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～ 中国プレジャーボート産業報告







添付資料（１）



張培元
 海口にて

－ 64 －

 年、中国がプレジャーボートライフを体験

発表されており、近代的な機能の整ったプレジャーボートクラブが続々と計画され、建設

備製造業を育成・発展させる。



プレジャーボート消費市場は多様化

階へ推し進めるうえで、非常に大きな意味を持っている。



グで、これが中国プレジャーボート産業の年度総会にもなる。

4

数十億人民元まで様々で、セレブや大富豪専用の高級プレジャーボートもあるにはあるが、

レジャーボートフォーラム）を共同開催する予定になっているが、ちょうどいいタイミン

3

中国交通運輸協会郵輪遊艇分会（&&<,$）の調査によれば、世界的に見ると、プレジャー
ボートの消費市場は多様化しており、
プレジャーボートの価格も ～ 万人民元から数億、

ジャーフォーラム  海口プレジャーボート経済テーマフォーラム（略称は博鰲・海口プ



では、プレジャーボートはレジャーやスポーツに使われる生活用品として、すでに大衆消
費の道具となっている。

ジャー・水上スポーツとなるだろう。

中国交通運輸協会・海南省旅遊発展委員会・海口市人民政府が  月  日に、博鰲国際レ

イメージというベールをかぶせ、一般大衆はメディアの言うところの「高級で豪華なアイ
テム」につい尻込みしてしまう。だが、実際のところ、世界八大プレジャーボート先進国

つあるため、この先数年のうちに、プレジャーボートは中国の発展著しい大人気の水上レ

る。有名人がプレジャーボートを好むことも、この水上スポーツ・水上レジャーに豪華な

というレベルから、徐々に水面へと浮上しはじめ、本格的に発展し、ついには国の注目と

関心を獲得するまでになった。プレジャーボートを覆っていたベールは徐々にはがされつ

けにより、中国人の従来のイメージのなかで、プレジャーボートは贅沢品とみなされてい

プレジャーボート経済は ～ 年かけて積極的に推進することで、水面下で泣かず飛ばず

これまで、一部のメディアやテレビ・映画による偏った宣伝や誤ったイメージの植え付



発展チャンスと契機がもたらされた。これは、中国のプレジャーボート産業を次の発展段



策提案を積極的に集めている。

家戦略の実施により、歩み始めたばかりの中国プレジャーボート新興産業に極めて大きな

されている。国家関連部門・委員会も、最近になって、プレジャーボート発展に関する政

に認識している。さらに、プレジャーボート経済を発展させるための地方政策も相当数が

着き場）建設を積極的に推進する。プレジャーボートや軽量型水上飛行機等のレジャー設

国務院によるレジャー産業発展意見の正式発表と海南国際レジャーアイランドという国

現在、中国の景観水系資源の開発はレジャー市場の新たな注目ポイントとなっており、
各地の政府もプレジャーボートがもたらす水系資源レジャー市場のニーズの巨大さをすで

る。海南で行われる国際ヨットレース大会を支援する。プレジャーボートのハーバー（船



いる。

プレジャーボートの管理規則を研究・改善し、条件を設けることで開放水域を適切に拡大

し、許可を受けた外国のプレジャーボートが海南に停泊する際のサービス業務を万全にす

地の外食産業、交通、公共サービス、メンテナンスや部品といった産業を牽引する効果を
持ち、しかも水上レジャー産業の構造改善にも役立ち、： の総合的な経済効果を持って

