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ばら積貨物船用共通構造規則
KCID
No.

205

206

207

関連規則

種別

3/1.2.3.11 Question

項目

板厚

完了日

質問

ばら積貨物船の場合、板厚が20mmを超える鋼材が主要
な構造部材に通常使用されている。この規定は曖昧なの
2006/11/30 で、規則2.3.11の意図を明確に説明して欲しい。また、こ
の規定もしくは基準の適用を明確にして欲しい。基準がな
いのであれば、設計図を承認する段階での混乱を避ける
ためこの規定を削除することが望ましい。

CSRに関し、腐食予備厚に関連する規則は、JTPと一致し
ていると理解している。しかし、JTPとJBPの間のタンクトッ
プの定義に相違がある。
2006/11/8 表1の備考（3）は、次のとおり修正されるべきである：
タンカーのためのCSRから
「備考（3）タンク頂板が暴露甲板となるバラストタンクにの
み適用する。」

添付
有無

回答

この規定の背景は、高応力となる特別部材、即ち、区分Ⅲ
の備考（4）、（5）及び（6）が適用となる部材にD/DHを要求
している背景と同じものです。この規定において、20mmを
超える板厚の概念は、高応力の要素の概念に追加されて
いるものです。このことは、表3による使用区分Ⅲの要素
に対しD/DHが要求されることと一致します。
しかし、この規定の適用は既に表1及び2.3.2のような他の
規定でカバーされていますので、ご提案に従い、この規定
を削除することを提案します。

備考（3）は変更しないこととします。
バラスト水を積載するトップサイドタンクと接続していない
ビルジホッパタンクの例があります。この例の場合、タンク
上部の下部に、空気と海水混合が存在する場合があるた
めです。
この質問と回答はKC ID 638に変更されました。KC ID
638の回答をご覧ください。

3/3.1.2.1

Question 腐食予備厚

3/6.2.3.1

初めに、この規定は、鋼種を扱っているのではなく、鋼材
の降伏強度を扱っています。
次に、短いハッチコーミング（長さが0.15Ｌ未満）の応力
は、一般に甲板の応力と同じになります。ハッチコーミング
の応力は、非常に短いハッチコーミングに対してのみ無視
することができます。
ハッチコーミングに関して、NKはハッチコーミングの長さが ハッチコーミングの長さ及び高さ並びに船長方向の位置の
ようなパラメータを含め、いくつかの基準が開発できると思
ハッチコーミ
2006/11/30 0.15L未満である場合、上甲板の鋼種より低い鋼種のハッ われます。しかし、この問題を解決することは、かなり複雑
Question
ング
チコーミングを承認している。従って、最後の文章からハッ
になると思われます。
チコーミングを削除して下さい。
最後に、ハッチコーミングに対し、応力評価の実施が必要
となることに留意する必要があります。
従いまして、この文章は変更しないことが望ましいと考えま
す。或いは、ご提案を考慮するために、“The same
requirement"と“is applicable”の間に“generally "(一般的
に)の言葉を加えることを提案することを検討します。
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KCID
No.

208

209

210

関連規則

3/6.2.3.1

3/6.6.1.6

3/6.6.4.2

種別

Question

Question

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

高張力鋼

2.3.1の最後の文章は過剰であり、多くの船級協会によっ
て認められ、現在適用されているものとは異なる。高強度
の鋼材は、通常、ハルガーダー縦曲げ応力だけではなく
局部応力も考慮して適用されている。例えば、高強度の鋼
材は貨物及び二重底に作用する外力に起因する局部的
な剪断応力を考慮して、二重底ガーダーに使用されてい
2006/11/29 る。そして、端部がスニップで、ハルガーダー縦強度に寄
与しない縦式防撓材で、パネルの座屈防止のために溶接
されるものは、軟鋼材である。そのような設計は、すでに
多くの船級協会によって承認されている。ハルガーダー縦
強度に寄与しない縦通部材の鋼材のグレードは、ケース
バイケースの原則に基づき選定されていると考えている。
上記のことを考慮した規則に修正することをお願いした
い。

3章6節2.3.1の最後の文章は、使用される鋼材の鋼種で
はなく、降伏強度に関係しています。鋼種に関する事項
は、3章1節に規定されています。既に述べましたように、
元々の質問は鋼種についてのものではないと理解されま
す。
3章6節2.3.1の規定は、一般的な規定と考えられます。縦
強度に寄与しない縦強度部材において、ハルガーダー曲
げによる応力レベルが、5章1節3.1.1の規定を満たすこと
が立証されれば、3章6節2.3.1の規定の適用を緩和して差
し支えないと考えます。
このことを考慮するために、“The same requirement"と“is
applicable...「の間に“generally"(一般に)の言葉が追加す
ることも考えられます。

寸法決定

表題に示されているとおり、この規定の主な意図は、部材
寸法ではなく強度の連続性である。傾斜した隔壁板の部
材寸法の決定において、降伏強度、座屈強度、グラブ操
2006/11/1
作及び疲労強度が考慮されている。強度の連続性はその
考えにより実現される。従って、その規定を削除して下さ
い。

6.1.6の最後の文章の適用において、ホッパータンクの斜
板の最下部の条板及びそれに隣接する内底板の寸法
が、ＦＥA及び疲労強度評価の規定によって決定される場
合、そのような構造は強度の連続性に関する規定を満足
するものとみなされます。

少なくとも、グラブ（GRAB）により要求される材料特性とス
ツール側板の要求ネット板厚をこの規定から除外してくだ
2006/11/1 さい。グラブ（GRAB）により要求される材料特性とスツー
ル斜板の要求ネット板厚を隔壁構造を支持する肋板に適
用することは必要ありません。

本6.4.2の適用において、隔壁板に要求されるネット板厚
及び材料特性、あるいは、スツールが備えられている場合
のスツール側板に要求されるネット板厚及び材料特性は、
グラブ荷役及び浸水時を除く寸法規定によるものを意味し
ています。

Question グラブ付記
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KCID
No.

211

243

244

関連規則

3/6.9.6.3

3/3.1.2

3/6.6.1.2

種別

項目

インサート
Question プレートの
範囲

完了日

質問

9.6.3の規定の最後に次の文章を付け加えます。
インサートプレートの範囲が現在の設計のものより大き
い。応力集中は、倉口隅部に生じるので、経験を考慮して 「船の長さＬが150m以上の船舶にあっては、インサートプ
2006/11/1
この規定は考え直すべきである。FEAの結果を考慮してイ レートの範囲は、座屈強度評価を含む直接強度評価の結
果及びハッチコーナーの疲労評価の結果により決定され
ンサートプレートの範囲を決定できるようにして下さい。
る。」

【腐食予備厚の決定】
船の長さが150m以上の船舶において、下部スツールの
腐食予備厚
2006/11/22 腐食予備厚5.2ｍｍはホッパ斜板の腐食予備厚3.7ｍｍと
Question
の決定
比較して非常に大きい。下部スツールの腐食予備厚は、
ホッパ斜板の腐食予備厚と同様であるべきである。

Question

縦式構造

添付
有無

回答

【構造形式】
長さが120mを超える船舶において、貨物倉の船底、二重
底及びホッパータンクの斜板は縦式構造とすることが要求
2006/11/22 される。しかし、貨物倉の船首部及び船尾部において、当
該部分での船体形状の急激な変化のためにこの構造を適
用することが難しい場合がある。従って、それらの部分に
横式構造とすることを認めるために「一般に」を加えてくだ
さい。

腐食予備厚は、確率論に基づく腐食モデルで、膨大な量
の板厚測定データに基づき検証されたものにより評価され
た結果によって決められています。従って、3章の表1で明
記されている値は適切であると考えます。

「一般に」という用語は、曖昧表現を避けるためできる限り
本文から削除されています。さらに、構造の連続性の見地
から、同様の構造形式が貨物倉部分の全体の長さに取り
込まれることが望ましいと考えます。しかし、ご指摘のとお
り、船体形状の急激な変化のために貨物倉の船首と船尾
部分に縦式構造を適用することは難しい場合があることは
理解いたします。その船体形状のために縦式構造を貨物
倉区域の船首部と船尾部に適用することが難しい場合、
当該箇所に適当なブラケットを備えるか、或いは、構造形
式を連続性のあるその他の構造配置とすれば、船級協会
はその構造形式の変更を、その都度認めることとなりま
す。
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KCID
No.

245

246

関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

3/6.9.5.2

SOLAS XⅡ章6.5.2規則は、「船側外板構造と船体構造
の残りの部分との間の有効な連続性を確保しなければな
らない。」と規定しています。この規定の適用は長さが
150m以上のばら積貨物船で、1,000kg/m³以上の密度を
有する貨物を積載するものに限定されていますが、この規
定の意図はすべての船舶に適用できると考えています。
構造の連続性の見地から、バルクキャリアーCSR3章6節
【倉口支持構造】
9.2.4（トップサイドタンク構造）の第2段落は、“二重船側部
倉口端横桁は、トップサイドタンク内の横桁と同一線上に 横桁がトップサイドタンク内の横桁と同一平面に設けられ
配置しなければならないことが要求されている。荷重を伝 ない場合、二重船側部横桁と同一線上に大きなブラケット
Editiorial 倉口端横桁 2006/11/30
達するのに十分である部分横桁又は大きなブラケットは横 を設けなければならない。「と規定しています。船側構造に
桁の代わりになるものとして考えられるべきである。それら 加えて、倉口端横桁とトップサイドタンク内の横桁との間の
は、現存する船舶の通常な構造配置である。
構造の連続性を確保するために代替の大きなブラケットに
することは、認められないと思われます。しかしながら通常
の横桁を設置する代わりに、倉口端横桁と同一線上にトッ
プサイドタンク内に設けられた部分横桁又は大きなブラ
ケットを許容できるかどうかを明確にするために、次の文
章を追加した規則の訂正を検討します。
「代替として、適切な支持構造が倉口端横桁と同一線上に
トップサイドタンク内に設けられなければならない。」

3/6.9.5.3

【倉口支持構造】
ハッチコーミング及び甲板縦桁の面材は有効に結合しな
倉口支持構
2006/11/28 ければならないことが要求されている。一方で、倉口端横
Editiorial
造
桁の面材は通常先端でテーパーしている。9.5.3の具体的
な要求を説明して下さい。

この規定を明確にするために、次のように規則の訂正を検
討します：
倉口隅部において、倉口甲板縦桁又はまたはその延長部
分の面材と、倉口端横桁の面材は、強度の連続性を確保
するために、有効に結合されなければならない。
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KCID
No.

247

273

関連規則

種別

3/6.10.4.1 Question

3/6.10.4.1 Question

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

UR S18

【波形隔壁の下部及び上部スツール】
下部及び上部スツールは、長さが150m以上の船舶の水
密横置隔壁に要求される。UR Ｓ18によると、長さが190m
2006/11/10 未満の船舶にはスツールは要求されない。長さが190m未 この問題は、IACSにより検討中です。
満のスツールのない水密横置隔壁を設置している多くの
現存する船舶が問題なく運航されているという事実を考慮
すると、この規定がUR Ｓ18と同じようになるよう修正して
下さい。

波形隔壁

波形部の平均深さの2.5倍以上である、底部での幅を有す
る下部スツールは、IACS UR S18で定義されているように
長さが190mではなく、150mのバルクキャリアに要求され
ている。この矛盾は誤記修正として訂正されるべきと考え
る。もし、この誤記修正において新しい項目を加えることが
難しいのなら、IACSは、次のもっとも早い機会に誤記修正
をしなければならない。長さが150mから190mまでの間の
大半のハンディクラスバルカーと多くのハンディマックスバ
ルカーもまた下部スツールなしの波形隔壁を設けている
2006/11/23 か、底部での幅が波形部の深さと同じである垂直な下部
スツールを有する波形隔壁を設けている。規定の幅を有
する下部スツールがそれらの船舶に取り付けられたら、40
フィートの長さのパイプなどのような製品を2列に積むこの
種のバルカーのために必要な、およそ27mのホールドのク
リアー長さの条件を満たすことができない。下部スツール
規定による船舶業界への経済的な損失は、膨大なものと
なろう。要求される下部スツールなしで安全運行されてい
る多くのバルカーが安全性とこの提案の正当性を証明し
ている。

誤記修正(Corrigenda)により修正された文章は以下の通
りです。
「長さが190m以上の船舶において、立て式波形構造とす
る水密横置隔壁には下部スツールを備えなければならな
い。一般的に甲板下に設ける上部スツールを備えなけれ
ばならない。長さが190m未満の船舶においては、内底板
から上甲板まで波形隔壁として差し支えない。」
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KCID
No.

274

275

316

関連規則

種別

3/6.10.4.8 Question

3/6.10.4.1 Question

3/5.1.2.2

CI

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

正しくは、「スツール頂部」であると考えている。（このコメン 正しい表現は「垂直でないスツールの頂部」です。この規
上部スツー
2006/11/22
定はＩＡＣＳ UR S18（18.4.1(b)）からきています。
トは要約ではなく、本来の規則に対するものである。）
ル

下部及び上部スツールは長さが150m以上の船舶の水密
横置隔壁に要求される。IACS UR S18によると、長さが
190m未満の船舶にはスツールは要求されていない。長さ
2006/11/23 が190m未満でスツール無しの水密横置隔壁を設けてい
る多くの現存する船舶がある、そしてそれらは問題なく運
行されているので、次のように修正して下さい。「長さが
190m未満の船舶において、内底板から上甲板まで波形
隔壁として差し支えない。」

誤記修正(Corrigenda)により修正された文章は以下の通
りです。
「長さが190m以上の船舶において、立て式波形構造とす
る水密横置隔壁には下部スツールを備えなければならな
い。また、一般的に甲板下に設ける上部スツールを備えな
ければならない。長さが190m未満の船舶においては、内
底板から上甲板まで波形隔壁として差し支えない。」

『IMO "Performance standard for protective coatings
for ballast tanks and void spaces"（以下，IMO塗装性能
CSRの適
基準という。）を強制化するSOLAS条約II-1章3-2規則の
用とＩＭＯ
改正がIMOにより採択された日以降に建造契約が行われ
PSCS(SOL 2006/12/7
る船舶については，改正されたSOLAS条約により要求さ
AS II-1/3れる内部区画の塗装は，IMO塗装性能基準の要件を満足
2)
しなければならない。』

共通解釈：
ここでいう日付は、SOLAS条約II-1章3-2規則の改正決議
がIMOの第82回海上安全委員会（MSC 82）において採
択された日付を指します。
備考：
(1) 採択日付は、2006年12月8日です。
(2) IMO塗装性能基準（IMO PSPC） = IMO決議
MSC.215(82)
(3) SOLAS条約II-1章、A-1部、3-2規則 = IMO決議
MSC.216(82)により改正された規則

波形隔壁
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KCID
No.

322

328

関連規則

3/6.6.1.3

3/6.5.2.1

種別

Question

Question

項目

FEA

ブラケット

完了日

2007/1/4

質問

添付
有無

回答

『別に規定される場合を除き，二重底高さは，B/20又は
2mの小さい方の値以上としなければならない。』と規定さ
れているが、これはいかなる場合も、貨物倉内の二重底 二重底高さに関する規定は、例外無く適用となります。貨
高さをB/20又は2mの小さい方の値以上としなければなら 物倉内の二重底高さは、いかなる場合であってもB/20又
ないということを意味するのか。例えば、二重底構造の強 は2mの小さい方の値以上としなければなりません。
度がFEAにより検証されている場合であっても、この規定
は適用されるのか。

『主要支持部材に取付けられるウェブ防撓材及びブラケッ
トのネット板厚は，当該主要支持部材に適用される最小
ネット板厚以上としなければならない。』
実例を挙げると、ケープサイズバルカーの場合、通常、長
さが275mあるため、主要支持部材のウェブの最小ネット
板厚は10mmとなり、tcが約3から4mmであることから、
tgrossは13から14mmとなる。
トップサイドタンク内ウェブフレーム及びホッパータンク内
ウェブフレームのようにウェブが深い主要支持部材のウェ
2007/3/23 ブ防撓材は、平鋼に代えて型鋼を用いるが、通常の型鋼
又はT型鋼のウェブ板厚は12mm以下であり、現行の規定
を満足することができない。
更に、6章2節4.1.1及び4.1.2の規定も適用される。
要求事項：
tgrossの板厚を12mmに制限するために3章6節5.2.1の
算式を変更する若しくはその適用範囲を平鋼に制限する、
又は、6章2節4.1.1又は4.1.2の規定を満足する場合は3
章6節5.2.1の規定を適用しない。

『主要支持部材に取付けられるウェブ防撓材及びブラケッ
トのネット板厚は，当該主要支持部材に適用される最小
ネット板厚以上としなければならない。』という要求が非常
に厳しいという、ご指摘に同意します。
『ウェブ防撓材及びブラケットのネット板厚は、6章2節
2.2.1に規定する最小ネット板厚以上としなければならな
い。』と解釈します。即ち、通常の防撓材に対する最小板
厚（3 + 0.015 L2）以上としなければなりません。
この解釈に沿って規則改正を行うことを検討します。
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KCID
No.

329

330

関連規則

Ch 3/ 3

3/6.6.4.2

種別

Question

Question

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

貨物倉

倉口間のクロスデッキビームに対する腐食控除量（腐食
予備厚）について
腐食予備厚の表によれば、区画：貨物倉、構造部材：その
他－上部の場合、片側における腐食予備厚が1.8mm、即 CSRでは、腐食予備厚についてこれに代わる値の使用を
2007/1/12 ち、合計では4.5mmとなる。クロスデッキビームに対してこ 認めていません。ここで規定する腐食予備厚を強制要件と
のような腐食予備厚を要求することは、厳しすぎるように して適用しなければなりません。
思われる。
ここに規定される腐食予備厚の適用は強制か？それとも
他の値を使用してもよいか？

UR S18

『隔壁構造を支持する肋板及びパイプトンネル内の横置
梁のネット板厚及び材料については，隔壁板又はスツー
ルが設けられる場合にはスツール斜板に要求されるもの
以上としなければならない。』
本規定は下部スツールが無い場合についてのUR S18の
規定とほぼ同じである。CSRは、これを下部スツールが設
けられている場合についても拡大適用している。すべての
評価がそのような要件が不要であることを証明しているの
2007/1/12
にも拘わらず、上記拡大適用は、ケープサイズバルカーの
バラスト兼用倉の横置隔壁下部スツールの直下の肋板に
ついて、最大で4mmの増厚を要求することになるであろ
う。
FEM計算を満足する場合、本要件の適用を免除すること
は可能か？少なくとも、長さが150mを超える船舶につい
ては、FEが強制化されていることから、本要件の適用から
除外されるべきである。

一般的に、CSRは代替解析を認めていません。長さが
150mを超える船舶について、いくつかの場合において
は、直接計算のような代替解析の適用を認め得ると考え
ます。しかしながら、本件は油タンカー及びバルクキャリ
アーの両方にわたるCSR全体に関する一般的な質問であ
り、一般的な問題として議論しなければなりません。
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No.

関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

（１）主要支持部材は、次のように定義されています。
船殻やタンク囲壁の全体的な構造健全性を確保する
梁、桁のような部材で、例えば、二重底のフロア及びガー
ダ、船側構造における横桁、ホッパーサイドタンク・トップサ
イドタンク・下部スツール及び上部スツールにおけるウェブ
フレーム／ダイヤフラム、船側縦通桁、水平桁／横式ウェ
ブフレーム、ハッチサイド／ハッチエンドコーミングをいいま
す。
（２）6章2節2.2と2.3における規定は、通常の防撓材に適
用され、ウェブ防撓材には適用されません。バルクキャリ
アCSRにおいてウェブ防撓材に適用できる唯一の規定
は、次の規定です。：
3章6節5.2.1に記述されている主要支持部材に付くウェブ
防撓材の最小ネット板厚の規定、即ち、6章4節1.5.1及び
6章2節4に規定する主要支持部材のウェブ防撓材に対す
るネット寸法規定が適用されます。

主要支持部材のウェブ防撓材：
（１）「主要支持部材」に関する定義がないので、「主要支
持部材のウェブ防撓材」の定義が不明である。「主要支持
部材」の定義を明確にして下さい。
（２）主要支持部材のウェブ防撓材に対する規則適用につ
いて、どの規定がウェブ防撓材に適用されるかを示す添
3/6.5.2,
付の対応表を確認して下さい。
333
ウェブ防撓
6/2.2.2,6/2. Question
2006/12/18 （３）同様に、水密のガーダに取付けられるウェブ防撓材、
材
attc
例えば、水密のセンターガーダとフロアが6章4節の主要
2.3, 6/4.1.5
支持部材及び6章2節の防撓材の両方の規定を満足する
必要があるかどうか確認して下さい。
（４）主要支持部材と面外荷重に基づく規定の両方を満足
させる必要がある場合、トップサイドタンク及びビルジホッ
パータンク部の水密隔壁に付くウェブ防撓材も同様に扱わ （３）上記（２）の規定が、水密なサイドガーダ、センター
ガーダ及びフロアに付くウェブ防撓材に適用されます。即
れるかどうか教えて下さい。
ち、3章6節5.2.1（具体的には6章4節1.5.1）及び6章2節4
に規定される主要支持部材のウェブ防撓材に対するネット
寸法規定が適用されます。
（４）（１）の回答に示しますように、水密な隔壁に付く防撓
材はウェブ防撓材としてではなく通常の防撓材として適用
されます。

有
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KCID
No.

337

362

363

関連規則

種別

3/6.10.4.7
&
Question
11/2.2.4.3

3/4.2.4.1

3/4.2.4.3

Question

Question

項目

S18

完了日

質問

添付
有無

回答

3章6節10.4.7の規定では、波形部及びスツール斜板と頂
板の溶接は完全溶込み溶接のみが要求されている。一
方、11章2節2.4.3の規定では、完全溶込み溶接だけでは
なく、十分な開先を取った溶接も認められている。この要
件は以下のIACS UR 18.4.1(a)を基に規定されていると
思われる。：
UR S18の規定に基づき誤記修正を検討します。
2007/2/22 スツール斜板とスツール頂板及び内底板への溶接は完全
本件は、Corrigenda 5により修正されています。
溶込み溶接又は十分な開先を取った溶接を用いて結合さ
れなければならない。
従って、3章6節10.4.7の規定は11章2節2.4.3及びIACS
URと一致させるため、変更されなければならない。確認し
て下さい。

縦強度

「貨物倉が浸水した時のハルガーダーの縦強度は、５章２
節に従って評価されなければならない。」 5章1節も浸水時
の縦強度に関して規定しているが、BC-AとBC-B船に限定
2007/3/20
記載のとおりです。
している。5章2節は、長さLが150m以上の船舶、即ち、
BC-C船を含んだ船舶に対するハルガーダーの縦曲げ最
終強度について規定している。確認して下さい。

貨物倉

「貨物倉が浸水した時の横隔壁構造は、6章4節に従って
評価されなければならない。」
2007/2/22 6章 4節は、浸水シナリオにおける横隔壁構造のいかなる 誤植です。正しくは、「4節」の代わりに「1節と2節」です。
規定も考慮されない。これは、1節及び2節の誤植です
か？
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KCID
No.

