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MANでは、効率的な６シリンダー、および12シリンダーデイーゼル
エンジンを、動力車、本線走行用・入換用機関車、線路メンテナンス
車両での使用向けに、また給電用に提供しています。出力ラインナッ
プの下限は動力車では294 kW (400 PS)、機関車では265 kW (360 PS)、
上限はどちらとも735 kW (1,000 PS) となっています。MANエンジン
は、コンパクトに組み込めることを特徴としており、従来通りに駆
動モジュールに取り付けることも、またはスペースを節約しながら
通路下または屋根に取り付けることも可能です。このエンジンの明
らかな利点として、世界中で規定されている排気ガス規制を遵守し
た上で、鋭いエンジンレスポンスと経済的な連続運転が可能である
ことが挙げられます。 

またMANは、一般的な出力範囲でフラットな水平エンジンを提供して
いる数少ないサプライヤーの一つでもあります。当然ながらこのエン
ジン構造においても高性能を発揮し、これ以外のあらゆるMAN鉄道車
両用エンジンと同様に、燃料消費量と騒音を抑えながら高いトルク、
力強い走行と鋭いエンジンレスポンスを実現します。
さらに、MANの卓越したサービスを受けることにより、計画通りの
運行が可能になります。

何マイルも続く最善の選択
The Best Choice Mile after Mile

お客様のメリット
nn 個別に調整されたエンジン
nn 取付に関する有能なコンサルティング
nn 強力なエンジン出力
nn 極めて高い経済性
nn 簡単なエンジン換装
nn 低価格のオーバーホールエンジン
nn スペアパーツを素早く入手可能 
nn 認定制のセルフ整備コンセプト
nn 低い燃料消費量
nn 低いライフサイクルコスト

典型的な用途
nn 動力車
nn 機関車
nn 電車給電
nn 線路敷設車両
nn メンテナンス車両
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MAN provides efficient diesel engines with 6 and 12 cylinders for use in 
railcars, long‑distance and shunting locomotives, and track maintenance 
vehicles, and also for power supply. Ratings range from 294 kW (400 hp) 
for railcars or 265 kW (360 hp) for locomotives up to 735 kW (1,000 hp). 
MAN engines are characterized by their compact size, allowing them 
to be fitted conventionally in the drive module or alternatively – to save 
space – under the floor or in the roof. The clear benefits are in their fast 
load pick‑up and their economical long‑term usage in compliance with 
global emission standards.

Beside this, MAN is one of the few providers to also offer flat, horizontal 
engines throughout the entire power range. Of course, units of this type 
too – like every MAN rail engine – feature high torque, strong pulling 
power and fast load pick‑up, coupled with low consumption and noise 
emissions.
And the excellent service provided by MAN means that nothing can 
throw you off track. 

Customer Benefits
nn Individually customized engines
nn Expert installation advice
nn Powerful engine performance 
nn Extreme cost‑effectiveness 
nn Straightforward re‑engining  
nn Low‑cost reconditioned engines
nn Quick availability of spare parts 
nn Certified self‑servicing concept
nn Low fuel consumption
nn Low lifecycle cost

