
（参考資料）北 洋 丸 要 目 表 

 
※建造当初の要目表を改定した参考資料であり、現況を優先します。 

 

 

船体部 

１．一 般 

船   主  地方独立行政法人北海道立総合研究機構 

   造 船 所  楢崎造船株式会社 

   国   籍  日本 

   船 籍 港    北海道稚内市 

   船舶番号  第 132878 号 

   信号符字  JLXU 

   資  格  第三種漁船 官公庁船（漁業試験調査船） 

   起  工  平成 6 年 10 月 26 日 

   進  水  平成 6 年 12 月 16 日 

   竣  工  平成 7 年 2 月 28 日 

 

２．主要寸法 

長  さ  （全長） 42.01ｍ 

  〃    （登録長）35.70m 

  〃    （垂線間長）35.50m 

  幅    （型）8.00m 

深  さ  （型）3.40ｍ 

計画満載喫水（型）2.90ｍ 

 

３．船型等 

船   型  船首楼長船尾楼付一層甲板船 

船首形状  傾斜及び球状船首型 

船尾形状  巡洋艦型 

水密隔壁  8 枚 

甲板間高さ 上甲板－船首楼甲板    1.80ｍ 

      上甲板－長船尾楼甲板   2.20ｍ 

      長船尾楼甲板－羅針儀甲板  3.20m 

舷  弧  船首垂線にて       0.61ｍ 

      船尾垂線にて       0.70ｍ 



梁  矢  梯形型          0.08ｍ 

船底勾配               0.10ｍ 

湾曲部半径              0.80ｍ 

 

４．速力及び航続距離 

試運転最大速力   13.903K’T 

航海速力     11.00 K’T 

航統距離     4000 浬 

 

５．トン数 

国内総トン数    237 トン 

国際総トン数   372 トン 

国際純トン数   111 トン 

 

６．乾舷等 

海水乾舷             0.308ｍ 

海水乾舷喫水（ベースラインより）3.100ｍ 

満載排水量           608.92ＫＴ 

 

７．定員 

乗組員（士官 10 名 部員 10 名 調査員 4 名）24 名 

その他                   2 名 

合 計                  26 名 

 

８．容積 

燃料油艙  （100％）           116.25ⅿ3 

潤滑油艙  （ 〃  ）                         4.59m3 

清水艙   （ 〃  ）                        15.96m3 

雑用清水艙（ 〃  ）                        20.26m3 

作動油  （ 〃  ）                         3.35m3 

廃油艙  （ 〃  ）                         2.98m3 

魚艙  （ベール）                          3.45m3 

魚艙  （ベール）                          8.67m3 

                 合 計  12.12m3 

凍結室                   9.20ⅿ3 

 



９．艤装数 

艤装数                   487 

大 錨（無銲 亜鉛メッキ）         420ｋｇ × 2 

中 錨（唐人型 亜鉛メッキ）        140ｋｇ × 1 

大錨鎖（電接二種 亜鉛メッキ）       24m/mφ×300 m 

中錨索（ナイロンクロス）          35m/mφ×200m 

挽索 （ナイロンクロス）          39m/mφ×200m 

大索 （ナイロンクロス）          28m/mφ×200m 

 

10．舵及びスラスター 

 舵 型 式   シーリング舵              1 

 舵 面 積                      4.32 ㎡ 

  A/L.d                        1/23.8 

  舵 平 衡 比                       0.38 

 舵頭材直径                      210m/m 

 バウスラスター  

かもめ TFA-20UN 1.5T 直径 740m/m FPP 油圧駆動×1 

     

 

甲 板 艤 装 部 

 

11．甲板機器 

 ウィンドラス   川重 3.5/２T×24/39 m/min     油圧駆動 ×1 

  操 舵 機    トキメック 4.0T-M 3.7kw  電動油圧駆動 ×1 

 電動ホイスト   三菱 0.9T × 40 m/min    電動機駆動 ×2 

 スリップウェイ扉 楢崎               油圧駆動 ×1 

 第一油圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 川重               主機駆動 ×1 

   駆動機器 － ﾊﾞｳｽﾗｽﾀｰ、ﾄﾛｰﾙｳｨﾝﾁ、袖巻ｳｨﾝﾁ、ｿﾘﾈｯﾄｳｨﾝﾁ、 

捲揚機（ｴﾋﾞ、ｶﾆ、ﾀﾗ、底刺網） 

 第二油圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 川重            37kw 電動機駆動 ×1 

駆動機器 － ｳｨﾝﾄﾞﾗｽ、測深儀、測深儀用ﾀﾞﾋﾞｯﾄ 

 第三油圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 川重            37kw 電動機駆動 ×1 