388

398
attc

関連規則

3/5.1.2.2

3/6.2.3.1

種別

Question

Question

項目

PSPC

構造設計

完了日

2007/2/5

質問

添付
有無

回答

2006年12月8日に、IMOは、MSC決議216(82)に基づき、
SOLASの改正を採択しました。この決議は、新IMO塗装
性能基準（IMO PSPC, MSC決議215(82)）への適合が強
制となります。
IMO PSPCへの適合は、IACSのばら積貨物船と油タン
カーの共通構造規則（CSR）によって、2006年12月8日以
降に造船所と船舶所有者の間で建造契約が結ばれた船
2006年12月8日時点でIMO塗装性能基準は、IMOではな 舶に対して要求されます。関連する規則の参照は以下の
く、IACSによって採用されているので、もし、造船所及び 通りです:
船舶所有者がIMO塗装性能基準を適用しないことに合意 -ばら積貨物船のCSR 3章5節1.2.2、
-二重船穀油タンカーのCSR 6章2節1.1.2。
したならば、それは船級協会で受理可能ですか？
従って、このような船(即ち、CSRが適用になる船舶)では、
「2006年12月8日以降に造船所と船舶所有者の間で建造
契約が結ばれた場合には、IMO塗装性能基準は適用にな
ります」。その他の船舶については、IMOのMSC決議
215(82)及びMSC決議216(82)に従って、IMO塗装性能基
準が適用されることになります。

この規定によれば、強力甲板又は船底板に溶接された構
造部材は、強力甲板又は船底板と同等以上の高張力鋼
で造られます。同じ要求が、ハルガーダ強度に寄与する主
2007/6/15 要部材のウェブ上に溶接される不連続縦防撓材にも適用
可能です。しかしながら、どの部材がこの要求に適用され
るか明らかではありません。この要求を要約した添付の表
を確認して下さい。

3章6節[2.3.1]は一般的な要求であると見なすことができ
ます。もし、ハルガーダ曲げによる応力レベルが縦強度に
寄与しない縦通材において、5章1節[3.1.1]の要求を満足
することが確認されるならば、3章6節[2.3.1]は緩和される
かもしれません。門戸を開くため「一般に」を[2.3.1]の最後
の文の「同様の規定が」と「適用される」の間で加えること
を検討します。

有
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KCID
No.

400

403

414

関連規則

3/5.1

3/6.10.4.2

3/6.1

種別

CI

CI

CI

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

バラスト
ホールド

(1)ばら積貨物船のCSR 3章5章[1.2]において、IMO塗装
性能基準に対応すべき箇所が既に言及されています。こ
れは、IMO塗装性能基準がばら積貨物船の全ての専用海
水バラストタンクと二重船側の空所に適用されるということ
を意味します。従って、[1.4.1]に記述されたバラスト兼用貨
物倉の防食措置【coating】はIMO塗装性能基準とは関連
がないと考えます。解釈の背景を示して下さい。
(2)加えて、航海状態において、バラスト兼用貨物倉が他
2007/3/16 の貨物倉と同様にドライの状態で保たれることがある、ま
た、貨物荷降後に内底板が荷降ろし作業でダメージを受
けることもある。従って、全ての貨物倉スペースのタンク底
の防食措置【coating】が[1.3]のように塗装の必要がない
ことを推奨したい。
(3)更に、部分的に浸水可能な貨物倉は、バラスト兼用貨
物倉か通常の貨物倉扱いか、塗装基準に関連して答え下
さい。

(1)荒天状態で使われるバラスト兼用貨物倉、及び、停泊
状態で荷役のために使われる部分的に浸水可能な貨物
倉は、専用海水バラストタンクとは見なされず、また、IMO
塗装性能基準を満たす必要はありません。
(2)[1.4.1]に関して、有効な防食措置はBC-CSRによって
バラスト兼用貨物倉の内底板には要求されません。
(3) 停泊状態で荷役のために使われる部分的に浸水可能
な貨物倉は、塗装問題に関して、バラスト兼用貨物倉とは
みなされません。

曲げ半径

ばら積貨物船のCSR 3章6節[10.4.2]により、曲げ半径R
は少なくとも3.0tであるが、ネット板厚が使用されていま
2007/4/10 す。もし、その意図が冷間成形を管理するのであれば、建
造時厚さを使用することが合理的ではないですか？明確
化のために、曲げ半径Rは、図3.6.28の中で例示されるよ
うな「内部の板表面の半径」として定義されるべきです。

この要求の意図は冷間成形を管理することです。IACS
Rec. No.47に、tがグロス厚さである場合、最小の曲げ半
径は3×tであると書かれています。“R”の定義は「内部の板
表面の半径」とされます。以上から、ご提案に従い字句修
正を検討します。

1章1節表1にあるように、9章に関連する部分を含み、一
般に適用が適切と考えられる場合、貨物倉区域だけでなく
6節の要求は貨物区域のみへの適用となっているが、一 他の区域にも3章6節の要求は適用されます。実際に、3
般原則、板、防撓材及び主要支持部材に関する条項は、 章6節のいくつかの条項は、貨物区域外の構造について
貨物倉区域 2007/7/11
他の構造にも適用すべきと考えます。なぜなら、9章には
の要求を規定しています。
対応する要求が記述されていません。教えて下さい。
しかしながら、9章の要求が3章6節のものと矛盾するとこ
ろでは、前者【9章】を適用する必要があると考えます。
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KCID
No.

415

416
attc

関連規則

3/6.2.2.5

3/6.10.5.1
& 3/6.5.2.1

種別

CI

CI

項目

板厚

ウェブ防撓
材の深さ

完了日

2007/4/2

質問

添付
有無

回答

「荷重伝達方向における板厚（plating thickness）の変化
は、厚い方の板厚(plate thickness)の５０％を超えてはな この場合、板厚とは建造板厚を意味します。字句修正を検
らない。」とあります。
討します。.
この要求はグロス板厚を基にしているのか、ネット板厚を
基にしているのか、示して下さい。

要求に「防撓材の深さは、防撓材の長さの1/12以上としな
ければならない。」 とあります。
ケース1：典型的なウェブ間隔は(3x800mm)＝2.4ｍです。
縦通桁上のフラットバーは200mmであることが要求されま
す。船の長さが200ｍで、典型的なパイプ・ダクト(tc=2)に
おける解釈KC#328を適用すると、要求板厚は(3+0.015×
200+3＝)8mmです。よって、最小FBは 200×8となりま
す。現在の設計ではFB150x12です。
ケース2：4.5ｍ高さのER方向の制水隔壁。支持防撓材の
最小高さは375mmです。現在の設計ではHP200×9です。
2007/5/14 Q1: これらの要求の背景について説明して下さい。
Q2: ケース1に関して。最小要求寸法は高くて細めとなり
ます。現在の設計と比較すると断面積が小さくなり、（200
×8＝）16cm2と（150×12＝）18cm2とになります。細めの
断面は、より横倒れし易くなる傾向となります。また、6章2
節2.3.1に規定される通常の防撓材の要求値よりも細くな
ります。元の部材寸法の方がより良い選択であると考えま
すが如何でしょうか。
Q3: ケース2に関して。制水隔壁に要求される寸法は水密
隔壁に比べて大きくなります。これは合理的ではないと思
います。
.

A1. 5.2.1の要求は、ネット寸法の考え方を入れて、現在の
船級要件を修正したものをベースとしています。主要支持
部材のウェブ板の座屈を避ける目的で、経験に基づき、適
切な部材寸法取りとウェブ防撓材の剛性を確実にするた
めに、この要求値は規定されています。3章5節5.2.1の要
求に関する背景に関する添付図書を参照して下さい。
A2とA3:
質問に記述されたような防撓材は、6章2節が全て適用と
なる通常の防撓材と考えられます。

有
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No.

417

422

関連規則

Ch 3 Sec
6/ 10.5.1

3/5.1.2.2

種別

CI

CI

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

KC＃328に記述された同様の解釈を[10.5.1]に適用する
ことができます。
この解釈は以下の通りです:
要求される「（隔壁防撓材の）ネット板厚は、当該隔壁板に
要求に「（隔壁防撓材の）ネット板厚は、当該隔壁板に要 要求される最小板厚以上のものとしなければならない。」
求される最小板厚以上のものとしなければならない。」とあ は非常に厳しいということには同意します。
隔壁付防撓
2007/5/14 ります。主要支持部材付き(ウェブ)防撓材に関するKC＃ 解釈としては「隔壁防撓材のネット板厚は6章2節2.2.1に
材
328（2007年1月22日承認）によれば、[10.5.1]に同じ解釈 規定される最小ネット厚さ以上でなければならない。」、即
を適用することができますか？
ち、通常の防撓材のウェブの最小厚さ（3+0.015L2)となり
ます。
本解釈に従って、規則の変更を検討します。

計測

CSRの下で、ばら積貨物船のバラストタンクと二重船側区
域かどうかの解釈があるのは、船の長さが150ｍ以上に
対するものです。CSRでは、「【IMO塗装基準を強制化す
るSOLAS条約Ⅱ-1章3-2規則の改正がIMOにより採択さ
れた日以降に】契約された船舶については、改正された
SOLAS条約により要求される内部区画の塗装は、IMO塗
装性能基準の要件を満足しなければならない。」とある。
バルクキャリアCSRは90ｍ以上の船舶に適用されるが、
この条項は船の長さが150ｍ以上の船舶のバラストタンク
と二重船側区域にこの条項が適用になるのでしょう。

IMO塗装基準は500GT以上の新船のバラストタンクと船
の長さが150ｍ以上のばら積貨物船の新船に適用になり
ます。CSR は、2006年8月8日以降建造契約されるCSR
適用ばら積貨物船に対してIMO塗装基準を実施するよう
要求しています。従って、CSRの下ではIMO塗装基準は、
船の長さが90ｍ以上のばら積貨物船の新船のバラストタ
ンクと船の長さが150ｍ以上のばら積貨物船の新船に適
用になります。
二重船側区域がバラストタンクである場合は、IMO塗装基
準は船の長さが90ｍ以上のばら積貨物船の当該区画に
適用になります。もし、二重船側区域が空所である場合
は、IMO塗装基準は船の長さが150ｍ以上のばら積貨物
船の当該区画に適用になります。
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KCID
No.

関連規則

3/6.10.4.2,
3/6.10.4.4
424
&
3/6.10.4.8

種別

CI

項目

波形部のス
パン”l"の定
義

完了日

2007/2/8

質問

[Q1] IACS UR S18図2bの「ノート」は、波型部のスパン
“ℓ”の定義のための次の制限を示します:
「ℓの定義については、中心線におけるデッキから上部ス
ツールの内部端までの距離は、以下の値以下であること:
－一般には、波型部の深さの３倍
－垂直なスツールでは、波型部の深さの２倍」
他方、BC-CSR 3章6節10.4.4や図29のどちらとも、その
ような制限はありません。もし、BC-CSRの意図がIACS
UR S18と同じである場合、そのような制限は規則で明確
化されるべきです。
[Q2] 他方、バルクキャリアCSR 3章6節10.4.4に「ℓcの定
義において、下部スツール及び上部スツールの高さにつ
いては、それぞれ10.4.7及び10.4.8に規定する値以上とし
なければならない。」とあります。これはＩACS UR S18に
反しています。この文は「ℓcの定義において、下部スツー
ル及び上部スツールの高さについては、それぞれ10.4.7
及び10.4.8に規定する値以下としなければならない。」 と
読むべきと思います。
[Q3] [Q1]の中の制限がCSRに適用可能な場合は、上部
スツール幅と波型部スパンℓｃを計算する際の最大有効深
さとの関係について、教えて下さい。

添付
有無

回答

[A1]これらの要求の趣旨はIACS UR S18と同様です。即
ち、ℓcの定義は、中心線におけるデッキから上部スツール
の内部端までの距離は、以下の値以下であること:
－一般には、波型部の深さの３倍
－垂直なスツールでは、波型部の深さの２倍 ということで
す。
[A2] [A1]と同じ回答です。
[A3] “ℓc”の計算ではオプション１が使われます。
[A4]“0.3ℓc”は波型部のスパン“ℓc”の上端部から測られる
ことになります。 本件は、Corrigenda 5により修正され
ています。

(次項へ続く）
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No.

関連規則

種別

項目

完了日

質問

回答

添付
有無

(前項の続き）

3/6.10.4.2,
3/6.10.4.4
424
&
3/6.10.4.8

CI

波形部のス
パン”l"の定
義

2007/2/8

CSR3章6編10.4.8に「垂直でないスツールの底板は、波
型部の深さの2倍以上の幅を有するものとしなければなら
ない。」とあります。
この文脈において、垂直でない上部スツールが上部での
幅1.5dで高さが3ｄ（ｄは波型部の深さ）の場合、どのように
波型部のスパンを測定しますか？どの（もしくはその他の）
オプションが適用になりますか？
オプション１：上部での幅が2d以下なのでこれを垂直なス
ツールとして扱い、2dを“ℓc”の計算のために考慮する。
（前頁参照）
オプション２：“ℓc”を、上部で2d幅の垂直なスツールと垂直
でないスツールとの線形補間により計算する。この例で
は、2.5ｄは“ℓc”の計算で使用する。
[Q4] CSR 3章6節10.4.2では、「波型隔壁中央部の板厚
は、甲板（上端スツールがない場合）又は上部スツール底
板から0.3ℓc未満の距離の範囲まで維持しなければならな
い。」とあります。“ℓc”は[Q1]により調整される場合、“0.3ℓ
c”は波型部のスパンの上端部から測るのか、それとも、実
際の上部スツール底板から測るようになるのでしょうか？
教えて下さい。
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426

関連規則

3/5.1.2.1

種別

CI

項目

完了日

質問

3章5節1.2.1を参照すると「専用バラストタンク及び二重船
側部の空所については、有効な防食措置（…）を、製造者
の推奨事項に従って施さなければならない。」とあります。
以下の関連質問に回答して下さい。
問１：「二重船側」の適用を明確にして下さい。これは貨物
区域のみを対象とするものですか？それとも船全長です
か？
問２：もし船が機関室においてボイドスペースで囲まれるよ
二重船側区
2007/5/14 うに二重船側が配置されているような場合、その区画には
画
[1.2]によって防食措置するべきですか。
問３：もし、燃料油タンクであるトップサイドタンクがある場
合、新MARPOLによりコファダムを船側外板側に追加す
ることになりますが、これをばら積み貨物船の二重船側部
としてこれを見なして良いでしょうか。又は、機関室内に燃
料タンクがあり、同じ理由でコファダムを船側外板側に設
ける場合、これをばら積み貨物船の二重船側としてこれを
見なして良いでしょうか。

添付
有無

回答

答１．バルクキャリアCSR 1章1節1.1.2に「ここで、ばら積
み貨物船とは、…貨物区域の長さの範囲にわたり…船側
構造を単船側又は二重船側構造と…」とあります。従っ
て、3章5節1.2.1でいう二重船側構造は貨物区域を対象と
したものです。
答２．機関室の二重船側は[1.2]の要求を満たす必要はあ
りません。
答３．貨物区域の長さの範囲にわたり配置されたそのよう
な区画は二重船側として考えられますが、貨物区域の長
さの範囲以外に配置された場合は二重船側として扱われ
ません。
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KCID
No.

429

関連規則

3

種別

Question

項目

港内バラス
ト

完了日

質問

添付
有無

回答

現行のばら積貨物船CSRは、大型ばら積貨物船（例え
ば、ケープサイズBC）において一般的な運用として、通常
の乾貨物倉をポートユースバラストとして使用する場合に
対する要件はなく、また言及もされていない。以下の事項
（これがすべてではないが）について、早急に明確化され
る必要があると考える。
1. 過去においては、許容積付高さは、現状の寸法並びに
バラストタンクに対する設計算式及び基準に基づき定めら コメント拝領致します。また、ポートユースバラストホールド
2009/10/6 れていた。同じ手法が板部材、防撓材、倉内肋骨及び全 の取り扱いに関する規定は、今後の規則見直しにおいて、
ての内部部材、すなわち、トップサイドタンク及びホッパー 規則に含めることを予定しています。
タンクの境界、内底及び隔壁のスツールに対し、CSRで使
用されると思われる。
2. ごく稀な事例として、当該貨物倉のハッチ頂部までバラ
ストを積載される場合があり、当該貨物倉が、ヘビーバラ
ストホールドとしない場合、当該貨物倉の境界を構成する
種々の構造部材の強度を必ず評価しなければならない。
3. この場合、動的荷重はどの程度考慮されるか？

4. 波形隔壁と主要支持部材について、150m以上の船に
対して有効な非損傷状態の波形隔壁に対する算式がない
ため、寸法は個別の『非損傷－港内』の荷重ケースで、貨
物倉FEAにより確認されなければならない（6章2節3.2.4
参照）。
5. 部分積載の場合、過積載、警報装置等の要件がある
か？
6. タンクテストは要求されるか？
7. ローディングマニュアルには何を記載するのか？
8. 3章5節1.4.1によると、ハッチコーミング及びハッチカ
バーの外面及び内面並びにバラストホールド内の表面
は、有効な防食塗装を施さなければならない。
3章5節1.4.1は、港内積み付けバラストホールドに適用さ
れるか？
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KCID
No.

444

関連規則

3/6.7.2.1

種別

CI

項目

構造設計

3/6.10.4.4

RCP

446

3/6.2.3.1

Question

縦曲げ

CI

ウェブ防撓
材の深さ

3/6.5.2.1

質問

添付
有無

回答

3章6節7.2.1で、「二重船側区画を空所とする場合、当該
区画の境界を形成する構造部材については、構造上、6
章に従ってバラストタンクとして設計しなければならない。
2007/6/11 この場合、設計上の空気管は、船側における乾舷甲板か この要求は部材寸法と溶接設計の両方に適用されます。
ら0.76ｍ上方まで導かれているものとすること。」とありま
す。
この要求は部材寸法の決定と溶接設計の両方に適用され
ますか？

3章6節[10.4.4] －波型隔壁のスパン“ℓc”は図29に示す距
離としなければならない。ℓcの定義において、下部スツー
ル及び上部スツールの高さについては、それぞれ10.4.7
波形隔壁の
2007/7/11 及び10.4.8に規定する値以上としなければならない。」と
スパン
あります。
UR S18 2b及びその注に基づけば、「以上」を「以下」に変
更したほうが良いのではないでしょうか。

445

447

完了日

2007/6/11

これらの要求の趣旨はIACS UR S18と同様です。即ち、ℓ
cの定義は、中心線におけるデッキから上部スツールの内
部端までの距離は、以下の値以下であること:
－一般には、波型部の深さの３倍
－垂直なスツールでは、波型部の深さの２倍 ということで
す。
この規定の明確化のために、字句修正を検討します。
本件は、Corrigenda 5により修正されています。

その平鋼のハルガーダ力による応力レベルが5章1節
IACS CSR KC208番の答えによれば、二重底ガーダーに
3.1.1の要求値に適合するなら、認められます。
取り付けられる平鋼に軟鋼の使用が認められますか？

規定の最後の文章で「防撓材の深さは、防撓材長さの
1/12より大きい値としなければならない。」とありますが、
2007/7/11
「防撓材の深さ」の定義は何ですか。
それはウェブ高さ+フランジ厚さを意味しますか？

6章2節2.3の規定に整合させるためは、防撓材の深さは、
ウェブの高さのみを考慮することになります。
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KCID
No.

450
attc

498
attc

関連規則

3/6.10.4.7

3/6.5.7.4

種別

CI

Question

項目

完了日

質問

ばら積貨物船のCSR3章6節10.4.7の明瞭な解釈を示して
下さい。
参照規定は、以下の通りです。
「スツール頂板のネット板厚及び材料は、直上の隔壁板に
要求されるもの以上としなければならない。垂直又は傾斜
したスツール側板において、スツール頂板から波型隔壁
のフランジ幅に等しい深さ以内にある部分のネット板厚及
ネット板厚
板厚及び波 2007/5/14 び材料については、波型隔壁の下端における隔壁の剛性
に関する要件に適合するフランジのもの以上としなければ
方部の面材
ならない。」
本規定の解釈として、(t_S_TOP)net≦(t_BHD)net、及び
(t_S_SIDE)gross≧(t_BHD)grossになると考えていま
す。（添付図参照）何故なら、下部スツール側板は横隔壁
板の腐食予備厚より小さい腐食予備厚となるからです。

主要支持部
材

単船側構造
BCの倉内
502 Table 3.1.4 Question
肋骨の下部
肘板の鋼種

2007/8/2

A] 二重低のガーダーのような主要支持部材に、添付に示
すような開口がある場合、3章節[5.7.4]の規定は、縦通肋
骨用のスロットと開口間の距離に関し、以下のように解釈
できますか？
1) 主要支持部材のスパンの0.5倍の範囲内となる中央部
において: l <= d1, d2, d3及びd4,
2) 主要支持部材のスパンの端部において： l<=0.25x(d1,
d2, d3 及び d4).
[B] 3章6節[5.7.4]の規定が縦通肋骨用のスロットと主要
支持部材の開口間の距離に適用できない場合、距離に関
して制限はありますか。

2007/8/2

単船側構造のBC-A及びBC-B船の倉内肋骨の下部肘板
の鋼種(3章1節表４参照）
本規定は、SOLAS条約XII章6.5.3規則に基づいていま
す。本規定は、下部肘板のウェブにのみ適用するのか、
ウェブ及び面材に適用するのか示してください。

回答

添付
有無

最初に、全ての要求(UR S18.4.1に由来)はネット板厚で
与えられます。第二に、「フランジ」と言う単語は、本文中で
は「横隔壁の波型部のフランジ」を意味します。
従って、テキストを次のように修正することを検討します。
「スツール頂板のネット板厚及び材料は、直上の隔壁板に
要求されるもの以上としなければならない。垂直又は傾斜
したスツール側板において、スツール頂板から波型部のフ
ランジ幅に等しい深さ以内にある部分のネット板厚及び材
料については、波型部の下端における隔壁の剛性に関す
る要件に適合する波型隔壁のフランジのネット板厚及び材
料以上としなければならない。」

有

A): ご理解のとおりです。3章6節図15のカットアウトにカラ
プレートの無い例がありますのでご参照願います。
B): [5.7.5]の規定の第1番目の規定により、そのような開
口については、補強が要求されることになります。

有

本規定は、下部肘板のウェブにのみ適用されます。
本回答は解釈ですが、技術的背景に変更はなく、寸法影
響もないと考えています。従って、このことを明確にするた
めに、規則変更を出すことを検討します。.
本件は、Corrigenda 5により修正されています。
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KCID
No.