Typical Applications
nn Railcars
nn Locomotives
nn Train power supply
nn Railway construction vehicles
nn Maintenance vehicles
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SCRによる排気ガス後処理
Exhaust Gas Aftertreatment with SCR
さらに04/26/EC Stage 3Bに準拠した排気ガス値を遵守した上でも、高い効率と低
い燃料消費量を実現するために、MANエンジンには選択触媒還元 (SCR) 
方式に基づいた排気ガス後処理システムが装備されています。選
択触媒還元 (SCR = Selective Catalytic Reduction) とは、還元
剤を使用して還元することで、排気ガスに含まれる窒素酸
化物NOxを狙って (選択的に) 削減する方法のことです。 
SCR方式は微粒子の発生が少ない燃焼に基づいてい
ますが、それはエンジンを調整して燃費を最適化す
ることで可能になります。SCRシステムは連続する
3種類の触媒から構成されており、それらは具体的に
は加水分解触媒、マフラーに統合されたアンモニア
吸着触媒と還元触媒です。
還元剤としては、安全な尿素水溶液 (AdBlue) が使用
されます。
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MAN engines are fitted with an exhaust‑gas aftertreat‑
ment system in accordance with the SCR process: in this 
way they comply with the emission levels required by  
04/26 EU Stage 3B but still achieve high efficiency and low fuel 
consumption figures. SCR (Selective Catalytic Reduction) 
is a chemical process that removes oxygen with the aid of 
a reducing agent, thus (selectively) reducing the nitrogen 
oxides in the exhaust gas. 
The SCR process is based on a low‑particle  com bustion, 
which enables the engine to be set for opti mized 
 consumption. The SCR system consists of three 
 successive catalytic converters; the hydrolysis catalytic 
converter, and the ammonia‑blocking and reduction cata‑
lytic converters integrated into the silencer. The reducing 
agent used is a harmless aqueous urea  solution (AdBlue).
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モジュール式排気ガス後処理システム
Modular Exhaust Gas Aftertreatment System
Stage V: 将来の展望
自由自在に配置可能であることは空きスペースの活用
を意味し、それは排気ガス後処理の場合でも同様で
す。MANエンジンのモジュール式排気ガス後処理アセ
ンブリーユニットの各コンポーネントは配置を変える
ことができるため、多種多様な取付方法が可能です。
その結果、鉄道車両への取付形態を極めて自由に選択
できるようになります。これらのコンポーネントは、
要求される排気ガス規制に応じてMAN鉄道車両用エン
ジンと適切に組み合わせることができます。
それとは別に、実用的で省スペースのソリューションと
して既製の総合システムも提供されています。

1

2

3
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Stage V: looking to the future
Flexibility makes use of free space – also when it comes 
to exhaust gas aftertreatment: Individual components of 
the modular EGA kit from MAN Engines, which can be 
positioned variably, enable a wide range of installation vari‑
ants as well as maximum design freedom when  installed in 
rail vehicles. The components can be combined with the 
MAN rail engines accordingly depending on the required 
emission standard.
Alternatively, pre‑defined complete systems offer  prac tical, 
space‑ saving solutions.

1

2

3
1  DOC/DPF
2  SCRミキサー / SCR mixer
3  SCR触媒コンバーター / SCR catalytic converter

2

3

1
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ハイライト: MAN D3876
The highlight: The MAN D3876  

Stage V: 将来の展望
高出力、堅牢かつコンパクトサイズという特性を備え
たMAN D3876は、鉄道車両向けの理想的なエンジンで
す。この力強いエンジンではトルクが急上昇し、出力が
高いレベルで維持されます。 
動力車ではモジュール式システムにより排気ガス後処
理が適切に行われ、機関車では外部排気ガス後処理装
置なしでEU Stage Vの基準が満たされます。

Stage V: looking to the future
Powerful, robust and with compact dimensions – these 
are the properties that make the MAN D3876 the ideal 
drive for rolling stock. This powerhouse offers intense 
torque increase and a high performance plateau. 
A modular system ensures exhaust gas aftertreatment in 
rail cars, while external exhaust gas aftertreatment is not 
required in locomotives in order to fulfil the specifications 
of EU Stage V.
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技術データ / Technical data

D3876 単位 / Unit 動力車 1) / Railcars 1) 機関車 / Locomotives

シリンダー / Cylinders 6 6

ボア、ストローク / Bore, stroke mm 138, 170 138, 170

排気量 / Displacement l 15.3 15.3

出力 / Rating kW 
PS / hp

415–471 
(565–640)

415–471 
(565–640)

定格回転数 / Nominal rpm min‑1 / rpm 1 800 1 800

最大トルク / Maximum torque
回転数 / at speed

Nm 
min‑1 / rpm

3 000 
1 200–1 500

3 000 
1 200–1 500

長さ x 幅 x 高さ / Length x width x height mm 1 484 x 978 x 1 137 1 484 x 978 x 1 137

乾燥重量 / Dry weight kg 1 337 1 337

排気ガス処理技術 / Exhaust technology DOC/DPF, SCR EGR

排気ガス基準 / Emissions status EU Stage V EU Stage V

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
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nn アルミニウム製バルブカバー 1
nn 鉄道車両での使用に適した堅牢なステンレススチー

