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1．はじめに 

 東京海洋大学練習船海鷹丸における実習船

教育は水産・海洋にかかわる船舶の運用に関す

る高度の知識と技術を持った学生の育成を目

的としており，練習船における実務教育である

航海実習，各種漁業実習ならびに海洋観測実習

によって充実した教育を行っている。さらに運

航士教育の点からも機械・機器・設備のそれぞ

れの持つ機能・目的を理解することが必要であ

る。そのため本報告書では機関構成機器に関す

ることについて調査した。調査項目は，各機器

における安全装置，ボッシュ式燃料ポンプ，過

給機及び空気冷却器，潤滑油式船尾管及びエア

シール式軸封装置，造水装置，渦巻き式ポンプ

についてである。 

 

2．主機，発電機，冷凍機，温水ボイラ，廃

油焼却炉の安全装置について 

2.1 主機 

(a)危急安全装置 

 危急安全装置とは，運転中に圧力や温度，回

転数が設定値より外れると自動的に燃料供給

を遮断し，主機を保護する。 

安全装置には 

① 主機潤滑油圧力低下危急停止：潤滑油圧力

が 0.26MPa 以下になったときに作動する。 

② 主機高温冷却清水温度上昇危急停止：高温

冷却清水の温度が 95℃以上になったとき

に作動する。 

③ 主機過回転危急停止：主機の連続最大出力

時の回転数は 520rpm であり，過回転

598rpm(115%)になったときに作動する。 

がある。 

Table.4.10-1 Pressure setting value 

標準値 アラーム設定値 トリップ設定値
システム油(機関入口) 0.40～0.50 0.31以下 0.26以下

潤滑油 動弁油(機関入口) 0.02～0.10 0.01以下
過給機注油(機関入口) 0.12～0.19 0.11以下

一次冷却水 機関入口 0.20～0.30 0.15以下
機関出口

3 二次冷却水 機関入口 0.10～0.20 0.05以下
燃料油 A重油，軽油 0.10～0.30 0.03以下

B，C重油 0.30～0.50 0.30以下
空気 始動空気 1.8～3.0 1.50以下

制御空気(減圧空気) 0.70～0.90 0.60以下
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Table.4.10-2 Temperature setting value 

標準値 温調弁設定 アラーム設定値 トリップ設定値
1 潤滑油 システム油(機関入口) 45～55 50 65以上 -
2 冷却水 機関入口 - - - -

機関出口 75～85 80 92以上 95以上
3 燃料油 A重油，軽油 - - - -

B，C重油 粘度60～70秒(RW1)相当に加熱

No.
温度 (℃)

項目

 
※上の表よりアラーム設定値になった場合アラーム(警報)が

作動する。それでも設定値より外れトリップ設定値に達する

とトリップ(遮断)する。 

 

(b)主機始動インターロック 

 主機の始動前に，圧力，その他の設定条件が

満たされていないと始動空気を入れないよう

に起動中間空気弁を設けている。次のような条

件がある。 

① 主機が非常・危急停止状態ではない 

② ガバナ位置がアイドル(最低回転数

370rpm) 

③ 主機潤滑油圧力が正常 

④ 主機燃料油圧力が正常 

⑤ 主機揺腕注油圧力が正常 

⑥ ターニング装置が「脱」 

⑦ 推進クラッチ「脱」 

⑧ 軸発及び推進電動機クラッチ「脱」 

 

2.2 発電機 

(a)危急安全装置 

 危急安全装置とは，運転中に圧力や温度，回

転数が設定値より外れると自動的に燃料供給

を遮断し，発電機を保護する。 

安全装置には， 

① 潤滑油圧力低下危急停止 

② 高温清水温度上昇危急停止 

③ 発電機過回転危急停止があり，又，定格回

転数の 115～120%で作動する。 

がある。 

Table.4.10-3 Pressure setting value 

標準値 アラーム設定値 トリップ設定値
1 機関入口潤滑油圧力 0.39～0.44 0.34以下 -
2 過給機入口潤滑油圧力 0.25～0.44 0.25以下 -
3 始動空気圧力 0.69～0.98 0.65以下 -
4 冷却水圧力(H/T) 0.15～0.39 0.130以下 -
5 冷却水圧力(L/T) 0.15～0.39 0.120以下 -

No.
圧力 (Mpa)

項目

  

 



 

Table.4.10-4  Temperature setting value 

標準値 アラーム設定値 トリップ設定値
1 機関出口冷却水(H/T)温度 81～89 95 100
2 潤滑油機関入口温度 50～65 75 -

温度 (℃)
項目No.