レジャーアイランド建設推進に関する国務院の若干の意見」では明確にこう提案している。

める都市イメージになっているという点であり、
「都市の名刺」と言われるだけあって、現

が発表され、海南国際レジャーアイランドの建設が国の重要戦略になるとともに、プレジ

ャーボートレジャーも海南国際レジャーアイランドの重要な構成要素となった。
「海南国際

なく、より重要なのは、ひとつの地区の経済発展レベルを示すバロメータ、投資を呼び込

 年  月  日、
「海南国際レジャーアイランド建設推進に関する国務院の若干の意見」

プレジャーボートは健康的でハイセンスなレジャーやスポーツのスタイルというだけで



ビーチや離島等のレジャー開発プロジェクトを積極的に支援する。



プレジャーボートのメンテナンス、クラブの建設と運営管理、部品製造、内装、専門保険
等が含まれる。

めて言及している。、レジャー消費の新たな注目点を育成し、条件の整った地区で船舶・

ジャーボート等のレジャー設備製造業を国家奨励類産業のリストに含める。、手つかずの

測と予測、プレジャーボートや乗員の応急修理・捜索救助・引き上げ（サルベージ）保障、

育成支援していくことを初めて提案した。そのなかで、国務院は以下のような内容にも初

プレジャーボートといった新興のレジャー形式を発展させるよう支援する。、船舶・プレ

ート・レジャー・アミューズメントや各種商業活動を指し、プレジャーボートの運転免許
の訓練と試験、専用ハーバーの建設と管理、プレジャーボート航行海域の海流・気象の観

ー産業を国民経済戦略の支柱産業として育成するとともに、新興産業や経済成長点として

製造からプレジャーボートクラブのサービス、さらにはプレジャーボートに関連するリゾ

プレジャーボート経済の完全な産業リンケージとは、プレジャーボートの研究・設計・

中国のプレジャーボート経済が徐々に身近に



 年  月  日、国務院が「レジャー産業の発展加速に関する意見」を発表し、レジャ

国務院がプレジャーボートレジャーの発展を奨励
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都市ホワイトカラー層は手の届かない船を見てため息をつく必要はない

から中高年まで拡大し続けており、高級な豪華プレジャーボートを購入できるセレブや富

ここ数年、プレジャーボート経済が中国で勃興するのに伴い、ますます多くの人々、特

ットがプレジャーボート消費の最初に選ばれる入口となるのではないかと考える。フィッ
シングボートとヨットは、種類の多いプレジャーボートのなかでも比較的普及している実
用製品であり、その価格・娯楽性・スポーツ性が大量の消費者層を生んでいる。中国で、
フィッシングボートやヨットといったプレジャーボートを全力で発展させることは、プレ

6

中国の中所得世帯は  年後に  億世帯に達し、各世帯の平均資産は  万人民元になると

場となる。最近の社科院の報告でも、現段階で、中国の中間層は就業人口の ％を占めて

おり、今後も年に ％のスピードで増加すると指摘している。この先 ～ 年のうちに、プ

5

心理・購入行為・購入モデルを深く研究する必要がある。私は、フィッシングボートとヨ

見られている。この  億の中間層世帯こそが巨大な潜在力を持つプレジャーボート消費市



中国プレジャーボート経済の発展初期段階においては、プレジャーボート消費者の購入



ーボートは徐々にハイセンスなレジャースポーツとして人々から好まれるようになり、プ

レジャーボートでの海上レジャーや海上スポーツが流行し始めている。

ろう。

その点で、ヨットとフィッシングボートは、中国プレジャーボート経済の入口となるだ

経済を中国に普及させることもできるのである。

スによって、消費を刺激して内需を牽引することもでき、また間接的にプレジャーボート

たく新しいライフスタイルを表現するものである。したがって、プレジャーボートのリー

体を開放し、日増しに増大するストレスを手軽に緩和することができる、そんなプレジャ

トの本当の良さを理解するようになってきた。青い海の真ん中で、疲れてこわばった心と

に都市のホワイトカラー層がプレジャーボート文化に触れるようになり、プレジャーボー



プレジャーボートは、個人にしてみれば、もはや贅沢な消費財というだけでなく、まっ

ボート消費はかなりの規模になるのではないかと私は考えている。

としては相変わらず中・低級艇が大多数を占めており、しかもその購入量はまだ増え続け

ている。なぜなら、消費者の範囲はホワイトカラー層からブルーカラー層まで、また若者

豪は結局のところ少数派だからである。

を深め、マリンライフを楽しめるようにすることを目指すべきではないかと思う。彼らに
ボート所有を望むのではなく、ただボートを手元に置いてもらいさえすれば、プレジャー