ル製EGR 2
nn メンテナンスしやすい産業用レイアウト 3
nn クランクシャフトのフロントPTO  

(パワーテイクオフ) 4
nn 一段型VTGターボチャージャー 5
nn 長いオイル交換間隔を実現する大容量のアルミニウ

ム製オイルパン 6
nn GJS500製SAEフライホイールハウジング 7
nn 14インチフライホイール 8
nn オプション: 2シリンダーエアコンプレッサー 9
nn オプション: フライホイール側のPTO  

(パワーテイクオフ) 10
nn 最大2 500 barのコモンレール噴射システム 11

8

7

9

10

11

ハイライト: MAN D3876
The highlight: The MAN D3876  
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1

2

3

6

5

4

nn Aluminium valve cover 1
nn Robust stainless steel exhaust gas recirculation for 

train use 2
nn Easy‑to‑maintain industrial layout 3
nn Front PTO (power take‑off) on crankshaft 4
nn Single‑stage VTG turbo charger 5
nn Large‑volume aluminium oil sump for long  

oil‑change intervals 6
nn SAE flywheel housing made from GJS500 7
nn 14‑inch flywheel 8
nn Optional: 2‑cylinder air compressor 9
nn Optional: PTO (power take‑off) on flywheel side 10
nn Common Rail injection system with up to  

2 500 bar 11
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一度会った人とは必ず再会する、とよく
言われます。MANエンジンはニュルンベ
ルクの国際エンジンコンピタンスセンタ
ーで開発、設計、生産されるだけでな
く、さらにもう一度役目を果たすために
オーバーホールされて再生されます。そ
のため、お客様にはエンジンに関する当
社の経験と高い技術的ノウハウに加え、
二度目においても最高のMAN品質を最先
端技術と共に提供しています。エンジン
との再会をぜひお楽しみください！
部品、処理工程および組立工程が継続的
に改善されているため、オーバーホール
エンジンに取り付けられる部品は、必ず
最先端技術に対応したものとなります。
つまり、MANでのエンジン修理では、ど
の場合でも品質と構造の両面で改善が行
われます。

工場での修理の際の 
お客様のメリット
nn MAN純正部品
nn 点検記録付きの耐熱試験
nn 最新の技術的量産状態に対応した材

料、噴射システムとエンジン性能曲
線図

nn 長年にわたるプロジェクト参加から
得られた用途に関するノウハウ

nn MAN標準保証
nn エンジン修理後も引き続き認証が有

効
nn 新型エンジンと同様のメンテナンス

間隔

MAN工場でのエンジン再生
Reconditioning of Engines at the MAN Plant

14



You always meet twice: our engines are 
developed, designed, and manufactured 
at the International Centre of Excellence 
for Engines in Nuremberg, Germany – and 
that is also where they are reconditioned 
for a new lease of life. Therefore, you not 
only benefit from our engine experien‑
ce and high level of technical expertise, 
you also get the same top MAN quality 
a second time around – and again with 
state‑of‑the‑art technology. If that's not a 
positive déjà‑vu experience!
The continual improvement of parts, as 
well as processing and assembly procedu‑
res, means that only state‑of‑the‑art com‑
ponents are fitted in refurbished  engines. 
As such, qualitative and design‑related 
improvements are included with every 
instance of engine repair work at MAN.

Remanufacturing  
Customer Benefits
nn Original MAN parts
nn Heat test with a test record
nn Material, injection systems, and 