510
attc

534
attc

関連規則

3/6.7.2.1

3/6.6.1.3

種別

項目

質問

添付
有無

回答

添付の二重船側ＢＣの横断面にあるように、トップサイド内
に、船側外板から燃料タンクを隔離するための空所が有り 添付図の赤い斜線で示された区域は、3章6節[7.2.1]に規
ます。3章6節[7.2.1]の二重船側内の空所はバラストタンク 定するように、バラストタンクとして設計する必要がありま
として取り扱う旨の規定に従い、この上部の空所は、二重 す。
船側内の空所と考えられますか？

有

二重底の最小高さは、9章、3節、2.1.2項に規定されてい
ます。
主機が設置される位置は、通常機関室の二重底よりも凹 ご提示の、主機据付箇所の二重底高さの軽減は、CSRの
んだ箇所になります。主機台の底部は、基線からの高さが 観点から幅方向について主機の幅に制限され、当該箇所
要求される高さより低い位置になります。一例として添付 に水密桁が設けられる場合に許容され、SOLASの観点か
図をご参照下さい。（この船の型幅は45mです。）
ら主管庁に認められた場合、許容されます。
主機の位置 2007/10/23 この状況において、上記の配置がSOLAS及びCSRの観
点から許容できるか否か、確認願います。
主機台及び主機台周囲の船底構造の剛性は、荷重による
加えて、上記の規則（例えば免除の範囲、船底損傷計算 当該構造の変形が、主機製造者により指定される許容限
の必要性、その他）についての一般的な解釈を示して下さ 界範囲内に保つために十分なものである必要がありま
い。
す。
特別な場合に、変形及び応力の抑制が必要となる場合も
あります。

有

Upper and
Double
Question
side Void
Space

CI

完了日

2007/8/3
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540

560

関連規則

3/6.6.5.2

3/6.5.7.2

種別

項目

完了日

質問

3章6節6.5.2項最後の文章には、「0.15Lより長いビルジ
キールは、ビルジ外板と同じグレードの鋼としなければな ビルジキールの長さが0.15L.以上の場合、中間板もビル
ビルジキー
2007/10/19 らない。」とあります。このことに関して、中間板は、その長 ジ外板及びビルジキールと同じグレードの鋼材とする必要
Question
ルの長さ
さに拘わらずビルジ外板と同じグレードの鋼材が要求され があります。
ないのかご確認下さい。

RCP

3章6節5.7.2の最初の文に、
『主要支持部材に軽目穴等の開口を設ける場合，開口は
スロット部の角及び面からの距離は等距離となる位置に
設けなければなならない。』と記されている。しかし、開口
から主要支持部材の面材までの距離は、図15で"a"と示さ
れているスロットの角までのものより大きい。また、開口の
位置が、図15の備考にある"h<=d/2"によって制限されて
いる。
主要支持部
2008/4/11 この要件は明らかに非現実的であると考える。
材の軽目穴
従って、『面材及び』の部分は5.7.2の第一文から削除す
べきである。
更に、下記について確認されたい。
(a) この要件は交通孔には適用されない。
(b) 図中の"phi"は軽目穴の幅であり、高さではない。
(c) 主要支持部材の開口の配置が3章6節5.7.2に適合し
ない場合であっても、DSAの結果に基づき許容される。

564

3/6.8.3.1

添付
有無

回答

Question

船側肋骨
一般

頂いたコメントを参考に、規則改正を検討します。
(a)から(ｃ)の項目に対する回答は下記のとおりです。
(a) この要件は交通孔には適用されません。
(b) "phi"は軽目穴の直径で、開口部の高さや幅ではあり
ません。
(c) 評価すべき箇所が大変多いので、FEAによる配置の
決定は非現実的と考えます。従って、主要支持部材の開
口の配置は、原則として本規定に適合しなければなりませ
ん。ただし、ＦＥＡの結果に基づき主要支持部材の開口の
配置を決定できる場合は、船級協会の判断によりＦＥＡに
基づく開口配置が認められます。

本質問は、3章6節[8.3.1]、”船側肋骨－一般”に関連。
IACS UR S12に沿うよう規則改正を検討します。
本規定は、UR Ｓ12.5に基づいている。CSRの算式は、
2007/11/2 r=0.3x(..)とあり、ＵＲ S12.5では、r=0.4*(..)となっている。
これは、記載ミスか？ 記載ミスでないのであれば、算式 本件は、Corrigenda 5により修正されています。
を変更した理由は何か。
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598

関連規則

3/6.5.4.1

3/6.6.3.3

種別

項目

完了日

質問

本件は、主要支持部材（ガーダー、ウェブ等）の取り付け
板の定義に関連している。エクセルシートを用いて主要支
持部材の取り付け板の有効幅を計算している。２次部材に
関しては、有効幅は、通常防撓材間隔となり、適切に定義
されている。計算に使用しているエクセルシートと同じもの
を参考までに添付する。
ABS CSR2006年版の規定に基づくと、”降伏強度評価に
主要支持部
Question 材の取り付 2008/5/28 おいてネット断面係数に考慮される主要支持部材の取り
付け板の有効幅については、隣接する2つの主要支持部
け板の定義
材との心距の平均値とする”と定義している。
このことは、主要支持部材の心距が大きくなればなるほ
ど、主要支持部材が強くなることを意味している。IACSの
規定に基づき検討した板の有効幅と、以前の規則に基づ
き検討したもの並びにその概要も添付する。
添付に記載の疑問を明確にするよう規定を修正されたい。

質問

3章6節6.3.3によると、縦式の二重底の側桁板の最小心
距として4.5m又は防撓材間隔の5倍が要求される。GL規
則及び我々の経験によると、船首船底補強箇所では、防
防撓材の間
2008/1/10
隔
撓材間隔の2倍の間隔を最大とするのが適切である。
9章1節5.4.1によると、間隔”S”は限定されていないが、船
首船底補強部に対し、この限定はないのですか？

回答

添付
有無

3章6節[5.4.1]の有効幅の定義は、6章4節の記号にある
定義に反しています。本規定では、有効幅b_pは、3章6節
[4.3]、即ち、b_p=min(s, 0.2l)と定義しています。
3章6節[5.4.1]の定義を、それに従い修正いたします。

有

ＣＳＲ BCでは、船首船底補強部の桁板及びフロアの寸法
は、これらのスパン及び間隔により定まる寸法算式で決定
されます。従って、この寸法算式を用いることで、船首船底
補強部における桁板及びフロアの間隔を別に定義する必
要はありません。
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

Q1. 3章６節[9.6.3]の３番目の規定に”端部倉口の一番端
の隅部”とある。この”端部倉口の一番端の隅部”の位置を
明確にされたい。
Q2. 3章６節[9.6.3]によると、端部倉口の一番端の隅部に
あっては、インサートプレートの板厚は、隣接する甲板の
板厚の1.6倍より厚いものとしなければならい。この規定
は、楕円又は放物線形状のハッチコーナにも適用するの
か。
Q3. 3章6節[9.6.3]の図25に示されるように、倉口隅部の
3/6.9.6.3 &
インサートの寸法要求において、楕円又は放物線形状の
端部倉口の
Figure
Question 一番端の隅 2008/5/30 倉口のインサートプレートに適用するのか？もし適用され
612
るのであれば、楕円又は放物線形状に対するRの値の決
部
3.6.25
定方法を図２５に示されたい。
Ｑ4． 質問Ｑ3に関連して、倉口隅部の材料クラスは、
Class IIIが要求され、隣接する甲板は、Class IIが要求さ
れるので、倉口隅部の形状が楕円又は放物線形状であっ
たとしても、インサートプレートには何らかの材料に関する
要求が必要かもしれない。この場合、インサートプレートの
寸法に関する規定が何かあるのか？3章6節[9.6.3]の図
25の規定は、適用となるのか？適用となる場合、図25の”
R”の値はどのように決定すればよいか？

添付
有無

回答

[A1] ”端部倉口の一番端の隅部”は、以下を箇所をいいま
す、
a) 最前部倉口の前端の隅部、及び
b) 最後部倉口の後端の隅部
[A2] 3章6節[9.6.3]の4番目に以下の規定がありますので
参照願います。
”貨物倉エリア内に位置する倉口において、倉口隅部が楕
円形又は放物線形状で、かつ、その大きさを次の算式以
上とする場合、一般的に、倉口隅部にインサートプレート
を備える必要はない。
・船幅方向： 倉口幅の1/20 又は600mmのいずれか小さ
い方の値
・船首尾方向： 船幅方向の寸法の2倍”
本規定を満足しない場合、倉口を構成する板又はイン
サートプレートは、1.6倍とする規定を含む[9.6.3]の板厚規
定に適合する必要があります。
(次頁へ続く)
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

(前頁の続き)

612

3/6.9.6.3 &
端部倉口の
Figure
Question 一番端の隅 2008/5/30 (前頁参照)
部
3.6.25

[A3] 図25の寸法規定は、3章6節[9.6.3」の4番目の文章
に規定される寸法規定に適合する楕円形又は放物線形
状には適用する必要がありません。前述の4番目の規定
に適合しない場合、倉口隅部を構成する板又はインサート
プレートは、図25の寸法規定に適合する必要があります。
この場合、"d2"及び”d3”の計測位置は、それぞれ、楕円形
又は放物線形状の曲縁の終端部からとなります。
[A4] インサートプレートの材料グレードは別途検討願いま
す。中央部0.4間にある板又はインサートプレートが倉口
隅部を含む場合、Class ＩＩＩ又はＥ／ＥＨを適用する必要
があります。板又はインサートプレートが倉口隅部を含ま
れない場合で強力甲板の補強部材でない場合、Class IIと
する必要があります。
インサートプレートの寸法要求は、3章6節[9.6.3」の4番目
の文章に規定される寸法規定に適合する楕円形又は放
物線形状には適用する必要はありません。従って、イン
サートプレートが[9.6.3]で要求される場合のみ、図25を適
用する必要があります。
楕円形又は放物線形状が、寸法規定に適合しない場合、
倉口隅部を構成する板又はインサートプレートは、図25の
寸法規定に適合する必要があります。この場合、中央部
0.4L間の板又はインサートプレートの鋼材のグレードは、
Class ＩＩＩ又はE/EHとする必要があります。
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種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

CSR-BCの3章5節[1.2.1]にあるばら積貨物船の二重船側
区画の塗装要件は、改正前のSOLAS条約XII章6.3規則
に基づき開発されているため、”二重船側”の定義は、
SOLAS条約XII章1.4規則によらなければならない。
改正前のSOLAS条約XII章6.3規則（決議MSC.170(79)
『2006年7月1日以降に建造される長さ150m以上のばら
積貨物船に設ける二重船側外板区域及び海水用バラスト
タンクには、ＩＩ-1章3-2規則の要件に適合し、かつ、機関が
採択すると沿うのための性能規準に基づいた塗装を施さ
なければならない。』
614
attc

3/5.1.2.1

ばら積貨物
船の二重船
Question
側区域の塗
装要件

2008/5/6

SOLAS条約XII章1.4規則（決議MSC.170(79))
『「二重船側外板」とは、各船側が、船側外板、及び、二重 貴解釈に同意します。
底並びに甲板に連結する縦通隔壁により構成された構造
をいう。ホッパーサイドタンク、及びトップサイドタンクを設
けた場合、それらは二重船側外板構造の不可欠な構成部
分としてよい。』

有

これにより、前述の3章5節[1.2.１]は二重船側構造のばら
積貨物船の貨物倉長さの範囲内にある空所にも適用され
る。従って、単船側構造のばら積貨物船のトップサイドタン
クの一部として配置される質問にある空所は、二重船側
区画として考慮する必要はない。添付の解釈は、改正
SOLAS条約II-1章3-2規則（決議MSC.2.6(82))にも適用さ
れる。
上記について、再度確認されたい。

617

3/1.2.3.9

CI

3章1節[2.3.9]は、以下のように規定している。
”ガッタバーのように船体板部材に溶接で取り付けられる
船体板部材
圧延鋼材は、当該箇所の船体板部材と同一のグレードと 本規定は、内部材を除く船体外板に取り付けられる縦通
に溶接で取
2008/5/30 しなければならない。”
部材で、ガッターバーのように縦強度計算において考慮さ
り付けられ
れるものに適用されます。
上甲板の係留用ウィンチの周りに取り付けられるコーミン
る部材
グのような小さい部材も適用となりますか？
本規定の適用を明確にされたい。

Page26of 51

IACS Common Structual Rules Knowledge Center
KCID
No.

630

関連規則

3/6.9.2.3

638 3/3.1.2.1 &
attc Table 3.3.1

種別

CI

CI

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

3章6節[9.2.3}に関し、以下の質問及び提案に対し回答さ
れたい。
1． ”梁は適切に桁で支持され、倉口側桁からからブル
ワークに向かって2番目の縦通部材まで延長されるものと
しなければならない。”という一節がある。梁は、倉口端横
桁のみか、クロスデッキの横桁も含まれるのかどうか明確
2008/6/19 にされたい。また、ブルワークは必ずしも設置されないの
で、甲板側部のような用語への変更を提案する。
2. クロスデッキの横桁が含まれる場合、本規定は、現実
の設計に合致していないように思われる。従って、2番目
の縦通部材まで梁を延長する旨の規定は、7章の直接強
度計算に適合する場合は、適用しなくてもよい旨提案す
る。

A1: 構造の連続性及び一体性を本節の規定の目的として
います。元々の規定の意図に基づけば、梁は、倉口端横
桁だけでなく、クロスデッキの横桁も意味すると考えます。
また、ブルワークを甲板側部に変更する字句修正に同意
します。
Ａ２： ご質問に示されますように、本規定は、最近の設計
に適合していないように思われます。実際的な設計に適合
するよう規則改正提案を検討致します。

3章3節表1にある、バラストタンク頂部下方3m 以内の腐
食予備厚に関して、その腐食予備厚は、タンク頂部が暴
露甲板であるバラストタンクにのみ適用されると理解して
いる。この解釈は腐食予備厚に関する技術的背景の表3
及びタンカーＣＳＲの表6.3.1の備考1に合致するものであ
る。この解釈が正しいかどうか、確認されたい。
添付の技術的背景の表3によると、腐食量1.7は、タンクが
高温に曝される場合、トップサイドのWBTに対するもので
バラストタン
クの腐食予 2008/4/22 あると示されている。高温は暴露甲板がバラストタンク頂
部であるバラストタンクの構造部材に想定される。
備厚
従って、WBT頂部が暴露甲板で無い場合、例えば、ＡＰＴ
のように操舵機室下にあるWBTは、ＣＳＲ－ＢＣ規則の3
章3節表1の’タンク頂部下方3m 以内’ではなく、'その他'と
して扱われるべきである。
加えて、この解釈が許容されるのであれば、KCID206の
回答（トップサイドのWBTに連結されていないホッパーサ
イドタンクの腐食予備厚）も再考されるべきである。

ビルジホッパタンクのタンク頂部から下方3ｍ以内に配置
される構造部材の板厚計測データを調査しました。その結
果、タンク頂部から下方3m 以内の構造部材の腐食衰耗
量は同タンク内のその他の位置にある部材の腐食衰耗量
と違いがありませんでした。
従って、この調査結果に基づき規則改正を検討いたしま
す。
またKCID206の回答を修正いたします。

クロスデッ
キの梁

有
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Figure
3.6.2

種別

RCP

項目

防撓材のス
パンの定義

完了日

質問

添付
有無

回答

本質問は、3章6節図2の”防撓材のスパンの定義”に関連
している。
防撓材のスパン”ｌ”は、3章6節[4.2.1]に示されるように測ら
れる。図2の4番目の図は、スパンの一方は、取り付けられ
る端部ブラケットに関連し、もう一方は、取り付けられる
ウェブ防撓材の深さに関連している。スパンの減少は、両
端において対称でなければならないことを図に示されてい
ない。そして、それが、バランスしていないモーメントを支
貴方の質問及び提案は、タンカーCSRとの調和作業の検
2008/5/28 持点に生じることになる。
しかしながら、バランスしていないモーメントをウェブ防撓 討の一環として検討いたします。
材又は桁によって支持されることを確保する規則の規定
がない。また、バランスしていないモーメントが生じるような
支持の防撓材の回転を確保するような規則算式がない。
従って、以下の提案を検討されたい。
3章6節[4.2.1]の図2の4番目の図を、両端におけるスパン
減少が、ブラケット及びウェブ防撓材の深さによるスパン
減少の小さい方より大きくならないことを示す図に修正す
べきである。
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3/6.5.2.1

種別

RCP

項目

完了日

質問

主要支持部材のウェブ防撓材の規定の適用性について。
本質問は、すべて主要支持部材のウェブ防撓材を検討し
ているKC204/328/333/416/419に関連している。主要支
持部材に関する全部の概要を把握するために、上記5つ
のKCを調査した。KCの幾つかは無効であり、幾つかは矛
盾しているように思われる。得られた知見の概要を添付の
エクセルシートに示す。得られた知見の概要に基づき、KC
を明確にし、以下の事項について規則を修正されたい。
1． 3章6節においてウェブ防撓材の明確な定義並びに配
置及び適用規定を参照する表を追記されたい。（KCは、
主要支持部
座屈防止用防撓材も参照している。）
材のウェブ 2008/5/13
2．3章6節において、防撓材の定義並びに図及び適用規
防撓材
定を参照する表を追記されたい。
3．3章6節5.2.1の規定が、ウェブの座屈を防止する目的
でウェブ防撓材の剛性及び適切な寸法を確保する目的で
あると保守チームが示す場合ＫＣ ID 416を参照する。
座屈防止防撓材が、6章3節及び6章2節の最小寸法規定
により評価される場合、3章6節[5.2.1]の規定は削除され
るべきである。もし、削除できるのであれば、このことを規
則に明記されたい。
4．将来の混乱を避けるため、上記5のKCを削除/統合され
たい。

添付
有無

回答

本件（ウェブ防撓材の寸法）に関連するすべてのKC（KC
204/328/333/416/419）にある回答は、改めて説明するま
でもないものと考えます。
しかし、以下の事項については、留意願います。
1． 3章6節[5.2.1]は、本規定は主要支持部材の防撓材配
置に適用する旨明確に述べています。追加の図や定義は
必要ないと考えます。
2．加えて、KC#419の回答は、主要支持部材のウェブ防
撓材は、防撓材として考慮すべきでないと明確に述べてい
ます。
3．KC#204の回答（b）及びKC#333（2）の回答は、どちら
も以下の規定がウェブ防撓材に適用される旨述べていま
す。
ーウェブ防撓材の最小板厚に関する3章6節[5.2.1]は、
ウェブ防撓材が取り付けられる主要支持部材の最小板
厚、即ち、6章4節[1.5.1]を参照しています。
－主要支持部材のウェブ防撓材のネット寸法に関する6章
2節[4」の規定

有

なお、結論として、これらのすべてのKC事項は、将来的な
修正として統合されなければならいことに合意します。
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3/6.6.5.2

3/6.7.2.1

種別

RCP

CI

項目

中間板の
ネット板厚

完了日

2008/5/9

質問

添付
有無

回答

主題の規定である3章6節[6.5.2]は、”中間板のネット板厚
は、ビルジ外板と同じ板厚としなければならない。ただし、
一般に15mmを超える板厚とする必要はない。”と規定して
いる。最大15mmは、従前の規則を踏襲して、図面寸法板
はい、最大板厚は、図面寸法板厚です。
厚であるべきと理解している。
このことを明確にするため、字句修正を検討します。
このことを明確にするため、以下の字句修正を提案す
る。、
”中間板のネット板厚は、ビルジ外板の板厚以上としなけ
ればならない。ただし、グロス板厚は、15mmを超える板
厚とする必要はない。”

ホッパ及び二重船側区画が単一の海水バラストタンクを構
成し、トップサイドタンクは、液体を積載しない区画である
二重船側ばら積貨物船の場合、以下の質問に回答された
い。
１．KC#510に関連し、このトップサイドタンクは、ネット寸
法を確保する目的及び疲労強度評価において、海水バラ
スト区画として考慮しなければならないか。
二重船側構
造のばら積 2008/4/24 海水バラストとして考慮する場合、
貨物船
２． このトップサイドタンクは、分離された海水バラストとし
て考慮するのか、それとも、二重船側タンクと連結されたタ
ンクとして考慮するのか？
３．ネット寸法を確保する目的のためにあるのであれば、
腐食予備厚は、仮想の海水バラスト区画の代わりに、実
際の液体を積載しない区画のものを考慮すべきであること
を意味しているか。

回答又は解釈
A1: ご質問のケースにおけるトップサイドタンク（二重船側
区画内の海水バラストタンクから分類された液体を積載し
ない区画）は、二重船側区画から物理的に分離されている
ため、液体を積載しない区画として考慮する必要がありま
す。
A2: 上記の回答により該当しません。
A3: 3章6節[7.2.1]に規定する設計原則と同様に腐食予
備厚は、液体を積載しない区画として考慮して下さい。
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

3章6節[7.2.1]に、以下の規定がある。
”二重船側区画を空所とする場合、当該区画の境界を形
成する構造部材については、構造上、6章に従ってバラス
トタンクとして設計しなければならない。この場合、設計上
の空気管は、船側における乾玄甲板から0.76ｍ上方まで
二重船側区
画が空所の 2008/5/28 導かれているものとすること。”
8章に従って実施される疲労強度計算においては、これら
場合
の区画は、空所として考慮すべきであると解釈されるの
か？
当該区画は、実際の運航状態において、実際空所として
使用されるため、合理的です。確認されたい。もし、そうで
あれば、3章6節[7.2.1]にこの旨明記されたい。

二重船側区画を空所とする場合、3章6節[7.2.1]の規定
は、バラストタンクとして6章の適用のみを要求しており、
疲労などその他の事項を要求していないため、十分明確
なものと考えます。
なお、疲労強度評価ではこれらの区画を空所として考慮す
る必要があります。

3章3節 表1は、構造部材の片側の腐食予備厚を規定し
構造部材の
ている。
701 Table 3.3.1 Question 片側の腐食 2008/5/28
中空のピラーの内部には、表1のどの腐食予備厚を適用
予備厚
すべきか教示されたい。

中空のピラー或いはシェダー又はガセット背後の空間は、
閉じた構造で気密になっています。このことは、酸素が最
初の腐食過程で消費され、新しいものと入れかわらないこ
とを意味しています。これは、不定期に実施される検査が
マンホールを空けて実施される空所とは異なります。
従って、中空のピラーの内部及びガセット又はシェダーの
内部の腐食予備厚は、空所として0.5mmとします。

689

3/6.7.2.1

CI
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702
attc

関連規則

3/6.4.5.2

種別

Question

項目

防撓材

完了日

質問

添付
有無

回答

3章6節[4.5.2]は、以下のとおり規定しています。
”防撓材が主要支持部材を貫通する場合、構造の連続性
を確保するためにブラケットを設けなければならない。この
場合、ブラケットのネット断面係数とネット断面隻は、防撓
材のネット断面係数及びネット断面積以上としなければな
らない。”
”ブラケットのネット断面係数及びネット断面積の定義につ
いて、以下の事項について確認されたい。
1. ブラケット及び防撓材の断面
防撓材のウェブ及び/又は面材が主要支持部材に溶接さ
2008/5/30 1-a 防撓材の端部におけるもの
れる場合、(1-a)となります。その他の場合は、（2-b）となり
1-b ブラケットの自由縁の中点におけるもの
ます。
ケース１において、防撓材の面材がスニップ形状の場合、
計算に含まれるのか？
2． ブラケットの断面
2-a ブラケットの自由縁に垂直
2-b 防撓材の端部
2-c 防撓材の取り付け箇所
2-d 2-bと２－ｃの小さい方
（添付図参照）

有
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711

720

756

関連規則

3/1.2.3.3

3/1.2.3.9

3/6.5.2.4

種別

CI

Question

RCP

項目

完了日

質問

技術背景資料では、3章1節[2.3.3]の規定はBV規則B編4
章1節表3の備考2によると述べられている。しかし、3章1
節[2.3.3]の規定は、最新のBV規則と異なっている。
”推進機関及び補機のために、内底板に挿入されるベッド
ベッドプレー
プレートの鋼材のグレードは、板厚が40mm以下のものに
トの鋼材の 2008/5/28 あっては、A/AH以上としなければならない。板厚が40mm
グレード
を超える場合は、個別に異なるグレードが要求される。”と
ある。
このため、CSRの規定も、最新のBV規則と同じように解
釈されるべきである。
確認されたい。

鋼材のグ
レード

2009/6/2

ここで問題になっている板部材とはどのようなものか？
ムアリングウインチのオイルスピルコーミング（oil spill
coaming）のような小さな板部材にも適用されるのか？

添付
有無

回答

CSRの規定のとおりです。表3のClass Iを参照すると、板
厚30mmまでは、A/AHが要求され、40mmまではB/AH,
50mmまでは、D/DHが要求されます。
BV規則では、40mmまでA/AHを要求し、40mmを超える
場合ケースバイケースで対応する規定となっています。
CSRの規定は、より明確で、より適用が簡単になっている
と考えます。

この要件は外板に取り付けられた、ガッタバーのような長
さ0.15L以上の縦通部材に適用されます。一例として、ム
アリングウインチにある独立したオイルスピルコーミング
（oil spill coaming）は適用の範囲外です。

3章6節[5.2.4]の２番目の算式で、記号ｂの定義がない。
2番目の算
3章6節[5.2.4]は、ＢＶ規則Ｂ編4章3節[4.7.6]に由来するト
誤記です。字句修正を検討します。
式の記号の 2008/5/30
リッピングブラケットの腕の長さを規定している。
未定義
修正されたい。
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

