
試験調査船金星丸
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１．適用

本仕様書は、地方独立行政法人北海道立総合研究機構函館水産試験場が発注する試験調査船金星

丸上架修理工事に適用するものとする。なお、この仕様書に記載されていない事項又は疑義がある

場合は、工事監督員と協議により、その指示に従うものとする。

２．工事の概要

次に掲げる試験調査船金星丸の各部に係る一般整備及び、検査手続き、検査対応の一切の業務と

する。

(1) 甲板部

(2) 機関部

(3) 無線部

３．その他

本工事の発注に伴う工事目的物の引渡場所、工事完成後の引渡場所及び工事完成後の引受場所は、

函館港とする。なお、本工事を請け負うにあたり、引き渡しに伴う回航が生ずる場合は、工事目的

物の運行は請 負人が関係法規を遵守し、適正な管理のもと行うものとする。

４．特記事項

（１）一般事項

① 工事場所 造船所

② 工 期

着工 平成３０年１月２３日

完成 平成３０年３月２２日

③ 契約の内容 北海道建設工事執行規則を準用し、資材、労力、運搬等一式請負とする。

④ 工事の範囲 本仕様書を準用し、別紙の各部仕様書に示された範囲の工事とする。

⑤ 工事にかかる留意事項

ア 工事の施工については、必要な官公署の手続き及び申請書等の必要事項は、遅滞なく

行うこと。

イ 火災保険等 契約書第47条に係る火災保険等についてはその証券の写しを速やかに提出

すること。

ウ 現場安全管理 工事現場の事故防止に十分努めること。

エ 交通安全管理 資材運搬等の車両走行に際し、交通事故安全防止のため交通安全に努める

こと。

⑥ 産業廃棄物の処理

ア 廃棄物の処理は「再生資源の利用の促進に関する法律」「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」その他関係法令に従い適切に処理すること。

イ 廃棄物は、産業廃棄物処理施設の許可証を受けた場所に処分すること。

ウ 廃棄物の収集・運搬は、産業廃棄物処理業の許可を受けたものとする。

（２）仮設工事

資材置場等については、床面をシートで養生するとともに、作業に支障があり物品を移動する場

合等の配置換作業は工事内対応とし、紛失・破損等の防止に努めること。
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（３）その他

本工事は、船舶安全維持に必要な諸工事を包含するものであるから、本仕様書に不明な点、また

は疑義のあるときは、細部にわたり監督員の説明、並びに指示を受け、本書に明記のない事項につ

いても、一般工法上、当然施工すべきことは、諸規則上からも充分な施工をすること。

施工に際しての不明な事項については、事前に監督員に確認すること。また、施工中に支障が生

じた場合は、監督員に確認のうえ対処すること。
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【甲板部】
Ⅰ 船体工事 金星丸（１５１トン）

（１）第１種中間検査受験

船舶安全法に定められた第１種中間検査に必要な準備を行い、申請及び受験合格とする

こと。

① 効力試験

船体設備(消防ホース、消火栓等)、法定属具及び電気関係に関する効力試験を行い、

受検合格復旧とすること。

② 膨張式救命筏点検整備受検(FRN-SU-20R型、藤倉ゴムKK)

船舶安全法に基づく漏洩、耐圧、過重、実ガス膨張及び安全弁作動試験を行った上、

自動離脱装置整備、積付セット、コンテナ塗装、受検合格の上復旧とすること。又、

ソーラスＡパック、応急医療用具Ａパック、船酔い薬240錠、ガスボンベ2本、

自動索／もやい綱１セット、応急修理用ボンド１本等の装備品を新替えすること。

・整備記録表を提出すること。

③ 膨張式救命胴衣点検整備受検(F-93型、藤倉ゴムKK) 1９着

膨張式救命胴衣の点検整備を行い、受検合格とすること。

・スプール(水圧センサー)を新替えすること。

・整備記録表を提出すること。

④ 満載喫水線点検受検

満載喫水線受検合格とすること。

⑤ 消火装置点検整備受検

下記の消火器を外観点検、消火剤詰め替えを行い付属書Ｇに定めるところにより受検

合格とすること。

ア)持ち運び式粉末消火器 3.5L×10本

イ)持ち運び式泡消火器 初田製作所SFS-10 9.0L× 2本

・消火剤、本船支給品詰替及び予備剤２本分支給

ウ)持ち運び式炭酸ガス消火器 初田製作所SHC-15 ２本 ガス量測定

・炭酸ガス消火器点検結果報告書を提出すること。

⑥ 舵板点検整備受検

点検整備受検合格とすること。

・可動部等グリスアップ

⑦ 救難設備点検受検

下記物品について付属書Gに定めるところにより受験合格とすること。

・自己点火灯（電池式） ３個

・火せん １個

・自己発煙筒 ２個

・落下傘付信号 １個



- 4 -

⑧ 揚錨機点検整備、錨及び錨鎖(左右各６節)受検

揚錨機グリスアップ及び錨、錨鎖はドックフロアに繰り出し点検整備受検

合格とすること。

錨鎖庫内を清掃、錆落とし後防錆塗装(エコマックス)を行うこと。

錨はソリュウション塗装とし、節マーク交換、節マーク部位塗装（各節指定色）を行

い、格納復旧すること。

・錨及び節マーク部位塗装（各節指定色）は重ね塗りを行うこと。

・工事方法等については工事監督員の支持に従うこと。

・錨鎖は左右舷振り替えること。

⑨ 波止弁(船外逆止弁)及びトイレ排水系統三方弁点検整備受検

波止弁５カ所の点検整備を行い、受検合格とすること。

・５０Ｓ×２ ６５Ｓ×３ １００Ｓ×１

・付属配管取り外し整備

⑩ 閉鎖装置点検整備受検

脱出口、ハッチ、船尾出入口等のパッキン当たり及び締め付け金具の作動状態確認を

行い、受検合格とすること。

⑪ 船内及び船首尾放水口点検整備受検

船首尾ブルワーク放水口の点検整備を行い、受検合格とすること。

・外板と接触箇所がないようにすること。

船首 右舷４カ所 左舷４カ所

船尾 右舷４カ所 左舷４カ所

⑫ 火災警報感知器点検整備受検

船内設置の火災警報装置を点検整備すること。

・火災警報感知器検査成績表を提出すること。

（２）船体上下架

船体を安全に上架の上、工事を行い下架後、係船とすること。

上下架に際しては船底構造物(ソナードーム)が損傷することのないよう十分配慮すること。

・船台については事前に工事監督員と協議すること。

（ポンプジェット抜き取り船台調整含む）

（３）船体外板水洗い

船底外板に不着した海草、貝類を除去し、船底外板及び船側外板の水洗いを行うこと。

(船底栓開放復旧、海水箱，スラスターカバー、ADCPカバー含む)