※上の表よりアラーム設定値になった場合アラーム(警報)が

作動する。それでも設定値より外れトリップ設定値に達する

とトリップ(遮断)する。 

 

(b)発電機始動インターロック 

発電機の始動前に，ターニングギヤが「脱」に

なっていることを確認する。 

 

(c)発電機の電気関係について 

 発電機，配電盤を過電流，電力系の短絡事故

から保護するために ACB(気中遮断器)に 

① 長時限引き外し装置：発電機の定格電流値

の115%過電流で過電流継電器(ACB内臓)が

作動し，20 秒後に電圧引き外し装置付きの

MCB(ノーヒューズブレーカ)を遮断させ不

必要な動力装置を引き外す。 

② 短時限引き外し装置：発電機の定格電流値

の300%過電流で過電流継電器(ACB内臓)が

作動し，0.4 秒後に電圧引き外し装置付き

の MCB(ノーヒューズブレーカ)を遮断さ

不必要な動力装置を引き外す。 

せ

の

⑤モ  ⑤モータ異常過熱保護リレー：モータコイル

温度  が設定値以上(150℃)になると作動し，圧縮

機を  停止させる。 ③ 瞬時引き外し装置：発電機の定格電流値

1000%過電流で過電流継電器(ACB 内臓)が

作動し，瞬時(0 秒)に電圧引き外し装置付

きの MCB(ノーヒューズブレーカ)を遮断さ

せ不必要な動力装置を引き外す。 

が装備してある。 

 また，発電機の並列運転完了後，発電機を単

独運転する場合に負荷移行するが，この時，誤

作動により逆送電され故障を防止するために

逆電力継電器(RPRY)が装備されている。逆電力

継電器は定格電力の 60kw の逆電力に設定して

おり，その整定電力またはそれ以上の逆電力が

働いたとき，10 秒後に ACB を遮断し発電機を

保護する。 

 

2.3 冷凍機 

(a)冷蔵庫冷却装置 

①高低圧圧力開閉器：圧縮機の吐出圧力が設定

値以上(2.2MPa)，又は，設定値以下(1.3MPa)

以下になると作動し，圧縮機を停止させる。 

 

②可溶栓：凝縮器に装備されており，溶融温度

82℃以上になると作動。 

③吐出温度開閉器：圧縮機の吐出温度が設定値

以上(130℃)になると作動し，圧縮機を停止さ

せる。手動復帰。 

④差圧制御用圧力スイッチ：圧縮機へ給油する

圧力と吐出圧力との差圧が設定以上(0.15MPa)

になると作動し，圧縮機を停止させる。 

 

(b)魚倉用冷凍機 

①異常吐出圧力上昇保護リレー：圧縮機の吐出

圧力が設定値以上(1.86MPa)になると作動し，

圧縮機を停止させる。自動復帰無。 

②異常吐出温度上昇保護リレー：圧縮機の吐出

温度が設定値以上(105℃)になると作動し， 

圧縮機を停止させる。自動復帰有。 

③油圧低下保護リレー：圧縮機へ給油する圧力

と吐出圧力との差圧が，設定値(0.25MPa)以

上になると作動し，圧縮機を停止させる。 

④過電流保護リレー：設定値以上(10LTH/95A)

の電流が流れるとサーマルリレーが作動し，

圧縮機を停止させる。 

 

2.4 温水ボイラ 

①燃料油圧力低下：検出用圧力スイッチが作動

し，燃料遮断，ファン停止する。 

②失火：フレームアイが失火を検出し燃料遮断，

ファン停止する。 

③電源喪失(停電)：NFB(ノーヒューズブレーカ

ー)が作動し燃料遮断，ファン停止する。 

④送風機：バーナモータのセンサーが過負荷を

検出すると燃料遮断，ファン停止する。 

⑤過熱：過熱防止用温度ヒューズが作動し燃料

遮断，ファン停止する。 

 