ッション・自動車・テレビといった高級消費財と同じで、所得水準が向上するにつれて、

消費者は次々と買い替えていくからである。その一方で、プレジャーボート購入の絶対数

発展初期段階においては、プレジャーボートをリースすることでプレジャーボート消費を
力強く推進し、より多くの都市ホワイトカラー層が身近にプレジャーボートに触れて理解

ーボート購入は比較的高級路線を歩み続けている。というのも、プレジャーボートはファ

ーボートを購入するというわけにはいかなくなる。そこで、中国プレジャーボート経済の

したなかで上昇が見られるが、それと同時に、プレジャーボートの需要構造と供給構造に

もひそかな変化が起きている。プレジャーボート先進国の需要構造については、プレジャ

のプレジャーボートを  艘購入するなら、本人の資産は  万元以上でなくてはならない
というわけである。だがこうなると、多くの人は自動車や家を買うような意欲でプレジャ

は人々の精神的なニーズあるいは享楽的なニーズを満足させる高級消費財として、経済発

展や購買力の向上に伴って需要が増え続けている。世界のプレジャーボート取引額は安定

艘の購入費は、購入者の資産の ％を超えてはならないと分析する。つまり、もし  万元

&&<,$ が  年に実施した調査から、以下のようなことが分かった。プレジャーボート

ある経験豊富なプレジャーボート取扱業の経営者による分析では、プレジャーボート 



小型艇（ヨット）である。



国が中・低級と評価するプレジャーボートは、中国の消費者にとってみれば高級な、豪華
プレジャーボートなのである。

ドルで、 万人民元に満たない。ヨーロッパも ％のプレジャーボートが数万ユーロの中

準の格差は非常に大きく、プレジャーボートの購入クラスにも相当な格差がある。欧米諸

以下の中小型艇であり、数年前、米国市場で売れたプレジャーボートの平均単価は 

レジャーボートユーザーがいるが、このうち ％はヨットである。また、％は  万ドル

中国は海洋大国であり、 万の湖、 の島、 ㎞の海岸線を持ち、プレジャーボ
ート消費のための自然環境や地理的条件を備えている。しかし、中国と先進国との生活水

リースで、中国ホワイトカラー層もプレジャーボートライフをエンジョイ

％を占めるヨーロッパ市場の場合、売れるプレジャーボートは比較的大型で豪華なタ

在、欧米のプレジャーボートの価格はさらに下落している。米国には合計  万人のプ



ジャーボートの販売量はわずか ％である。また、世界のプレジャーボート市場シェアの

イプだが、平均単価はやはり  ドルに過ぎず、ちょうど  万人民元に相当する。現

なり、プレジャーボートによる海上スポーツは、マリンレジャーや個別化消費、上質な生
活を追求するうえでの新たな注目ポイントとなるに違いない。

ェアの ％を占めているが、大多数の販売単価は ～ 万ドルの範囲であり、高級プレ

レジャーボートによるレジャーやスポーツは、人々の娯楽生活のうえでの重要な選択肢と

しかしそれよりも多いのは、ホワイトカラー層や中産階級が買えるヨット、フィッシング

ボート、スピードボート、レジャーボートである。北米は世界のプレジャーボート市場シ

－ 66 －

ジャーボートの消費市場を育成し、プレジャーボートライフを体験してもらううえで、計

ヨットは省エネでエコロジー、かつリーズナブルに満喫できる水上スポーツ器具であっ

世界のプレジャーボート産業を見てみると、その最大消費層は中所得者層であり、～

&&<,$ と 1&&<( は国務院による公布意見の精神を積極的に貫徹・実行するとともに、国家

7

、 各地の政府が定めたプレジャーボートの発展計画、特にプレジャーボート用の海岸線や

