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機関室で燃料油漏れや高温部の露出はありませんか？ 

こちらは、英文記事「Look out for fuel leaks and unshielded hot spots in engine rooms」（2022 年 6 月 15

日付）の和訳です。 

 

 
 

船舶火災の大半は機関室が出火元となっており、こうした火災の発生頻度は増加傾向にありま

す。主原因は同じわけではありませんが、根本的な発生パターンには一定の共通点がありま

す。 

 

概要 

 

毎年、船舶火災によって多くの人命が奪われ、船自体も大きな損傷を受けています。大半の船舶火災

の出火元は機関室です。ここには、燃焼の 3要素である可燃物・酸素・発火源が豊富に存在します。

これらの要素は火をおこすだけでなく、その勢いをさらに拡大させます。火災予防とは、火災を検知

して消すことだけではなく、そもそも発火しないようにすることが基本でもあります。 

 

本稿では、このような船舶火災の防止方法を中心に見ていきます。はじめに、機関室における火災の

主な原因をいくつか取り上げ、次に、Gard がこれまでに扱ったクレームデータを分析して火災の発
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生頻度を調べます。そして最後に、こうした火災の発生リスクを抑えるための推奨事項をご紹介しま

す。 

 

機関室の火災はどのようにして起こることが多いのか 

 

2017 年から 2021 年までに Gard が扱った船体（H&M）クレームのうち、火災・爆発に関するものを

調べたところ、全体の約 6 割が機関室で発生していたことが分かりました。そのうち約 3分の 2は

主機・補機、またはターボチャージャーをはじめとする関連部品が発火源です。発火の原因は、可燃

性油系統の破損（その大半が低圧燃料油配管の破損）によって、露出高温部に燃料油が飛散してしま

ったケースがほとんどでした。以下にその一例をご紹介します。 

 
 

ケーススタディ 

補機 1 機の燃料油圧力計の供給配管に使われていた銅管が破損。金属製のスプレーシールドが

設置されていなかったため、その近くにあったターボチャージャーと排気系統の露出高温部に

燃料油が飛散してしまう。高温部の温度は 400℃を超えていた。その結果、飛散した燃料油が

発火し、補機と配電ケーブルが広範囲にわたって損傷。本船は修繕作業のため 40日間運航を

停止することとなった。 

 

専門家が調査をしたところ、破損した銅管は建造時本来の設計に対応したものではなく、肉厚

が薄いことが判明する。ただ、燃料油系統の配管に関する過去の修理記録はなかった。他の補

機 3機の配管は建造時に設置されたものと思われ、鋼管が使われていた。スプレーシールドは

整備中に外された後、取り付けられていなかった。また、他の補機 3機でも排気マニホールド

とターボチャージャー周辺に露出部分が認められたことから、断熱も不十分だったと考えられ

る。調査の結果、この火災で損傷した補機の遮熱対策は SOLAS条約第 II-2 章第 2.2.6.1 規則に

違反しているとの結論が出された。 
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上記のケースでは、注目すべき主な点が 2つあります。 

 

• 1点目：可燃性油が漏出したこと 

• 2点目：強可燃性油が発火源と接触しないようにするための保護が不十分だったこと 

 

燃料油系統の破損による燃料油の漏出・飛散 

 

以下に挙げたのは、低圧配管系統から燃料油が飛散した原因として特に多かった破損です。これがす

べてではありませんが、Gard が過去に扱った事例を確認したところ、こうした破損が頻繁に起きて

いることが分かりました。 

 

配管や配管連結部のほか O リングなどの関連部品が、本来の部品でない、もしくはメーカー推奨の

型式ではありませんでした。また、本船の乗組員が現在の管理会社の管理下で改造を行っていたケー

スや、本船がまだ以前の船主や管理会社の管理下にあったときに行われた改造に乗組員が気付いてい

なかったケースもありました。 

 

• 配管連結部が所定のトルクまで締まっていなかったため、振動などによって次第に緩んでし

まった。また、整備後の組み付け方が間違っていたことも理由として考えられる。 

• フランジやフィルター用のボルトが、長期間にわたる過度な締め付けの影響で疲労破壊し

た。また、固定ボルトの緩みや紛失が総じて見られたケースもあった。 

• 配管の疲労破壊。こうした配管は一般的に、端から端まで支持が十分にあるわけではないた

め、振動によって過度な応力がかかってしまう。支持不足の原因は、設計上の問題や、整備

後の支持用ブラケットの取り付け忘れが考えられる。 

• さまざまな理由によって燃料フィルターのカバーが緩みだし、軸が上部カバーからずれてし

まった。 

• ゴム引きホースが、近くにある機械からの熱で劣化して破断した。 

 