3章6節[6.1.3]の最初の文は、二重底の最小高さを規定し
ている。二重底高さが幅方向に変化する設計を添付に示
す。これは、船底外板が内底板の全幅にわたり水平が保
たれていないことによる。
758
attc

760

3/6.6.1.3

3/6.5.2.1

CI

CI

二重底の最
2008/7/16 前述の規定が次のどちらを意味するのか確認されたい。
小高さ
A）中心線における二重底高さ（h_CL)のみが、B/20又は
2mのいずれか小さい方の値以上としなければならない。
或いは、
B）B/20又は2mのいずれか小さい方の値が、h_sを含む
内底板の全幅にわたり確保されなければならない。

ウェブ防撓
材

2009/3/3

ウェブ防撓材の最小板厚規定の適用について
ウェブ防撓材の最小板厚規定の適用に関し、KC328の質
問の文末においてウェブ防撓材のタイプが参照されてい
る。しかしながら、KC328の回答及びKC328に関連する
KC648の回答は、ウェブ防撓材のタイプが明確でない。
ウェブ防撓材の最小板厚規定は以下の通りである。
-3章6節5.2.1：主要支持部材の最小ネット板厚は6章4節
1.5.1による。
-6章2節2.2.1：防撓材のウェブの最小ネット板厚で、規定
されるウェブ防撓材のタイプは以下の通り：
-フラットバータイプ
-アングル、又はT型

回答

添付
有無

キールに平行な線から内底板まで垂直に測られた二重底
高さｈは、B/20又は2mのどちらか小さい方の値以上としな
ければなりません。しかしながら、いかなる場合も、
760mm未満としてはなりません。

有

3章6節5.2.1はフラットバータイプの防撓材にのみ適用さ
れます。
アングル、あるいはT型鋼のウェブ防撓材の最小ネット
ウェブ厚は6章2節2.2.1で定義されている防撓材の板厚以
上とする必要があります。

上記2つの規定が、2つのタイプのウェブ防撓材に適用さ
れるかどうか明確にされたい。
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

3章6節5.6.2の要件に、主要支持部材の端部ブラケットの
高さは主要支持部材の高さより低くなってはならないとあ
る。KC414の解釈には、3章6節の要件は貨物倉だけでな
く、その他適切と判断される区域に適用されるとある。3章
6節5.6.2の上記の要件は操舵機室の船側横桁ウェブに適
用されるか確認されたい。適用される場合、上記の要件に
よる大きなブラケットは操舵機室の配置を妨げることにな
る。

761

762

3/6.5.6.2

3/6.6.3.1

CI

CI

端部結合部の寸法に関する必須要件は、以下の規定によ
る。
『端部ブラケットの寸法は、一般に端部ブラケットを設ける
主要支持部
主要支持部材の中央部における断面係数以上となるよう
材の端部ブ
しなければならない。』
2009/6/26
ラケットの
上記の要件は技術的背景に示されているようにBV規則 3章6節5.6.2の文に『一般的に』という語句を加え、次のよ
高さ
PartB、4章3節4.4に基づいている。BV規則は更に船側防 うに語句修正を行います。
撓材の端部ブラケットの高さについてPartB、4章3節3.2 『端部ブラケットの高さは、一般的に、主要支持部材の高さ
で、”端部ブラケットの高さは主要支持部材の半分以上とし 以上としなければならない。』
なければならない。”と規定している。
上記のBV規則にある端部ブラケット高さの基準は船側の
主要支持部材に適用されると考えている。本解釈につい
て確認されたい。

中心線桁板

2009/3/3

3章6節6.3.1は、中心線桁板の水密性について以下のよ
うに規定している。
二重底区画に燃料油，清水又はバラスト水が積載される
場合，中心線桁板は，他の水密桁板が船体中心線から
「など」には、本要件に規定された区画配置と比して、当該
0.25B の範囲にある場合又は船首尾の狭隘タンクとなる
区画の自由表面影響が非常に小さいと考えられる小さい
場合などを除き，水密構造としなければならない。
水密区画も含まれます。
文中の「など」に関し、CSRはある特殊な条件下では非水
密中心線桁板を許容するように感じられる。どのような条
件下では非水密中心線桁板が許容できるのか、説明され
たい。
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765

関連規則

Text 3/6

種別

Question

項目

強度の連続
性

完了日

2009/3/3

質問

添付
有無

回答

3章6節１によると、この節の要件は貨物倉区域に適用さ
れます。その他の区域については、9章1節から4節の要
3章6節の要件は、9章などの該当区画の関連する章で規 件が適用されます。
定される要件において参照されない限り、貨物倉区域以 実際は、例えば3章6節5.1.1『強度の連続性』など、要件
外に適用されないことを確認されたい。
のうちいくつかは船全体に適用されます。
本章の規定の適用範囲を明確にするため、規則改正を検
討します。

CSR-BC3章1節表4『鋼材の使用区分及びグレード』につ
いて、特殊構造部材の以下の箇所について、字句修正を
提案する。

769

Table
3.1.4

RCP

1. ”鉱石運搬船”と”兼用船”は、これらの船舶が適用外で
ある述べている1章1節[1.1.2]の適用の観点から不適切で
ある。IACS URS6、Rev.5の適用可能なものとして表1C5
を写した規定であり、この欄は、CSR-BCにより適切なも 1. 貴提案に同意します。
のとし、この欄は、”倉口を有する船舶の強力甲板の倉口
Application
2. 表4の最下欄は、ハッチサイドコーミングの長さが0.15L
隅部 (2)”とすべきである。
of material
より長いものを有するばら積貨物船に適用されます。これ
2008/10/15
classes
2. 構造部材分類の最終行にある”ハッチサイドコーミング は、表の下から３番目の欄にそったものです。これらの項
and grades
の端部肘板及び甲板室との取り合い部(5)”は、ばら積貨 目を明確にし、かつ、ＩＡＣＳ UR S6 Rev. 5の改正を含め
物船ではなく、本来コンテナ船に適用されるものと思われ るため、規則改正を検討します。
る。そうであるならば、該当部分を削除すべきである。そう
ではない場合で、CSR適用のばら積貨物船に適用される
のであれば、本欄が、ハッチサイドコーミングの長さが
0.15L未満の連続しないハッチサイドコーミングの端部肘
板をいうのかどうか明確にされたい。そうでなければ、
D/DHは小さなばら積貨物船にさえ強制される不合理なも
のになる。
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772

関連規則

3/6.8.6.1

773 Table 3.3.1

777

Tanker
12/1.1.3 &
Bulker
3/2.3.3

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

CSR-B編3章6節[8.6.1]によると、フレームスペース毎に
倉内肋骨上部における構造連続性を肘板よりに確保しな
ければならない。
肘板を支持
Question する縦通防 2008/10/15 結果として、トップサイド斜板付き縦通防撓材の最も低い
位置にあるものの少なくとも一方は、通常、フレームス
撓材
ペース毎に肘板で支持されることになる。縦通防撓材のス
パン決定の点において、このような縦通防撓材を支持する
肘板の影響の評価方法を明確にされたい。

スパン”l”は、6章2節[3.2.3]、[3.2.5]又は[3.2.7]の算式を適
用する場合、肘板間隔或いはビルジホッパタンク又はトッ
プサイドタンク内の横桁と隣接肘板との距離のうち、適当
なものとなります。
間隔”ｓ”は、縦通防撓材と隣接縦通防撓材間の間隔の半
分の距離に、縦通防撓材とトップサイドタンク／ビルジホッ
パタンク斜板と船側外板の結合部との間の距離の半分を
加えたものになることに注意してください。

本質問は、タンク頂板の３ｍ下方以内のＷＢＴ箇所、特
に、トップサイドタンクの腐食予備厚に関して、3章3節表1
の適用に関係している。防撓材の面材の一部のみが、タ
ンク頂板から３ｍ下方以内にあり、防撓材のウェブは、タン
ク頂板から３ｍ下方以内の外側にある場合、当該防撓材
ＷＢＴ箇所
の腐食予備 2008/10/10 の腐食予備厚は、次のどれになるのか？、
(1) タンク頂板から３ｍ下方以内のＷＢＴ箇所の腐食予備
厚
厚、又は、
(2) タンク頂板から３ｍ下方以内の外側のＷＢＴ箇所の腐
食予備厚
明確にされたい。

3章3節[1.2.1]の最後から２つ目の規定によると、構造部
材が複数の腐食予備厚の影響を受ける場合、寸法基準
は、一般的に、部材に適用される腐食予備厚の最も厳し
い値を考慮して適用されます。これは、一般原則です。通
常、防撓材の位置は、取付け板との結合部における座標
から判断されます。従って、質問にあるケースでは、タンク
頂板から３ｍ下方以内の外側のＷＢＴ箇所の腐食予備厚
となります。このことを明確にするために、規則改正を検討
します。

RCP

CI

図面板厚

提出された構造図面（CSRタンカー3節2.2.2.1, (a) と (c)、
及びCSRバルクキャリア3章2節3.3）には、切替板厚と建
船上に備え付けるべき図面は、建造時の板厚及び切替板 造時の板厚が示される必要があります。船主要求による
厚を含んだものでなければならない。これは、全ての図面 特別な増厚も図面上に明示願います。船上に備え付ける
上に記載される全ての板厚が建造時の板厚と切替板厚を 図面については、CSRタンカー3節2.2.3をご参照願いま
2009/5/19
含むという意味か？ 切替板厚は、主要な図面上に記載 す。代替案として、別の図面に、建造時の板厚が記載され
されるか、あるいは、別の資料として記載されていればよ ず切替板厚が記載されたもの（『切替板厚図』）が認められ
いか？
ます。ただし、船主要求による特別な増厚は明示する必要
があります。この図面は承認され、船上に備え付ける必要
があります。
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780

関連規則

3/6.8.2.1

786

3/6.4.1.1

787

3/1.2.3

794

3/1.2.3.3

種別

Question

項目

空気管

完了日

2009/3/3

質問

添付
有無

回答

3章6節8.2.1の第2文『空気管が貨物倉内を通過する場
貨物倉内にある空気管に機械的な損傷が生じないように
合、機械的な損傷が生じないよう適切な手段により空気管 するための適切な手段については、各船級協会の判断に
を保護しなければならない。』について、『適切な手段』とは よります。
何か、説明されたい。

貴解釈のとおりです。CSR-BC3章6節[4.1.1では、バルブ
プレートと等価な組立鋼のウェブ板厚twは、バルブプレー
トのウェブの元々の板厚t'wと等しいものとしなければなり
ません。

Question バルプ形状

CSR-BC3章6節[4.1.1]で、バルブプレートと等価な組立鋼
のウェブ板厚twが定義されていいない。バルブプレートの
2008/9/10
ウェブの板厚t'wと等しいウェブ板厚を仮定している。この
解釈について確認されたい。

Question

IACS UR S6、Rev.5(2007年9月）を考慮すると、CSRそのとおりです。CSR-BC3章1節[2.3]の規定をIACS UR
2008/9/10 BC、3章1節2.3はこの改正にともなって修正される必要が
S6、Rev.5(2007年9月）に沿うよう更新する予定です。
あるのではないか？

CI

UR S6

機関台の頂
板－鋼材の
グレード

2009/4/1

1. 内底板に挿入される主機台の頂板の鋼材のグレードに
関するIACS KC ID711に関連。
2. 主機台の厚い頂板は主機を据付ける主機ボルトを固定
するのに適したものであることが要求されており、そのた
め、それは、完全に局部強度事項と考えられると理解して
いる。
3. 結果として、中央部0.6L間外にある主機台頂板のすべ
本質問はばら積貨物船、及びタンカーCSRの調和作業に
ての板厚に対し、A/AH級鋼が認められ、CSR-BCの3章1
より取り組まれます。
節2.3.3の規定は、中央部0.6L間にある主機台の頂板に
適用されると理解している。
4. 情報として、LR規則は、中央部0.6L間外にある主機台
の頂板に対しA/AH級鋼材を認めており、これまでのところ
損傷は殆ど報告されていない。殆どの船級協会の規則は
この要件と一致していると考えている。
5. 3章1節2.3.3について確認されたい。
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808

817

関連規則

3/6.6.4.2

3/6.5.2.2

種別

RCP

Question

項目

適正位置

トリッピング
ブラケット

完了日

2009/3/3

質問

添付
有無

回答

3章6節6.4.2は、下部スツール箇所の肋板のネット板厚と
材料は、下部スツール側板のもの以上とする旨規定して
いる。この規定は、下部スツールがない場合における波形
隔壁箇所の肋板のネット板厚と材料は、波形隔壁の面材
のもの以上とする旨規定しているURS18.4.1(c) 構造部材
の直線性に由来している。下部スツールがない場合、肋
板が隔壁の波形部を支持しており、構造的な観点から、肋 本改正は、PR32に従い審議された規則改正4
板のネット板厚及び材料は隔壁と同等以上とすることは理
（RuleChangeNotice1,2009)に含まれています。
解できる。しかしながら、下部スツールがある場合、隔壁
の波形部は、下部スツールに支持され、肋板は、下部ス
ツール側板を支持している。このことから、下部スツール
側板と肋板との結合部において、等価な板厚が確保され
れば十分な連続性があると考えられる。従って、下部ス
ツールがある場合、肋板の材料は、3章6節6.4.2による必
要がない旨の規則改正を提案したい。

3章6節5.2.2はトリッピングブラケットに対して、面材への
溶接を規定する。加えて、3章6節5.2.2の最後の1文は、
主要支持部材の面材のどちらか片側が180mmを越す場 3章6節5.2.2は面材の片側が180mmを越えた場合、面材
2009/3/10 合、トリッピングブラケットにより面材が支持されなければ
が支持されなければならないことを意味します。
ならないという要件である。主要支持部材の面材どちらか
片側が大きい場合にのみ、トリッピングブラケットは面材を
支持する必要があると考える。確認されたい。
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No.

827
attc

関連規則

3/6.7.2.1

種別

CI

項目

空所

完了日

2009/3/3

質問

添付
有無

回答

添付図の二重船側構造のばら積貨物船を参照されたい。
このばら積貨物船はトップサイドタンクにFOTとパイプダク
トを有している。パイプダクトは空所と考える。3章6節7.2.1
の要件は以下の通り：『二重船側区画を空所とする場合，
当該区画の境界を形成する構造部材については，構造
上，6 章に従ってバラストタンクとして設計しなければなら ＣＳＲは、空所構造の境界の構造寸法が非合理的なもの
になることを、意図したものではありません。バラスト内圧
ない。』
を計算する算式内のI_Hについて、対応する貨物倉の長さ
本ばら積貨物船では、FOTは貨物倉の長さ方向に、パイ を用いて算定してください。
プダクトは全ての貨物倉を通るように設計されている。こ このようなことを解消するために、規則改正を検討します。
の規定に基づき計算すると、長いパイプダクトの動圧は
FOTの内圧の2倍程度になり、それに基づく寸法は過剰な
ものとなる。
しかしながら下記に示す3章6節7.2.1の技術的背景を考
慮すると、上記のような過剰寸法の要件は不合理である；

有

『二重船側部の用途が空所で，貨物倉に貨物密度の高い
貨物の積載を計画している場合，二重船側の貨物倉側の
構造には，局部的な荷重が作用しないことが想定される。
このような場合でも，最低限度の板厚は必要と考え，二重
船側部は，空所であっても，バラストタンクと看做して，局
部強度評価をする旨規定した。なお，腐食予備厚について
は，実際の使用環境，即ち，空所として取り扱う旨追記し
た。』
ばら積貨物船では、縦通隔壁はFOT内の圧力の評価によ
り適切に考慮される。従って、パイプダクトとFOT間の縦通
隔壁はFOT内の内圧を計算することにより適切な構造が
導かれる、その結果、このばら積貨物船はパイプダクト内
の内圧を計算しなくとも、3章6節7.2.1の規定に適合してい
ると考える。
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842

関連規則

3/6.5

種別

Question

項目

曲線状の面
材

添付
有無

完了日

質問

回答

2009/7/6

3章6節5に関して
タンカーCSR4節2.3.4には、曲線状の主要支持部材のフ
ランジ有効面積に対する修正算式がある。ばら積貨物船
CSRにはそういったものがない。これは、例えばトップウィ
ングの桁やビルジ部の桁における、曲りフランジは100%
有効だということか？

ばら積貨物船CSRには曲りフランジの曲線部分の有効性
を評価する算式はありません。曲りフランジの有効幅或い
は有効範囲を評価する算式はクロスベンディング現象の
影響を考慮するため必要となります。
そのため、本件は調和された解釈を作成するためHull
Panel に提出される必要があります。
さらに、調和された解釈に基づき、規則改正を検討いたし
ます。

843

Text
3/6.2.2.5

3章6節2.2.5板厚の変化
主機台座は通常内底板板厚の倍以上の板厚となる。台座
が二重底構造の一部となる場合、3章6節2.2.5の要件は
2009/6/25 適合されるか？ その場合、内底板に対しインサートプ
レートの要件が頻繁に適用される。
11章2節2.2.2に従ってテーパーを用いればよいと思うが、
ご教授願いたい。

3章6節2.2.5にある『荷重伝達方向』の『荷重』とは、ハル
ガーダ荷重のように全体荷重とみなされます。全体荷重
が小さいか、無視できる場合、例えば主機台座、或いは隔
壁に設けられた隔壁の開口補強などは、11章2節2.2.2に
従ってテーパーを用いて差し支えありません。

844

3章6節10.3.4
防撓材ブラケットの腕の長さの要件は、長さの長い防撓材
であって圧力を受けないものに対し非常に大きくなる。
例：プラットフォームデッキと上甲板の間にある機関室内
の隔壁で、長さが5.5mの場合、9mmの板がHP140x8の
平板隔壁の
防撓材で防撓される。この場合、腕の長さaの要件による
防撓材にお
2010/1/18
3/6.10.3.4 Question
けるブラ
と、下部ブラケットの腕の長さは550mm、上部ブラケットの
ケット
腕の長さは、440mmとなる。実際の腕の長さは250mmで
ある。
ブラケットのサイズは防撓材に対する要求断面係数に基
づいて定められるべきで、防撓材の長さで定められるべき
ではないと考える。本件について、意見を伺いたい。

ご意見のとおりです。ブラケットのサイズは防撓材の長さ
ではなく、要求断面係数の要件に基づいて決定されます。
ばら積貨物船CSRとタンカーCSRの調和を行うため、規
則改正を検討します。

Question

テーパー
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No.

871
attc

884

関連規則

種別

3/6.10.4.7 Question

Text
3/2.3.3.1

Question

項目

S 18

ネット寸法
手法

完了日

2009/5/13

質問

添付のABSから転送されたCSR BC 3章6節10.4.7に関
するコメント/質問を参照のこと。

回答

添付
有無

3章6節10.4.7の要件はS18に来歴し、SOLAS Ch. XII SOLAS/CONF.4-Resolution of the Conference of
Contracting Governments to the International
Convention for Safety of Life at Sea, 1974-(November
1997) – Resolution3 –Recommendation on
Compliance with SOLAS Regulation XII/5 – (Adopted
on 27 November 1997)と一致しています。本件に変更あ
りません。

有

ネット寸法手法の観点から、構造部材の切替え板厚は構
造図面に記載されることが、3章2節3.3.1で要求されてい
る。13章2節にて、切替え板厚は下記の通り定義される;
t_renewal = t_as_built - t_C – t_voluntary_addition
一方、9章4節の船楼及び甲板室の要件は、3章2節2.1.1 船楼及び甲板室構造の切替えは、各船級協会の適当と認
2009/6/24 で示されているようにグロス寸法に基いている。それによ めるところによります。3章2節2.1.1に列挙されている全て
ると、船楼及び甲板室の切替え板厚は上記の定義と一致 の構造についても同様です。
しないと考えられ、従って各船級の規則によることとなる。
つまり、構造図面に船楼及び甲板室の切替え板厚を示す
必要がないと考える。
上記を確認されたい。

上部及び下部スツールのない船首隔壁及び機関区域前
部の隔壁について質問。
下部スツールの腐食予備厚は下部スツール部に起こる高
船首隔壁及
3章3節表1にある『構造部材』分類の『横隔壁』の『その
腐食環境を扱うことを想定しています。下部スツールがな
885 Table 3.3.1 Question び機関区域 2009/8/27
他』及び『上部』は、これらの隔壁の貨物倉側の腐食予備 い場合、『横隔壁/その他』として考慮します。
前部の隔壁
厚にのみ適用になるが、『下部スツールの斜板、垂直板及
び頂板』には適用する必要はないことを確認されたい。
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

3章6節10.4.5で、『一般に，立て式波形隔壁の境界構造
に溶接されるフランジ部分の幅については，当該波形隔
壁のフランジ部の標準的な幅以上としなければならな
い。』と述べられている。

920

3/6.10.4.5 Question

波形隔壁

Q1：『境界構造』とは船側外板と想定している。『境界構
2009/7/16 造』について、正しい解釈を教授されたい。
Q2：船側外板に溶接された立て式波形部の幅は、波形隔
壁の標準的なフランジ部の幅より広くなければならないと
理解している。

A1：『境界構造』とは『船側構造』です。
A2：最初の波形部は、最低限、隔壁の『標準的』な波形部
の幅となります。それよりも広い幅は要求されません。

上述解釈を確認されたい。

926

Text
3/6.4.1.1

Question

組み立て防
撓材

3章6節4.1.1 バルブプレート、等価として扱われる組立て
防撓材
文章と図1がバルブプレート及び等価として扱われる組み 3章6節4.1.1のt'w, tw, h'w, bf 及び tf はネット寸法です。
2009/6/24 立て防撓材のネット或いはグロス寸法のどちらを参照して 本件明確化のため、誤記修正(Corrigenda)を検討しま
いるか不明確である。t'w, tw, h'w, bf 及び tf がネット或い す。
はグロス寸法のどちらを参照しているのか、明確にされた
い。
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関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

本質問は調和作業の範囲内で考慮される必要がありま
す。下記に示すABSによる案が関連の調和作業チームに
提出される予定です。

931 Table 3.3.1 Question 腐食予備厚 2009/7/24

933
attc

3/5.1.3.4

CI

ビルジタンク／排水タンクの腐食予備厚を明確化された
い。

ABS提案：
ビルジ及び排水貯蔵タンクは一般的に油と水の混合液を
貯蔵しています。
しかしながら、極端な場合を想定すると、海水だけの場合
が考えられます。
燃料油タンクの防撓材を考慮すると、両面の腐食予備厚
（腐食余裕厚t_reｓｒeveを除く）は1.4mm->1.5mm。そして
バラストタンクの場合は両面の腐食予備厚は2.4mm->2.5
となります。
両面の腐食予備厚について、2.0mmから2.5mmが適正と
思われます。
当該構造に適用する腐食予備厚の大きさを考慮し、この
類のタンクを既に存在するカテゴリーに当てはめると、バラ
ストタンクとして扱うことが適当と思われます。

HHIC-Phil は、来年建造予定のばら積貨物船の塗装につ
いて議論を行った。塗装仕様書はCSRとPSPC規則の両
方に基き、塗料メーカーの提案と建造仕様書をあわせて
作成した。その際、ばら積貨物船CSRにおける横隔壁の
塗装範囲の規定の解釈について、疑問を持った。
貨物倉区域
2009/7/16 CSRを厳格に適用した場合、塗装すべき場所と塗装を行 貴解釈の通りです。
の塗装
わない場所の区分は倉内肋骨端部ブラケットの位置によ
り変化することになる。
単船側ばら積貨物船の貨物倉区域の塗装区分について
CSRの解釈を示されたい。添付は塗装範囲と非塗装範囲
について我々の解釈を示したものである。参照されたい。

有
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関連規則

種別

項目

944
構造部材の
Table 3.1.4 Question
分類
attc

完了日

2009/9/1

質問

3章1節表4は構造部材の分類を定義している。
それについて、
Q1：倉口側部縦桁近傍の甲板（添付の図に示すDeck
Plate 2）は『一次構造部材』か？
Q2：水密縦通隔壁がトップサイドスペースを2つの区画に
分ける設計になっている。縦通隔壁の上部にある甲板厚
板（添付図に示す『Deck Plate 1』）は『一次構造部材』
か？
教授願いたい。

945

3/6.9.5.4

RCP

ハッチの保
護

添付
有無

回答

Q1：貴解釈の通りです。(添付の）Deck Plate 2は、当該
板が、強力甲板の倉口隅部を構成する場合、『特殊構造
部材』に分類されますが、それ以外の場合は、『一次構造
部材』に分類されます。
Q2：表4において、『強力甲板の縦通隔壁に隣接する一
条』は『特殊構造部材』に分類されます。
しかしながら、表4の基となるUR S6(Rev. 4)では、『強力
甲板の縦通隔壁に隣接する一条』について、備考2として
『二重船殻船の内殻隔壁に隣接する強力甲板を除く』とあ
ります。
この特例は添付に示されている類似のトップサイド区画に
ある縦通隔壁に適用することができます。従って『Deck
Plate 1』は『一次構造部材』に分類されます。

有

ご指摘のIACS UI SC208との同期を図るための変更は規
3章6節9.5.4はIACS UI SC208に沿っていない。
則改正RCP2-6に含まれます。下記の通り変更を検討して
CSR-BCにおける以下の要件は、ハッチガーダー或いは
います。
ハッチコーミングにおける、どちらか一方の保護のみで十
分であるという誤った理解を招くことになる。
『グラブによる荷役又は揚貨を行うよう設計された貨物倉
2009/7/30
を有し、船級符号に追加でGRAB-[X]を付記する船舶につ
『倉口側部縦桁（例えば，トップサイドタンクの上部）及び倉
口端横桁又はハッチコーミング上部に半丸鋼を取り付ける いては、倉口側部縦桁（例えば，トップサイドタンクの上
等の適切な保護を講じることにより，倉口部のワイヤロー 部）及び倉口端横桁並びにハッチコーミング上部に半丸鋼
を取り付ける等の適切な保護を講じることにより，倉口部
プによる損傷を防止しなければならない。』
のワイヤロープによる損傷を防止しなければならない。』
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KCID
No.