船底 440㎡ 外板 242㎡

・各カバー等の解放復旧は工事監督員の指示に従い工事の進行に遅延が出ることがない

ようにすること。

（４）船体足場組及び昇降用タラップ設置

船側外板、船底外板、（レーダーマスト、船首尾マスト、化粧煙突等含む。）の錆落と

し並びに防錆塗装等に必要な足場組を行い、片舷に昇降用タラップを設けること。

・船首、船尾マストについては工事監督員と協議し指示に従うこと。
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（５）船底保護アルミ板新替

保護アルミAB-3、保護アルミAB-3(2/1）新替を行うこと。 保護アルミAB-3 45枚

但し、取外し、取付は本船による。 保護アルミAB-3(2/1）3枚

・パテ他、雑材を支給すること。

（６）木甲板、船体構造物、艤装品等、被覆工事

全木甲板をベニヤ板にて被覆を行い、工事完了後撤去すること。

雨具格納所兼ウェット研究室、船内通路、操舵室、機関監視室、無線室、厨房等も含む。

（ただし、船内については、工事監督員の指示に従い、巻きダンボールの上にブルーシー

ト及び一部ベニヤ板にて被覆を行うこと。）

・船首尾仮甲板の板は一枚づつ養生を行うこと。

・サロンは本船にて施工

・CTDハウスは上架後、陸上後倉庫にて保管する事。

・木甲板被覆のベニヤ板は下架後工事監督員の指示により速やかに撤去すること。

・船内養生撤去後は速やかに船内清掃を行うこと。スラスター室床を含む。

・船尾の歩行場所は滑り止め（ジュウタン等は本船支給）を施行すること。

（７）観測用ダビット抜き出し点検整備 ２台

詳細については工事監督員の指示に従うこと。

（８）センター巻基部コンクリート撤去後施工 0.76㎡

詳細については工事監督員の指示に従うこと。

（９）フェアーリーダー点検整備 ４ヶ所

詳細については工事監督員の指示に従うこと。

（10）船尾マリーンクレーン点検整備、不良箇所、不良部品の交換及び取替工事

ダダノ TM-ZR503型 0.96t×8.16m

・製造メーカーダダノによる点検整備を行うこと。

・不良部品の交換

・不良箇所及び経年劣化によらない不良部品の交換、取替工事を行うこと。

・製造メーカーダダノの整備記録表を提出すること。

詳細については工事監督員と十分協議し指示に従うこと。

（11）賄室固定丸窓取替工事 １ヶ所

（12）油圧切替弁点検整備工事 ４ヶ所

・測深機 ・Aフレーム ・船尾開閉扉 ・キャプスタン

Ⅱ 塗装工事（塗料は中国塗料とする。）
塗装工事施工に関し天候の影響や人員配置を十分考慮した上で、工事の進行を

遅滞なく行うこと。

・基本塗料は中国塗料のエポキシ樹脂系錆止と塩化ゴム系(仕上色)を使用すること。
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・工事行程に関し工事監督員と事前に充分協議すること（塗装箇所の優先順序等）。

・特にウォーターウェイの塗装工事を優先すること。

（１）船底外板及び船側外板塗装工事

①船底外板(440㎡）塗装

サンダー掛け １回 50㎡

エピコンジンクリッチプライマー T/U １回 50㎡

バンノー５００ T/U １回 50㎡

シーグランプリCF-10 A/O ２回 880㎡

②船側外板(242㎡）塗装

サンダー掛け １回 50㎡

エピコンジンクリッチプライマー T/U １回 50㎡

バンノー５００ T/U １回 50㎡

アクリ７００ 上塗りＪ白 A/O ２回 484㎡

（２）内舷、化粧煙突、船体構造物(揚錨機、クレーン、アルミ箱類、ブーム等)及びその他の艤

装品等塗装工事

各部の塗装色は船体構造物は白色、内舷露出部は若竹色、甲板機器類は若草色とし、そ

の他については工事監督員の指示とする。

・クレーンはタダノクレーン塗料同色を塗布すること。

・化粧煙突上部は黒色耐熱塗料を塗布すること。

・アルミ製のプライマーはAIP500を使用の事。

サンダー掛け １回 120㎡

エピコンジンクリッチプライマーB-2 T/U １回 120㎡

バンノー５００ T/U ２回 240㎡

アクリ７００(上塗りＪ) A/O １回 600㎡

パーマックス（クリーム） A/O １回 23㎡

・船尾出入口及び通路内、船内通路、便所及び浴室、甲板長倉庫出入口部及び倉庫内、

ウェット研究室出入口、船首マンホール、ＬＰガスボンベ室格納所、スラスター室出

入口部、魚倉出入口部、脱出口、蓄電池室出入口、漁具庫出入口部及び舵機室出入口

部の各内部、救命浮環４個を含む。

・船橋窓用フードを取り外し取付部塗装し復旧すること。 ２カ所

（３）ウォーターウェイ塗装工事

サンダー掛け １回 4㎡

エピコンジンクリッチプライマーB-2 T/U １回 4㎡

バンノー５００ A/O １回 80㎡

（４）軸流ファン等塗装工事

サンダー掛け １回 １㎡

エピコンジンクリッチプライマーB-2 １回 １㎡

バンノー５００ T/U ２回 ２㎡

アクリ７００(上塗りＪ) A/0 １回 20㎡

（５）雨具格納所兼ウェット研究室塗装工事

サンダー掛け １回 １㎡
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エピコンジンクリッチプライマーB-2 １回 １㎡