続きの簡略化を促進する。

プレジャーボート特別消費税の制限撤廃を促進する。プレジャーボートの登録・検査手

に協力し、特に、重点的に健全なプレジャーボートレジャーのサービス構築に協力する。

、 国家関連官庁がプレジャーボート発展のための具体的な政策や措置を起草・作成するの

点的に展開していくことにしている。

レベルの専門団体としての役割を果たすため、この先の数年間、以下の  分野の業務を重



法を検討し、それを着実に実行し、積極的に推進している。

言や政策提案を続けるとともに、一貫してプレジャーボート消費市場の形成についての方

ジャーボートを走らせる｣という趣旨に沿って、ここ  年ほど調査研究を進め、自主的に提

官庁の現職司局長・処長から成る全国遊艇発展専家指導委員会（1&&<(）は、｢中国にプレ

国家発展改革委員会の下級機関である中国交通運輸協会郵輪遊艇分会（&&<,$）と中央 

&&<,$ と 1&&<( の最近の主要業務



プレジャーボートクラブの主な使命であり重要な責任である。

ト産業を中国の国情と結びつけ、良質な発展へと導くことは、プレジャーボート協会と各

ビスを構築し、プレジャーボートレジャーの情報化レベルを全面的にアップさせる。

良質な消費の基盤を作る。

8

全国遊艇発展専家指導委員会秘書長
鄭煒航

中国交通運輸協会郵輪遊艇分会副会長・秘書長

、 プレジャーボートを対象とした金融や保険を導入し、プレジャーボート消費者のために

築する。

、 プレジャーボートの運転やプレジャーボートレジャーの職業技能の訓練システムを構

プレジャーボート相互乗り入れの試験運行を重点的に促進する。

、 プレジャーボートレジャーに関する交流や協力の場を作り、広東香港や大陸台湾間の



費層やプレジャーボートのソフト・ハード面はいずれも発展段階にある。プレジャーボー

ャーボートのリースを全力で推進する。
、 プレジャーボートレジャーのオンラインサービスやネット予約といった公共情報サー



消費モデルは他の国とは異なる。また中国は発展途上国であり、そのプレジャーボート消

引サービスのネットワークを提供する。
、 中国の消費者ニーズに即したプレジャーボートレジャーの新たな航路を計画し、プレジ



経済条件は消費構造を決定づける。中国はプレジャーボート産業の新興国であり、その

公共埠頭の計画に協力する。
、 プレジャーボート取引の場を構築し、消費者に国際的かつ近代的なプレジャーボート取

だろう。

こうした消費層は今後かなり長期にわたってプレジャーボートの主力消費層になっていく

所得者層および一般機関・企業はいずれもその価格や費用を負担することができるため、

のツールにすることができるだけでなく、旅客を乗せて商業利用することもできる。中高

トが最も人気がある。中・低級プレジャーボートは海上スポーツ・娯楽・商業活動・社交

 万人民元前後の価格帯のフィッシングボート・ヨットといった中・低級プレジャーボー



参加を促すことができるため、より重点的に発展させる必要がある。

て、様々な競技会と結びつけることでレジャーを牽引し、多くの若者の水上スポーツへの



り知れないほどの基礎的役割を果たすに違いない。

－ 67 －



の信頼はいっそう堅固なものとなった。

業が合理的に発展するには、海外のプレジャーボート市場の変化と発展傾向をタイムリー
に把握するとともに、国内の政策や市場需要を把握する必要がある。そのため、我々は引



輸入状況といったデータを取りまとめ、プレジャーボート産業の発展に尽力する政府官庁
やプレジャーボート産業の構築を全力で進めている企業の参考として提供したいと思う。