2.5 廃油焼却炉 

①断火：フレームアイが失火を検出し燃料遮断

する。 

②点火装置油圧低：常用値 0.69MPa だが

0.40MPa まで低下すると燃料遮断する。 

③通風異常：駆動ベルト切れを確認するための
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装置，燃料遮断する。 

④バーナ異常：バーナが正常な運転ができない

時に燃料遮断する。 

⑤廃油温度低：常用値が 90～110℃だが 80℃ま

で低下すると燃料遮断する。 

⑥排ガス過熱：常用値が 170～180℃だが 200℃

まで上昇すると燃料遮断する。 

⑦燃焼室過熱：常用値が 1000～1100℃だが

1200℃まで上昇すると燃料遮断する。 

 

3．ボッシュ式燃料ポンプの構造と作動につ

いて 
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Fig.4.10-1 ボッシュ式燃料ポンプ 

 

①ポンプ本体 ②吐出管 ③袋ナット ④吐出管継手 

⑤吐出弁 ⑥吐出弁座    ⑦吐出弁ばね ⑧ガスケ

ット ⑨プランジャ及びバレル ⑩燃料調節棒(ラック)   

⑪調整輪 ⑫かみ合い歯 ⑬プランジャばね ⑭ばね受 

⑮ばね受 ⑯滑り金 

 

 ボッシュ式燃料ポンプは，プランジャに設け

られた切欠きを回転させることで、燃料油の吐

出量を変化させる。 

 

 

Fig.4.10-2 ボッシュ式燃料ポンプのプランジャ作動 

 

図 2 はプランジャの作動図である。 

全送出時は、プランジャバレルにある吸入口

とプランジャにあるみぞに全く接点がない。そ

のためプランジャが最後まで押し上げられ燃

料油が全送出される。 

半送出時は、プランジャバレルにある吸入口

とプランジャにあるみぞに始めは接点がない

が、プランジャが半分くらいまで押し上げられ

たときに吸入口とみぞに接点ができ、圧力が低

下し燃料油の吐出が終わる。 

無送出時は、始めからプランジャバレルにあ

る吸入口とプランジャにあるみぞに接点があ

るため、いくらプランジャが押し上げられても

圧力が上がらず燃料油が送出されることがな

い。 

 

Fig.4.10-3 ボッシュ式燃料ポンプの吐出弁 

 

ボッシュ式燃料ポンプの特殊な構造として

図 3のようなものがある。これは燃料ポンプよ

り送油中は吐出弁を開いているが、スピル孔が

開くと燃料噴射管内の燃料油は燃料噴射ポン

プ内に逆流し、急に圧力が下がるためばねの力

により吐出弁は下がる。この際、吐出弁に設け

たピストン部の吸い戻し作用により燃料噴射

管内の燃料油を吸い戻し、圧力を下げ燃料噴射



弁の噴射の切れを良くし、あとだれのないよう

にする。 

この時にプランジャの逃し孔から高圧ガス

が排出される。そのため本体に負荷を与えるが，

デフレクタを取り付けることにより高圧ガス

をデフレクタが受け本体を保護する。 

 

4．過給機及び空気冷却器の構造と役割につ

いて 

4.1 過給機 

・構造 

 本船の過給機は，単段のラジアル式タービン

と単段の遠心式コンプレッサを有し，これを結

合するロータ軸と軸受及びケース類で構成さ

れている。 
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Fig.4.10-4 過給機断面図 

・役割 

ディーゼル機関の出力は，その単位時間当た

りの燃焼消費量と熱効率によってきまる。この

燃焼をより有効に燃焼させるには，一定量以上

の空気が必要となる。機関に密度の高い圧縮空

気を供給し，より多くの燃料を燃焼させること

により機関の出力を増加させることが出来る。

この様に機関の排気ガスエネルギーを利用し，

圧縮空気を機関に供給するのが過給機である。 

 過給機は，機関からの排ガスを動力源として

いるため，使用している燃料油の性状や燃焼状

態が左右される。特に燃料油の低質化とともに

年々過給機のタービン側の汚れが激しくなり

問題となっている。 

 汚れが激しくなると，過給機運転中にサージ

ングが発生し，一旦サージングが発生すると常

用出力で航行できなくなり，運航効率の悪化に

もなる。 

 サージングとは，過給機のブロワの吐出量に

比べて機関に必要な空気量が少ない場合，すな

わちブロワの送出量が必要以上に多くなると

きに，送風量，吐出圧力に周期的変動を起こし

て激しく振動し，騒音を発する現象である。ま

た，ブロワ吐出側の流路抵抗が増えたとき，機

関負荷に急激な変動があったとき，減筒運転を

行ったとき，シリンダの掃気ポートなどが汚れ，

空気抵抗が増加したときにも起こる。 

 