バンノー５００ T/U ２回 ２㎡

アクリ７００(上塗りＪ) A/0 １回 25㎡

（６）清水タンク、雑用清水タンク塗装工事

各タンク内の剥離部分の塗装をおこない、乾燥後あく抜き３回、及び水質検査を行な

い、検査成績表を提出すること。

①清水タンク F.P.T 11.95トン クリンキーパー

F.W.T（P）3.42トン クリンキーパー

F.W.T（S）3.42トン クリンキーパー

②雑用清水タンク D.W.T（P）3.22トン クリンキーパー

D.W.T（S）3.22トン クリンキーパー

マンホールパッキン新替え ５枚

あく抜き ３回

水質検査 １式

（７）各部マーク記入塗装工事

化粧煙突法人マーク、船首尾船名、船籍港、漁船登録番号、空中線トランク注意書き、

ドラフトマーク、各部名称その他、工事監督員の指示により記入すること。

・各塗装色は工事監督員の指示に従うこと。

（８）船首桜甲板及びステージ等フェロックス塗装工事

船首桜甲板、船首ステージ、各ステップ等にフェロックス(現色)を塗装すること。

但し、船首ブルワークの一部、観測用ステージ、船尾遮浪扉は白色とすること。

Ⅲ 鉄等工事
（１）トロールウィンチ接続箱取付部交換工事

・鉄製にて制作 ・接続箱は本船支給 ５カ所

詳細については工事監督員の指示に従うこと。

（２）左舷船首ブーム設置

・1.5m格納取り外し式

工事方法等については工事監督員と十分協議する事。

（３）両舷上甲板排水口設置工事

・ウォーターウェイ内から船側外板に排水

工事方法等については工事監督員と十分協議する事。

（４）アルミ製イカ釣機架台補修工事

・釣機架台取付部補修 ２０ヶ所

・釣機架台ピース取付 ５ヶ所

工事方法等については工事監督員と十分協議する事。

（５）スリップウェイローラーピローブロック交換工事
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Ⅳ 電気工事
（１）オートパイロット点検整備復旧工事

ジャイロコンパス CMZ700S、オートパイロット PT500 の点検整備を行い、動作確認を

行うこと。（各部作動確認、増締め、点検)

・転輪球交換 KT005E １個

・支持液取替 V8814YK １㍑

・絶縁液 V8109TP及び水銀取替 8109PN １式

・船尾舵機室管制箱（増締め) １式

・PT500用ポテンションメータ交換 1G162C015-01 ２個

（２）ECDIS点検整備

日本無線(株)JAN-701の点検整備及び清掃を行うこと。 １台

（３）カラー魚群探知機点検整備復旧工事

古野電気(株)カラー魚群探知機 FCV-1500 の点検整備を行うこと。 １台

（４）カラーネットレコーダー点検整備復旧工事

古野電気(株)ネットレコーダー CN-2410点検整備を行うこと。

・ネットレコーダー本体CN-2410の送受波器整備をおこなうこと。 １台

（５）電磁ログ点検整備復旧工事

横河電子機器㈱ EML500-HV2の船底部センサー、マスターユニット及び指示器の点検

整備を行い、試運転時に誤差修正を行うこと。 １式

（６）３層潮流計点検整備復旧工事

古野電気(株)サテライト潮流計 ＣＩ－６０Ｇ １台

・モニターの点検整備を行うこと。

・絶縁(アース)の確認点検整備を行うこと。

・試運転時作動確認のこと。

（７）航海灯等点検整備工事

各灯火の点検を行い不良箇所は交換すること。

・マスト灯４０ｗ1個、舷灯４０ｗ１対、船尾灯２０ｗ１個、停泊灯２０ｗ１個

運転不自由灯紅灯４０ｗ２個、曳航灯４０ｗ２個、引き船灯２０ｗ１個

漁業灯緑灯４０ｗ１個、漁業灯紅灯４０ｗ１個、漁業灯白灯２０ｗ１個

・各電球取替

・航海灯整備報告書を提出すること。

（８）船橋両舷回転窓点検整備工事

不良部品は交換のこと。

・ボールベアリング6203W ２個・ボールベアリング 6200W ２個 ・取付パッキン ４枚

・動作確認及び射水試験を行うこと。
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（９）舵減揺点検整備メーカー対応工事（三井造船システム）

MITSUI MARCS-100S

不良部品交換及び基盤点検整備のこと。

・方位設定器表示パネル基盤不良部品交換及び基盤点検整備 １式

・コカーントロールユニット電源部及び制御基盤不良部品交換及び基盤点検整備１式

・試運転時作動確認のこと。

Ⅴ 厨房内工事
（１）ＬＰガス漏洩検査

ＬＰガスの漏洩検査及び安全弁の圧力検査を行い、検査成績表を提出すること。

なお、漏洩箇所については修復を行うこと。

（２）ディスポーザー部品交換復旧工事

厨房内のディスポーザーを取り外し下記の部品を交換し復旧すること。

・三和厨理工業(株)製ディスポーザーＳＤ－１５ＢＳ用部品

・投入口飛洙止ゴム ・パッキンゴム白角

（３）製氷器薬品洗浄及び点検整備工事

ホシザキ製氷器 ＩＭ－３５ＴＬ－１型

・薬品洗浄 １式

（４）プロパンガス分離型2Pガス警報機

・矢崎総業 アロッ子 形式YF-313

警報部YF-313

検知部SD-023

Ⅵ 木工工事
（１）船尾仮甲板敷板新替工事

Ⅶ その他の工事
（１）下記居室のカーペット取替工事

・調査員室、航海長室 5.1㎡
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【機関部】
・船舶安全法に定められた第１種中間検査に必要な準備を行い受験合格すること

