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IMO MSC 97 審議速報 
 

2016 年 11 月 21 日～25 日にロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて開催された、IMO 第 97 回海

上安全委員会（MSC 97）の審議概要をお知らせします。 
なお、本速報は、本会出席者からの非公式な情報及び議場で配付された Working Paper をもとに、

速報性を重視して作成しておりますことをご了承願います。 
 
1. SOLAS 条約及び関連コード改正の採択 

今回の会合で採択された条約及び関連コードの主

要な改正内容は以下の通りです。 

(1) ボイラーの設置場所に要求される泡消火器 

ボイラーの設置場所には、135L の泡消火器を備

え付けることが要求されている。固定式局所消火

装置が設置されているボイラーの設置場所に対し

て、135L の泡消火器の備え付けを免除する

SOLAS 条約 II-2 章 10.5 規則の改正。 

【適用】 2020 年 1 月 1 日以降に適用 

(2) ESP コード非適用船の分割検査 

ESP コード非適用船（non-ESP 船）についても

ESP 船と同様に分割検査を認める SOLAS 条約

XI-1 章 2-1 規則の追加。 

【適用】 2020 年 1 月 1 日以降に適用 

(3) ESP コードの改正 

二重船側構造ばら積貨物船の精密検査・板厚計

測の対象範囲を明確化するための ESP コードの

改正。 

【適用】 2018 年 7 月 1 日以降に適用 

(4) 船内騒音コードの適用に関するSOLAS 条約 II-1 
章の改正 

2018 年 7 月 1 日より前に引渡しが行われた船

舶で、建造契約日が 2014 年 7 月 1 日より前で

あり、かつ起工日が 2015 年 1 月 1 日以降の場

合、旧船内騒音コード（A.468(XII)）を適用すること

を明確化するためのSOLAS条約 II-1章3-12規

則の改正。 

【適用】 2020 年 1 月 1 日以降に適用 

(5) 液化ガス運搬船の船橋の窓に対する防火構造の

要件 

液化ガス運搬船の貨物区域に面する船橋の窓に

A-0級防火構造を要求する規定を削除する IGCコ

ード 3 章 3.2.5 規則の改正。 

【適用】 2020 年 1 月 1 日以降の起工船 

(6) 非損傷時復原性コードの改正 

揚錨作業船、曳航及びエスコート作業船、吊上げ

作業船の非損傷時復原性基準を追加するための

2008 年非損傷時復原性コード（2008 IS コード）

の改正 

【適用】 2020 年 1 月 1 日以降に適用 

(7) STCW 条約及びコードの改正 

極海を航行する船舶に乗船する船長及び航海士

の訓練及び資格要件を規定するSTCW条約及び

そのコードの改正。また、旅客船に乗船する船員

に対する安全訓練要件を規定する STCW 条約及

びそのコードの改正。 

【適用】 2018 年 7 月 1 日以降に適用 
 
2. SOLAS 条約及び関連コード改正の承認 

今回の会合で承認された条約及び関連コードの主

要な改正内容は以下の通りです。これらの改正案は、

2017年 6月に開催予定の MSC 98にて採択される見

込みです。 

(1) 36 人以下の旅客を運送する旅客船の防火窓 

36 人以下の旅客を運送する旅客船において、乗

艇場所等に面する窓に A-0級の防火窓を要求す

る SOLAS 条約 II-2 章 9.4.1.3 規則の改正。 

(2) IMSBC コードの改正 
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ばら積固体貨物の運送許容水分値、及び船積み