4.2  空気冷却器(Air Cooler ，Inter Cooler) 

・構造 

 ケーシング，水室，エレメント(チューブシ

ート，フィン付チューブ，側板等)から構成さ

れている。空気冷却器は角形の箱内に多数の冷

却管をおき，冷却管の外側には表面積を大きく

するため銅あるいはアルミニウムのフィン(薄

抜)が巻いてあり，管の内部を水が通り，外側

を空気が流れて冷却するようになっている。 

 

      Fig.4.10-5 空気冷却器外形図 

・役割 

過給機のブロワを出た空気を水で冷却して

容積を減らし，シリンダへ送る空気の密度を増

して余分に燃料油を燃焼させて，機関の出力を

増すためにブロワとシリンダとの間に空気冷

却器を設ける。 

 

5．油潤滑式船尾管及びエアシール式軸封装

置の構造について 

5.1 油潤滑式船尾管 

 船尾管とは，軸が船体を貫通して船外に出る

船尾部に装備され，軸受を設ける。主たる役目

は，プロペラ軸とプロペラの荷重の支持及び海

水の浸入防止である。 

 船尾管本体は，鋳造された鋳鉄製や鋳鋼製の



ものと鋼板による溶接構造のものはファブリ

ケイト式船尾管と呼ばれ，鋼板をロールして船

尾管を形作り船体構造に溶接する。主として大

型船に用いられる。 
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 軸受けに使用される材料にはホワイトメタ

ルと合成樹脂がある。一般的には厚肉のホワイ

トメタルを使用する。 

 油潤滑式船尾管の長所は 

① 許容面積が大きいので，大型船の軸受けを

支持することができるとともに，軸受長さ

を短くできる。 

② 磨耗しにくく，長期間にわたって安定した

状態で使用できる。 

③ 軸受の隙間が小さく，振動が小さい。 

④ 寿命が長く，検査間隔を延長できるため保

守費が安い。 

Fig.4.10-6 油潤滑式船尾管 

 

5.2 エアシール式軸封装置 

 4 本のシールリングを内蔵した構成になっ

ている。後部シール装置の No.2/3 間室より

No.2，No.1 シールリングを通して，空気を船

外へ吹き出された空気圧力によってシールリ

ングにかかる海水圧力変化を自動的に検知し，

後部シール装置におけるシールリング間チャ

ンバー圧力及び船尾管内の潤滑油圧力を制御

しシールリングにかかる負荷を軽減している。 

 特に，コベルコ・エアーシール装置では，後

部シール装置の No.2/3 間チャンバーを空気室

として，海水と S/T L.O.を分離し，かつ，こ

の No.2/3 間チャンバーに船内への回収ライン

も装備している。 

 また，L.O の循環は S/T L.O TANK UNIT より

船尾管を通過し S/T L.O TANK UNIT に戻るパイ

プラインとなっている。 

 

 
Fig.4.10-7  PIPING DIAGRAM 

 

 

部品番号 部品名称 部品番号 部品名称
1 ライナー 17 Oリング
2 フランジリング 18 針金
3 No.2 中間リング 19 パッキン
4 No.1 中間リング 20 吊り金具
5 カバーリング 21 六角頭付ボルト
6 シーリングリング 22 六角頭付ボルト
7 六角頭付ボルト 23 パッキン
8 六角穴付ボルト 24 座金(両舌付)
9 六角穴付ボルト 25 パッキン
10 六角頭付ボルト 26 パッキン
11 パッキン 27 プラグ
12 プラグ 28 Oリング
13 歯付座金 29 No.3　中間リング
14 六角頭付ボルト 30 プラグ
15 計測器 31 ネットストッパー
16 止メ金具  

 

Fig.4.10-8 KOBELCO - AIR  Seal  AFT  TYPE  3A-400 
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Fig.4.10-9 後部シールの構造及び潤滑，圧力条件 

 