関連規則

種別

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

CSRの技術的背景資料の中で、1.3.3と1.3.4の要件は
UR Z9によるとある。1.3.4によると、横隔壁のある部分
（単船側構造ばら積貨物船の場合は倉内肋骨端部肘板
及び二重船側構造ばら積貨物船の場合はホッパータンク
上端より下方300mmの距離に位置する水平線より下方）
は塗装されない場合がある。しかし、UR Z9によると、ス
ツールを含む横隔壁の全ての範囲が塗装されなければな
らないことになっている。塗装範囲を明確にされたい。
949

3/5.1.3.4

CI

横隔壁部の
塗装

2009/9/3

UR Z9の要件がスツール板が斜板かどうかに関わらず適
UR Z9
用されるのと同様に、横隔壁の塗装は3章5節1.3.4に従っ
『…並びに船側肋骨及び肘板下方約300mmの水平なタン
て考慮されます。
ク頂部及びホッパタンク斜板を除く貨物倉内のすべての表
面は、有効な保護塗装を施さなければならない。』
ばら積貨物船CSR 3章5節1.3.4
『塗装すべき横隔壁の範囲は、単船側構造ばら積貨物船
の場合、倉内肋骨端部肘板の下方、二重船側構造ばら積
貨物船の場合はビルジホッパタンク斜板上端より下方300
ｍｍの距離に位置する水平線より上方にあるすべての範
囲とする。』
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KCID
No.

950

関連規則

3/6.10.4.9

種別

CI

項目

溶接規則

添付
有無

完了日

質問

回答

2009/9/4

この要件はS18の10.4.7及び10.4.8による。しかし、下記
に示した要件の抜粋はUR S18と異なるように思われる。
UR S18によると、肋板と内底板の結合部は完全溶け込み
溶接又は十分な開先を取った溶接としなければならない。
しかし、これらの部分に対し、3章6節10.4.9では完全溶け
込み溶接のみが用いられることになっている。一方で、11
章2節2.4.4では完全溶け込み溶接だけでなく十分な開先
を取った溶接も適用される。どちらの溶接タイプが正しい
のか、明確にされたい。

ご指摘のとおりです。
完全溶け込み溶接又は十分な開先を取った溶接はどちら
も、波形隔壁を支持する肋板と内底板の溶接に用いること
が出来ます。3章6節10.4.9の一文『波形部と内底板の溶
接及び肋板又は桁板と内底板の溶接については、完全溶
け込み溶接としなければならない。』について、以下のよう
に修正します：
『波形隔壁と内底板の溶接は、完全溶け込み溶接としなけ
ればならない。波形隔壁を支持する肋板又は桁板と内底
板との溶接は、完全溶け込み溶接又は十分な開先を取っ
た溶接としなければならない。』

UR S18 4.1(c)
『船底の配置。スツールを備えない場合、波形のフランジ
部は肋板上に配置されなければならない。波形隔壁板と
内底板との溶接は、完全溶け込み溶接としなければなら
ない。波形隔壁を支持する肋板と内底板との溶接は、完
全溶け込み溶接又は十分な開先を取った溶接としなけれ
ばならない。』
ばら積貨物船CSR 3章6節10.4.9 底部
『下部スツールを備えない場合、波形部のフランジは、こ
れを支持する桁板又は肋板上と同一線上に取り付けられ
なければならない。波形部と内底板の溶接及び肋板又は
桁板と内底板の溶接については、完全溶け込み溶接とし
なければならない。』
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KCID
No.

952

関連規則

3/1.2.3.1

種別

RCP

項目

鋼材のグ
レード

完了日

質問

参照番号の訂正。
3章1節2.3.1の最後の一文
『表3に規定されない強度部材については，一般にA級鋼
2009/7/21
又はAH級鋼とすることができる。』
表３ではなく、表4と訂正されたい。

954

3/6.4.4

CI

ばら積貨物船CSR6章2節3にて要求されるように、防撓材
のせん断面積Ashの降伏強度評価に関しては、防撓材の
実際のせん断面積が計算される必要がある。しかしなが
ら、ばら積貨物船CSR（3章6節4.4）において、このような
防撓材の実際のせん断面積の計算方法の記載がない。
また、特に取り付け板及びフランジがある場合、それらの
防撓材－せ
2009/9/10
ネット板厚がその計算に含まれなければならない。タン
ん断
カーCSR（4節2.4.2.2参照）においては、取り付け板及び
フランジがある場合、それらのネット板厚は、せん断面積
の降伏強度評価に用いられる『dshr』の決定に含まれる、
とある。両ＣＳＲはどちらも同じ手法、即ち、タンカーCSR
の手法とすべきと解釈している。

添付
有無

回答

ご指摘の通りです。強度部材は表3ではなく、表4に示され
ています。下記の通り誤記修正(Corrigenda)を行う予定で
す。
『表4に規定されない強度部材については，一般にA級鋼
又はAH級鋼とすることができる。』

防撓材の実際のせん断面積を計算する方法をばら積貨物
船CSR3章6節4.4で定義すべきとの意見に賛成します。ま
た、両CSRは、タンカーCSRにある手法と同じ手法とすべ
きとの意見に賛成します。即ち、取り付け板及びフランジ
がある場合、それらのネット板厚は、防撓材の実際のせん
断面積の計算をする際に考慮しなければならない。
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KCID
No.

関連規則

種別

項目

ノーマルバ
961 Table 3.3.1 Question ラスト状態
の喫水

完了日

2009/9/3

質問

添付
有無

回答

『ノーマルバラスト状態の喫水』の定義
3章3節表1備考(7)によると『ノーマルバラスト状態の喫水
線と構造用喫水線の間の船側外板については、0.5mm
加えなければならない。』とある。
貴解釈の通りです。
『ノーマルバラスト状態の喫水』の定義は6章1節2.2.1と同
じであり、KCID409に記載のある船体中央における最小
構造喫水として解釈されているものであると理解してい
る。これについて確認されたい。

3章3節表1 下部スツールの腐食予備厚
KC243を参照。ホッパー斜板の腐食予備厚は下部スツー
ルの板部材よりも小さい。この違いはバラスト状態におい
てホッパー斜板が内部のバラスト水によって冷却されるた
下部スツー
めであると理解している。下部スツール内部は通常空所で
Interpreta
貴解釈に同意します。
978 Table 3.3.1
ルの腐食予 2010/3/30 あり，従って同じように冷却の影響を受けることはない。
tion
備厚
上記に基づき，下部スツール内部がバラストタンクとして
配置されている場合には，下部スツールの板部材の腐食
予備厚としてtc=5.2mmの代わりにtc=3.7mmを適用する
ことは妥当ではないかと考えられる。この解釈を確認され
たい。

1004

3/6.4.1.1

Question

バルブプ
レート

ばら積貨物船CSRでは、バルブプレートは山型鋼と等価
であると3章6節4.1.1で定義されている。経験上述べると、
ある種のバルブプレートにあっては、バルブプレートの断
面特性は等価である山型鋼と同等である。しかし、その他
のものについては、同等ではない。
例を挙げると、バルブ200x10の水平中性軸周りにおける
断面2次モーメントは、以下のようになる。
1. 山形鋼と等価な場合、I=1019cm4
2009/12/16
2. 直接計算した場合、 HPバルププレートに対し、
I=1017cm4 ロシアのバルブプレートに対し、Ｉ＝
1083cm4

コメント拝領致します。3章6節4.1.1は修正する予定です。
以下の規定を4.1.1に挿入する予定です。
『バルブプレートの断面特性は直接計算により決定しなけ
ればならない。そうでない場合は…［4.1.1現文］』

タンカーCSR RCＮ2では、バルブプレートの断面特性を計
算する規則算式は、削除されており、直接計算により算定
することとなっている。
これら2つの規則は調和されるべきである。
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KCID
No.

1030

関連規則

3/5.1.4.1

種別

RCP

項目

完了日

質問

添付
有無

回答

バラストホールド内の防食措置に関して，IACS UR Z9に
準じるためには3章5節1.4は削除されなければならない。
ばら積貨物船CSR 2006年1月 技術的背景資料 3章によ
ると，『本規定（3章5節1.4.1 バラストホールドの保護）は
IACS UR Z9の規定を取り入れたもの』とある。またZ9は
バラストホールドとその他の貨物倉の両方に3章5節1.3と
バラスト
本件はKC400と同様です。3章5節1.3はバラスト水を積載
同様の防食措置を要求している。
ホールド内 2010/4/14
する可能性のある貨物倉を含めるよう修正され，1.4が削
しかし3章5節1.4では，バラストホールド内の全ての表面
の防食措置
に対し有効な防食措置を施さなければならない（KC400に 除される必要があります。誤記修正を予定しています。
よりバラストホールド内の内底板は免除），とあり，これは
Z9を越えた要件となっている。
従って，3章5節1.4が削除されれば，3章5節1.3でバラスト
ホールド及びその他の貨物倉の両方に対応することが出
来る。

ばら積貨物船CSR 3章6節6.5.2 ビルジキール
以下の要件は縦曲げモーメントによりビルジキールに発生
した亀裂がビルジ外板へ進展することを防ぐ為のものであ
る。
『ビルジキール及び中間板は、ビルジ外板と同じ降伏強度
を有する鋼としなければならない』
1046

3/6.6.52

QA

ビルジキー
ルの鋼材グ
レード要件

2010/8/4

船主の方々からビルジキール及びビルジキール端の損傷
防止に関する多くのコメントを頂いており、ビルジキールの
材料はビルジ外板と同じものを用いなければならないこと
となりました。
IACS UR S6に規定される長さ0.15Lのハッチサイドコーミ
ングの場合と同様、ビルジキールの長さが0.15Lよりも長
ビルジ外板は、5章1節4.5で高張力鋼の使用を要求され
い場合、ビルジキールの材料はビルジ外板と同じとするこ
ない場合でも、設計の簡便さから高張力鋼を用いる場合
とが要求されます。
がある。
ビルジキールの材料の要件について3章6節2.3.1も参照く
しかしながら、上記を踏まえると、ビルジキールが5章1節 ださい。中間板についてはその連続性を保つ為、ビルジ外
板のうちの1つと同じ降伏強度を有する鋼としなければな
4.5に示されているように高張力鋼の使用範囲内に位置し
りません。
ていない場合は、本要件は免除出来るのではないかと考
える。
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KCID
No.

関連規則

1065

3/2.3.3.1

1077
attc

Bulker
3/6.5.7

種別

項目

完了日

質問

3章2節について
『3.3 構造図面に関する情報
3.3.1 構造図面には，各構造部材について，グロス寸法
構造図面に
及び13章2節に規定する切替え板厚を記載しなければな
Interpreta 記載するグ
2010/11/15 らない。』
ロス及び切
tion
上記箇所について，IACSの船級に提出する全ての構造
替え板厚
図面に各構造部材のグロス及び切替え板厚を記載しなけ
ればならない，と理解している。
この解釈が正しいかどうか，確認されたい。

Question 開口の深さ 2010/11/10

添付
有無

回答

ご指摘の通り，3章2節3.3.1に各構造部材についてグロス
寸法及び切替え板厚を記載しなければならないとあります
が，更なる明確化及び代替手法確認の為，KC ID 777，
948及び1058を参照ください。
共通解釈については両CSRの調和作業により示されま
す。

開口の深さ及びcut-out/slotsという名称を統一することを コメント拝承。両CSRの調和作業において，貴コメントを検
要求する。（要求については，添付参照）
討させていただきます。

有
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ߡߩ PSM ߦขࠅઃߌࠄࠇࠆᐔ㍑ߩ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߦㆡ↪ߢ߈ࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ߎߩ㑐ଥࠍ◲නൻߔࠆߚޔ⸥ߩ b ߦઍ߃ߡ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩ㐳ߐ l ߣߔࠆޕ
⚿⺰ߣߒߡޔ3 ┨ 6 ▵[5.1.2]ߩⷙቯߩᦨᓟߩᢥ┨ߢࠆ̌࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩᷓߐߪޔ㒐
᠌᧚㐳ߐߩ 1/㧝㧞એߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥ ߇̍ޕCSR ߦណ↪ߐࠇߡࠆޕ

***

KC#450

KC#498

d1

d2
d3

h

"
d4

KC#510

FOT

Void

WBT

KC#534

KC#590
KC590

ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩขࠅઃߌ᧼ߩല߮ᢿ㕙ଥᢙߩ୯ߦ㑐ߔࠆCSRߩቯ
ABS CSR 2006 for Bulk Carriers, Part 5B, 3 ┨ 6 ▵ 5.4.1 ߩਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩലߩⷙቯ̌㒠ફ
ᒝᐲ⹏ଔߦ߅ߡࡀ࠶࠻ᢿ㕙ଥᢙߦ⠨ᘦߐࠇࠆਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩขࠅઃߌ᧼ߩലߦߟߡߪޔ
㓞ធߔࠆ㧞ߟߩਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߣߩᔃ〒ߩᐔဋ୯ߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥⷙ߁ߣ̍ޕቯࠍෳᾖߐࠇߚ
ޕ
ABS Steel Vessels 2007 (ߘߩઁߩ㍑⦁ⷙೣ) Part 3 1 ┨ 2 ▵ 13.3 ߪ̌ޔㇱ᧚ߩ

ߩ㑆㓒ߩว

⸘ߩඨಽߪㇱ᧚ߩᡰᜬߐࠇߥࠬࡄࡦߩ 33㧑ߩߕࠇ߆ዊߐᣇߩ୯ࠍ߃ߥ߽ߩࠍ᧼ߩ
ലߣߔࠆ̍ߣࠆޕ
ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩขࠅઃߌ᧼ߩലߪޔCSRߢߪޔㆊᄢ⹏ଔߒߡࠆࠃ߁ᕁࠊࠇࠆߩߎޕቯߪ
ࠃࠅᄢ߈ߥ㆑ࠍዉߊ႐ว߇ࠆޔߦ․ޕਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩࠬࡄࡦ߇ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩᔃ〒ࠃࠅዊߐ
႐วߢࠆޕ
900㧖10/150*15 ߩTဳ㍑߇ 3000mm㑆㓒㧔600mm㧖㧡ࡈࡓࠬࡍࠬ㧕ߢ ࡦࡄࠬޔ2000㨙㨙
ߩਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߢޔขࠅઃߌ᧼ߩ᧼ෘ߇ 12mmߩߢߪࠆߥ⇣ޔᢿ㕙ଥᢙߩ୯ߣߥࠆޕ
A: ABS CSR 2006 ߦၮߠߊ⚿ᨐ
ขࠅઃߌ᧼ߩല㧦 3000mm(ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ㑆㓒)
ᢿ㕙ଥᢙ: 4420cm3

B: ABS Steel Vessel 2007 ߦၮߠߊ⚿ᨐ
ขࠅઃߌ᧼ߩല㧦 660mm㧔0.33㧖2000㧩660mmߣ 3000mmߩዊߐᣇ㧕
ᢿ㕙ଥᢙ 3920cm3 (CSRߩᢿ㕙ଥᢙߩ 88㧑)
C: IRS Steel Vesselߦၮߠߊ⚿ᨐ㧔ലߩୃᱜ㧕
ขࠅઃߌ᧼ߩല㧦 437 mm
ᢿ㕙ଥᢙ 3722 cm3 (CSRߩᢿ㕙ଥᢙߩ 84㧑)
D: LRS Steel Vessel 2003 Part 3 3 ┨ 9 ▵
ขࠅઃߌ᧼ߩല: 687mm
ᢿ㕙ଥᢙ:4009cm3 㧔CSRߩᢿ㕙ଥᢙߩ 90㧑㧕
ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩᢿ㕙ଥᢙߩ㆑߇ޔᗧߢࠆ႐ว߇ࠅᧄޔઙߦ㑐ߔࠆ⸃ᢎ␜ߐࠇߚ߹ޕ
ߚޔㅀߦߟߡ⏕ߦߔࠆࠃ߁ⷙቯߒޔਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߢ⠨ᘦߔߴ߈ലߦߟߡޔ⸥ߐࠇ
ߚޕ
A,B,C,߮ D ߩ⸘▚ࠪ࠻ࠍਅ⸥ߦᷝઃߔࠆޕ

KC#614

KC#638
⣣㘩੍ෘߦ㑐ߔࠆᛛⴚ⊛⢛᥊
2004/10/8
2005/4/8 ᡷᱜ
JBP

ᧄᛛⴚ⊛⢛᥊ߪޔ2005 ᐕ 4  8 ᣣߩ CSR-BC ╙ 2 ᰴ᩺ߦኻߔࠆᛛⴚ⊛⢛᥊
⾗ᢱߢࠆޕណᛯߐࠇߚⷙೣߪ╙ 2 ᰴ᩺߆ࠄ৻ㇱᄌᦝߐࠇߡࠆߚ⾗ᧄޔ
ᢱߦ⸥タߐࠇߡࠆᢙ୯ߥߤߪណᛯߐࠇߚⷙೣߩ߽ߩߣ⇣ߥߞߡࠆޕ
ೋߦ
න⦁᭴ㅧߩ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩੑ㊀ᐩ߮㓒ოߩࠃ߁ߥ᭴ㅧᒝᐲၮḰߩ IACS ⛔৻ⷙೣߪࠬࡠࠣޔኸᴺ߇
᭴ㅧᒝᐲⷙቯ߆ࠄᓧࠄࠇࠆࡀ࠶࠻ኸᴺߦ⣣㘩ߦࠃࠆ᧼ෘᷫዋ㊂ࠍട߃ࠆߎߣߢᓧࠄࠇࠆ̌ࡀ࠶࠻ኸᴺᚻ
ᴺ̍ࠍណ↪ߒߡࠆ࠻࠶ࡀޕኸᴺᚻᴺߢߪޔએਅߩ↪⺆߇↪ߐࠇࠆޕ
ࡀ࠶࠻᧼ෘ㧦᭴ㅧᒝᐲ⊛ⷰὐ߆ࠄߩߺⷐ᳞ߐࠇࠆ᧼ෘߢᦼ↪ߩ⥾⦁ޔ㑆ߦ߅ߡ⏕ߒߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥᦨዊኸᴺࠍ߁ޕ
⠻㒢ᐲ 㧦⦁⥾ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߦၮߠ߈⛔⸘⊛ߥ⸃ᨆ߆ࠄᓧࠄࠇࠆ⦁⥾ߩ↪ᦼ㑆ߦᗐቯߐࠇࠆ⣣
㘩ߦࠃࠆ᧼ෘᷫዋ㊂ߢޔಾࠅᦧ߃ၮḰߪᦼ↪ߩ⥾⦁ޔ㑆ߦ߅ߡࡀ࠶࠻᧼ෘࠍᜬߔࠆ
ߎߣࠍ⏕ߔࠆ߽ߩߢࠆޕ
⣣㘩੍ෘ㧦ᰴ࿁᧼ෘ⸘᷹ᤨᦼㄥߦ੍ᗐߐࠇࠆ᧼ෘᷫዋ㊂ࠍ⠻㒢ᐲߦട߃ࠆߎߣߢᓧࠄࠇࠆ୯ࠍ߁ޕ
⦁᭴ㅧⷙೣߦࡀ࠶࠻ኸᴺᚻᴺࠍዉߔࠆߚߦޔߕ߹ޔታ㓙ߩ᧼ෘᷫዋ㊂ࠍᱜ⏕ߦᛠីߒߚޔߚ߹ޕ
⣣㘩߇⊒↢߆ࠄᲑ㓏߆ࠄᚑ㐳ߔࠆㄥߩ⣣㘩ㅴⴕㆊ⒟ࠍផቯߔࠆߚߦ⤘ޔᄢߥ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ࠍ⺞ᩏߒޔ
⏕₸⺰ߦၮߠߊ⣣㘩ㅴⴕࡕ࠺࡞ࠍ㐿⊒ߒߚޔߡߒߘޕ᭴ㅧㇱ᧚ߩ᧼ෘᷫዋ㊂ࠍ▚ቯߒߚߦࠇߎޕၮߠ߈ޔ
߫ࠄⓍ⽻‛⦁߮࠲ࡦࠞߩ⣣㘩੍ෘߩᜰ㊎ࠍ㐿⊒ߒޔIACS ߩ⦁ᒝᐲߦ㑐ߔࠆᬺㇱળ㧔WP/S㧕
ߦឭ᩺ߒߚ࠻࠶ࡀޕኸᴺᚻᴺߩᔨ߮⣣㘩੍ෘߩ୯ߪޔIACS CSR㧙BC ߮࠲ࡦࠞߩේ᩺ߦណ
↪ߐࠇߡࠆᧄޕⓂߢߪޔ⣣㘩੍ෘߩቯᣇᴺޔㆡ↪ᣇᴺ߮⠻㒢ᐲߩขࠅᛒࠍ⚫ߔࠆޕ

