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安全に関するお願い

この説明書は、ギヤーポンプを正しく安全に使用していただくためのものですので、作業

担当者は作業前に熟読していただけますようお願いいたします。

なお実際の作業において、ご不明な点が生じました場合には、表紙の弊社連絡先までお問

い合わせください。

・ポンプの点検や交換、電動機の結線などの作業は、元電源をOFFにして行ってください。

・配線工事は、規定に従って安全、確実に行ってください。

・電気系統に水滴、ほこり等が付かないように注意してください。

・運転中はカップリングカバー、ベルトカバーに触れないでください。

・異常発生の場合は、直ちに電源スイッチを切ってから点検を行ってください。

・ポンプの故障が原因で発生した二次的損害、損失についての補償はご容赦願います。

保証期間について

製品の保証期間は、弊社出荷後1年間とさせていただいておりますのでご了承ください。
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1-ａ：容積式ポンプである

一般的なギヤーポンプは、ケーシングの内部で2個の

ギヤーシャフトが、接触しながら回転しています。

吸入口より流入した液は、それぞれのギヤーの歯と歯

の間の空間に入り込み、ギヤーの回転によって吐出側

まで移送され、2個のギヤーが噛み合うことで吐出口

から押し出されます。

このように、ポンプ内部の容積が移動したり変化する

ことで、液が移送される構造のポンプを容積式ポンプ

といいます。

なお、シャフト側から見て右回転のときに左が吸入で

右が吐出となり、左に回転すれば右が吸入で左が吐出

になります。

1-ｂ：自液潤滑式である。

一般的なギヤーポンプは、ポンプ内部の軸受部分 (下図品番13,14:メタルブッシュ)に潤滑

油を注油する機構が付いていません。これは、移送される液がポンプ内部を通過する際に、

シャフトとメタルブッシュの隙間に入り込んで、軸受部の潤滑剤の代わりとなるからです。

１．ギヤーポンプの構造について

まずギヤーポンプの構造を簡単にご説明します。

－2－



２．ギヤーポンプ選定および配管設計時のご注意

ギヤーポンプを選定される際の主な注意点です。

2-ａ：液の性質について

ギヤーポンプは自液潤滑式であり、移送する液が、ギヤーシャフトが回転する際の潤滑剤

の役割を果たしますので、清澄で潤滑性の良い液の移送に適しています。

逆に次のような液の移送の際は、故障や不具合が発生する場合があります。

・粘度が低く潤滑性が悪い液。

・揮発性が高い液。

・スラリーや固形分などが混入した液。

・粘着性、凝固性のある液。

・結晶化する性質の液。

これら以外にも、条件によっては適していない場合がありますので、選定時にご不明な点

がございましたら、弊社までご相談ください。

2-ｂ：配管条件について

液の性質に問題がないとしても、配管条件が適していない場合は、不具合の原因となって

しまいますので、配管設計時には以下のような点にご注意ください。

・液の粘度が高くなるに従って、配管内を流れる際の管内摩擦抵抗は大きくなります。

そのため配管条件によっては、吸入不良や電流値オーバー等の不具合が発生することが

ありますので、必要に応じて配管距離をできるだけ短く、口径を太くしてください。

また、ストレーナーや流量計などの抵抗値にもご注意ください。

※液の粘度や使用方法を教えていただければ、適正な配管距離と口径を計算いたします。

・吸入側、吐出側ともに配管中にエアー溜まりができると、移送不良の原因となります。

配管はできるだけエアー溜まりができにくい設計としていただき、エアーが溜まる可能

性がある箇所には、エアー抜き用のバルブを取り付けてください。

・ポンプの吸入口と吐出口の近くに、それぞれ連成計 (吸上げの場合は真空計) と圧力計を

設置してください。それによって、運転中の異常発生を発見しやすくなります。
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3-ｂ：据付

