、遵簾出力1洲任■入るエン珊t岬。

囁＿＿．二感

MD730KUH �MD730KH �MD386KUH �MD380T �MD270KUH 

■　　　　■　　　　名　　　　機 �N591 �N592 �N142 �N36 �N671 

たリン，†．吉ヵ　‖州（管5日．．．爪や �250（餌0）戌．6（旧 �230（313）々．5部 �169（230）8．000 � �90．0（122）脚 

胡佗．520 �21α2，471 �1M．洪）7 �幻．〟2．907 �81．的101 

性lkl■　事　のl■　■　区　分 l●■t■■： �A（旧法701力） ��A（旧法45■力） �A（旧法45■力） �∧（旧法訓）書力） 

■　船　津　■　力　■（kW） �並l】　引○ ��151 �tゆ �81 

】什　　　　　1■　　　　　出　　　　　力 �250 ��169 �169 �95 

〇・1（檜×1盟 ��4・101×113 �4・101）く113 �4・02×1（船 

♯　事　象　1　（　′　） �7．26 ��3．84 �3．84 �2．65 

1．弘2 �75〉く074 �1．167×728×耶7 �1．108×681×耶7 �985×017×7％ 

2 �605 �545 �395 

濃　　　　　　　遽　　　　　　　比 � ��89．056：2．繋 � � 

予　　　　■　　　　義　　　　■ � �� � � 

400 �24・7劫 �24・720 �12・●（XI 

●Il �50×2 �12・120×2 �12・100×2 �●212．110×1 

14■■腱可14■●t00朗 ��12▲■事…2号 �13▲■蜘24号 �10暮■暮∝Olt 

マ　リ　　ン　　ギ　　ヤ　　型　式 �luGN40J ��MGN35ん1 �uGN30ん1 �HCO＝蛤▲ 

lエンジン1剤水冷4サイクル立tエノジンl旛＃方式けホ■■井本媚■ltt方式】■■■加式It用●岬】■▲tたuAt■倒しtll■■1■t用●ut■tt■l■■】▲一01トン山上8－4仇ン以上の■由に繕●可t
●嘉1事滝■け122（めX2●暮2書籍1は121倒）×1●■3HD730のイノテーク・エアヒ一夕はオブショノで丁，

●ディーゼル棚■♯／上巳■t●tのKUHは■大▲■鵬■■：4■■中t■■山内ヰ■朗■■l朋■■以内JHut大暮暮勅書■8■■中2書■以内ヰ■t用■■乙訓■■以内、Kは■大暮…■■12
■■中4■■以内ヰ■t■■■8．㈱■■以内で丁．uO誹・uO弧鵬■■メーターが■t■■肘のたわKUHut大1■糾■■：▲■■中1■■以内ヰ■朗■■叫■馴hTは■大1▲鵬●■12■■…
■以内・暮■朗■■1．脚●■以内になりtT．