engine maps from current series 
production

nn Expertise in application due to many 
years of project support

nn MAN standard warranty
nn A repaired engine still retains in 

homologation
nn Same maintenance interval as a new 

engine
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MANエンジンは、機関車、動力車、メンテナンス車両と線路敷設車両に、線路上で必要とされる駆
動力を正確に供給します。その上、電車給電用の電力供給源としても機能し、信頼して使用できる
当社のエンジンは、お客様の経済的な成功の基盤を形成します。そこでMANでは、専門的なカスタ
マーサポートに加えて、フレキシブルなセルフ整備コンセプトを開発しました。 
個別化した製品研修を通して、事業者はメンテナンスと保守に関するノウハウをまとめて習得し、
駆動システムの最適な管理体制を確保することができます。つまり、車両に関するノウハウを一手
に集約することが可能になります。品質保証の実現に貢献する質の高い研修と複数段階に及ぶ認
定過程は、直接現場で車両に触れながら、または当社のMANエンジンアカデミーで行われます。 
構造がコンパクトな当社のエンジンでは必要な箇所に簡単に手を伸ばすことができ、メンテナン
ス時間の短縮と費用削減が実現します。全シリーズを通して構造が同じであるため、スペアパー
ツには互換性があり、素早く入手することができます。また、リパワリングが可能であるため、
車両は技術的に最新かつ効率の最も良い状態に常に保たれます。

製品研修によるセルフ整備
Self-Servicing through by Product Training
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MAN engines provide exactly the power required for locomotives, railcars, maintenance vehicles and 
rail construction vehicles on the rail track. Furthermore, they supply the electricity for the train, and 
with their dependable operability they form the foundation for your economic success. This is why, in 
addition to our specialized customer support, MAN has developed a flexible self‑servicing concept. 
Individual product training guarantees that the competence in service, maintenance and repair is 
concentrated on the operator resulting in optimum support for the drive system. You are able to 
combine vehicle competence in a single organization. Quality assurance is ensured by high‑quality 
training courses and a multistage certification process – directly on‑site at the vehicle or with us in 
our MAN Engine Academy. 
The compact design of our engines enables uncomplicated  access, accelerates maintenance, and 
reduces costs. Uniform design – throughout all series – means spare parts are compatible and quickly 
available. And the repowering option means your vehicles are always the technology and efficiency 
state‑of‑the‑art.
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動力車
Railcars

一般データ / General data

ディーゼルエンジン / Diesel engines D2876 D2676 D2862

TYPE i
i

kg
mm シリンダー Cylinders 6 6 V12

レイアウト Layout 水平 
horizontal

垂直 
vertical

フラット 
flat

出力 Rating kW 
(PS / hp)

301–390 
(410–530)

338–382 
(460–520)

588–735 
(800–1 000)

TYPE i
i

kg
mm

ボア Bore mm 128 126 128

ストローク Stroke mm 166 166 157

排気量 Displacement l 12 .8 12 .4 24 .2

TYPE i
i

kg
mm

長さ Length mm 1 430 1 630 2 022

幅 Width mm 1 360–1 440 970 1 654

高さ Height mm 670 1 030 849

乾燥重量 Dry weight kg 1 038–1 050 1 125 1 950

90° V型 / V = 90° V arrangement
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動力車
Railcars
直6エンジン / 6 in-line engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2876

型式名称 Type designation LUE 634 1) LUE 635 1) LUE 636 1) LUE 623

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 – – – –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

301 
(410)

338 
(460)

375 
(510)

382 
(520)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800 1 900–2 000

最大トルク Maximum torque Nm 1 900 2 200 2 300 2 350

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 100–1 400 1 100–1 400 1 100–1 400 1 100–1 400

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) UIC‑624 II UIC‑624 II UIC‑624 II EC Stage III A

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, at 298 K and  
100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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直6エンジン / 6 in-line engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2876

型式名称 Type designation LUE 633 LUE 632 LUE 631

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 – – –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

294 
(400)

353 
(480)

390 
(530)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800

最大トルク Maximum torque Nm 1 900 2 200 2 300

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 100–1 400 1 100–1 400 1 100–1 400

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) EC Stage III B EC Stage III B EC Stage III B

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, 
at 298 K and 100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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動力車
Railcars

直6エンジン / 6 in-line engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2676

型式名称 Type designation LE 624 1) LE 625 1) LE 621 LE 622 LE 623

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 ✓ – ✓ – –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

353 
(480)

382 
(520)

338 
(460)

353 
(480)

382 
(520)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

最大トルク Maximum torque Nm 2 300 2 400 2 200 2 300 2 400

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 000–1 400 1 300–1 500 1 000–1 400 1 000–1 400 1 300–1 500