燃料油と高温部の接触 

 

遮蔽には、高温部に断熱テープや飛散防止テープを巻き付けて断熱する方法や、スプレーシールドな

どの物理的な壁を立てる方法があります。Gard がこれまで扱ったクレームでは、断熱材に関して以

下のような問題がよく見られました。 

 

• 品質が造船所によって異なる場合がある。 

• 歳月と共に劣化することがある。 

• 整備後に正しく巻き直されなかった可能性がある。 

• 少量の漏油が長期間続くと、油が染みこんでしまう可能性がある。 

 

物理的な遮蔽壁については、以下のような問題がよく見られました。 
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• 建造時に設計されたものではなかったために、うまくはまっていなかった可能性がある。 

• はまっていたとしても、上述のケーススタディのように、燃料油系統の整備後に再度取り付

けるのを忘れてしまった可能性があるか、設置場所がいつの間にか変わってしまった可能性

もある。 

 

老齢船ほど注意が必要 

 

機関室における火災リスクを評価する際に考えるべき要素の一つとして船齢が挙げられます。機械か

らの燃料油の漏出リスクは船齢が高くなるにつれて大きくなります。詳細は後述するとして、ここで

は、老齢船の機関室における火災リスクを高める可能性がある主な問題をいくつかピックアップしま

す。 

 

• 高温部の保護は、断熱材の品質劣化と共に弱まる可能性があるため、発火の可能性と火災リ

スクが高くなる。 

• 老齢船は耐用年数が終わりに近づくと、整備予算や安全予算が削られる可能性がある。 

• 船舶によっては現役中に船主や管理会社が何度も変わっている場合があり、そのことが機関

室の整備方法の一貫性にそのまま影響してくる可能性がある。 

 

機関室における代表的な高温部 

 

Gard が過去に扱った火災事故を調べたところ、以下に挙げた部分が発火源となったケースがほとん

どだったことが分かりました。これらの部分の温度は 500℃を優に超え、燃料油の自然発火温度を大

きく上回っていることがあります。 

 

• 排気マニホールド、配管、関連フランジ 

• ボイラーの露出部 

• ターボチャージャー 

• シリンダーのインジケータバルブ 

• 清浄機のヒーター 

• 電線/電気部品、配電盤。ケーブルが溶けたりいぶされたりしても熱伝導の一因となることが

ある。 

 

データ検証 – 数字はすべてを物語る？ 

 

Gard では傾向を分析する際、Cefor（北欧海上保険協会）と同じように、ある一定期間における事故

の発生頻度傾向を細かく追っていきます。こうすることで、ある年から翌年にかけてのクレーム取り

扱い数の増加理由も説明することができます。2017 年から 2021 年までの 5年間を見ると、船体

（H&M）関連の各種クレーム発生頻度は減少傾向にありましたが、機関室火災だけは例外でした。

https://cefor.no/statistics/news/claims-impact-surprisingly-low---except-fires/
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機関室火災が増加した原因は、主機と補機いずれかでの火災発生によるところが大きく、先述のよう

に、この 2つが全体の大部分を占めています。 

 

 

機関室火災の発生頻度（GARD H&M データより） 

 

 

2017 年から 2021 年の 5年間、機関室火災の年間発生頻度は 0.13%でした。つまり、1 万隻のうち

13隻で年に 1度火災が起きている計算になります。多いようには見えないかもしれませんが、こう

した火災が起きると、人命や環境、財産が大きな危険にさらされ、事業にも莫大な損失が出ることに

なりかねません。 

 

大きな懸念として一つ挙げられるのが、主機と補機での火災発生頻度が増加傾向にある点です。発生

頻度が最も高いのは客船とコンテナ船で、Gard の 5 年間平均のほぼ 2倍に上ります。コンテナ船だ

けに絞って見ると、フィーダー船（3,000TEU 未満）での発生頻度が最も高くなっています。 

 

