
NOTES: 
 
 ClassNK テクニカル・インフォメーションは、あくまで最新情報の提供のみを目的として発行しています。 
 ClassNK 及びその役員、職員、代理もしくは委託事業者のいずれも、掲載情報の正確性及びその情報の利用あるいは依存により

発生する、いかなる損失及び費用についても責任は負いかねます。 
 バックナンバーは ClassNK インターネット・ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)においてご覧いただけます。 

標題 

IMO 第 87 回海上安全委員会（MSC）で採択された LSA 
Code 改正の概要及び適用について 

 

テクニカル 
インフォメーション 

    
  No. TEC-0881 
  発行日 2011 年 12 月 8 日

各位 

IMO 第 87 回海上安全委員会（MSC）にて、決議 MSC.293(87)により LSA Code が改正されました。

改正点は以下の通りです。なお、改正の詳細につきましては、添付（LSA Code 改正の概要及び

RESOLUTION MSC.293(87)）をご参照下さい。 
 
決議 MSC.293(87)の改正点 
- 救命いかだ（貨物船及び旅客船における一人当たりの平均体重（82.5kg）） 
 
本決議による改正は、2012 年 1 月 1 日以降に起工する船舶に搭載される救命いかだに適用されま

す。 
 
現在、適用日に関して弊会と同様の取り扱いとしている船籍国は以下の通りです。それ以外の船籍

国については、連絡があり次第別途ご連絡致します。 
 
- Bahamas, Hong Kong, Marshall Islands, Panama 

 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署に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 材料艤装部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2020 
Fax: 03-5226-2057 
E-mail: eqd@classnk.or.jp 
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LSA Code 改正の概要 
注： 「改正条番号」欄中の「x.x.x.x」は LSA Code 第 x.x.x.x 条を示す。 
 
改正条番号 改正の内容 施行日及び備考 

救命いかだ 

4.2.2.1 

主気室は、それぞれの逆止弁を通じて膨脹する 2 以上の

独立した気室に区画する。気室は、そのいずれか 1 が損

傷した場合又は膨脹しない場合にも、他の正常な気室に

より救命いかだに収容することが認められる人員（1 人当た

りの質量を 7582.5 キログラムとし、各人が通常の位置に着

席したものとする。）を、救命いかだの全周に正のフリーボ

ードを維持した状態で、支えることができるように配置す

る。 

2012/1/1 
一部改正 

4.2.3.3 

1 人当たりの平均質量を 7582.5 キログラムとし、全ての者

がイマーション・スーツと救命胴衣を着用するか、又は、ダ

ビット進水式の救命いかだにおいて全ての者が救命胴衣

を着用する場合に、救命いかだの艤装品の操作を妨げる

ことなく、十分な快適さ及び高さをもって着席することがで

きる人数 

2012/1/1 
一部改正 

4.3.3.3 

1 人当たりの平均質量を 7582.5 キログラムとし、全ての者

がイマーション･スーツと救命胴衣を着用する場合に、救命

いかだの艤装品の操作を妨げることなく、十分な快適さ及

び高さをもって着席することができる人数 

2012/1/1 
一部改正 
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ANNEX 7 
 

RESOLUTION MSC.293(87) 
(adopted on 21 May 2010) 

 
ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE  

INTERNATIONAL LIFE-SAVING APPLIANCE (LSA) CODE 
 

 
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 
 
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization 
concerning the functions of the Committee, 
 
NOTING resolution MSC.48(66), by which it adopted the International Life-Saving Appliance 
Code (hereinafter referred to as "the LSA Code"), which has become mandatory under 
chapter III of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (hereinafter 
referred to as "the Convention"), 
 
NOTING ALSO article VIII(b) and regulation III/3.10 of the Convention concerning the 
procedure for amending the LSA Code, 
 
HAVING CONSIDERED, at its eighty-seventh session, amendments to the LSA Code, 
proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention,  
 
1. ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to 
the LSA Code, the text of which is set out in the Annex to the present resolution; 
 
2. DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that 
the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2011, unless prior to that 
date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or Contracting 
Governments the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the 
gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the 
amendments; 
 
3. INVITES Contracting Governments to note that, in accordance with 
article VIII(b)(vii)(2) of the Convention, the amendments shall enter into force 
on 1 January 2012 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 
 
4. REQUESTS the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the 
Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the Annex to all Contracting Governments to the Convention; 
 
5. FURTHER REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution 
and its Annex to Members of the Organization, which are not Contracting Governments to 
the Convention. 
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ANNEX 
 

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL  
LIFE-SAVING APPLIANCE (LSA) CODE 

 
CHAPTER IV 

SURVIVAL CRAFT 
 
 
In paragraphs 4.2.2.1, 4.2.3.3 and 4.3.3.3, the figure "75 kg" is replaced by the 
figure "82.5 kg". 
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