
別紙 2 

型式承認の対象物件一覧 

 

船舶安全法関係 

 

(1) 倉口がい板 

(2) 倉口覆布 

(3) 倉口覆布の布地 

(4) 倉口覆布の防水布地 

(5) 不燃性材料 

(6) 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 

(7) 火災の危険の少ない家具及び備品 

(8) 防火戸の動力開閉装置 

(9) 冷却装置の管装置の防熱材 

(10) 冷却装置の防熱材の防湿面表面材 

(11) 冷却装置の防熱材の接着剤 

(12) 表面仕上材 

(13) 居住区域内に設ける甲板及び隔壁の仕切り（遮音材） 

(14) 内燃機関 

(15) 船内外機 

(16) 船外機 

(17) 浸水警報装置 

(18) 自動操舵装置 

(19) 呼吸保護具 

(20) 呼吸保護具のフィルター 

(21) 救命艇 

(22) 救命いかだ 

(23) 救命浮器 

(24) 救助艇 

(25) 救命浮環 

(26) 救命浮環の救命索 

(27) 救命胴衣 

(28) 小型船舶用救命浮輪 

(29) 小型船舶用救命クッション 

(30) 小型船舶用浮力補助具 

(31) イマーション・スーツ 

(32) 耐暴露服 

(33) 救命器具のガス発生器 

(34) 高圧ガスの容器の弁 

(35) キャノピー灯 



(36) 室内灯 

(37) 手動ポンプ 

(38) 救命艇又は救助艇の内燃機関 

(39) つり索の離脱装置 

(40) 救助艇の船外機 

(41) 救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 

① コンパス 

② シー・アンカー 

③ 救難食糧 

④ 飲料水 

⑤ 海水脱塩装置 

⑥ 応急医療具 

⑦ 保温具 

⑧ 水密電気灯 

⑨ 日光信号鏡 

⑩ レーダー反射器 

⑪ 海面着色剤 

(42) 救命索発射器 

(43) 救命索発射器の発射体 

(44) 救命索発射器の救命索 

(45) 救命いかだ支援艇 

(46) 自己点火灯 

(47) 自己発煙信号 

(48) 救命胴衣灯 

(49) 落下傘付信号 

(50) 火せん 

(51) 信号紅炎 

(52) 発煙浮信号 

(53) 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 

(54) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 

(55) レーダー・トランスポンダー 

(56) 持運び式双方向無線電話装置 

(57) 固定式双方向無線電話装置 

(58) 探照灯 

(59) 再帰反射材 

(60) 自動離脱装置 

(61) ウィーク・リンク 

(62) つり索の離脱装置 

(63) 乗込装置 

(64) 消火ポンプ 

(65) 非常ポンプ 



(66) 消火ホース 

(67) ノズル 

(68) 水噴霧放射器 

(69) 国際陸上施設連結具 

(70) スプリンクラ・ヘッド 

(71) 機関室局所消火装置 

(72) 消火器 

(73) 消火剤 

(74) 個人装具（安全灯及びおのを除く。） 

(75) 安全灯 

(76) 呼吸具 

① 防煙ヘルメット 

② 防煙マスク 

③ 自蔵式呼吸具 

④ 送気式呼吸具 

(77) 非常標識 

(78) 蓄電池一体型非常照明装置 

(79) 持運び式電気灯 

(80) 非常脱出用呼吸器 

(81) 船灯 

(82) 形象物 

(83) 信号灯 

(84) 汽笛 

(85) 号鐘 

(86) どら 

(87) 電子海図情報表示装置 

(88) ナブテックス受信機 

(89) 高機能グループ呼出受信機 

(90) 航海用レーダー 

(91) 電子プロッティング装置 

(92) 自動物標追跡装置 

(93) 自動衝突予防援助装置 

(94) 磁気コンパス 

(95) 磁気コンパスの羅盆 

(96) ジャイロコンパス 

(97) ジャイロコンパスのレピータ 

(98) 船首方位伝達装置 

(99) 音響測探機 

(100) 衛星航法装置 

(101) 船速距離計 

(102) 回頭角速度計 



(103) 音響受信装置 

(104) 船舶自動識別装置 

(105) 航海情報記録装置 

(106) ＶＨＦ、ＭＦ又はＨＦ用デジタル選択呼出装置 

(107) ＶＨＦ、ＭＦ又はＨＦ用デジタル選択呼出聴守装置 

(108) 船橋航海当直警報装置 

(109) 航海用レーダー反射器 

(110) シー・アンカー 

(111) 荷役ホース 

(112) 持運び式機械通風装置 

(113) 持運び式ガス検知装置 

(114) 甲板洗浄機 

(115) コンテナ 

(116) 作業用救命衣 

(117) 完全保護衣 

 

海防法関係 

 

(1) 油水分離器 

(2) ビルジ用濃度監視装置 

(3) 油分濃度計 

(4) 流量計 

(5) 船速計 

(6) バラスト用油排出監視制御装置の監視記録装置 

(7) 油水境界面検出器 

(8) 洗浄機 

(9) 通風機 

(10) ふん尿等浄化装置 

(11) 硫黄酸化物放出低減装置に備える連続確認装置（排ガス監視装置） 

(12) 硫黄酸化物放出低減装置に備える監視記録装置（排水監視装置） 

(13) 液面計測装置 

(14) 圧力計測装置 

(15) 高位液面警報装置 

(16) 通気装置 

(17) 船舶発生油等焼却設備 

(18) 粉砕装置 

(19) オイルフェンス 

(20) 油処理剤 

(21) 油吸着材 

① 油吸着材（マット状のもの） 

② 油吸着材（ロープ状のもの） 



(22) 油ゲル化剤 

① 液体油ゲル化剤  

② 粉末油ゲル化剤  

 