Cefor が最近発表した『Fire Trend Analysis（火災事故の傾向分析）』でも同様の結果となっていま

す。 

 

船齢も一因に 

 

先にも述べましたが、火災リスクを評価する際に考えるべき要素の一つに船齢があります。データを

見ると、船齢が高くなるほど機関室で火災が発生しやすくなり、船齢 25～30 年の頃が最も頻度が高

くなっていることが分かります。興味深いことに、ポートステートコントロールの MoU が数年前に

「火災予防システム」に関する集中検査キャンペーン（Concentrated Inspection Campaign [CIC]）

https://cefor.no/globalassets/documents/statistics/nomis/2021/cefor-fire-trend-analysis-per-december-2021.pdf
https://cefor.no/globalassets/documents/statistics/nomis/2021/cefor-fire-trend-analysis-per-december-2021.pdf


 

© 2022 Gard AS  6 

GARD INSIGHT 15 JUNE 2022 

 

を実施したところ、一部の検査項目で不合格となって拘束された船舶の割合は船齢が高くなるほど増

える結果となりました。詳しくは、パリ MoU 報告書と東京 MoU 報告書をご参照ください。 

 

 

推奨事項 

 

機関室火災は主に、燃料油系統の破損後、燃料油が高温部に付着することで発生します。こうした火

災の発生リスク軽減に役立つ重要な 3つの推奨事項を以下にご紹介します。 

 

1. 漏出場所の特定 

燃料油管と潤滑油管について、温度が燃料油の自然発火温度などを上回る可能性があり、高

温部に燃料油が飛散しそうな部分を中心に、緩んでいる部品はないか、フランジのボルトが

紛失していないか、非金属製のホースが使われていないか確認する作業を船体保守整備管理

システムに組み込んでください。漏出場所候補の特定作業を定期的に行うことをお勧めしま

す。 

 

また、燃料油配管系統の部品が、オリジナルかつメーカーの仕様に適合したものであるか否

かという点にも注意してください。これは、管理会社または船主として中古船を引き継ぐ際

には特に重要となります。 

 

2. サーモグラフィーを用いた高温部の可視化 

通常の整備作業にサーモグラフィーを取り入れることで、高温部を検出して断熱状況を確認

することができます。船主の皆さまにおかれましては、新造船基準にサーモグラフィー検査

を取り入れ、海上公試時にこの検査を行うことをぜひご検討ください。機関室と船内電気設

備のサーモグラフィー検査は、機関と電気設備が稼働した状態で定期的に行う必要がありま

す。 

 
 

3. 高温部の遮蔽 

断熱材：高温部の断熱材は時間の経過に伴って劣化したり、油がしみ込んだりするため、定

https://www.parismou.org/sites/default/files/Final%20Paris%20MOU%20Report%20FSS%20CIC%20-%20public%20website_1.pdf
http://www.tokyo-mou.org/doc/Final%20Tokyo%20MOU%20Report%20FSS%20CIC%20(public%20web-site).pdf
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期的な点検が欠かせません。排気管/排気系統の断熱材というのは、一見異状はなさそうで

も、見えないところで断熱が不十分になっていたり局所的に高温部が露出していたりする場

合があり、万が一そこが油に触れると発火する危険があります。 

 

スプレーシールド：高圧・低圧の可燃性油管のスプレーシールドの位置や状態は、定期的に

点検するようにしてください。また、カバーで覆われた燃料油管の排水系統についても同様

です。元々の設計にスプレーシールドが含まれておらず、その箇所が「漏出場所」候補とさ

れている場合は、スプレーシールドの設置を検討してください。また、整備完了後はすぐ

に、スプレーシールドと断熱材を再度正しく取り付けてください。 

 

 

上でご紹介したケーススタディについては、配管が本来の仕様を満たしているか確認する、整備後に

スプレーシールドをもう一度取り付ける、該当補機のターボチャージャーと排気マニホールド周辺の

断熱材に露出部分がないかサーモグラフィーを使って確認するということを行っていれば、火災を防

げたと考えられます。 

 

追加情報 

 

Gard 

 