1. ⣣㘩੍ෘ
1.1 ⣣㘩੍ෘߩቯ
⣣㘩੍ෘߪޔએਅߩᚻ㗅ߢቯߐࠇߚޕ
㧔⚦ߪޔClassNK Technical Bulletin, Vol.21, 2003, PP55-71
ߦࠃࠆޕ㧕
(1) ⦁㦂 5 ᐕ㨪27 ᐕߩන⦁Ზ࠲ࡦࠞ߮න⦁ࡃ࡞ࠞߩ 60 ਁὐߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߩ㓸
(2) MARPOL ᧦⚂ߦㆡวߔࠆන⦁Ზ࠲ࡦࠞߢ‛⽻ޔᴤ࠲ࡦࠢౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߪήႣⵝߩ߽ߩ߮ⴕ
IACS UR ߢⷐ᳞ߐࠇࠆ⽻‛ୖౝ᭴ㅧㇱ᧚߇Ⴃⵝߐࠇߡࠆࡃ࡞ࠞߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߩㆬቯ
(3) ⏕₸⺰ߦၮߠߊታ⊛ߥ⣣㘩⽎ࠍ␜ߔ⣣㘩ㅴⴕࡕ࠺࡞ߩ㐿⊒߮᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ࠍ↪ߡฦ᭴ㅧ
ㇱ᧚ߦኻߔࠆᔅⷐߥࡄࡔ࠲ߩหቯ
(4) ⣣㘩ㅴⴕࡕ࠺࡞ࠍ↪ߡ 20 ᐕߩ⚥Ⓧ⏕₸ 95㧑ߦ߅ߌࠆ⣣㘩⠻㊂ߩ▚ቯ
1

(5) ฦ᭴ㅧㇱ᧚߇ᦑߐࠇࠆ⣣㘩ⅣႺߩᢛℂ߮ฦ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩⠻㊂ߩផቯ⚿ᨐࠍ↪ߡฦ⣣㘩ⅣႺ
ߩ⣣㘩㊂ߩ▚ቯ
(6) ฦ᭴ㅧㇱ᧚߇ᦑߐࠇࠆ⣣㘩ⅣႺߦၮߠ߈⣣㘩੍ෘߩቯ
ߒ߆ߒߥ߇ࠄߩ⥾⦁ޔᐔဋᑄ⦁ᐕ㦂ߪ⚂ 25 ᐕߢࠅޔ
̌Goal Based Standard”ߦ㑐ߔࠆឭ⾗ᢱ㧔IMO
MSC/78/6/2㧕ߪ⸘⸳ߩ⥾⦁ޔኼࠍ 25 ᐕߣߔࠆᣦឭ᩺ߒߡࠆޔߢߎߘޕ⣣㘩⠻㊂ߩ⹏ଔᦼ㑆ࠍ 20
ᐕ߆ࠄ 25 ᐕߦᄌᦝߒߚޔߚ߹ޕታ㓙ߩ⣣㘩⽎ߢߪ᧼ޔෘ⠻㊂ߩ߫ࠄߟ߈߇ޔ࿑ 1 ߦ␜ߔࠃ߁ߦฦ
᭴ㅧㇱ᧚ߩ᧼ෘ⸘᷹ࠃࠅ⦁ߩ⁁ᴫߦଐሽߒߡࠆޕ

࿑㧝 ࠲ࡦࠞߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߩ⛔⸘⸃ᨆ⚿ᨐ
࿑߆ࠄએਅߩ⚿⺰ࠍᓧߚޕ
(1) ෩ߒ⣣㘩ⅣႺߦ㔺ߒߡࠆ↲᧼ߩ᧼ෘ⠻㊂ߩᐔဋ୯ߪޔ75 㓲ਛ 7 㓲߇⚥Ⓧ⏕₸ 70㧑ߩផ
ቯ୯ࠍ߃ߡࠆ̌ޔ߽߆ߒޕᐔဋ୯㧗㧞ᮡḰᏅ̍ߩ୯ߪ ߆ߕࠊޔ5 㓲ߢ⚥Ⓧ⏕₸ 98㧑ߩផቯ୯
ࠍ߃ߡࠆޕ
(2) ↲᧼ࠃࠅ෩ߒߊߥ⣣㘩ⅣႺߢࠆᄖ᧼߮ࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ̌ᐔဋ୯㧗㧞ᮡḰ
2

Ꮕ̍ߩ୯ߪ⚥ޔⓍ⏕₸ 98㧑ߩផቯ୯ࠍ߃ࠆ߽ߩߪߘࠇߙࠇ 0 㓲߮ 1 㓲ߩߺߢࠆޕ
(3) ᱴߤߩ⦁⥾ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߩߩޘᐔဋ୯ߪ⚥ޔⓍ⏕₸ 50㧑ߩផቯ୯ࠃࠅૐޕ
(4) ↲᧼⦁ޔᄖ᧼߮ࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢౝߩ᭴ㅧㇱ᧚એᄖߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲߽⸥(2)ߣห
᭽ߩะߢࠆޕ
ߎߩߎߣ߆ࠄޔ⁁ᴫ߇⦟ߊߥ৻ㇱߩ⦁⥾ࠍ㒰ߊߣޔ᭴ㅧㇱ᧚߇ 25 ᐕߩ⚥Ⓧ⏕₸ 90㧑ߩ⣣㘩ផቯ
୯ߦࠃࠆචಽߥ⣣㘩੍ෘࠍߒߡࠇ߫ޔ㍑᧚ߩಾࠅᦧ߃ߪⷐ᳞ߐࠇߥߣߩ⚿⺰ࠍᓧߚޕᓥߞߡޔ
⣣㘩੍ෘߪޔ25 ᐕ⚥Ⓧ⏕₸ 90㧑ߦ߅ߌࠆផቯ୯ߦၮߠ߈ቯߔࠆߎߣߣߒߚ ޕ1 ߮㧞ߦ࠲ࡦ
ࠞߣࡃ࡞ࠞߩ 25 ᐕ⚥Ⓧ⏕₸ 90%ߦ߅ߌࠆ⣣㘩ផቯ㊂ࠍߘࠇߙࠇ␜ߔޕ
㧝 ࠲ࡦࠞߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩ផቯ୯
㧔න㧦mm㧕
᭴ㅧㇱ᧚

⽻‛ᴤ࠲ࡦࠢ

ࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢ

↲᧼

2.93

2.19

⦁ᄖ᧼

1.90

1.79

⦁ᐩᄖ᧼

4.05

3.15

❑ㅢ㓒ო

1.92

2.00

ᮮ⟎㓒ო

2.35

2.34

↲᧼❑ㅢ

1.94

1.81

↲᧼ᮮᩴ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

2.07/2.36

1.90/2.73

᳓ᐔᩴ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

2.03/2.89

1.90/2.77

ࠢࡠࠬ࠲ࠗ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

1.84/1.90

1.69/1.81

❑ㅢ㓒ოઃ߈㒐᠌᧚ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

1.85/1.87

1.68/1.71

❑ㅢ㓒ოઃ߈ᮮᩴ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

2.50/1.93

1.48/1.94

⦁❑ㅢ⡻㛽 ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

1.85/1.87

1.68/1.71

⦁ᮮᩴ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

1.99/2.01

2.36/2.00

⦁ᐩᮮᩴ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

2.41/1.94

1.38/1.74

⦁ᐩ❑ㅢ㒐᠌᧚ ࠙ࠚࡉ/㕙᧚

1.88/1.90

1.73/1.74

㧞 ࡃ࡞ࠞߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩ផቯ୯
㧔න㧦mm㧕
᭴ㅧㇱ᧚

ᮮ⟎㓒ო

ୖౝ⡻㛽

ਅㇱࠬ࠷࡞

⟎

⽻‛ୖ

ࡃࠬ࠻ୖ

DW<50000

50,000<=DW

DW<50000

50,000<=DW

ਅㇱ

1.98

4.35

2.06*

3.28

ਛᄩㇱ

1.98

4.17

2.06*

4.62

ㇱ

1.82

4.40

1.92*

3.14

ਅㇱ

2.42

3.99

2.42*

2.93

ਛᄩㇱ

2.42

3.80

2.42*

2.85

ㇱ

1.92

3.49

3.62*

3.45

2.09

5.50

3.68*

5.53
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᭴ㅧㇱ᧚

DW<50000

50,000<=DW

↲᧼

3.82

3.66

ࡂ࠶࠴ࠦࡒࡦࠣ

1.71

2.79

⦁ᐩᄖ᧼

*

1.92

⦁ᄖ᧼

*

2.91

ౝᐩ᧼

3.29

4.86

TST ᢳ᧼

1.78

2.95

BHT ᢳ᧼

2.06

3.83

⡻᧼

*

2.27

ੑ㊀ᐩ❑ᩴ

*

2.34

ੑ㊀ᐩ߮ BHT ౝߩ❑ㅢ㒐᠌᧚

*

2.17

TST ౝߩ❑ㅢ㒐᠌᧚

*

3.12

BHT ౝ࠻ࡦࠬࡦࠣ

*

2.39

TST ౝ࠻ࡦࠬࡦࠣ

*

3.40

ߪޔផቯ୯߇᧼ޔෘ⸘᷹࠺࠲ਇ⿷ᚗߪห৻⦁㦂ߩ࠺࠲ߦࠃࠅା㗬ᕈ߇ૐ⚿ᨐᚗߪផቯߢ߈ߥ߆ߞߚߎߣࠍ␜ߔޕ

⸥⠨ኤߦട߃ޔΆᢱ࠲ࡦࠢޔᷡ᳓࠲ࡦࠢ߮ߘࠇࠄߩႺ⇇ߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩੍ෘ߽ޔ⣣㘩੍ෘ߇
⦁⥾ߩߔߴߡߩ᭴ㅧㇱ᧚ߢ␜ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁⹏ଔߒߚ⚿ޕᨐࠍએਅߦ␜ߔޕ
1.1.1 ࠠ࡞߮⦁ᐩᄖ᧼
ⴕߩ⦁⚖ⷙೣߢߪߪ࡞ࠠޔ㓞ធߔࠆ⦁ᐩᄖ᧼ߩ᧼ෘࠃࠅ 1.0 ߥߒ 2.0㨙㨙ෘߊߔࠆߎߣ߇ⷐ᳞ߐ
ࠇߡࠆޔߪࠇߎޕᷯᤨߩᷯ↪ࡉࡠ࠶ࠢߦࠃࠅࠠ࡞ㇱߩႣⵝ߇࿎㔍ߢࠆߚࠠ࡞ㇱߩ⣣㘩߇
ࠃࠅᣧߊ↢ߓࠆߣ߁ቯߦၮߠ߈ⷙቯߐࠇߚ߽ߩߢࠆޔߒ߆ߒޕㅀߩ⣣㘩⸃ᨆߢߪ࡞ࠠޔㇱߩ
᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߪ⦁ᐩᄖ᧼ߦ߹ࠇߡࠆߚߩߎޔᓇ㗀ߪ⸃ߩߎޔᨆ߆ࠄߪߖߥ߆ߞߚޔߢߎߘޕ
⦁㦂߇ 14 ᐕ㨪24 ᐕߩ৻⥸⽻‛⦁߮ࡃ࡞ࠞߩ⦁ᐩᄖ᧼ߩ 684 ὐߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲߮ࠠ࡞ߩ 103
ὐߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ࠍ㓸ᦨޔᄢ⠻㊂ޔᐔဋ⠻㊂ߥߤߩ⛔⸘⊛୯ࠍ⺞ᩏߒߚޕ࿑㧞ߦ␜ߔ⺞ᩏ⚿ᨐ
߆ࠄ᧼ߩ࡞ࠠޔෘᷫዋ㊂ߪ⦁ᐩᄖ᧼ߩ᧼ෘᷫዋ㊂ߣᏅ߇ߥߎߣ߇ࠄ߆ߢࠆޕ

࿑㧞 ࠠ࡞ߣ⦁ᐩᄖ᧼ߩ᧼ෘᷫዋ㊂
1.1.2 Άᢱᴤ࠲ࡦࠢౝ߮Άᢱᴤ࠲ࡦࠢႺ⇇ߩ᧼ෘᷫዋ㊂
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Άᢱᴤ࠲ࡦࠢౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߪ৻⥸ߦቯᦼ⊛ᬌᩏߦ߅ߡ⣣㘩⁁ᴫࠍ⋡ⷞߦࠃࠆᬌᩏ߇ታᣉߐࠇ⁁ޔᘒ߇
⦟ᅢߣ್ᢿߐࠇߚ႐ว᧼ޔෘ⸘᷹ߪ⋭⇛ߐࠇࠆޔߚߩߘޕΆᢱᴤ࠲ࡦࠢ߿ẢṖᴤ࠲ࡦࠢౝߩ᭴ㅧㇱ᧚
ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߪߏߊ㒢ࠄࠇߚᢙߒ߆ߥ⦁ޔߢߎߘޕ㦂㧝㧞ᐕ㨪20 ᐕߩ 3 㓲ߩ৻⥸⽻‛⦁ߩ⚂ 320
ὐߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ࠍ⤘ᄢߥ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲߆ࠄ㓸ߒߚ⚿ߩߘޕᨐ⦁ޔ㦂⚂ 20 ᐕߢᦨᄢᷫዋ㊂ߪ
0.6mm ߢޔᐔဋ୯ߪޔ0.3mm ߢߞߚޕ25 ᐕߦ߅ߌࠆ୯ࠍ◲නߥᄖᝌߒߡ᳞ࠆߣᦨޔᄢᷫዋ㊂ߪ
1.0mm ߣߥࠆ⚿ߩߎޕᨐ߆ࠄߥ߁ࠃߩߘޔΆᢱᴤ࠲ࡦࠢߩ⣣㘩ⅣႺߦ߅ߌࠆ୯ߪޔ㧟ߦࠆⓨᚲߣ
ห᭽ߦ

㕙ߩ⣣㘩㊂ 0.5mm ߣ⸳ቯߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ

৻ᣇޔΆᢱᴤ࠲ࡦࠢߩႺ⇇ޔߦ․ޔടᾲΆᢱᴤ↪࠲ࡦࠢߣࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢ㑆ߩ᧼ㇱ᧚ߪࠢࡦ࠲ޔౝߩㇱ
᧚ߩ⣣㘩⁁ᴫࠃࠅ෩ߒ⚿ᨐߣߥࠆ᧼ޕෘ⸘᷹࠺࠲߆ࠄߎߩᓇ㗀ࠍ⏕ߔࠆߚ⦁ޔ㦂 12 ᐕ㨪20 ᐕ
ߩ 10 㓲ߩ⦁⥾߆ࠄ⚂ 360 ὐߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ࠍ㓸ߒߚ ⚂ޕ20 ᐕߦ߅ߌࠆᦨᄢᷫዋ㊂ 2.7mmޔᐔဋ
୯ 1.0mm ߮ 90㧑ᦨᄢ୯ߪ 2.4㨙㨙߇᧼ޔෘ⸘᷹࠺࠲ߩ⛔⸘⸃ᨆ⚿ᨐ߆ࠄᓧࠄࠇߚޕ㓸ߒߚ࠺
࠲ߪޔੑ㊀ᐩౝߩΆᢱᴤ࠲ࡦࠢߣࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢߩႺ⇇ߩ߽ߩߢࠆ⚿ߩߎޕᨐࠍ࿑㧟ߦ␜ߔޕ

࿑㧟 ടᾲΆᢱᴤࠍⓍタߔࠆΆᢱᴤ࠲ࡦࠢߩႺ⇇ߩ᧼ෘᷫዋ㊂
ߎߩ⚿ᨐࠍ↪ߡ 25 ᐕߩ୯ࠍᄖᝌߔࠆߣޔ90㧑ᦨᄢ୯ߪ 2.9㨙㨙ߣߥࠆࠢࡦ࠲࠻ࠬࡃޕౝߩ
㘩੍ෘߪ㧟߆ࠄ 1.2㨙㨙ߢޔㅀߩ⚿ᨐ߆ࠄΆᢱᴤ࠲ࡦࠢౝߩ

㕙ߩ⣣

㕙ߩ⣣㘩੍ෘߪ 0.5㨙㨙ߣߥࠆޕ

ᓥߞߡޔ2.9㨙㨙߆ࠄ㨃㧮㨀ߩ 1.2㨙㨙߮Άᢱᴤ࠲ࡦࠢߩ 0.5㨙㨙ࠍᷫߓࠆߎߣߦࠃࠅടᾲΆᢱᴤߩᓇ
㗀ߣߒߡ 1.2㨙㨙ࠍᓧࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߎޕᓇ㗀ߪޔΆᢱᴤ࠲ࡦࠢߣࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢߩႺ⇇ߩߺߦㆡ↪
ߐࠇޔᶏ᳓ߦࠃࠅᏱߦ಄ළߐࠇߡࠆ⦁ᐩᄖ᧼ߩࠃ߁ߥઁߩႺ⇇ߢߪࠄࠇߥޕ
1.1.3 ᷡ᳓࠲ࡦࠢ
Άᢱᴤ࠲ࡦࠢߣห᭽ߦޔᷡ᳓࠲ࡦࠢౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ᧼ෘ⸘᷹ߪᱴߤታᣉߐࠇߥߩߢޔᷡ᳓࠲ࡦࠢߩ᭴
ㅧㇱ᧚ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߪ㕖Ᏹߦ㒢ࠄࠇߚᢙߒ߆ߥ⦁ޕ㦂 12 ᐕ㨪18 ᐕߩ 3 㓲ߦ߅ߌࠆ 22 ὐߩ᧼ෘ
⸘᷹࠺࠲ߢߪޔ18 ᐕߦ߅ߌࠆᦨᄢᷫዋ㊂ߪ 0.4㨙㨙ޔᐔဋ୯ߪ 0.1㨙㨙ߢߞߚޕᓥߞߡޔᷡ᳓࠲ࡦ
ࠢౝߩ⣣㘩ⅣႺߩ୯ߪޔ0.5㨙㨙ߣߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ
1.1.4 ୖౝ⡻㛽ߩਅㇱ⢀᧼
ୖౝ⡻㛽ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߪޔㇱޔਛᄩㇱޔਅㇱߩ㧟ߟߦಽ㘃ߐࠇߡࠆޕਅㇱߣㇱߩ᧼ෘ⸘᷹࠺
࠲ߦߪୖޔౝ⡻㛽ߩ࠙ࠚࡉߣ㕙᧚ߩਔᣇߩ࠺࠲߮ߘࠇࠄߩ⢀᧼ߩ࠺࠲߇߹ࠇߡࠆޕタ⩄㊀
㊂߇ 50000 ࠻ࡦએߩ⦁⥾ߦߞߡߪޔਅㇱ⢀᧼ߦ↪ߔࠆᔕജ߇ୖౝ⡻㛽ߩਅㇱߩ࠙ࠚࡉ߮㕙᧚ߩ
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߽ߩࠃࠅ㜞ߚޔਅㇱ⢀᧼ߪୖޔౝ⡻㛽ߩਅㇱࠃࠅ⣣㘩ߔࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߩߎޕᓇ㗀ߪޔਅㇱ⢀᧼ߩ
ㅊടߩ⣣㘩࿃ሶߣߒߡ⠨ᘦߒߚޕ
1.1.5 ࡃ࡞ࠞߩಽ㘃
ࡃ࡞ࠞߩ⽻‛ୖౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩⽎ߪޔⓍタ⽻‛ߩ⒳㘃ߦᒝߊଐሽߔࠆߩ‛⽻ޕ⒳㘃ߪ⦁⥾ߩឃ
᳓㊂ߣኒធߦ㑐ㅪߒߡࠆޕタ⩄㊀㊂߇ 50000 ࠻ࡦએߩ⦁⥾ߪޔਥߣߒߡ㋕㋶⍹߿⍹ࠍⓍタߒޔタ
⩄㊀㊂߇ 50000 ࠻ࡦᧂḩߩ⦁⥾ߪޔਥߣߒߡ㋕㋶⍹߿⍹એᄖߩ⽻‛ࠍⓍタߔࠆޔߒ߆ߒޕⓍタ⽻‛ߩ
⒳㘃ߪߩ⥾⦁ޔឃ᳓㊂ࠃࠅߪ⦁⥾ߩ㐳ߐߦࠃࠅ㑐ଥߒߡࠆߩߢߩ⦁ࠍࠞ࡞ࡃޔ㐳ߐߦࠃࠅ㧞ߟߦಽ
㘃ߒߚޕහߜߩ⦁ޔ㐳ߐ߇ 200㨙એߩ⦁⥾ߣ 200㨙ᧂḩߩ⦁⥾ߦಽ㘃ߒߚޕ
৻ᣇ৻⛔ޔઃ⸥╓ภߣ⸳⸘Ⓧઃ⁁ᘒߦ㑐ߔࠆ IACS ⛔৻ⷙೣ S25 ߇ 2002 ᐕߦណᛯߐࠇߡࠆ⛔ߩߎޕ
৻ⷙೣߢߪߩ⦁ޔ㐳ߐ߇ 150㨙એߩࡃ࡞ࠞࠍઃ⸥╓ภ BC-A, BC-B ߮ BC-C ࠍߔࠆ⦁⥾ߩ 3 ߟ
ߦಽ㘃ߒߡࠆߩߎߩࠞ࡞ࡃޕಽ㘃ߦኻᔕߒߡޔIACS WP/S ߦឭ᩺ߐࠇߚࡃ࡞ࠞ߮࠲ࡦࠞߩ
⣣㘩੍ෘߩᜰ㊎᩺ߢߪޔBC-A ߮ BC-B ⦁߇ਥߣߒߡ㋕㋶⍹߿⍹ࠍⓍタߔࠆࡃ࡞ࠞߣߒޔBC-C
⦁ߣ⦁ߩ㐳ߐ߇ 150㨙ᧂḩߩࡃ࡞ࠞߪਥߣߒߡ㋕㋶⍹߿⍹એᄖߩ⽻‛ࠍⓍタߔࠆࡃ࡞ࠞߣߒߚޕ
ߐࠄߦࠍୖ‛⽻ߣୖ࠻ࠬࡃޔߪୖ࠻ࠬࡃߩࠞ࡞ࡃޔ↪ߒߡࠆୖ࠻ࠬࡃޕౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ᧼
ෘᷫዋ㊂ߪࠅࠃߩ߽ߩୖ‛⽻ޔዊߐߚୖ‛⽻ޔౝߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩੍ෘࠍࡃࠬ࠻ୖߩ᭴ㅧㇱ᧚
ߦㆡ↪ߔࠆߎߣߣߒߚޕ
ߎࠇࠄߩ⚿ᨐ߆ࠄᓧࠄࠇߚੑ㊀⦁Ზᴤ࠲ࡦࠞ߮ࡃ࡞ࠞߩฦ⣣㘩ⅣႺߩ⣣㘩㊂ࠍ 3 ߦ␜ߔޕ⣣㘩
੍ෘߪޔ㧟ߩ᭴ㅧㇱ᧚߇ᦑߐࠇࠆ㧞ߟߩ⣣㘩ⅣႺ߅ࠃ߮⣣㘩੍ෘߩಽߢࠆ 0.5㨙㨙ߩߣ
ߒߡᓧࠄࠇࠆߩߎޕ⣣㘩੍ෘߩ୯ߪޔ25 ᐕߦ߅ߌࠆᐔဋ⣣㘩㊂ߦ 2 ᮡḰᏅࠍട߃ߚ୯ߦኻᔕߒߡ
ࠆޕ
߹ߚޔ⣣㘩੍ෘࠍ▚ቯߔࠆ႐ว▚ޔቯߐࠇߚᢙ୯ࠍᦨ߽ㄭ 0.5mm ߦਣࠆᠲࠍ⸵ኈߒߥߎߣ
ߣߒߚޕ⣣㘩㊂߇ታ㓙ߩ⣣㘩⽎ߦኻᔕߔࠆ

㕙ߩ⣣㘩ⅣႺߦၮߠ߈▚ቯߐࠇࠆߚޔਣᠲߪޔㆊ

ᄢߪㆊዊߩ୯ࠍਈ߃ࠆน⢻ᕈ߇ࠆߚߢࠆޕᓥߞߡޔ⣣㘩੍ෘߪޔਣᠲߥߒߦ 0.1㨙㨙න
ߢ⸥ߔࠆߎߣߣߒߚޕ
 3 ⇣ߥࠆ⣣㘩ⅣႺߩ⣣㘩㊂㧔୯ߪޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩ
⣣㘩ⅣႺ㩷