きたことを示している。



「 年中国プレジャーボート産業報告」と比べると、今回の報告では、集めた情報や
データ、特に外国の統計データがより多くなっている。また、相変わらず残念なことなの
だが、我々は国内プレジャーボート生産や販売状況に関するより多くのデータを、官庁を

10

上した。地方政府が中央に提出した投資計画のうち、広東省政府の投資計画に「新興製造

業」の項目があったのを見て我々は大いに喜んだ。プレジャーボート産業は新興製造業の

一種として、広東省で比較的古くから良好な状態で根付いていたからである。 年  月

9



レジャーボート生産企業の  年の輸出状況、さらに、 年の中国のプレジャーボート

関が中国プレジャーボートの発展に注目し、政策面での指導や支援を与えるようになって

 年上半期、世界経済危機に対応し、内需を牽引するために、国は  兆元の予算を計

ト製造業の発展状況や、主要プレジャーボート生産企業の各種ボートの販売状況、中国プ

と「プレジャーボート法定検査暫定規則」が正式に施行されたことは、中央政府と国家機

き続き「 中国プレジャーボート産業報告」を発表し、 年の国外のプレジャーボー

その道のりが遠いこともまた、我々ははっきりと認識している。中国プレジャーボート産

の国家機関・地方政府・プレジャーボート企業の様々な動向から感じられる芽吹く若葉の

ような勢いからこう断言して良いだろう。

 年  月  日に、中華人民共和国海事局が制定した「プレジャーボート安全管理条例」

中国プレジャーボート産業が逆境のなかで姿を現し、 年に急速に進歩したことを振
り返って感慨深く思うのと同時に、中国プレジャーボート産業の発展という任務が重く、





展している。この認識には、必ずしも根拠となるデータがあるわけではないが、ここ  年

にしっかりと応え、顧客から認められたことである。

咲いている梅の花のように、周りの情勢は厳しくてもくじけないという意味）
」

 年、中国のプレジャーボート産業は逆境のなかから頭角を現し、かなりの勢いで発

代表とする大陸のプレジャーボート生産企業が、顧客のニーズを理解したうえで自主革新
を行い、プレジャーボートの設計に部分的な、あるいは細かい改良を加えて、顧客ニーズ

「すでにこれ、懸崖、百丈の氷なるに、なおも花の枝の美しきあり（訳注：寒い中で凛と

製造企業の輸出額も大幅に落ち込んだ。



生産も行われ、大陸のプレジャーボート生産企業は世界のプレジャーボート発展の歩みに
しっかりととキャッチアップしている。さらに喜ばしいのは、上海紅双喜遊艇有限公司を

レジャーボートの主要市場が冷え込み、中国大陸を含む各国・各地区のプレジャーボート

成型技術が大陸のプレジャーボート生産企業で幅広く応用されるとともに、委託設計や 2(0

また、 年は、中国大陸のプレジャーボート生産企業の技術も大きく向上した。真空

プレジャーボートの研究開発・生産・販売・レジャーを一体化する計画だという。

り広げられた感動的な場面は電波を介して世界各国の人々の目に映り、中国に対する人々

同様に、 年は世界のプレジャーボート市場も危機に遭遇し、欧米といった世界のプ

深セン海斯比遊艇有限公司などは  年にプレジャーボートランドの建設を始めており、

らである。 年  月  日（建国  周年の記念日）に、北京の天安門前やその上空で繰



いう喜ばしい主催者側からのニュースも入ってきた。さらに嬉しいことに、国内プレジャ
ーボート企業はすでにプレジャーボートを生産・販売するだけでは満足できないようで、



 年、中国は再び世界の注目を集めた。世界に波及した経済危機のなかで、中国経済

約を結び、しかも契約した買い手側は個人や企業ではないという。 月の深セン国際遊艇・
設備展覧会（6,%(;）では、会場での取引成立額は  億元、取引意向額は  億元に達した