・機関室床への保護材敷き、各始動盤の養生及び機器搬出用開口部の開放復旧を行うこと

・分解した付属機器は船内作業の妨げとなるため作業の安全確保上船内放置せず陸揚げすること

・上架工事に伴い汚損や破損した個所は塗装・修復を行うこと

・分解整備機器は全塗装し、復旧後の塗装が困難な機器は組立の時前に塗装実施のこと

・交換部品等は別紙「交換部品表」参照

Ⅰ 主機関 ：ヤンマーＴ２４０ＥＴ２ １３００ＰＳ 一基

１．シリンダーカバー工事 （受験（開放･現状検査））

（１）シリンダカバー取外し、分解

（２）シリンダーカバー洗浄、カーボン除去掃除、盲蓋取外しパッキン交換

（３）水圧テスト（0.4MPA）

（４）組立、復旧

（吸排気集合管等の取外し、洗浄組立復旧、燃焼室カーボン除去清掃を含む）

２．ピストン及びコンロッド工事 （受験（開放･現状検査））

（１）ピストン抜出し、分解

（２）洗浄、カーボン除去掃除

（３）ピストン圧縮リング及びオイルリング全数取替え

（４）組立、復旧

３．吸排気弁及び動弁装置工事

（１）吸排気弁分解洗浄、摺合わせ（受験（開放･現状検査））

（２）吸排気弁バネ取替え

（３）カム軸摺動面点検 （受験（開放･現状検査））

（４）組立、復旧

４．始動弁、始動分配弁、指圧弁工事

（１）始動弁及び始動分配弁 分解洗浄、摺合わせ（受験（開放･現状検査））

（２）指圧弁 摺り合わせ

（３）組立、復旧

５．主軸受及びクランクピンメタル工事 （受験（解放･現状検査））

（１）主軸受の上メタル開放洗浄、復旧

（２）クランクピンメタル開放洗浄、復旧

６．燃料噴射ポンプ工事 ＊取外し前に噴射時期計測し、整備後噴射時期調整の事。

（１）分解洗浄、点検

（２）プランジャーバレル ダンパリング仕組み スピルプロテクター取替え

（３）組立、復旧

７．機付潤滑油ポンプ整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備、主要部点検計測
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（２）組立、復旧

８．機付燃料油ポンプ整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備、主要部点検計測

（２）オイルシール取替え

（３）組立、復旧

９．機付高温清水ポンプ整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備、主要部点検計測

（２）メカニカルシール取替え

（インペラ・インペラリング不良の場合は本船支給）

（３）組立、復旧

１０．過給機整備（ＩＨＩ ＶＴＲ）（受験（解放検査））

（１）分解排気、冷却水通路清掃、水圧テスト

（２）ブロワー及びタービン点検掃除

（３）主要部計測、復旧

（４）プレフイルター取替え

１１．調速機駆動軸ベアリング交換工事

（１）ガバナー駆動軸ベアリング取替え

（２）駆動歯車バックラッシュ計測、復旧

１２．冷却低温清水ポンプ整備 （受験（解放検査））大東：ＦＣＬ－８０ＭＴ

（１）分解清掃

（２）メカニカルシール取替え、復旧

１３．冷却海水ポンプ整備 （受験（解放検査）） 大東：ＦＤＬ－１００ＭＴ－７

（１）分解清掃

（２）メカニカルシール取替え、防蝕塗装、復旧

１４．清水冷却器整備 （受験（解放検査））

（１）冷却管点検掃除 （水室カバーはハイポン40塗装）

（２）保護亜鉛点検取替え

（３）水圧テスト（0.4MPA）復旧

１５．潤滑油冷却器整備 （受験（解放検査））

（１）冷却管点検掃除 （水室カバーはハイポン40塗装）

（２）保護亜鉛点検取替え

（３）温調弁掃除、作動点検、蓋Ｏリング取替え

（４）水圧テスト（0.4MPA）復旧

１６．燃料及び潤滑油こし器掃除、蓋Ｏリング取替え

①第１FO濾器 ②第２FO濾器 ③FO流量計

④第１LO濾器 ⑤第２LO濾器 計５箇所
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１７．各主要箇所の計測及び探傷検査施行 （受験（主要部計測・探傷検査））

（１）主要箇所計測

① クランクデフレクション 計測（上架前・下架後・試運転後）

② 船尾管隙間 計測（上架直後）

③ シリンダライナー内径 計測

④ ピストン外径 計測

⑤ ピストンリング溝 計測

⑥ ピストンリング厚さ・幅・突き合せ隙間 計測

⑦ ピストンピンボス内径 計測

⑧ ピストンピン＆ピンメタル 計測

⑨ クランクピンメタル 計測

⑩ 吸排気弁棒外径２カ所 計測

⑪ 吸排気弁案内内径２カ所 計測

⑫ 吸排気弁座当たり外径 計測（摺合せ後計測）

⑬ 吸排気弁厚さ 計測（摺合せ後計測）

⑭ 吸排気弁座シート巾 計測（摺合せ後計測）

⑮ 吸排気弁腕メタル隙間 計測

⑯ 機付潤滑油ポンプ 軸とブッシュ隙間 計測

⑰ 機付冷却水ポンプ マウスリング隙間 計測

ウエアリング隙間 計測

⑱ 過 給 機 主 要 部 計測

ローター動的バランス調整

○ 防振支持受け沈降量計測 (上架前・試運転後 *本船作業）

○ RATO継ぎ手変位量計測 (試運転後 *本船作業）

（２）磁気探傷検査施行（本船立会い）

① 連接棒大端部メタルセレーション

② 主軸受けメタルカバーセレーション

③ クランクピンボルト

④ ピストンピン

（３）カラーチェック施行

①シリンダカバー

②ピストン

③ピストンピンメタル

④クランクピン

⑤クランクピンメタル

⑥クランクピンメタル裏金

⑦主軸受メタル

⑧吸排気弁棒
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Ⅱ 補機関 ： ヤンマー ６ＨＡＬ２－ＨＴＮ ２１７ＰＳ ２基

１．シリンダーカバー工事 （受験（開放･現状検査））

（１）カバー取外し、分解

（２）洗浄、カーボン除去掃除、水圧テスト（0.3MPA）

（３）組立、復旧

（シリンダーカバー取外しに伴う吸排気集合管等の各配管取外し、洗浄組立復旧を含む）

２．ピストン及びコンロッド工事 （受験（開放･現状検査））

（１）ピストン抜き出し 分解

（２）洗浄・カーボン除去掃除

（３）ピストン圧縮リング及びオイルリング全数取替え

ロッドボルト・ナット８本購入（本船支給１６本）

（４）組立、復旧

３．吸、排気弁及びカム軸工事 （受験（開放･現状検査））

（１）吸、排気弁座摺り合わせ

（２）ステムシール、 No.2GE弁隙間調整ネジ・ナット取替え

No.1GE 弁腕軸弁腕仕組み取替え（456群 1組）復旧

（３）カム軸 摺動面点検

（４）復旧

４．清水冷却器整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備、水室カバーはﾊｲﾎﾟﾝ40塗装

（２）温調弁取替え、保護亜鉛取替え（温調弁作動点検し良好の場合は新品保管）

（３）水圧テスト（0.3MPA）、復旧

５．潤滑油冷却器整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備

（２）水圧テスト（0.3MPA）、復旧

６．過給機整備 （受験（解放検査）） ギャレット：Ｔ４５

（１）分解掃除、主要箇所計測

（２）オ－バーホールキット取替え、プレフィルター交換

（３）組立、復旧

７．冷却清水ポンプ整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備、ボールベアリング、オイルシール取替え