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) UIC‑624 II UIC‑624 II EC Stage III B EC Stage III B EC Stage III B

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, at 298 K and 100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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V12エンジン / V12 engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2862

型式名称 Type designation LE 634 1) LE 635 1) LE 633 LE 632 LE 631

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 – – – – –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

588 
(800)

662 
(900)

588 
(800)

662 
(900)

735 
(1 000)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

最大トルク Maximum torque Nm 3 650 3 650 3 650 3 900 4 150

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 300–1 600 1 300–1 600 1 300–1 600 1 300–1 600 1 300–1 600

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) UIC‑624 II UIC‑624 II EC Stage III B EC Stage III B EC Stage III B

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, at 298 K and 100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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機関車
Locomotives

一般データ / General data

ディーゼルエンジン / Diesel engines D2066 D2676 D2862

TYPE i
i

kg
mm シリンダー Cylinders 6 6 V12

レイアウト Layout 垂直 
vertical

垂直 
vertical –

出力 Rating kW 
(PS / hp)

265 
(360)

338–382 
(460–520)

588–735 
(800–1 000)

TYPE i
i

kg
mm

ボア Bore mm 120 126 128

ストローク Stroke mm 155 166 157

排気量 Displacement l 10.5 12 .4 24 .2

TYPE i
i

kg
mm

長さ Length mm 1 360 1 630 2 022

幅 Width mm 930 970 1 654

高さ Height mm 1 000 1 030 849

乾燥重量 Dry weight kg 1 100 1 125 1 950

90° V型 / V = 90° V arrangement
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機関車
Locomotives

直6エンジン / 6 in-line engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2066 D2676

型式名称 Type designation LE 621 LE 624 1) LE 625 1)

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 ✓ ✓ –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

265 
(360)

353 
(480)

382 
(520)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800

最大トルク Maximum torque Nm 1 800 2 300 2 400

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 000–1 400 1 000–1 400 1 300–1 500

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) EC Stage III B UIC‑624 II UIC‑624 II

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, 
at 298 K and 100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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直6エンジン / 6 in-line engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2676

型式名称 Type designation LE 621 LE 622 LE 623

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 ✓ – –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

338 
(460)

353 
(480)

382 
(520)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800

最大トルク Maximum torque Nm 2 200 2 300 2 400

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 000–1 400 1 000–1 400 1 300–1 500

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) EC Stage III B EC Stage III B EC Stage III B

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, 
at 298 K and 100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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機関車
Locomotives

V12エンジン / V12 engines

特性値 Characteristics 単位 / Unit D2862

型式名称 Type designation LE 634 1) LE 635 1) LE 633 LE 632 LE 631

UIC‑623に準拠
した認証

Homologation to 
UIC‑623 – – – – –

出力 2) Rating 2) kW  
(PS / hp)

588 
(800)

662 
(900)

588 
(800)

662 
(900)

735 
(1 000)

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

最大トルク Maximum torque Nm 3 650 3 650 3 650 3 900 4 150

回転数 at speed min‑1 / rpm 1 300–1 600 1 300–1 600 1 300–1 600 1 300–1 600 1 300–1 600

排気ガス基準 3) Exhaust‑gas status 3) UIC‑624 II UIC‑624 II EC Stage III B EC Stage III B EC Stage III B

1) 問い合わせに応じて用意 / 1) Availability on request
2) 正味出力: ISO 3046‑1、定格出力: UIC 623‑1 VE、それぞれ298 Kと100 kPaにて / 2) Net output to ISO 3046‑1, rated output to UIC 623‑1 VE, at 298 K and 100 kPa each
3) EC指令97/68/EC Stage III AまたはIII B、あるいはUIC‑624に準拠 / 3) According to EC  directive 97/68/EC Stage III A or III B, or  to UIC‑624
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メモ
Notes
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nn 電車給電
nn 線路敷設車両
nn メンテナンス車両

nn Train power supply
nn Railway construction vehicles
nn Maintenance vehicles
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特殊車両
Special-purpose vehicles
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