6．造水装置の種類及び構造，作動原理につ

いて 

6.1 真空蒸発式造水装置 

 

 

部品番号 部品名称
1 上部蓋
2 蒸発機胴体
3 気水分離板
4 復水器胴体
5 復水器管板
6 冷却管
7 復水器水室
8 加熱器胴板
9 加熱管
10 加熱器管板
11 下部
12 加熱器邪魔板
13 防食板
14 メッシュセパレーター
15 間隔間  

Fig.4.10-10 真空蒸発式造水装置外形図 

 

・構造 

真空蒸発式は，加熱器，気水分離板，メッシ

ュセパレーター，復水器，エゼクターポンプ，

蒸留水ポンプ等から構成されている。 

 

・作動原理 

真空蒸発式はディーゼルエンジンの高温冷

却清水の廃熱を加熱源として利用する方式で

ある。海水(給水)がフッレシュウォータージェ

ネレーターの加熱器に導かれ，そこで高温冷却

清水は加熱管の外側を循環し，加熱管内を通る

海水に熱を与える。海水は蒸発室内が水エゼク

ターによって真空に保たれているため低温で

蒸発する。 

 発生した蒸気は，気水分離板(海水滴が分離

される)，メッシュセパレーター(微細な海水滴

が分離される)を通り復水器に達する。復水器

において発生蒸気は冷却管内を通過する冷却

海水によって凝縮され，蒸発しない残りの海水



(ブライン)は，水エゼクターにより船外に排出

される。エゼクターポンプは，水エゼクターに

海水を供給するものである。 
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一方，後に残った溶質成分は濃縮水(RO ブラ

 

蒸留水は蒸留水ポンプによって復水器から

清水タンクに送られる。 

 

6.2 逆浸透膜式 (R.O 式：reverse osmosis 

type) 

・構造 

 逆浸透膜式は海水供給ポンプ，殺菌装置，前

処理装置，高圧ポンプ，逆浸透膜等から構成さ

れている。 

 

・作動原理 

逆浸透膜式は海水に圧力のエネルギーを与

え，海水を特殊膜に浸透させ清水を得て海水の

質的な変換をする方式である。 

 海水供給ポンプにより送水された海水は，殺

菌タンク，殺菌ポンプを通りバクテリア等を殺

菌する。次に海水中の浮遊固形物を自動高速逆

洗式砂ろ過器(10μ)で除去し，さらに，精度の

高い特殊カートリッジフィルター(5μ，0.5μ)

で極めて微細な懸濁物質が除去される。      イ

清浄海水を海水の浸透圧以上の高圧とする

ために 3 連プランジャー型高圧ポンプを使用

する。そして No.1 逆浸透膜(RO101，102)に供

給する。 

逆浸透膜(ホロセップ)は中空繊維状で素材

として三酢酸セルロースを使用。ここで海水を

高圧とした高圧清浄海水は人間の毛髪程度の

直径で中空の孔を持った繊維の外側に沿って

流れて行く間に逆浸透法の原理で水だけが浸

透圧に打ち勝って繊維の壁を透過し中空部内

部に入り中空部に入った透過水は開口部を通

って集水部に取り出され清水となり，No.1 清

水タンクに送られる。 

逆浸透法の原理とは，水に溶解したイオンや

分子は透過しない性質を有する半透膜を用い

て，水溶液にその溶液の浸透圧以上の圧力をか

けて水のみを透過させ，溶質成分を加圧側に残

すことによって水のみを得る。分子サイズレベ

ルの超精密ろ過である。 

 

 

 

 

 

Fig.4.10-11  逆浸透の原理 

 

 
Fig.4.10-12 逆浸透膜(ホロセップ)の構造 

ン)として中空繊維の外側に設けた流路を通

って排出部に排出される。No.1 清水タンクに

送られた清水は活性炭フィルターを通って船

内の清水タンクに供給される。 
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)

部品番号 部品名称
1 砂ろ過器
2 カートリッジハウジング(5μ)
3 カートリッジハウジング(0.5μ
4 逆浸透膜(高圧)
5 逆浸透膜(中圧)
6 高圧ポンプ
7 殺菌タンク-殺菌ポンプ
8 No.1 清水ポンプ
9 逆洗ポンプ
10 中圧ポンプ
11 No.2 清水ポンプ
12 PHタンク-PHポンプ
13 洗浄タンク
14 No.1 清水タンク
15 No.2 清水タンク
16 活性炭フィルター
17 制御盤
18 海水入口
19 逆洗水入口
20 海水出口
21 清水出口
22 洗浄水出口  