Ⅵl鵬AHAST【剛日和lV【
D385KUH／D270KUH・K

高いスピード性能と経済性を高次元で両立したスタンドライブ。

スタンドライブは、船内♯（インボード方式）の安定性・経濱性に、船外ヰ（アウトボード方式）のスピード性・

取り回しの容易さをプラスしたシステムです。また、燃料は、軽油又はA暮油を使用するため、

ガソリン船外牡の的‡程度の燃料コストで済みます。耐久性と溢れた♯動力を高いレベルで追求したシステムです。



D385KUH �D270KUHd牒欄∫ � �D270K 

■　　　　■　　　　名　　　　称 �N38 �N68 �1 �N朗¢ 

たリパ日吉か．…磨き，〝．．．m7】 � �95．0（129 �）札200 � 

111／3．101 �86，4／3 �，101 �61．的．101 

性：¶巨】l靂■　の　■　■　区　分 l●●■■： �▲（旧法45■力） �A（旧法30■力〉 

義　船　法　■　力　■（kW〉 �114 �00　　　　　l　　　　　01 

■I　　　　　t■　　　　　出　　　　　力 �109 �95 

●・101）く118 �●一能×1∞ 

艶　靡　h　t　（‘） �3．84 �2．65 

1．001×7器×877 �mX001×7％（1． �071Xl01×7沸〉 �7肪×661×職 

k　蠣　r　t　（k　g） �570 �325〈3 �75〉 �325 

手　　　　書　　　　■　　　　t � � 

24・720 �12・㈱ 

12・100×2 �暮112・110×1 

マ　　ウ　　ン　　ト　　方　　式 � � 

■　　　　　　■　　　　　　● �LJ00、脚、捕、100 �（MIJ卸〉L■2∝l 8∝I．1（伽＿1 �、4（泊、＄【岬、 加、1400 �（慢評1短評†課題・ 

13▲■■闇号 �11■● �仰号 �18▲■書棚5号 

【エンジン量式は冷4サイクル立■エンジン　t冷す方式】■水¶糠漬水冷鐸ltt方式Hl瞥■榊式l徽用t料】t■量たけA■澹個し、t遭■削m川膿聯拍麒削欄賽【■T】▲暮01トン山上8－10トン以上の■血1こ繹t

可t．●十tt嫡tu121∝lXl

●ディーゼルの朋■●′／mUHけ■大ttt■■■州■■中1■■以朴■■t■■■1．5（岬■■以内、Dmは暮大1細●■12■■中4■■以内ヰ■t■■■乙甜●■以内です．そのtの■■は鵬●■メ
ーター〝■州のた拙Uトlは■大1…●■：－■申1■■鼠内・暮■t■■■：珊内になり暮す．



F

SX750KM／SX432KM／SX422KM／SX422KSH／SX372KS

lN80ARD川61日【ィンボードエンジン

「扇i「　　㊥

㊧★・脚ガス■削、搬出1酬t■えもエンジン珊tTT。

†和書　十



ST日用用収IV【川61日【スタンドライブエンジン

」

165p〟SX372KS

lターボエアクーラー仕事l

インボードエンジン　　　　　　インボードエンジン　　　　　　インボードエンジン　　　　　　スタンドライブエンジン　　　　　スタンドライブエンジン

SX750KM �SX432KM �SX422KM �SX422KSH �sx372KS 

■　　　　■　　　　名　　　　称 ��N493 �N653 �N623 �N603 �N693 

書　　大　　出　　力 � �3301449岬．∝旧 � �169（230〉伯．800 �1丁7（240）伯．800 � 

；▲lt出力（Je 　　　　■■日．■ �・H（；R　〉 �油α乙714 �1閉．4∞ �1引用服 �1仏匂，鵬 �11∽朋 

1　船　法　■　力　畿（lW） �� �182 �158 �165 �110 

肘　■　出　力　（　k　W） ��－ �2（泊 �2∝I �抑 �121 

8・110．9×130 �〇・84×100 �6－94×11X） �8－94×100 �4・102×112 

■　蠣　　h　t　（J　） ��7．幻 �4．16 �4．16 �4．16 �3．66 

艶　■　1　1　（　k　o　） ��㈱ �480 �470 �450 �370 

24－1，2仰 �12・㈱ �12・綿0 �12・010 �12－000 

12・150×2 �12・110以上×1 � �2・110以上×1 � 

マ　リ　　ン　　ギ　　ア　　1　ま ��船Ⅳ1別 �mA �邦人 �－ �ー 

ド　　ラ　　イ　　ブ　　璧　　式 �� � �ー � � 

lエ／ジノt式1水嶋1サイクル立■エンジンl★■方丈け日用川用は線■lt■方式Hl書■がまIt用■翔■油
●■■■tL量マリノギヤ書■ん1ト、暮す．●インメードエンン／の仕力はマリノrT■で丁。●スタンドライブエンジンの出力けフライホイール■TT．

●8Xディーゼル棚■■／附72臥t大■■t用■■：1■■中1吟以内ヰ■糾■■：脚●■以内、その●のOXモデルは■大暮肘■■：1■■中1檜以内・脚■■’椰■■以内で丁．