（２）組立、復旧

（ポンプシャフト不良の場合は本船支給にて交換）

８．冷却海水ポンプ整備 （受験（解放検査））

（１）分解点検整備、ボールベアリング、オイルシール取替え

（２）組立、復旧

（ポンプシャフト不良の場合は本船支給にて交換）
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９．防振支持ゴム換装工事

（１）防振支持具およびストッパーゴム換装

（２）換装後に防振支持具高さ計測、ストッパー隙間調整（0.3mm）

10．各主要箇所の計測及び探傷検査施行 （受験（主要部計測・探傷検査））

（１）主要箇所計測

① クランクデフレクション 計測（上架前・下架後・試運転後）

② シリンダライナ 内径 計測

③ ピストン 外径 計測

④ ピストンリング溝 計測

⑤ ピストンピンボス内径 計測

⑥ ピストンピン＆ピンメタル 計測

⑦ クランクピンメタル隙間 計測

⑧ 吸排気弁棒 外径 計測

⑨ 吸排気弁案内 内径 計測

⑩ 吸排気弁座当たり外径 計測(摺合わせ後計測）

⑪ 吸排気弁厚さ 計測(摺合わせ後計測）

⑫ 吸排気弁座シート巾 計測(摺合わせ後計測）

⑬ 吸排気弁腕メタル隙間 計測

（２）カラーチェック施行

① シリンダカバー

② ピストン

③ ピストンピン

④ ピストンピンメタル

⑤ 連接棒大端部裏金

⑥ クランクピン

⑦ クランクピンメタル

⑧ 主軸受け上メタル

⑨ 吸排気弁棒

Ⅲ 機関一般工事
１．減速装置工事 (ﾆｲｶﾞﾀ MGR-1843VC37)

（１）減速装置点検蓋開放（受験（解放・歯車の現状検査））

（２）潤滑油冷却器開放掃除（水室カバーはハイポン40塗装）

（３）保護亜鉛点検取替え

２．プロペラ工事 （ｶﾓﾒ： CPR-53AVCN-1）

（１）軸封装置（受験：開放・現状検査）

①緊急シールの作動確認

②固定摺動リング開放点検(摺動面に摩耗有る場合は削正）

（２）ボス内の海水混入点検後、グリス補充（グリス ２缶）
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（３）プロペラ翼サンダー研磨、カラーチェック施行（受験（外観検査））

（４）プロペラ翼ペラコート塗布

（５）プロペラガード取外し、船尾管保護亜鉛点検掃除

３．主空気圧縮機整備 三和： S5A

（１）分解清掃 (受験（解放検査））

（２）高圧・低圧弁(完備品)、防振支持器、Ｖベルト、アンロード電磁弁取替え

（３）組立、復旧

４．消火兼雑用水ポンプ整備 (受験：解放検査） 大東：MCQH-100

（１）分解清掃、メカニカルシール取替え、防蝕塗装

（２）組立、復旧

５．魚倉ビルジポンプ整備 (受験（解放検査）） 大東： MCQS-65

（１）分解清掃、メカニカルシール取替え、防蝕塗装

（２）組立、復旧

６．冷凍装置 点検および作動試験（受験（効力テスト））

（１）冷凍装置 効力テスト、記録書JG提出（圧力試験、圧力開閉器作動試験）

（２）冷凍装置及び冷房装置冷媒ガス漏洩点検、定期点検記録簿提出

７．主機前油圧装置工事 (SGC100M-51E)

（１）増速機ＬＯクーラー開放点検掃除、水室カバーはハイポン40塗装 保護亜鉛取替え

（２）増速機ストレーナー掃除 (吸込側#32・吐出側#150) 計２箇所

（３）作動油ＬＯクーラー開放点検掃除、水室カバーはハイポン40塗装

作動油ＬＯクーラ保護亜鉛取替え

（４）作動油ストレーナー掃除 （吸込側２個・吐出側１個） 計３箇所

８．ポンプジェット工事 (ﾅｶｼﾏ SPJ57RD) ＊メーカー技術指導員１名派遣依頼

（１）ウオーターインレット、インペラー及びハウジング上・下、解放清掃

（２）上記 サンダー研磨及びサンドブラスト施工（インペラーはペラコート塗装）

（３）ロッキングエレメント、オイルシール、Ｏリング、取替整備 復旧

（４）オイル交換（オイル本船支給）、水混入添加剤（ギャロイ）４Ｌ添加

（５）減速機ＬＯクーラー開放点検掃除、水室カバーはハイポン40塗装

（６）減速機ＬＯクーラー保護亜鉛取替え ２個

（７）減速機ＬＯストレーナー掃除 １箇所

９．船底弁工事 取外し、開放掃除、摺り合わせ （受験（解放検査））

（１）外装エポタール塗装、復旧（１２個）

①主機 ②NO1G/E ③ｽﾗｽﾀLO冷却 ④作動油冷却 ⑤冷房機

⑥冷凍機 ⑦造水器 ⑧空気抜き ⑨NO2G/E ⑩サニタリー

⑪ＧＳＰ ⑫空気抜き

１０．船外弁工事 取外し、開放掃除、摺り合わせ （受験（解放検査））

（１）外装白色塩ビ塗装、 復旧（１５個）



- 16 -

①主機 ②NO1G/E ③ｽﾗｽﾀLO冷却 ④作動油冷却 ⑤冷房機 ⑥⑦冷凍機(2個)