前の含有水分値測定は、荷送者の責任であるこ

とを明確化した IMSBCコード4.5.1及び4.5.2の

改正。 
 
3. 統一解釈及びガイドラインの承認 

今回の会合において承認された統一解釈、ガイドラ

インのうち、主要なものは以下のとおりです。以下で参

照されている IACS 統一解釈（UI）については、本会

のホームページ（http://www.classnk.or.jp/）又は IACS
ホームページ（http://www.iacs.org.uk/）で公開してい

ます。 

(1) イナートガス供給接続具が要求される二重船殻

区画に関する統一解釈（SOLAS II-2/4.5.5.1） 

SOLAS 条約 II-2 章 4.5.5.1.4 規則にて要求され

るイナートガス供給接続具が要求される二重船

殻区画として、貨物タンクに隣接する全ての区画

（貨物ポンプ室を除く）とする解釈（UI SC272 関

連）。 

(2) 船橋室とトイレ間の隔壁に関する統一解釈

（SOLAS II-2/9） 

船橋室と船橋室から出入りできるトイレの間の隔

壁に対する防熱等級を不要とする解釈。 

(3) 消防員装具のための訓練用予備シリンダに関す

る統一解釈（SOLAS II-2/15.2.2.6） 

SOLAS 条約 II-2 章 15.2.2.6 規則で要求されて

いる訓練用の予備シリンダとして、消防員装具 1
組につき最低1本の予備シリンダを必要とする解

釈（UI SC275 関連）。 

(4) 追加の救命いかだの乗艇場所に備える照明装

置の統一解釈（SOLAS III/31.1.4） 

SOLAS条約 III章 31.1.4規則で要求される追加

の救命いかだの乗艇場所に備えられる照明装置

に対して、蓄電池式照明装置の使用を認める解

釈（SC213 関連）。 

(5) 水先人用移乗設備に関する統一解釈（SOLAS 
V/23.3.3） 

SOLAS 条約 V 章 23.3.3 規則で規定される補助

舷梯の搭載要件に関し、最小航海喫水線から乗

込み甲板までの高さの算定に、船体横傾斜 15
度の考慮を不要とする解釈（UI SC257 関連）。 

(6) 閉囲区域への立入りのための可搬式ガス検知器

（SOLAS XI-1/7） 

SOLAS 条約 XI-1 章 7 規則で要求される閉囲区

域への立入りのための可搬式ガス検知器の校正

手段として、製造者のインストラクションに従った

陸上における校正を認める解釈 
 

4. GBS（目標指向型新造船基準）適合検証ガイドラ

インの見直し 

SOLAS 条約 II-1 章 3-10 規則に規定される GBS
により、2016 年 7 月 1 日以降に建造契約が行われる

船の長さが 150m 以上である油タンカー及びばら積貨

物船は、GBS の機能要件を満足する船級協会の規則

に従って、設計・建造することが要求されます。GBS で

は、各船級協会の規則が GBS の機能要件に適合して

いることを確認するための適合監査が要求されており、

GBS 適合検証ガイドライン(MSC.296(87))に基づき、

定期的に IMO による監査が実施されます。 

前回の会合において、GBS 適合検証ガイドラインの

改善すべき点が提案され、同ガイドラインの見直し作

業を行うことが合意されていました。なお、GBS適合検

証ガイドラインは、次の A 部及び B 部で構成されてい

ます。 

A 部 初回及び維持検証のプロセス 
B 部 検証のための提出文書及び評価方法 

今回の会合では、A 部の改正案について審議が行

われ、検証のための用語の定義等を修正することが

合意されました。また、維持検証における検証の範囲、

及び頻度について、次回の会合で継続審議を行うこと

になりました。 
 
5. 救命艇及び救命いかだに対する換気要件の

追加 

救命艇を使用した退船時に、救命艇内の船員が呼

吸困難に陥ったことから、救命艇及び救命いかだに換

気要件を設けるための新規作業計画が承認されまし

た。2017 年 3 月に開催される第 4 回船舶設備小委員

会（SSE 4）において、LSA コードの改正案等について、

審議が開始される予定です。 
 

6. 自由降下式救命艇の模擬進水ガイドラインの改正 

MSC/Circ.1206/Rev.1 の Annex 2 において、自由

降下式救命艇の模擬進水ガイドラインが規定されてい

ます。同ガイドラインでは、模擬進水時に離脱装置を作

動させることが規定されており、離脱装置の予期せぬ

作動による事故が報告されています。 

今回の会合で、模擬進水の要件改正について審議
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した結果、SSE 4 において更なる検討を行うことが合

意されました。 
 

7. 区画と損傷時復原性規則の改正案 
SOLAS 条約 II-1 章で規定されている区画と損傷時

復原性規則の見直し作業を 2010 年から行っており、

前回の会合で以下の改正案が承認されました。 

(1) 旅客船の要求区画指数 R（6 規則） 
(2) 二重底に設けられるウェル（9 規則） 
(3) 貨物船の船首隔壁弁へのバタフライ弁の使用 

（12 規則） 
(4) 旅客船に対する損傷制御訓練の実施（19-1 規

則） 

今回の会合で審議を行った結果、上記 (1) 旅客船

の要求区画指数 R について、更なる検討が必要との

意見が大勢を占めたため、次回の会合で (1) の要件

について再度検討を行うことが合意されました。従いま

して、上記(1)～(4)の改正案は、次回 MSC 98 で一括

して採択が行われる予定です。 
 

 
*** 

 
日本海事協会 国際部は、国際動向等に関する情報を、皆様に迅速にお伝えしていきます。 

 

 

 

 
 
 
1. Disclaimer  

ClassNK does not provide any warranty or assurance in respect of this document. 
ClassNK assumes no responsibility and shall not be liable for any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information in 
this document.  
 

2. Copyright 
Unless otherwise stated, the copyright and all other intellectual property rights of the contents in this document are vested in and shall remain vested 
in ClassNK.  

本件に関してご不明な点は、国際部までお問い合わせください。 

一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 別館 国際部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3（郵便番号 102-0094） 
Tel.: 03-5226-2038 
Fax: 03-5226-2734 
E-mail: xad@classnk.or.jp 
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