㕙ߦኻߒߡߩ߽ߩߢࠆޕ㧕

⣣㘩㊂㩿䌭䌭㪀㩷

ㆡ↪ㇱ᧚㩷

ਥⷐⅣႺ㩷

ㅊടⷐ࿃㩷

㩷

㩷

⽻‛ᴤ䉺䊮䉪ౝ㩷

㩷

㪈㪅㪈㩷

ਅ⸥એᄖ䈱᭴ㅧㇱ᧚㩷

㜞᷷㩷

㪈㪅㪈䋫㪇㪅㪌㩷

↲᧼㩷

㜞ᔕജ㩷

㪈㪅㪈䋫㪇㪅㪊㩷

ᩴㇱ᧚䈱㕙᧚㩷

䊏䉾䊁䉞䊮䉫ᓇ㗀㩷

㪈㪅㪈䋫㪇㪅㪍㩷

ౝᐩ᧼㩷

㜞᷷㩷

㪈㪅㪎㩷

ਅ⸥એᄖ䈱᭴ㅧㇱ᧚㩷

㜞ᔕജ㩷

㪈㪅㪎㪂㪇㪅㪊㩷

ᩴㇱ᧚䈱㕙᧚㩷

㩷

㪈㪅㪉㩷

ਅ⸥એᄖ䈱᭴ㅧㇱ᧚㩷

㜞ᔕജ㩷

㪈㪅㪉㪂㪇㪅㪊㩷

ᩴㇱ᧚䈱㕙᧚㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈭䈇ㇱ᧚

㪈㪅㪏㩷

ୖౝ⡻㛽䈶ౝᲖ᧼㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈅䉎ㇱ᧚

㪉㪅㪇㩷

ᮮ⟎㓒ო㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈭䈇ㇱ᧚

㪈㪅㪏䋫㪇㪅㪉㩷

ୖౝ⡻㛽䈶ౝᲖ᧼㩷

䌂䌗䌔ౝ㩷

䌔䌓䌔㩷

⸥એᄖ㩷

㪙㪚㪄㪘

 䈶

ㇱ㩷

㪙㪚㪄㪙 ⦁䈱⽻‛
ୖౝ㩷

ਛᄩㇱ䈶
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ਅㇱ㩷

㪙㪚㪄㪚 䈶⦁䈱

ਅㇱ⢀᧼㩷

㪈㪅㪏㪂㪇㪅㪉㪂㪇㪅㪊㩷

ਅㇱ⢀᧼㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈅䉎ㇱ᧚

㪉㪅㪇䋫㪇㪅㪉㩷

ᮮ⟎㓒ო㩷

᳓ᐔㇱ᧚㩷

㪈㪅㪏䋫㪇㪅㪉䋫㪈㪅㪎㩷

ౝᐩ᧼䇮㪙㪟㪫 ᢳ᧼㩷

ਅㇱ䉴䉿䊷䊦ᢳ᧼㩷

㪉㪅㪇㪂㪇㪅㪉㪂㪉㪅㪉㩷

ਅㇱ䉴䉿䊷䊦ᢳ᧼㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈭䈇ㇱ᧚

㪈㪅㪇㩷

ᮮ⟎㓒ო㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈅䉎ㇱ᧚

㪈㪅㪇㩷

ᮮ⟎㓒ო㩷

ਛᄩㇱ䈶

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈭䈇ㇱ᧚

㪈㪅㪇㪂㪇㪅㪉㩷

ୖౝ⡻㛽䈶ౝᲖ᧼㩷

ਅㇱ㩷

⽻‛ୖห჻䈱Ⴚ⇇䈮䈅䉎ㇱ᧚

㪈㪅㪇㪂㪇㪅㪉㩷

ᮮ⟎㓒ო㩷

᳓ᐔㇱ᧚㩷

㪈㪅㪇㪂㪇㪅㪉㪂㪈㪅㪉㩷

ౝᐩ᧼䇮㪙㪟㪫 ᢳ᧼㩷

ਅㇱ䉴䉿䊷䊦ᢳ᧼㩷

㪈㪅㪇㪂㪇㪅㪉㪂㪈㪅㪇㩷

ਅㇱ䉴䉿䊷䊦ᢳ᧼㩷

᳓ᐔ㩷

㪈㪅㪎㩷

㔺䈚䈢↲᧼㩷

ု⋥㩷

㪈㪅㪇㩷

⦁ᄖ᧼䈶䊊䉾䉼䉮䊷䊚䊮䉫㩷

㪈㪅㪇㩷

⦁ᄖ᧼䈶⦁ᐩᄖ᧼㩷

㩷

㪇㪅㪌㩷

Άᢱᴤ䉺䊮䉪ౝ䈱ౝㇱ᧚㩷

㪝㪦㪫 䈫 㪮㪙㪫 䈱Ⴚ⇇㩷

㪈㪅㪎㩷

㪝㪦㪫 䈫 㪮㪙㪫 䈱᳓ኒ䈱䉧䊷䉻䊷䈶䊐

ㇱ㩷

㐳䈘䈏 㪈㪌㪇䌭ᧂ
ḩ䈱⦁⥾㩷

ᄢ᳇㩷

ᶏ᳓㩷
Άᢱᴤ䉺䊮䉪㩷

䊨䉝䊷㩷
ⓨᚲ䇮ᷡ᳓䉺䊮䉪㩷

㪇㪅㪌㩷

ᒰ↹ౝ䈱ౝㇱ᧚㩷

1.2 ⣣㘩੍ෘߩㆡ↪
1.2.1 ዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߩ⣣㘩੍ෘ
⣣㘩੍ෘߪ࠻࠶ࡀޔኸᴺᚻᴺߩቯ⟵ߦࠃࠅዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߦㆡ↪ߔࠆޕහߜޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩᔅⷐᦨዊ᧼ෘ
tgross-requiredߪޔᒝᐲ⊛ⷰὐ߆ࠄߩᔅⷐኸᴺtNetߦ⣣㘩੍ෘtCAࠍട߃ࠆߎߣߢ᳞ࠄࠇࠆߪࠇߎޕዪㇱ
ᒝᐲ⹏ଔߩၮᧄ⊛ߥቯ߆ࠄ⊕ߢࠆޔߦ⥸৻ޕኸᴺ▚ᑼߢਈ߃ࠄࠇࠆᒝᐲ⊛ⷰὐ߆ࠄߩᔅⷐኸᴺtNet
ߪޔዊᢙὐ╙ 2 ࠍ྾ᝥߒߡዊᢙὐ╙ 1 ߦਣࠄࠇߎߣߦࠃࠅ 0.1㨙㨙නߢ⸥ߐࠇࠆޕ⣣㘩
੍ෘtCA߽ㅀߩࠃ߁ߦ 0.1㨙㨙නߢ⸥ߐࠇࠆޔߡߞ߇ߚߒޕ᭴ㅧㇱ᧚ߩᔅⷐᦨዊኸᴺ߽ 0.1㨙㨙
නߢਈ߃ࠄࠇࠆ⦁ޕ᭴ㅧߩⴕ⦁⚖ⷙೣߪⷙޔೣ▚ᑼ߆ࠄᓧࠄࠇߚኸᴺᧂḩߢࠆኸᴺࠍ⸵ኈߒߥ
߇ޔᘠ⠌⊛ߦ⦁⚖දળߪޔᑧ㍑᧚ߩ⒓ኸᴺ߇ 0.5㨙㨙ߢࠆߚߦࠇߘޔኻᔕߒߡ৻⇟ㄭ 0.5
㨙㨙නߩᢙ୯ߦਣߡᓧࠄࠇߚዊߐᢙ୯ߢ߽ߡ߈ߚޔߪߣߎߩߎޕtgross_required߇⣣㘩ࠍච
ಽߥోࠍߒߡࠆߚߢࠅⷙⴕߡߒ߁ߎޔೣߦ߅ߌࠆਣᠲߦࠃࠆኸᴺߩᷫዋߪో
߇ఘߒߡߚ࠻࠶ࡀޔߒ߆ߒޕኸᴺᚻᴺߢߪߥ߁ࠃߩߘޔਣᠲߪޔtNetߪtCAߩㆡಾߢߥᷫ
ዋߦᏫ⚿ߔࠆ⸃ޕ╷ߣߒߡޔᣂ᭴ㅧⷙೣߢߪએਅߩ㧟ߟߩᣇᴺ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ
(1) tgross_required ࠍ 0.1㨙㨙නߢߒޔਣᠲߪߥޕ
(2) tgross_required ࠍ 0.5㨙㨙නߢಾࠅߍࠆޕ
(3) tNet߮tCAߩਔᣇࠍ 0.5㨙㨙නߢಾࠅߍࠆޕ
⸥(1)ߩᚻᴺߪޔ0.1㨙㨙නߣߥࠆߚޔᑧ㍑᧚ߩ⊒ᵈޔㅧ߮▤ℂߦ⤘ᄢߥᬺ߇ᔅⷐߣߥࠅޔ
ᑧ㍑᧚ߩ⽶ߩ⸵ኈᏅߩ㗴߇ኸᴺⷐ᳞ߦ߽ߚࠄߐࠇࠆน⢻ᕈ߇ࠆ৻ޕᣇޔ⸥(2)ߪ(3)ߩᚻᴺߪޔ
⸥ߩ㗴ߪ↢ߓߥޔߦࠄߐޕ⸥(3)ߩᚻᴺߦࠃࠆኸᴺߪޔ⸥(2)ߩኸᴺࠃࠅ 0.25㨙㨙ᄢ߈ߊߥࠆޕ
⸳⸘⠪߿⦁ਥߪޔ⸥(3)ߩᚻᴺߪޔᐔဋ 0.25㨙㨙ߩㅊടߦࠃࠆ㊀㊂Ⴧടߣߥࠆߎߣ߆ࠄ᱑ㄫߒߥߢ
ࠈ߁߇ޔ⠻㒢ᐲߩჇടߦࠃࠆࡔ࠶࠻ߦࠃࠅߎࠇࠍ᱑ㄫߔࠆ⦁ਥ߽ࠆߢࠈ߁ޕឭ᩺ߐࠇߚ⣣㘩
7

੍ෘߪޔㆡಾߦߐࠇߚ⦁⥾ߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩಾࠅᦧ߃ࠍᦨዊൻߔࠆߩߦචಽߥ߽ߩߢࠆߩߢޔᚻᴺ
(2)߇ᦨㆡߩ߽ߩߣ⠨߃ࠆޕ
1.2.2 ోᒝᐲߩ⣣㘩੍ෘ
ᮮᩴߩࠃ߁ߥਥⷐߥ⩄㊀ࠍવ㆐ߔࠆ᭴ㅧㇱ᧚ߩᒝᐲ⹏ଔߪޔዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߩࠃ߁ߥ◲නߥኸᴺ▚ᑼࠃࠅ
ߪߒࠈᐢߊ᭴ㅧ▸࿐ࠍࠞࡃߒޔㇱ᧚ߩ⋧ᐓᷤࠍ⠨ᘦߒߡታᣉߐࠇࠆޔߦ⊛⥸৻ޕ㒢ⷐ⚛⸃ᨆ
(FEA)߇ߘߩࠃ߁ߥ᭴ㅧߩᒝᐲ⹏ଔߦኻߒᐢߊ↪ߐࠇࠆޕFEA ߢߪޔᐢ▸࿐ߥ᭴ㅧ߇ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ
⋧ᐓᷤࠍ⠨ᘦߔࠆߚߦࡕ࠺࡞ൻߐࠇ⩄ޔ㊀ࠍ᭴ㅧߦ↪ߐߖߣ߈ߩో᭴ㅧߩ᭴ㅧᔕ╵߇ᓧࠄࠇࠆޕ
ߎߩ႐วޔ㧝ߟߩ᭴ㅧⷐ⚛ߩ᧼ෘᷫዋ㊂ߪ৻ޔ᭽ߩ⣣㘩⁁ᘒߦߥࠆ߇ޔᱷࠅߩ᭴ㅧⷐ⚛ߪߥ⊛⺰₸⏕ޔ
ⷰὐ߆ࠄ⣣㘩੍ෘ߹ߢ⠻ߔࠆࠃ߁ߥߎߣߪߥޕㅢᏱޔ⣣㘩ߒߚ▎ᚲߣᱴߤ⣣㘩ߒߡߥ▎ᚲ߇
છᗧߦߦࠄ߫ࠄ߫ޔߟ߆ޔ᭴ㅧㇱ᧚ߦሽߔࠆߥ߁ࠃߩߎޕ⣣㘩⁁ᘒߦ߅ߌࠆ᭴ㅧᔕ╵ߪޔᐔဋ⊛ߦဋ
৻ߦ⠻ߒߚ⁁ᘒߣ╬ଔߢࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆߩߎޔߒ߆ߒޕ႐วߩߡߴߔޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩᐔဋ⊛ߥ⣣㘩㊂
ࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ߇ࠅࠆߥ⇣ޔ⣣㘩੍ෘࠍߔࠆ᭴ㅧㇱ᧚ߩߘࠇߙࠇߦኻߒᐔဋ⊛ߥ⣣㘩㊂ࠍ↪ᗧߔ
ࠆߎߣߪ㕖Ᏹߦⶄ㔀ߥᬺࠍⷐߔࠆޕᐔဋ⊛ߥ⣣㘩੍ෘߪޔฦ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⣣㘩੍ෘߩඨಽߩ୯ߦ߶
߷╬ߒߎߣ߆ࠄޔFEA ࠍ↪ߚਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ᭴ㅧᒝᐲ⸃ᨆߢߪޔ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍㆡ↪ߔࠆޕታ
㓙ߩ FEA ↪ߩ᭴ㅧࡕ࠺࡞ߪޔ࿑㕙ኸᴺ߆ࠄ⣣㘩੍ෘߩඨಽߩ୯ࠍប㒰ߒߡᚑߐࠇޔᒝᐲ⹏ଔ߇ታ
ᣉߐࠇࠆ⦁ޕࠍන⚐ߣ⋴ߔ⦁ᒝᐲ⹏ଔ߮❑ᦛߍᦨ⚳ᒝᐲ⹏ଔ߽ห᭽ߩᣇᴺߢታᣉߐࠇࠆޕ
ߥ߅ޔᄖ᧼߿ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉߩ᧼ⷐ⚛ߩᐳዮᒝᐲ⹏ଔߢߪޔFEA ߩ⚿ᨐ߆ࠄ⹏ଔߐࠇߚ᧼ⷐ⚛ߦ
↪ߔࠆᔕജ߇↪ࠄࠇߩ⚛ⷐ࡞ࡀࡄޔ㒢⇇ᐳዮᔕജߪޔߪ⚛ⷐ࡞ࡀࡄߩޘዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߣ⋴ߖࠆ
ߚޔరኸᴺ߆ࠄ 100㧑ߩ⣣㘩੍ෘࠍᷫߓߡᓧࠄࠇࠆኸᴺࠍ↪ߡ⸘▚ߐࠇࠆޕ
1.2.3 ∋ഭᒝᐲ⹏ଔߦ߅ߌࠆ⣣㘩੍ෘ
᭴ㅧㇱ᧚ߩ∋ഭᒝᐲߪ⦁⥾ߩ⸳⸘ኼਛߦㆣㆄߔࠆ➅ࠅߒ⩄㊀ߦኻߒ▚ቯߐࠇߚ⚥Ⓧ∋ഭⵍኂᐲߢ
⹏ଔߐࠇࠆޕ᭴ㅧㇱ᧚ߩኸᴺߪޔೋᦼᲑ㓏ߦ߅ߡ᧼ෘᷫዋߩߥ⁁ᘒ߆ࠄ⸳⸘ኼߩᦨᓟߦ߅ߌࠆ⣣
㘩੍ෘߣ╬ߒ᧼ෘᷫዋ⁁ᘒ߹ߢᄌൻߔࠆ∋ޔߒ߆ߒޕഭᒝᐲ⹏ଔߦ߅ߡ⸳⸘ኼߩ㑆ߦᄌൻߔࠆ
ኸᴺᷫዋࠍ⠨ᘦߔࠆߎߣߪታ㓙⊛ߢߥߊޔߚ߹ޔ㕖Ᏹߦ࿎㔍ߢࠆޕᓥߞߡޔߦ⊛⥸৻ޔ⣣㘩ᓇ㗀ࠍ⠨
ᘦߒߚ∋ഭ⹏ଔ߇ޔታ㓙ߩኸᴺᷫዋࠍ⠨ᘦߔࠆઍࠊࠅߦ↪ߐࠇࠆߩߎޕ႐วޔ⣣㘩ᓇ㗀ߪޔ᭴ㅧㇱ᧚
߇ᦑߐࠇࠆⅣႺߦଐሽߒߡࠆߚߩߡߴߔޔ⣣㘩ⅣႺߦኻߔࠆ⣣㘩ᓇ㗀ߩᄙߊߩଥᢙࠍ⠨ᘦߔࠆᔅⷐ
߇ࠆߩߎޔߚߩߘޕᚻᴺ߽ታ㓙⊛ߢߥߣ⠨߃ࠄࠇࠆ᧼ޕෘᷫዋߪޔዞ⥶೨ߪ 0 ߢ⸘⸳ޔኼߦ߅
ߡ 100㧑ߩ⣣㘩㊂ߦ㆐ߒߡࠆቯߔࠆߣޔᐔဋ⊛ߥ᧼ෘᷫዋ㊂ߪ⸘⸳ޔኼࠍㅢߓߡ⣣㘩੍ෘߩ
ඨಽߣቯߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕᓥߞߡޔ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ∋ഭᒝᐲ⹏ଔߦㆡ↪ߔࠆޕ

2. ⴕⷙೣߦ߅ߌࠆ⠻㒢ᐲ߮ࡀ࠶࠻ኸᴺᚻᴺ
2.1 ዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߩ⠻㒢ᐲ
ⴕ⦁⚖ⷙೣߪޔਥߣߒߡᄙߊߩ⚻㛎ߦၮߠ߈᭴ㅧ៊்ࠍ㒐ᱛߔࠆߚߦᔅⷐߥኸᴺࠍਈ߃ࠆ߇ޔචಽ
ߥኸᴺߢࠆߎߣࠍ⏕ߦߒߡߥޔߦࠄߐޕ⣣㘩ߦࠃࠆ᭴ㅧᒝᐲߩૐ⸵ኈࡌ࡞߽⏕ߢߥޕ
ዞ⥶ਛߩ⦁⥾ߩᬌᩏߪ⚻ޔ㛎ߦၮߠ߈రෘߩഀวߣߒߡⷙቯߐࠇࠆ⠻㒢ᐲࠍ↪ߡޔᾫ✵ߒߚᬌᩏຬ
ߦࠃࠅታᣉߐࠇࠆޔߚߩߘޕ⣣㘩ߦࠃࠆᷓೞߥ㗴ߣߥࠆ႐วߪ㕖Ᏹߦዋߥޕ
߃߫ޔ↲᧼ߩ᧼ෘᷫዋ⸵ኈ୯߇⦁ਛᄩㇱߦ߅ߡరෘߩ 20㧑ߩ႐วߢߩߡߴߔޔ↲᧼ߩ᧼ෘ߇
రෘߩ⚂ 20㧑⠻ߒߡࠆ႐ว⦁ޔᮮᢿ㕙ߩᢿ㕙ଥᢙߪޔరߩ⚂ 80㧑ߦߥࠆ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕᴫࠍޔ
ⴕⷙೣߪ❑ޔᒝᐲߩⷰὐ߆ࠄߒߡ⸵ኈߒߥޕᓥߞߡ⦁ޔᮮᢿ㕙ߩ⠻㒢ᐲߦ㑐ߔࠆ⸵ኈၮḰ߇ޔ
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චಽߥ❑ᒝᐲࠍ⏕ߔࠆߚߦⴕ⦁⚖ⷙೣߢቯ⟵ߐࠇߡࠆޕㅀߩ㧞ߟߩ⠻㒢ᐲߦၮḰߩ߁ߜ෩
ߒᣇߩၮḰ߇ޔዞ⥶ਛߩ⦁⥾ߩᬌᩏߦㆡ↪ߐࠇࠆޕㅀߩߢߪޔ⠻㒢ᐲߪరෘߩ 10㧑ߣߥࠆޕ
␜ߒߚ߽ߩߣห᭽ߩⷰὐ߆ࠄޔ⠻㒢ᐲߪ❑ޔᒝᐲߦነਈߔࠆ⦁ᐩᄖ᧼ߦ߽ㆡ↪ߐࠇࠆޕౝᐩ᧼ߩ႐วޔ
⦁ᮮᢿ㕙ߩਛ┙ゲߦㄭߚ⸵ޔኈၮḰߪరෘߩ⚂ 20㧑ߣߥࠆޕ↲᧼ߩ᧼ෘ߇ 38㨙㨙ޔౝᐩ᧼ߩ
᧼ෘ߇ 25mm, ⦁ᐩᄖ᧼ߩ᧼ෘ߇ 20㨙㨙ߩ Capesize BC ߩ႐ว⸵ޔኈၮḰ߮ឭ᩺ߒߚ⣣㘩੍ෘߪޔ
㧠ߩࠃ߁ߦߥࠆ.
㧠 ⴕⷙೣߦ߅ߌࠆ⠻㒢ᐲ߮⣣㘩੍ෘ᩺
రෘ t

ዪㇱᒝᐲߦ߅ߌࠆ

❑ᒝᐲߦ߅ߌࠆ

⠻㒢ᐲ

⠻㒢ᐲ

⠻㒢ᐲ᩺

⣣㘩੍ෘ᩺

↲᧼

38㨙㨙

8.6mm (20%*t+1)

3.8㨙㨙

3.5mm

3.9mm

ౝᐩ᧼

25㨙㨙

6.0mm(20%*t+1)

5.0㨙㨙

5.0mm

5.4mm

⦁ᐩᄖ᧼

20㨙㨙

5.0mm(20%*t+1)

2.0㨙㨙

2.5mm

2,7mm

⠻㒢ᐲ᩺ߪޔታ㓙ߩᬌᩏߢㆡ↪ߐࠇࠆ⠻㒢ᐲၮḰߦ߶߷╬ߒޕᓥߞߡޔ⠻㒢ᐲ߮⣣㘩੍ෘ
ߪ࠻࠶ࡀޔኸᴺᚻᴺߦၮߠߊᣂⷙೣߢߩ⠻㒢ᐲࠍ⠨ᘦߔࠆߣචಽߥ߽ߩߣ⠨߃ࠆޕ
2.2 ోᒝᐲㇱ᧚ߩ⠻㒢ᐲ
೨ㅀߩࠃ߁ߦޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩోᒝᐲߪޔరෘ߆ࠄ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍᷫߓߡᓧࠄࠇࠆኸᴺࠍ↪ߡ⹏ଔ
ߐࠇࠆߩߎޕᚻᴺࠍ⠨ᘦߒߡ❑ᒝᐲ⹏ଔߒߚ⚿ᨐࠍ࿑㧠ߦ␜ߔޕ࿑㧠ߪޔ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ⠨ᘦߒߚ
⦁ᮮᢿ㕙ߩᢿ㕙ଥᢙߪరߩ⚂ 90㧑ߣߥߞߡ߅ࠅ❑ޔᒝᐲߦ߅ߌࠆ⠻㒢ᐲߣ৻⥌ߔࠆޕ