⑧造水器 ⑨減速機 ⑩増速機 ⑪NO2G/E ⑫サニタリー⑬ＧＳＰ

⑭油水分離器 ⑮ビルジ

１１．廃油ビルジ処理および船底掃除

（１）廃油抜き取り 主機サンプタンク・廃油タンク・補機関×２ 3.0KL

（２）主機ﾁｬﾝﾊﾞｰ内掃除、補機関ﾁｬﾝﾊﾞｰ内掃除×２（ｻﾝﾌﾟﾀﾝｸ、廃油ﾀﾝｸは掃除なし)

（３）機関室内ビルジ抜取り及び船底・プレート掃除、廃油処理証明書提出 2.0KL

Ⅳ 電気工事
１．船内外機器及び配線の絶縁抵抗測定 不良箇所修理（受験（計測記録書提出））

２．軸流ファン整備

分解整備、ボールベアリング及びブッシュ取替え組立て復旧

①機関室ＮＯ１ＦＡＮ 三信SKF-DSL-600F 2.2 KW １台

②機関室ＮＯ２ＦＡＮ 三信SKF-DSL-600F 2.2 KW １台

③機関室排気用ＦＡＮ 三信SKF- DS-450A 0.75KW １台

３．上架、下架時にウエルダー積込み

４．主機関燃料噴射ポンプ用ラック発信器の出力調整

ラック用シグナルコンディショナーの入力が小さく、ボリューム調整範囲内で目標値を

得られないため、発信器のリンクロッド長さを調節し出力を増加の後に適正値に修正する。

５．非常用バッテリー充電器整備 三信舶用電器：EWS1500-24 （外注工事）

①充電器開放、清掃点検

②冷却ファン交換 ２個

③復旧、作動確認

６．機関監視盤内リレーの製造中止に伴う代替品への換装工事（外注工事）

①NAIS:HG-2リレーを代替品SC-O/G DC24V 電磁接触器に換装 ２個

②NAIS:HG-3リレーを代替品SC-O/G DC24V 電磁接触器に換装 ５個

７．エンジンデーター収集システム（JRCS社製）通信用サーバーパソコン換装及びネットワークの

構築設定工事（外注工事）

①Srv-Pc仕様 OS：Win７ 記憶媒体：SDD RC232Cポート装備 小型デスクトップ

薄型USB接続モニター USB接続キーボード 標準Oficeアプリ他

②ネットワーク構築設定：Eng収集sys、通信sysをインストールしネットワーク設定監視盤

データーロガー及びクライアントPC（No1-No3)とのデーター収集

・通信・記録・印刷等の作動確認を行う事

８．１号・２号発電機ベアリング交換工事

ベアリング ６３１４Ｚ（片側シールド） ２個

グリース 本船支給
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Ⅴ その他の工事
１．海水配管取替工事（亜鉛メッキ、付帯工事含む）

（１）雑海水ポンプ非常用連絡管取替工事 (図面 Ⅴ-1-(1)添付）

①配管作製 亜鉛ドブ漬

②取付復旧

（40A配管 6m 40Aﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 TOMOE.700G-1T-40SN1個 40Aﾌﾗﾝｼﾞ6枚 65Aﾌﾗﾝｼﾞ1枚

65-40Aﾚｼﾞｭｰｻ1個 80-40Aﾚｼﾞｭｰｻ1個 40Aｴﾙﾎﾞ 4個）

（２）減速機クーラー入口出口接続海水配管取替工事 (図面 Ⅴ-1-(2)添付）

①配管作製 亜鉛ドブ漬

②取付復旧

○角型ﾌﾗﾝｼﾞに温度計取付ネジ穴削正すること

（32A配管 3m 32A玉型弁2個 32Aﾌﾗﾝｼﾞ2枚 32Aｴﾙﾎﾞ2個 角型ﾌﾗﾝｼﾞ縦70×横90×厚40mm2枚）

（３）船尾管注水配管作製

①配管作製 亜鉛ドブ漬 （25A配管 0.25m 25Aﾌﾗﾝｼﾞ2枚）

②取付復旧

（４）点検解放時不良配管取替工事(不良箇所が生じない場合は予備配管作成とする）

１．サニタリポンプ吸入配管（ポンプ接続フランジからエルボまで取替え）

２．その他

①配管作製 亜鉛ドブ漬

②取付復旧

２．海水配管フランジ溶接部の肉盛り等 補修工事

空調機冷却水ポンプ配管、船尾管注水配管、その他

３．燃料タンクNo3(S)マンホールパッキン交換工事 （１箇所）

・耐油性マンホールパッキン（本船支給） １枚

Ⅵ 本船作業工事
１．主機関燃料噴射弁整備（受験（分解掃除、圧力調整））

・ノズルチップ ６個

・パッキン ６枚

・銅パッキン １２枚

・平行ピン １２個

・Ｏリング ６個

・Ｏリング １２個

・継手Ｏリング ６個

２．主機関空気冷却器整備

・フラッパー球面座金 １個

・座金押さえ １個
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・ピン １個

・リンクピン １個

・ローラー １個

・フェザーキー １個

・NO2レバー（B）調速装置 １個

３．主機関排気伸縮継手換装工事

・排気伸縮継手３００Ａ １個

４．発電機関燃料噴射弁整備 ２基

・ノズル １２個

・ノズルパッキン １２個

・ノズルシール １２個

・ガスケット １２枚

・ノックピン ２４個

・漏油管ターミナルボルト １２本

・ノズル・スプリング １２個

・スピンドルＣＭＰ（インター） １２個

５．発電機関ＦＯ・ＬＯフィルター交換及びコンタミックフィルター整備 ２基

ＦＯＦ ・FOフィルター ４個

・Ｏリング ２１×１５ ４個

・Ｏリング １３０ ４個

・シールワッシャー １２個

ＬＯＦ ・LOフィルター ８個

・Ｏリング ８個

・Ｏリング ８個

・Ｏリング ８個

・ガスケット ８枚

・ガスケット ８枚

ｺﾝﾀﾐｯｸＦ ・Ｏリング ２個

・Ｏリング ２個

・パッキン ２枚

・パッキン ２枚

６．１号発電機関プライミングポンプ換装

・ウイングポンプ １台

７．冷房装置凝縮器整備 (ダイキン ＫＳＰＳ１０ＧＥＴＧ型）

・凝縮器前蓋パッキン １枚

・凝縮器後蓋パッキン １枚

・保護亜鉛 ２個

・保護亜鉛 ３個

・Ｖベルト Ｂ－４５（ＲＥＤ） ２本
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８．燃料油清浄装置整備 (アメロイド ＡＪ－７５０Ｂ)