Fig4.10-13  R.O 造水装置外形図 

 

7．渦巻き式ポンプの構造と運転について 

・構造 

① 羽根車(インペラー) 

 羽根車は，これを駆動する原動機の回転数，

要求される揚低及び流量などの大小によって

形状が異なるが，いずれの場合に対しても適当

な強度，耐摩耗性を有するとともに鋳造に適し

た材料が使用される。 

 羽根車はインペラシャフトにキー止めされ

電動機により高速で回転し，ポンプ内の水は回

転する羽根車により遠心力のため圧力と速度

のエネルギーを受け外へ押しだされる。 

 また，インペラーの形状で中心部の周りに小

さな穴が空いているが，これはバランスホール

という。インペラーの前面と後面の圧力が高圧，

低圧になっているためその圧力のバランスを

取る役割をしている。 

高速の水は，与えられ

速

ボリ

，

高 あるいは

そ な役目を

果たす。

 

る。 

 

る

 

 

 

Fig.4.10-14  羽根車(インペラー)の形状 

 

② ポンプケーシング 

 羽根車から放出された

たエネルギーのうち一部を圧力，他を速度の形

で保有している。ポンプケーシングはこのうち

度の形で保有するエネルギーを効果的に圧

力の水頭を変えると共に，この水を集めて送出

し管へ導くために設けられているもので，

ュートポンプではうず形室がその主体をなし

揚程のタービンポンプではうず室

の部分に設けられた案内羽根が主

 

 

Fig.4.10-15  案内羽根の形状 

 

③ 摩耗環(マウスリング) 

うず巻ポンプのケーシングと羽根車側板の

間に溜る高圧水がポンプの吸込み側に漏れる

のを防止するため，両者の境目にマウスリング

が設けられ

マウスリングは，ケーシングに取り付けられ

ライナリングと羽根車の方に取り付けられ

るウェアリングからなっている。 
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の形状 

④

 

     

(b) 単列部分角 深溝型球軸受 

Fig4.10-17  主軸受の形状 

回転軸がポンプのケーシングを貫通する部

分には，

軸封装置

には大別 ものとメ

 

 
8  メカニカルシール外形図 

ここでイ

ルギーを

 

Fig4.10-16  摩耗環

 主軸受 

 回転体の重量を支え，それを定位置に保持し

て回転させるために主軸受が設け 

 

(a) 平軸受    

       

 

Fig.4.10-19  渦巻きポンプの特性曲線 

 

接触型球軸受       (c) 複列

 

⑤ 軸封装置 

 

圧力のある液が外部へ漏れ出るのを防

止するために軸封装置が設けられる。

してパッキン箱方式による

カニカルシール方式によるものとがある。

Fig.4.10-1

 

・運転 

 渦巻き式ポンプはインペラーの回転による

遠心力で液体にエネルギーを与え，これを軸と

直角方向に連続的に吐出されるものである。イ

ンペラーの出口側に渦巻き室を設け，

ンペラーを出た液体の持つ速度エネ

有効に圧力エネルギーに変えて，効率よく送液

できるようにしている。 

 また，運転時には吐出弁を完全に閉めておき，

圧力上昇後(規定回転数に達して十分揚程がで

たことを確認したら)吐出弁を開ける。吐出弁

を閉めた場合だと，Lb-Q 曲線を見てわかるよ

うに低負荷で運転できる。最初から吐出弁を開

けたままだと高負荷がかかる。 

 

L5 モーター 520 メカニカルシール 104 カップリングキー 3 インペラー
696 アイボルト 403 フレーム 103 インペラーキー 2 ケーシングカバー

695/4 ナット 305/1 カップリングボルト 101 ポンプシャフト 1 ポンプケーシング
695/3 ボルト 301 カップリング 50 Oリング
695/2 ボルト 124 インペラーワッシャー 21 ケーシングリング
695/1 スタットボルト 120 インペラーナット 20 ケーシングリング  

 

Fig.4.10-20  渦巻き式ポンプ外形図 