࿑㧠 ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ⠨ᘦߒߚ⦁ᮮᢿ㕙ߩᢿ㕙ଥᢙ
ߎߩࠃ߁ߦ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ⠨ᘦߔࠆోᒝᐲㇱ᧚ߩᒝᐲ⹏ଔߪޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⠻㒢ᐲߦ㆐ߒߚߣ߈
ߩ᭴ㅧߩᒝᐲ⹏ଔࠍታᣉߒߡࠆߎߣߦߥࠆߩߎޕ႐วࠆޔ᭴ㅧㇱ᧚ߪޔዪㇱᒝᐲߩ⠻㒢ᐲߦ㆐
ߒߡࠆߚޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⠻㒢ᐲߪޔዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߣห᭽ߦขࠅᛒ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆ❑ޔߒ߆ߒޕᒝᐲ
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ߩ⠻㒢ᐲߪޔታ㓙ߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ߦၮߠ߈⹏ଔߐࠇߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕㅀߩࠃ߁ߦో᭴ㅧㇱ
᧚ߩ⠻㒢ᐲߩขࠅᛒߪޔᱜ⏕ߥ᧼ෘ⸘᷹ߦଐሽߔࠆޕ
⽻‛ୖၞౝ᭴ㅧߩࠃ߁ߥో᭴ㅧߩᒝᐲ⹏ଔߦ FEA ࠍ↪ࠆ႐วޔ⣣㘩੍ෘߩඨಽ߇ᐔဋ⊛ߥ᧼
ෘᷫዋ㊂ߣߥࠆޕᐳዮᒝᐲ⹏ଔߢߪޔ100㧑ߩ⣣㘩੍ෘ߇⠨ᘦߐࠇࠆޕᓥߞߡޔኸᴺ߇ FEA ߢቯߐ
ࠇ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⠻㒢ᐲ߽ޔዪㇱᒝᐲߩ⠻㒢ᐲߣห᭽ߣߥࠆޕ

3. ⚿⺰
᧼ෘᷫዋ㊂ࠍ⚻ㆊᐕᢙߢ㒰ߒߡᓧࠄࠇࠆ⣣㘩₸ߦၮߠߊⴕᚻᴺߪޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩታ㓙ߩ⣣㘩⽎ࠍ⺑
ߢ߈ߥߦ⺰₸⏕ޔߒ߆ߒޕၮߠ߈ᣂߚߦ㐿⊒ߐࠇߚ⣣㘩ㅴⴕࡕ࠺࡞ߪታ㓙ߩ⣣㘩⽎ࠍ⺑ߢ߈ࠆޕ
⣣㘩ㅴⴕࡕ࠺࡞ߩ⏕₸ᄌᢙ߇ޔႣⵝߐࠇߚࡃࠬ࠻࠲ࡦࠢޔήႣⵝߩ⽻‛ᴤ࠲ࡦࠢ߮⦁ߩ⁁ᘒ
ࠍ⠨ᘦߒߡ㓸ߐࠇߚᢙචਁὐએߩ᧼ෘ⸘᷹࠺࠲ࠍ↪ߡหቯߐࠇߡࠆߚߢࠆ⎇ߩߎޕⓥߩ
⚿⺰ߪޔએਅߩߣ߅ࠅߢࠆޕ
(1) ⣣㘩ߦࠃࠆ᧼ෘᷫዋߩ⹏ଔᦼ㑆ߪߩ⥾⦁ޔᐔဋ⊛ߥᑄ⦁ᐕ㦂ߢࠆ 25 ᐕߣߔࠆޕ
(2) ⚥Ⓧ⏕₸ 90㧑ߦ߅ߌࠆ⣣㘩㊂ߩផቯ୯ߪޔㆡಾߦߐࠇߚ⦁⥾ߩ᭴ㅧㇱ᧚ߩᄢඨߩ᧼ෘᷫዋ㊂ߪޔ
⦁⥾ߩ⸳⸘ኼਛߦ⣣㘩㊂ߩផቯ୯ࠍ߃ߥߎߣ߆ࠄචಽߥࡌ࡞ߢࠆޕ
(3) ⣣㘩㊂ߩផቯ୯ߦၮߠ߈ߩ⥾⦁ޔዞ⥶ਛߦ߅ߌࠆ᭴ㅧㇱ᧚ߩಾࠅᦧ߃ࠍᦨዊൻߔࠆࠃ߁ቯ⟵ߐࠇߚ
⠻㒢ᐲߪޔએਅߩ▚ᑼߢਈ߃ࠄࠇࠆޕ
twastage_allowance=roundup0.5(tC1+tC2)
ߎߩ⠻㒢ᐲߪޔዞ⥶ਛߩᬌᩏߦㆡ↪ߐࠇࠆⴕߩ⠻㒢ᐲߦㄭ߽ߩߢࠆޕ
(4) ⠻㒢ᐲߪޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩ৻ᣇߩ㕙߇ᦑߐࠇࠆ⣣㘩ⅣႺ߇⇣ߥࠆߚޔ᭴ㅧㇱ᧚ߩ
ࠇࠆޕ⣣㘩੍ෘtCAߪޔ

㕙ߦኻߒቯ⟵ߐ

㕙ߩ⣣㘩㊂tC1ߦ߽߁৻ᣇߩ⣣㘩㊂t㧯2߮treserveߣߒߡߩ 0.5mmࠍട߃

ࠆߎߣߢᓧࠄࠇࠆߩࠄࠇߎޕ⣣㘩㊂ߪޔ0.1mmනߢߐࠇࠆޕtreserveߪ᧼ޔෘ⸘᷹ᓟ 2.5 ᐕߩᬌᩏ
㑆㓒ਛߦ↢ߓࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆᦨᄢ᧼ෘᷫዋࠍ⠨ᘦߔࠆߚߩಽߢࠆޔߚߩߎޕ⣣㘩੍ෘ
ߩ୯ߪޔ25 ᐕߦ߅ߌࠆ 2 ᮡḰᏅࠍ⠨ᘦߒߚ⣣㘩㊂ߩផቯ୯ߦ߶߷╬ߒ߽ߩߣߥࠆޕ
(5) ᭴ㅧㇱ᧚ߩኸᴺߪޔએਅߩ㧞ߟߩᔅⷐߥኸᴺ߆ࠄ᭴ᚑߐࠇࠆޕ
㧝ߟߪޔ᭴ㅧᒝᐲ⊛ⷰὐ߆ࠄⷐ᳞ߐࠇࠆࡀ࠶࠻ኸᴺߢࠆtNetߢ⸘⸳ߩ⥾⦁ޔኼਛߪ⏕ߐࠇߥ
ߌࠇ߫ߥኸᴺߢࠆ߁߽ޕ㧝ߟߪ⸘⸳ߩ⥾⦁ޔኼᦼ㑆ߢᗐቯߐࠇࠆ⣣㘩㊂ߦtreserveࠍട߃ߚ୯
ߦኻᔕߔࠆ⣣㘩੍ෘtCAߢࠆޕวℂ⊛ߥ⣣㘩੍ෘߩ⹏ଔߦࠃࠅޔᣂ᭴ㅧⷙೣߦࡀ࠶࠻ኸᴺᚻᴺ
ߩዉߢ߈ߚޕ
(6) ዪㇱ᭴ㅧㇱ᧚ߩⷐ᳞ኸᴺtgross_requiredߪޔએਅߩ▚ᑼߦࠃࠅ᳞ࠄࠇࠆޕ
tgross_required=roundup0.5(tNet+tCA) ߥ߅ޔtgross_requiredߪޔ0.5mmනߢಾࠅߍࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒޕ
(7) ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ⠨ᘦߔࠆ⦁ᮮᢿ㕙ߩᢿ㕙ଥᢙߪ❑ޔᒝᐲߩ⠻㒢ᐲߦኻᔕߔࠆరߩ⚂ 90㧑
ߣߥࠆోޕ᭴ㅧㇱ᧚ߩ⠻㒢ᐲߪޔዪㇱᒝᐲㇱ᧚ߩ▚ᑼࠍ↪ߡᓧࠄࠇࠆޕ
(8) ❑ᒝᐲߦነਈߔࠆㇱ᧚ߩࠃ߁ߥో᭴ㅧㇱ᧚ߪޔ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ⠨ᘦߔࠆ FEA ߢ⹏ଔߐࠇࠆޕ
(9) ᭴ㅧ⚦ߩ∋ഭᒝᐲ⹏ଔߪ⸘⸳ޔኼਛߩᐔဋ⊛ߥ⠻㊂ߣߒߡ⣣㘩੍ෘߩඨಽࠍ⠨ᘦߒߡ⹏ଔ
ߐࠇࠆޕ
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KC#647
ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߦ㑐ߔࠆ KC 㗄⋡ߩⷐ
3┨

6┨

6▵

2▵

ࠦࡔࡦ࠻
3▵

KC

⒳㘃

5.2.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4

204

ੑ㊀ᐩࠟ࠳

ਥⷐ᭴ㅧㇱ᧚

㕖ㆡ↪

ㆡ↪

㕖ㆡ↪

ㆡ↪

ߩ❑ᑼߩᐳ

ߩᦨዊኸᴺ

6 ┨ 2 ▵ 1/2.2/2.3 ߪޔ
㒐᠌᧚ߦߩߺㆡ↪ޕ㗄
⋡ b ߩ࿁╵ߣ⍦⋫ߒ

ዮ㒐ᱛ㒐᠌᧚

ߡࠆߣᕁࠊࠇࠆޕ
328

࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚

6 ┨ 2 ▵ 2.2.1

ߩᦨዊ᧼ෘ

ߩᦨዊ᧼ෘⷙ
ቯߦᄌᦝ

333

᳓ኒਥⷐᡰᜬ

ਥⷐᡰᜬㇱ᧚

ㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉ

ߩᦨዊ᧼ෘ

ㆡ↪

㕖ㆡ↪

㕖ㆡ↪

ㆡ↪

ㆡ↪

ㆡ↪

㒐᠌᧚
333

㕖᳓ኒਥⷐᡰ

ਥⷐᡰᜬㇱ᧚

ᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚ

ߩᦨዊ᧼ෘ

ࡉ㒐᠌᧚
416

ੑ㊀ᐩࠞ࠳

㒐᠌᧚ߪޔKC328 ߩⷐߦࠆࠃ߁ߦᦨዊ᧼ෘࠍߔ

PT ߪޔ3 ┨ 6 ▵ 5.2.1

ߩ❑ᑼߩᐳ

ࠆ KC204 ߣหߓ㒐᠌᧚ࠍෳᾖߒߡࠆޕ

ߩⷙቯߪ⚻ޔ㛎ߦၮߠ

ዮ㒐ᱛ㒐᠌᧚

ߊ ᐳዮ ⷙቯߢ ࠆߣ
ㅀߴߡࠆޕ

419

࠙ࠚࡉ㩨㒐᠌

࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߪޔ㒐᠌᧚ߣߪ⇣ߥࠆߎߣ߇⏕ߐࠇߚޕ

᧚ߩ৻⥸⊛ߥ
ቯ⟵

ⷙೣ

㗴

3┨

6▵

5.2.1

ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩⷙቯ

6┨

2▵

4.1.1

࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩ㐳ߐߩਛᄩߦ߅ߌࠆ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩࡀ࠶࠻ᢿ㕙Ⓧ

4.1.2

㕖᳓ኒਥⷐㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩࡀ࠶࠻ᢿ㕙ଥᢙ

4.1.3

ᶏ᳓࠲ࡦࠢౝߩਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉ㒐᠌᧚ߩ┵ㇱߦ߅ߌࠆ⸵ኈᔕജ

4

㒐᠌ࡄࡀ࡞ߩᐳዮ

3▵

KC#702

(Primary supporting member)
(2-b)

(Bracket)
(2-a)
(2-c)
(Ordinary stiffener)
(1-b)

(1-a)

1. The section of the bracket and the stiffener;
1-a. at the end of the stiffener.
1-b. at the mid-point of the free edge of the bracket.
In case 1, is the snipped flange of the stiffener included in the calculations?
2. The section of the bracket;
2-a. normal to the free edge of the bracket.
2-b. at the end of the stiffener.
2-c. attached to the stiffener.
2-d. smaller of 2-b and 2-c.

KC#758

C.L.

hS

hCL

Inner Bottom

KC#827

PIPE TRUNK, running through whole
the cargo area length

FOT
SWBT

DBWBT

KC#871

3 ┨ 6 ▵ ᭴ㅧ㈩⟎ේೣ
10.4.7 ਅㇱࠬ࠷࡞ߦߟߡ
એਅߦ␜ߔᚒ߇࠻ࡦࡔࠦߩޘ⠨ᘦߐࠇߡ߅ࠄߕޔචಽߥ⼏⺰߇ߥߐࠇߡߥ Corrigenda
5 ߦࠃࠆୃᱜឭ᩺߇ⷙޔೣߦ߹ࠇߡࠆޕ
ᒁ↪㧦
ޡᵄᒻ㓒ოߦਅㇱࠬ࠷࡞ࠍ⸳ߌࠆ႐ว㧘ᵄᒻ㓒ოߣࠬ࠷࡞㗂᧼ߣߩṁធߪ㧘ቢోṁㄟ
ߺṁធߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ࡞࠷ࠬޕ᧼ߣࠬ࠷࡞㗂᧼߮ౝᐩ᧼ߣߩṁធ㧘ਗ߮ߦ
ࠬ࠷࡞᧼ࠍᡰᜬߔࠆ⡻᧼ߣౝᐩ᧼ߣߩṁធߪ㧘ቢోṁㄟߺṁធߪචಽߥ㐿వࠍขߞ
ߚṁធߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޢޕ
ߎࠇߦኻߒޔਅ⸥ߩᢥ߇ޔSOLAS12 ┨ᣂ⸳ࠍᬌ⸛ߔࠆߚߦޔIACS ߆ࠄ IMO ߦޔUR S18
(1998)ߣߒߡឭߐࠇߡࠆޕ
ᒁ↪㧦
ޡᵄဳ㓒ოߦਅㇱࠬ࠷࡞ࠍ⸳ߌࠆ႐วޔᵄဳ㓒ო߮ࠬ࠷࡞᧼ߣࠬ࠷࡞㗂᧼ߣߩ
ṁធߪ৻⥸ߦቢోṁㄟߺṁធߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕਅㇱࠬ࠷࡞߮ᡰᜬߔࠆ⡻᧼ߣౝ
ᐩ᧼ߣߩṁធߪߦ⥸৻ޔቢోṁㄟߺṁធߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޢޕ
IACS ߪޔSOLAS 12 ┨㐿⊒ߩߚߦ IMO ߦឭߒߚౝኈࠍ✎ኒߦᬌ⸛ߔߴ߈ߢࠅⷙޔ
ೣߩ㘃ૃᕈߣ৻⽾ᕈࠍߚߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕIACS ߇㓒ოߩṁធⷐઙࠍ IMO ߳ౣᐲឭ
ߒᛚࠍฃߌߥ㒢ࠅߥ߁ࠃߩߎޔᄌᦝߪㆱߌࠆߴ߈ߢࠆޕ
ᧄⷐઙࠍએ೨ߩ CSR ㅢࠅޔIMO ߦឭߐࠇߚ IACS UR S18 ߣ৻⥌ߒߚⷙቯߦᚯߔߎߣࠍ
ⷐ᳞ߔࠆޕ

KC#933
ㅢ᭴ㅧⷙೣ ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩߚߩㅢ᭴ㅧⷙೣ㧔㍑⦁ⷙೣ CSR-B ✬㧕
3┨5▵
1.3 ⽻‛ୖၞߩ⼔
1.3.1 Ⴃⵝ
Ⓧタߔࠆ⽻‛ߦㆡߒߚႣᢱߩㆬቯ㧘․ߦ⽻‛ߣߩㆡวᕈߦ㑐ߔࠆㆬቯߪ㧘ㅧ⦁ᚲ߮⦁ਥߩ⽿છߢ
ࠆޕ
1.3.2 ㆡ↪
ࡂ࠶࠴ࠦࡒࡦࠣ߮ࡂ࠶࠴ࠞࡃߩ⽻‛ୖౝߦ㕙ߔࠆ㕙߮㔺ߔࠆ㕙ߩߔߴߡਗ߮ߦౝᐩ
᧼㧘ࡆ࡞ࠫࡎ࠶ࡄ࠲ࡦࠢᢳ᧼߮ਅㇱࠬ࠷࡞ᢳ᧼ࠍ㒰ߊ⽻‛ୖౝߩߔߴߡߩ㕙㧔⦁᭴ㅧ߮ᮮ⟎
㓒ო㧕ߦߟߡߪ㧘ലߥ㒐㘩ភ⟎㧔ࠛࡐࠠࠪ♽ߪߎࠇߣห╬ߥႣᢱ㧕ࠍ㧘ㅧ⠪ߩផᅑߦᓥߞߡᣉ
ߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
⦁᭴ㅧ߮ᮮ⟎㓒ოߦߟߡߪ㧘1.3.3 ߮ 1.3.4 ߦᓥߞߡႣⵝࠍᣉߐߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
1.3.3 Ⴃⵝߔߴ߈⦁᭴ㅧ
Ⴃⵝߔߴ߈▸࿐ߪ㧘ᰴߩㇱಽߩ⽻‛ୖౝߦ㕙ߔࠆ㕙ߣߔࠆޕ
 ⦁᭴ㅧ
 ࠻࠶ࡊࠨࠗ࠼࠲ࡦࠢᢳ᧼
 ࡆ࡞ࠫࡎ࠶ࡄ࠲ࡦࠢᢳ᧼ߦ߅ߡ㧘න⦁᭴ㅧ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩ႐วߪୖౝ⡻㛽ਅㇱࡉࠤ࠶࠻ߩਅ
┵㧘ੑ㊀⦁᭴ㅧ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩ႐วߪࡆ࡞ࠫࡎ࠶ࡄ࠲ࡦࠢᢳ᧼┵߆ࠄਅᣇ 300mm ߩ▸࿐ޕ
ߎࠇࠄߩ▸࿐ࠍ࿑ 1 ߦ␜ߔޕ
1.3.4 Ⴃⵝߔߴ߈ᮮ⟎㓒ო
ᮮ⟎㓒ოߩႣⵝߔߴ߈▸࿐ߪ㧘න⦁᭴ㅧ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩ႐วߪୖౝ⡻㛽ਅㇱࡉࠤ࠶࠻ߩਅᣇ
300mm ߩ㜞ߐ㧘ੑ㊀⦁᭴ㅧ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩ႐วߪࡆ࡞ࠫࡎ࠶ࡄ࠲ࡦࠢᢳ᧼┵ߩ㜞ߐ߆ࠄᣇߣߥ
ࠆోߡߩ႐ᚲߣߔࠆޕ

ޣᬌ⸛ਛߩ⸳⸘ࠦࡦࡊ࠻ޤ
㧝㧕⦁᭴ㅧߦߞߡߪޔ1.3.3 ߦࠃࠅޔႣⵝߔߴ߈▸࿐ߪ⦁ޡᄖ᧼ࠢࡦ࠲࠼ࠗࠨࡊ࠶࠻ޔᢳ᧼ߩޢ
ୖޡౝ⡻㛽ਅㇱࡉࠤ࠶࠻ਅᣇ 300mm ߩ▸࿐ߦ߅ߌࠆࡆ࡞ࠫࡎ࠶ࡄ࠲ࡦࠢᢳ᧼ޕࠆߔߣߢ߹ޢ㧔⚦
ߦߟߡߪਅ࿑ෳᾖ㧕
㧞㧕ᮮ⟎㓒ო᭴ㅧߦߞߡߪޔ1.3.4 ߦࠃࠅႣⵝߔߴ߈▸࿐ߪޔන⦁᭴ㅧ߫ࠄⓍ⽻‛⦁ߩୖౝ⡻㛽ਅ
ㇱࡉࠤ࠶࠻ਅᣇ 300mm ߩ㜞ߐߢ⠨ᘦߔࠆ᳓ᐔ✢ࠃࠅᣇߩ▸࿐ߣߔࠆޕ
㧔⚦ߦߟߡߪਅ࿑ෳᾖ㧕
ࠨࡦࡊ࡞㧝㧕

Ⴃⵝ▸࿐

㕖Ⴃⵝ▸࿐

ࠨࡦࡊ࡞㧞㧕

Ⴃⵝ▸࿐

㕖Ⴃⵝ▸࿐

ࠨࡦࡊ࡞㧟㧕

Ⴃⵝ▸࿐

㕖Ⴃⵝ▸࿐

KC#944

Deck Plate 1

Deck Plate 2

KC#1077
߫ࠄⓍ⽻‛⦁ CSR
3 ┨ 6 ▵ 5.7.1
㒐᠌᧚ߩ᳓ಾ↪㐿ญߦߟߡߪ㧘น⢻ߥ㒢ࠅዊߐ߽ߩߣߒ㧘ਣߺߩࠆᒻ⁁ߢ✼ߪṖࠄ߆ߥ߽ߩߣߒ
ߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
৻⥸⊛ߦ㧘㐿ญߩᷓߐߪ㧘ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩᷓߐߩ 50㧑એਅߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
࠲ࡦࠞCSR
8 ▵ 2.6.1.7
ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉߪ㧘ㆡ↪ 2.6.4.1㧘2.6.6.1 ߮ 2.6.7.1 ߢⷙቯߔࠆ୯ᧂḩߩ࠙ࠚࡉᷓߐߣߒߡ
ߪߥࠄߥޕ
ห╬ߩᒝࠍⴕ߁႐ว㧘ࠃࠅዊߐ࠙ࠚࡉᷓߐߦߒߡ߽Ꮕߒᡰ߃ߥޕ㒐᠌᧚ߪ❑ㅢ⡻㛽╬ߩߚߩ
࠙ࠚࡉߦ⸳ߌࠄࠇࠆࠬࡠ࠶࠻㐿ญ߇㐽㎮ߐࠇߥ႐วߪ㧘ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉᷓߐߪ㧘ࠬࡠ࠶࠻ߩᷓ
ߐߩ 2.5 ᧂḩߣߒߡߪߥࠄߥޕ
8 ▵ 3.3.3.5
ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉᷓߐߪ㧘ᦛߍ㐳ߐߩ 14%ᧂḩߣߒߡߪߥࠄߥޕ㒐᠌᧚ߩࠬࡠ࠶࠻ࠍ㐽ߓߡߥ
႐ว㧘࠙ࠚࡉᷓߐߪࠬࡠ࠶࠻ߩᷓߐߩዋߥߊߣ߽ 2.5 ߩᷓߐߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ
8 ▵ 4.3.4.4
ࠬࡠ࠶࠻߇㐽ߓࠄࠇߡߥ႐ว㧘࠙ࠚࡉᷓߐߪធวߔࠆ㒐᠌᧚ߩ࠙ࠚࡉᷓߐߩ 2.5 ᧂḩߣߒߡߪߥ
ࠄߥޕ
8 ▵ 5.3.3.5
ਥⷐᡰᜬㇱ᧚ߩ࠙ࠚࡉߩᷓߐߪ㧘ᦛߍᔕജࠍ⠨ᘦߔࠆ㓙ߩࠬࡄࡦߩ 14%એߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥߚ߹ޕ㧘
ࠬࡠ࠶࠻߇㐽ߓࠄࠇߡߥ႐วߦߞߡߪ㧘࠙ࠚࡉߩᷓߐߪ㧘ዋߥߊߣ߽ࠬࡠ࠶࠻ߩᷓߐߩ 2.5 એ
ߣߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥޕ

࠲ࡦࠞߦߟߡޔD>=2.5d  ࠅ߹ߟޔd<=40%D ߣߥߞߡࠆޡߪࠇߎޕ㐿ญㇱߩᷓߐߪਥⷐᡰᜬㇱ
᧚ߩᷓߐߩ 40%એਅߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥ⺑ߣࠆߢߣߎ߁ߣޢޕߢ߈ࠆޕ
ᧄⷐઙߟߡޡ㐿ญㇱޢ߮ߣ⺆↪߁ߣޢ࠻࠶ࡠࠬޡ૬ߖޔਔⷙೣ㑆ߢ⺞ߐࠇࠆᔅⷐ߇ࠆߎߣࠍ
ឭ᩺ߔࠆޕ