・エレメント（清浄能力１０μ） ５個

・水分離槽蓋パッキン １枚

・ＲＯＴフィルター蓋Ｏリング ２本

・Ｏリング（エレメント取付用） ５本

９．潤滑油清浄装置整備 (アメロイド ＨＣ－５０－８１ＢＳ)

・エレメント ３個

・Ｏリング（ケーシング用） ２本

・Ｏリング（蝶ナット用） １本

・Ｏリング（トップナット用） １本

・エレメント受け皿用パッキン １枚

・Ｖベルト ２本

・回転体蓋用Ｏリング １本

10．各海水こし器点検掃除

・保護亜鉛 ４０ｄ×４０Ｌ×Ｍ１０ １０個

・保護亜鉛 ３０ｄ×４０Ｌ×Ｍ８ １０個

・保護亜鉛 ２４ｄ×３１Ｌ×Ｍ６穴 １０個

11．無停電電源装置整備 （富士電機：ﾐﾆUPS Jｼﾘｰｽﾞ M-UPS030J11W）

・冷却ﾌｧﾝ交換 FAN：NMB-MAT MODEL FBAO9A24H ２個

・ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換 3KVA:12V,5.5Ah×5S ２組

12．主機関清水膨張タンク内部清掃

・マンホールパッキン １枚

13．減速装置ストレーナー点検掃除 （ﾆｲｶﾞﾀｺﾝﾊﾞｰﾀｰ MGR-1843VC37） 計５箇所

・ｸﾗｯﾁ嵌脱弁ｽﾄﾚｰﾅｰOﾘﾝｸﾞ

・機付MG・P吸入用Oリング

・予備MG・P吸入用Gk

・予備CPP吸入用Gk 一式

・予備MGP 機付MGPｽﾄﾚﾅｰCu／Pk

・MGLOｵｰﾄｸﾘｰﾅｰ用Gk

14．作動油冷却水ポンプ整備 (大東ポンプ FCK-80M）

・メカニカルシール 図番520 BEA560030N １個

・インペラーナット 図番120 １個

・インペラーワッシャー 図番124 １個

・Ｏリング 図番050 AS568-263 １個

15．サニタリーポンプ整備 (大東 MCQH-40)

（１）分解清掃、

（２）インペラーナット＆座金・メカニカルシール取替え、防蝕塗装

（３）組立・復旧
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・メカニカルシール １個

・Ｏリング（蓋用） １本

・チャッキバルブ １枚

・インペラーナット １個

・インペラーワッシャー １個

16．暖房温水膨張タンク連絡配管取替工事

・配管 １５Ａ×１．５ｍ

・１５Ａ ﾌﾗﾝｼﾞ型 ｸﾞﾛｰﾌﾞ弁 KITZ:10JFB-15A １個

・５Ｋ－１５Ａ フランジ ２枚

・１５Ａ ニップル １個

・１５Ａ チーズ １個

・５Ｋ－３２Ａ 盲フランジ １枚

17．機関室表示盤等リレー及びタイマー交換（WCC操作盤・ECC監視盤・発電機盤・同期盤）

リレー（２４ＶＤＣ）

・ＬＹ２ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ６個

・ＬＹ２Ｎ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １個

・ＬＹ４ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ３個

・ＭＹ２Ｎ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １９個

・ＭＹ２－Ｄ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ４９個

・ＭＹ４Ｎ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ２１個

・ＭＹ４－Ｄ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ３５個

・ＭＹ４－Ｎ－Ｄ２ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １個

リレー（１００／１１０ＶＡＣ）

・ＬＹ４Ｎ ｵﾑﾛﾝ 100/110VAC ４個

・ＭＹ２Ｎ ｵﾑﾛﾝ 100/110VAC １個

・ＭＹ４Ｎ ｵﾑﾛﾝ 100/110VAC ２１個

・ＨＨ５４Ｐ－Ｌ ﾌｼﾞ 100/110VAC １個

リレー（２００／２２０ＶＡＣ）

・ＭＹ２ ｵﾑﾛﾝ 200/220VAC ４個

・ＭＹ２Ｎ ｵﾑﾛﾝ 200/220VAC １個

タイマー（２４ＶＤＣ）

・Ｈ３ＣＲ－Ａ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ２個

・Ｈ３ＣＲ－Ａ８ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １４個

・Ｈ３ＣＲ－Ａ８Ｅ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １個

・Ｈ３ＣＲ－Ａ－６００ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １個

・Ｈ３ＣＲ－Ａ８－６００ ｵﾑﾛﾝ 24VDC ２個

・Ｈ３ＹＮ－４ ｵﾑﾛﾝ 24VDC １個

タイマー（１００／１１０ＶＡＣ）

・Ｈ３Ｙ－２ ｵﾑﾛﾝ 100/110VAC 0~30sec ２個

・Ｈ３Ｙ－２ ｵﾑﾛﾝ 100/110VAC 0~30min １個
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【無線部】
Ⅰ. 無線機器点検整備工事

下記の通信機器について、整備点検を実施し、船体検査に伴うGMDSS機器の検査の受検すること。

また、救命設備機器も同様に整備点検を行い検査を受検し、すべての法定検査に合格まで立合の

こと。

なお、救命設備関係は日本船舶品質管理協会の認定会社。 無線機器はGMDSS整備認定会社で点検

整備を行うこと。

（１）送受信機関係
① 第１装置 A1A/SSB 500W 送受信機 日本無線 JSS - 850

《点 検 整 備》 １台

本体及び次の各部において、開放し点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及

び動作確認すること。

・コントロール部

・電源部

・送信部

・受信部

・モデム部

・プリンター

・キーボード

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴う下記のGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

・MF / HF デジタル選択呼出装置 ( JSS - 850 に内蔵 )

・MF / HF デジタル選択呼出聴守受信機 ( JSS - 850 に内蔵 )