・ポンプは、できるだけ吸入側タンクの近くに設置してください。

・ポンプ周辺には、保守点検作業ができるスペースを、必ず確保してください。

・電動機、ポンプに雨水、粉塵等がかからないようにしてください。

・ポンプの吸入口、吐出口の向きを必ず確認してください。

・コンクリート基礎は、できるだけ水平にしてください。

・鋼板上にベースを設置する場合は、共振現象を防止するため、鋼板に剛性を持たせてく

ださい。

３．据付および配管工事に関するご注意

ギヤーポンプを現場に据え付ける際の注意点です。

3-ａ：据付前点検

ポンプを据え付ける前に、以下の点の確認をお願いします。

・梱包材に損傷がないか確認してください。傷があった場合は、梱包材を破棄せずに弊社

へ連絡してください。

・開梱時にポンプ、モーターに損傷がないか確認してください。

・銘板記載仕様が打合せ内容通りか、確認してください。

・予備品、付属品がある場合は品目、個数を確認してください。

・輸送中の衝撃や長期間未使用等によるボルトの緩みがないか、点検してください。

・ポンプのシャフトを手で回し、軽く回ることを確認してください。

－4－

プーリーが壁際にあるため芯出しができません。 ポンプが狭いスペースに設置されているため、
メンテナンス作業が困難です。

＜悪い据付例＞



3-ｄ：芯出し

輸送及び据付工事により、軸芯に狂いが発生することがありますので据付、配管工事完了

後および試運転前に、必ずＶプーリーまたはカップリングの芯出し確認を行ってください。

－5－

3-ｃ：配管

・吸入管の気密性に注意してください。

・配管を小口径にしたり、吸入口近くにエルボ、チーズ、バルブ等付属物を多く設置しな

いでください。

・ポンプ内に固形物が入らないよう、吸入側配管にストレーナーを設置してください。

その際、吸入側負圧は400㎜Hg以下になるように、配管口径を設定してください。

・吸入側に真空計または連成計、吐出側に圧力計を、できるだけポンプに近いところに設

置し、圧力オーバーとならないよう注意してください。

・配管サポートやフレキシブル配管を使用して、配管の荷重、応力が直接ポンプにかから

ないようにしてください。

・ジャケット付ポンプの配管合は次のように設定してください。

①スチームの場合：上から下へ流れるように

②熱媒油、冷却水（液体）の場合：下から上へ流れるように

・配管の気密テストを行う場合は、オイルシールとメカニカルシールの保護のため、ポン

プに圧力がかからないようにしてください。

・配管工事完了後、管内洗浄を確実に行い、溶接カス等の異物を除去してください。



4-ｂ：試運転

運転を開始された場合は、まず以下の点に異常がないかどうかをご確認ください。

・圧力計、連成計の数値が見積時の設定通りである。

・流量が見積時の設定通りである。

・異音、振動が無い。

・ポンプが熱くならない。

・電流値が定格内である。

4-ｃ：通常運転

試運転が終わり、正常に通常運転が行なわれている最中の注意事項です。

・異常の早期発見のため、定期的に連成計と圧力計の数値を確認してください。

・容積式ポンプの場合は、運転中に吐出側のバルブを閉めると圧力が上昇し、大変危険で

すので、何らかの理由で吐出バルブを閉める必要がある場合には、必ず圧力計と電流値

を確認しながら作業を行い、事故のないように注意してください。

・流量調整はバルブの開閉で行わず、バイパス配管へ戻すか、またはインバーターで回転

数を調節して行ってください。

４．運転に関するご注意

4-ａ：運転前準備

・ポンプの始動時には、吸入力の保持とメタルの焼付き防止のため、ポンプ内部に呼び液

を入れてください。注入後は、シャフトを何回か手で回し、ポンプ内の各部に液を十分

行き渡らせるとともに、ポンプが円滑に回転することを確認してください。

・吸入、吐出の各バルブが全開であることを確認してください。

・運転の前にインチングを行い、ポンプの回転方向および吸入、吐出の向きが正しいか確

認してください。
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５．保守点検

一般的な保守点検についてご説明します。

・ポンプ回転に伴う多少の振動により、各部のネジの緩みの発生が考えられますので、定