• 船舶火災の防止は今も懸念材料に 

• ケーススタディ：Engine room fire and failure of fixed fire-fighting systems（機関室の火災と

固定式消火システムの故障） 

• ケーススタディ：Engine room fire（機関室の火災） 

• ケーススタディ：Use of fixed carbon dioxide fire extinguishing systems（固定式炭酸ガス消

火システムの使用） 

• 「Fires spread faster than you think（火は想像以上に早く燃え広がります）」と題したポス

ター（高解像度版と低解像度版）と関連 Alert  

• 船舶火災に関するプレゼンテーション：Fire feeds on negligent deeds（火災は不注意から発

生します）

https://www.gard.no/web/articles?documentId=33591018
https://www.gard.no/Content/31646387/cache=20210505100217/Gard%20Case%20study%20-%20engine%20room%20fire%20and%20failure%20of%20fire%20fighting%20systems.pdf
https://www.gard.no/Content/31646387/cache=20210505100217/Gard%20Case%20study%20-%20engine%20room%20fire%20and%20failure%20of%20fire%20fighting%20systems.pdf
https://www.gard.no/Content/31646387/cache=20210505100217/Gard%20Case%20study%20-%20engine%20room%20fire%20and%20failure%20of%20fire%20fighting%20systems.pdf
https://www.gard.no/Content/21453649/Gard%20AS%20-%20Case%20study%20-%20engine%20room%20fire.pdf
https://www.gard.no/Content/21453649/Gard%20AS%20-%20Case%20study%20-%20engine%20room%20fire.pdf
https://www.gard.no/Content/24926075/Gard%20-%20Case%20study%20%20-%20use%20of%20fixed%20and%20portable%20fire%20extinguishers.pdf
https://www.gard.no/Content/24926075/Gard%20-%20Case%20study%20%20-%20use%20of%20fixed%20and%20portable%20fire%20extinguishers.pdf
https://www.gard.no/Content/24926075/Gard%20-%20Case%20study%20%20-%20use%20of%20fixed%20and%20portable%20fire%20extinguishers.pdf
https://www.gard.no/Content/31695407/cache=1621001935000/attr=C24BEC741FED8554E0536E1CA8C0366C/Firefighting_Hires.pdf
https://www.gard.no/Content/31695407/cache=1621001935000/attr=C24BEC741FEE8554E0536E1CA8C0366C/Firefighting_LowRes.pdf
https://www.gard.no/web/articles?documentId=31776945
https://www.gard.no/Content/27849210/Fire%20feeds%20on%20negligent%20deeds.pdf
https://www.gard.no/Content/27849210/Fire%20feeds%20on%20negligent%20deeds.pdf
https://www.gard.no/Content/27849210/Fire%20feeds%20on%20negligent%20deeds.pdf


 

本情報は一般的な情報提供のみを目的としています。発行時において提供する情報の正確性および品質の保証には細心の注意を払っていますが、Gard は本情報に依拠

することによって生じるいかなる種類の損失または損害に対して一切の責任を負いません。 

 

本情報は日本のメンバー、クライアントおよびその他の利害関係者に対するサービスの一環として、ガードジャパン株式会社により英文から和文に翻訳されておりま

す。翻訳の正確性については十分な注意をしておりますが、翻訳された和文は参考上のものであり、すべての点において原文である英文の完全な翻訳であることを証す

るものではありません。したがって、ガードジャパン株式会社は、原文との内容の不一致については、一切責任を負いません。翻訳文についてご不明な点などありまし

たらガードジャパン株式会社までご連絡ください。 
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IMOなど 

 

• MSC.1/Circ.1321: Guidelines for Measures to Prevent Fires in Engine Rooms and Cargo 

Pumps（MSC.1/Circ.1321：機関室および貨物油用ポンプの防災対策ガイドライン） 

• 米国コーストガード：Marine Safety Alert（海事安全通知）『Fuel Spray Fire - Déjà Vu 

Prepare and Prevent it from Happening to You!（燃料油飛散火災を現実のものとしないため

の準備と対策）』 

• Cefor：『Fire Trend Analysis（火災事故傾向分析）』 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/751264/MIN579_Complete.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/751264/MIN579_Complete.pdf
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/Alerts/0617.pdf
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO%20Documents/5p/CG-5PC/INV/Alerts/0617.pdf
https://cefor.no/globalassets/documents/statistics/nomis/2021/cefor-fire-trend-analysis-per-december-2021.pdf