（ＭＦ遠隔装置を含む）

《点 検 整 備》 １台

本体及び次の各部において、開放し点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及

び動作確認すること。

・コントロール部

・プリンター

・キーボード

② 第２・第３装置 A1A/SSB 250W 送受信機 日本無線 JSS - 2250

《点 検 整 備》 ２台

本体及び次の各部において、開放し点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及

び動作確認すること。

・コントロール部

・トランシーバー部

・電源部

③ 第４装置 SSB 25W 送受信機 (27MHz帯) 日本無線 JSB - 127

《点 検 整 備》 1台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。
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④ 第５装置 DSB 1W 送受信機 (27MHz帯) 日本無線 JSD - 283

《点 検 整 備》 1台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

⑤ 第６装置 DSB 1W 送受信機 (150MHz帯) 太洋無線 TV - S155

《点 検 整 備》 1台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

⑥ 第７装置 DSB 1W 送受信機 (40MHz帯) 日本無線 JHS - 141

《点 検 整 備》 1台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

（２）受信機関係
⑦ 第1・2 MF / HF 全波受信機 日本無線 NRD - 630

《点 検 整 備》 ２台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

（３）各種機器関係
⑧ 気象用ファクシミリ受信機 日本無線 JAX - 90

《点 検 整 備》 １台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。復旧後は調整及び動作確認すること。

また、バックアップ電池を交換すること。

項 目 規 格 個 数

バックアップ電池 ER4VP形リチウム電池 ER - 3 １個

⑨ 衛星無線航法装置（ＧＰＳ） 日本無線 JLR - 7800

《点 検 整 備》 ２台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

⑩ ナブテックス受信機 日本無線 NCR - 733

《点 検 整 備》 １台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴うGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

（４）レーダー関係
レーダーに関しては、固定マーカー移動マーカーの調整及び距離・方位の誤差修正を行うと共

に空中線回転部のギア及びベルト部のたわみ具合を点検し注油の上、整備・調整を行うこと。

⑪ 第１レーダー 日本無線 JMA-5322-9

《点 検 整 備》 １台

本体及び次の各部において、開放し点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び
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動作確認すること。

・指示部

・処理部

・空中線部

・簡易型AIS（FA-50）

また、マグネトロンを交換すること。

項 目 規 格 個 数

マグネトロン M 1 5 6 8 B S １個

《中 間 検 査 受 検 》

船体検査に伴う下記のGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

⑫ 第2レーダー 古野電気 FAR-1427-24AF-19

《点 検 整 備》 １台

本体及び次の各部において、開放し点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整

及び動作確認すること。

・指示部

・処理部

・空中線部

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴うGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

（５）GMDSS機器関係
⑬ 衛星非常用位置指示無線標識装置 日本無線 JQE - 3A

《点 検 整 備》 １台

本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。復旧後は調整及び動作確認するこ

と。また、自動離脱装置を交換すること。

項 目 規 格 個 数

自動離脱装置 N Y H - 1 1 １個

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴うGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

⑭ レーダートランスポンダ 日本無線 JQX - 30A

《点 検 整 備》 １台

本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認す

ること。

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴うGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

⑮ 双方向無線電話装置 日本無線 JHS - 7

《点 検 整 備》 ２台

本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認

すること。

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴うGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。
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⑯ 国際ＶＨＦ無線電話装置 日本無線 JHS - 32A

《点 検 整 備》 １台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認をすること。

《中 間 検 査 受 検》

船体検査に伴う下記のGMDSS機器の検査の受検を受け、合格すること。

・ VHF デジタル選択呼出装置 ( JHS - 32A に内蔵 )

・ VHF デジタル選択呼出聴守受信機 ( JHS - 32A に内蔵 )

（遠隔装置 NCH- 414 を含む）

《点 検 整 備》 １台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認をすること。

Ⅱ. 一般機器点検整備工事
下記の整備指定機器を取り外し、陸揚げ整備を行うこと。ただし、監督員が指定する機器につい

ては、船内にて整備を行う

また、機器の点検整備については、筐体を解放し復旧時に同色にて塗装を行う。内部については

基板等を取り外し清掃、駆動部には適合油脂を塗布すること。復旧後に総合試験を行うこと。不良

部品の交換も含む。

1. 無線コンソール内部及び外部カプラー JSS－２８０ G 点検整備 ３式

各部の本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

・コンソール内部

・CONTROL１・２

・外部カプラー（アンテナマルチカプラー）

2. 空中線回転装置 点検整備 １式

船内エモテータ・コントローラを調整し点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び

動作確認すること。

○ ＴＶ用八木アンテナとエモテータの方位調整・動作確認を含む。

・エモテーター 1200FX

・コントローラー

3. ＴＶ視聴装置 点検整備 ３式

① ＢＳアンテナ（陸揚げ時、クレーン使用）

本体を陸揚げして開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認

すること。

② ＴＶ受信システム（ＫＯＤＥＮ）

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

③ ＴＶ関連外部接続装置（回路内の増幅器及びチューナー）

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。
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4. 電話用自動交換機 ＯＡＥ－１２００ 点検整備 １台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

○内線及び外線の接続状態の調整・動作確認を含む。

○各電話機の点検・動作確認を含む。

5. 船内指令装置 ＮＶＡ－１８１０ＭＫⅡＢ 点検整備 １台

本体を開放し、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

○全てのスピーカー及びマイクの向き・調整を含む。

Ⅲ. その他の工事
下記の工事については、取り付け・取り外し工事及び全ての接続工事・総合試験及び調整並びに

動作確認を行うこと

1. 監視カメラ装置 点検整備 ＣＩＴ－７３００

本体を陸揚げし、点検・整備・清掃すること。また、復旧後は調整及び動作確認すること。

○ワイパー調整交換及び動作確認を行うこと。

2．無停電電源装置（UPS)新替及び撤去工事

無停電電源装置（UPS)の老朽化に伴い、新替及び撤去工事が必要である。また、取替後は動作

確認すること。

○無線室のプロッターモニタ(1台)撤去作業を含む。

項 目 規 格 個 数

無停電装置(UPS) S M T 1000 J １個

3．セルコール呼出器・選択呼出信号検出装置撤去及び処分工事

撤去作業及び処分後、無線ラックパネルを取り付ける。また、総務省船舶局へ変更申請を行う。

4．衛星非常用位置指示無線標識（イーパブ）移設工事

移設に伴い、総務省船舶局変更申請を行う。なお、変更申請手続きに関しては上記3と同時に

行う。