期的に点検をしてください。増締め時は、片締めにならないようご注意ください。

・グランドパッキンの液漏れが多くなった場合は、グランド押えを均等に増締めしてくだ

さい。強く締め過ぎるとグランド部の発熱、回転不良、パッキンの摩耗促進、シャフト

の摩耗の原因となります。（一滴／2～3分の漏れは正常とお考えください）

・ストレーナーの目詰まりは、吸入側負圧400㎜Hgを目安に清掃してください。

・安全弁内臓のポンプの場合は、安全弁の設定を変えないでください。オーバーロードや

圧力オーバーによる事故が発生する危険があります。

事情により設定を変える必要がある場合は、弊社までご相談ください。



一般的なトラブルの対処方法です。

６．故障の原因と対策

現 象 考えられる原因 対 策

ポンプが回
らない

・電動機の故障。

・モーターの起動条件が揃っていない。

・芯出しの不良。

・ギヤーに異物を噛み込んでいる。

・メタル、ベアリング、ギヤー外径等の

カジリ、焼付き、錆付き。

・液質による硬化や固着の影響。

・電動機を修理または交換する。

・スイッチ、ブレーカー等の点検を行う。

・芯出しをやり直す。

・異物を除去する。

・部品を交換する。

・分解清掃を行う。

液が吐出さ
れない。

・回転方向が逆。

・バルブが閉じている。

・吸入管が液中に達していない。

・吸入管より空気を吸っている。

・吸入タンクが空になっている。

・吸入配管が長い、または吸上げの高さ

が高い。

・ポンプ内部の呼び液が不十分。

・配線をやり直す。

・バルブを全開にする。

・吸入管を延ばす。

・配管を点検する。

・液を補給する。

・配管抵抗値を再確認する。

低粘度液の場合はフート弁等の設置や

低粘度仕様のポンプに変更する。

・自吸力を上げるため呼び液を入れる。

吐出量不足

圧力不足

・吸入タンク内の液面が低い。

・吐出圧力が設計値よりも高い。

・粘度、配管条件が合致していない。

・配管内にエアー溜りがある。

・ケーシング、ギヤーシャフト、メタル

が摩耗している。

・液を補給する。

・配管類を点検する。

または配管抵抗値を再確認する。

・配管抵抗値を再確認する。

・配管を点検する。

・専門工場で修理する。

モーターが
オーバー
ロードする

・電動機の故障。

・吐出圧力が設計値よりも高い。

・ギヤーに異物を噛み込んでいる。

・メタルが摩耗している。

・ギヤーがケーシングに接触している。

・液の粘度が高い、または固着している。

・電動機を修理する。

・配管の詰まりやバルブ開度等の点検。

または配管抵抗値を再確認する。

・異物を除去する。

・専門工場で修理する。

・専門工場で修理する。

・分解清掃する、または計画の再検討。
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次項の吐出
量不足の欄
もご参照く
ださい。



現 象 考えられる原因 対 策

ポンプの振
動および騒
音

・据付、芯出しの不良。

・カップリングゴムの摩耗。

・ギヤーシャフト、メタルの摩耗。

・ギヤーがケーシングと接触している。

・配管の共振。

・吸入側でキャビテーションが発生して

いる。

・点検する。

・交換する。

・交換する。

・専門工場で修理する。

・配管の保持具を取り付ける。

・計画を再検討する。

※もともとギヤーポンプはある程度の駆

動音がしますので、音が大きくても異

常ではない場合もあります。

ポンプが熱
くなる

・メタルが摩耗している。

・芯出しの不良。

・液の粘度が低く潤滑性が悪い。

・空運転している。

・ポンプ内臓の安全弁やバイパス配管へ

液がリターンしている場合、バイパス

経路が短い、または全量リターンが長

時間続いている。

・交換する。

・芯出しをやり直す。

・計画の再検討。

・液を補給する。

・計画を再検討する。

軸封部より
の液漏れ

・グランドパッキンが消耗している。

・メカニカルシールの不良。

・軸が摩耗している。

・オイルシール、Ｏ-リング等の材質が

液質に適していない。

・グランドパッキンの増締めまたは交換。

・交換する。

・交換する。

・材質の再検討。
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