   駆動機器 － 漁撈ｳｨﾝﾁ、ﾎﾟｰﾙﾛｰﾗｰ、CTD ｳｨﾝﾁ、CTD ﾀﾞﾋﾞｯﾄ 

 第四油圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ 川重            11kw 電動機駆動 ×1 

   駆動機器 － ﾌﾗｯﾌﾟﾊｯﾁ用ｼﾘﾝﾀﾞｰ、ｽﾘｯﾌﾟｳｪｲ扉用ｼﾘﾝﾀﾞｰ 

 



 

12．空調装置 

  冷房機  各居住区 ﾀﾞｲｷﾝ US10FCTG 圧縮機 7.5Kw ﾌｧﾝ 2.2Kw ×1 

  暖房機  居住区 － ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ、機関室 －ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ     ×1 式  

空調機  無線室、ﾄﾞﾗｲ研究室、甲板下居住区 冷房 2000Kcal/h ×3  

 

13．冷凍装置 

 冷凍機  ﾀﾞｲｷﾝ RKS-5F（R22）               3.7kw ×1 

 保持温度 凍結-40℃ 保冷艙 0℃～－30℃  

 冷凍機（肉庫） Panasonic UW-NRH630SF  (R404)    600w ×1 

 冷凍機（野菜庫）Panasonic UW-NRH430SF           400w ×1   

 

14．漁撈装置 

       底曳網装置 

  ﾄﾛｰﾙｳｨﾝﾁ 川重   6.0/3.6T ×30/133 m/min 油圧駆動      ×2 

  袖巻ｳｨﾝﾁ 川重   3.0/1.8T ×31/ 52 m/min 油圧駆動      ×2 

  ｿﾘﾈｯﾄｳｨﾝﾁ 川重   2.0/1.2T ×50/ 83 m/min 油圧駆動      ×1 

  漁撈ｳｨﾝﾁ 川重     2.5T ×40 m/min      油圧駆動      ×2 

 いか釣装置 

  集魚灯   三信                    ×1 式（12 灯） 

  漁具                          ×12 組 

  集魚灯                            ×1 式 

 えび、かに籠及び底刺網装置 

  ﾗｲﾝﾈｯﾄﾎｰﾗｰ 川重               油圧駆動     ×1 式 

           

15．調査研究設備 

 測深儀     鶴見 0.24T × 85 m/min    油圧駆動     ×1 

 CTD ｳｨﾝﾁ   鶴見 0.39T × 90 m/min    油圧駆動     ×1 

 潮流観測装置 古野 CI-30                     ×1 

 魚探（深海用）古野 FCV-10                    ×1 

 魚探（カラー）古野 FCV-1500L                   ×1 

 計量魚探（深海用）ｼﾑﾗｯﾄﾞ FK60                  ×1 

 高精度ｻﾘﾉﾒｰﾀｰ                                      ×1 式 

 標本用冷凍庫 三菱 MF-U12T-W                  ×1 

 標本用冷蔵庫 シャープ SJ-14W                   ×1 

 採水器台 離合社 6 本掛                       ×1 



冷凍庫 Panasonic MR-FC51FA-W                 ×1 

冷凍庫 ﾀﾞｲｷﾝ LBFD3AAS                     ×1 

 

16．救命設備 

 救命筏  第一種膨張式  25 名用                 ×2 

 救命胴衣 膨張式                         ×26 

 救命浮環                             ×4 

  GMDSS 設備 JRC                         ×1 式 

  

17．消防設備 

 消火栓                              ×5 

 消火器  粉末式(3.5kg)                      ×14 

 消火器  炭酸ガス式                       ×5 

 消火器  泡式                          ×3 

 火災警報装置 煙感知 19 点 熱感知 10 点              ×1 式 

 

 

機関部 

 

18．推進機関 

主機関  阪神 LH28LRG 1600PS × 395RPM           ×1 

減速機  新潟ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ MGR4042ZC 減速比 1.683          ×1    

プロペラ   かもめ CPPφ2600 ㎜×4 翼、スキュ角 35 度       ×1 

プロペラ軸   〃  第一種軸  φ210×3．34m           ×1 

給油軸     〃        φ210×0．815m           ×1  

変節装置    〃  CPC-65ARN-1                ×1 

船尾管     〃  一体型                   ×1 

増速装置 新潟ｺﾝﾊﾞｰﾀｰ SGC100M－51                   ×1 

 

19．補助機関機器 

 発電機関    ヤンマー   6KHL－STN  270PS×1200ｒｐｍ  ×2 

温水ボイラー  昭和     SK－1004XA               ×1 

造水装置    笹倉     V-3 3T/D                 ×1 

主空気圧縮機  三和     S8A 30．2 ㎥/h×5．5 ㎾           ×1 

非常用空気圧縮機 クボタ   EA6-L-N                 ×1 

油水分離機   笹倉     SHT-05 0.5 ㎥/h  15ppm            ×1 



燃料油精密ﾌｨﾙﾀｰ ｱﾒﾛｲﾄﾞ    AJ－750B  400L/H                ×1 

   主機潤滑油精密ﾌｨﾙﾀｰ ｱﾒﾛｲﾄﾞ  50k-81BS  400L/H              ×1 

   消防雑用水兼ビルジポンプ 三信 MH-100-M  80 ㎡/20M×7．5 ㎾     ×1 

   ビルジポンプ       〃 MLR65 20m3/H×15M×2．2 ㎾     ×1 

   燃料油移送ポンプ     〃 MGR65A 15 m3/H×20M×3.7 ㎾   ×1 

   燃料油サービスポンプ   〃 MGR25  3 m3/H×20M×0．75 ㎾  ×1 

   潤滑油サービスポンプ   〃 MGR25 3 m3/H×20M×0．75 ㎾   ×1 

 

 

電気部  

 

20．給電方式 

    周波数             60Hz 

    発電機   AC225V      3 相 3 線式  

    動力装置  AC220V      3 相 3 線式  

    照明装置  AC100V      単相 2 線式 

    非常灯   DC 24V         2 線式 

集魚灯   AC220V      単相 2 線式及び 3 相 3 線式  

 

21．電源 

 主発電機    大洋    225KVA    6P             ×2 

   蓄電池     古河    SS-200  SS-300  N－120     ×1式 

   変圧機     三信    15KVA×3  225V/105V       ×1 

主配電盤    大洋    デッドフロント自立型         ×1   

   精密電源装置  大洋    5KVA    静止型         ×1 

  

22．航海計器 

   磁器コンパス     ﾄｷﾒｯｸ  SH-165A                   ×1  

   ジャイロコンパス   ﾄｷﾒｯｸ  ES-110                    ×1  

   自動操舵装置     ﾄｷﾒｯｸ  PR-2000                    ×1 

   ドップランナー    JRC   JNR-520                     ×1 

   NO・1 レーダー    JRC    JMA-5300                    ×1 

   NO・2 レーダー    JRC   JMA-5320-9                   ×1 

    ハイブリッド航法装置 JRC  SNA-30 GPS、操業アナライザー他  ×1 

    船内指令装置     JRC  NVA－1900                  ×1式 

    モーターサイレン   三信  MS-3                   ×1  



    エアーホーン     三信  A440H                   ×1 

    気象衛星受画装置   JRC  JCV-26                   ×1 

   

23．無線装置  

   SSB         JRC     JSB－210（R4 で規定上使用不可） ×1 

   27MHzSSB      JRC    JSB－28（R4 で規定上使用不可） ×1 

   27MHzDSB     JRC    JSD－280A（R4 で規定上使用不可）×1 

   40MHzDSB     JRC    JHS-140A（R4 で規定上使用不可） ×1  

   150MHzDSB     JRC    JHV-1152（R4 で規定上使用不可）×1 

   MF HF 送受信機         NCH-2150             ×1  

   気象用フアックス   JRC    JAX-9A                        ×1 

   GMDSS 無線装置   JRC   MF、HF、他             ×1式 

   国際 VHF         JRC   NCH-414              ×2 

   インマルサット C   JRC   JUE-85A            ×1 

   JHS－40046 VHF TRANSCEIVER 

 

24．制御盤等 

   操舵室        JRCS    コンソール型         ×1 

   機関制御室      JRCS     コンソール型                ×1 

   機関室表示盤     JRCS    壁掛型              ×1 

    延長警報盤      JRCS                    ×1  

  

25．その他  

   風向風速計      古野  FV-200                ×1 

   温度計        村山  魚艙、糧食冷蔵庫、海水、大気   ×1式 

   電話         NHE  自動交換式、共電式         ×1式 

   監視テレビ装置    ﾅｼｮﾅﾙ                                 ×1 式 

   衛星放送 TV 受信装置 ﾄｷﾒｯｸ  BS-100               ×1 

 探照灯        三信  4．5 ㎾   キャノン       ×1 

   作業灯        三信  白熱灯（0.3 ㎾、0.5 ㎾）白熱灯(1 ㎾) ×1式   

  