中国大陸におけるプレジャーボート産業の勃興を示すものとなった。

は真っ先に回復し、しかも大きな責任を負う大国として、世界経済の回復にも尽力したか

ト豪華プレジャーボートがその場で注文されたのをはじめ、多くの西部地区の企業や個人
が続々と会場を訪れては発注した。 月には厦門瀚盛が単発で  艘のヨットを建造する契

人々の目に触れ、世界のプレジャーボート産業の発展状況を全面的に理解させるとともに、

した「 中国プレジャーボート産業報告」は、中国大陸初のプレジャーボート産業報告

として、国内外のプレジャーボート産業関係者やプレジャーボート産業の発展に注目する

 年、中国プレジャーボート消費市場の内需は旺盛で、 月に開催された第  回上海
国際ボートショー（船艇･技術装備展覧会）で、 万元の英国プリンセス社製  フィー

 年末、中国交通運輸協会郵輪遊艇分会と雑誌「遊艇業」編集部等の機関が共同で発表



展計画のなかにも、プレジャーボート産業の項目が  つある。



 年、北京で開催された第  回オリンピックは世界中の人々の注目を集めた。そして

 日には、天津市濱海新区が正式に成立したが、この「第二の浦東」と呼ばれる新区の発

逆境のなかで登場した中国のプレジャーボート産業

－ 68 －

 プレジャーボートの分類

11

中国プレジャーボート産業の発展状況分析

12

  厦門地区

 中国プレジャーボート産業の地域別発展分析

  プレジャーボートクラブの概況

  中国のプレジャーボート消費業の発展状況

  中国のプレジャーボート製造業の発展状況

  中国のプレジャーボート設計の発展状況

 中国プレジャーボート産業の発展分析

 中国主要沿海省市のプレジャーボート産業の競争力比較

  中国プレジャーボート産業の輸出入状況

  プレジャーボート製造業

 中国プレジャーボート産業の概況

  香港のプレジャーボート産業の発展状況

  台湾のプレジャーボート産業の発展状況

  中国大陸地区のプレジャーボート産業の発展状況

 中国プレジャーボート産業の発展の歴史

二、



  プレジャーボート産業リンケージの構成系統解析

  プレジャーボート産業の特徴

   プレジャーボート関連産業

   プレジャーボートリース業

   プレジャーボートクラブ

   プレジャーボートの設計



   プレジャーボートの製造

  プレジャーボート産業の概念



張培元

   プレジャーボート関連設備の分類



雑誌「遊艇業」編集長

   プレジャーボートの設計の特徴
   プレジャーボートの建造の特徴

レジャーボート産業界に、真に喜ばしい朗報をもたらし続けられるようにと心から願う次

第である。

  プレジャーボートの設計の特徴および建造の特徴

どうかこの中国プレジャーボート産業報告が、中国プレジャーボート産業界や世界のプ

 プレジャーボートの定義

は一部の監督官庁や同業者からサポートを得たが、まだまだ充分とは言えない。より多く

プレジャーボート産業の概況

の監督機関や同業者の支援が必要である。

一、


 プレジャーボートの定義と分類

中国プレジャーボート産業年度報告の発表は、単に一部門だけのことではなく、プレジ

目次

ャーボート産業界全体に係わることである。この  部の年度報告を発表するにあたり、我々



な情報をお届けすることができない。

通して、あるいは直接企業を通して獲得することができないため、より多くの、より正確

－ 69 －









  主要国のプレジャーボート産業の分析

   米国

   イギリス

   カナダ



五、
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  世界のプレジャーボート市場の全体規模および分布

中国一部省市のプレジャーボート産業関連政策法規





世界のプレジャーボート産業の発展状況と特徴分析



 中国プレジャーボート産業の発展への提案

四、



 年中国プレジャーボート産業の発展展望





 年の中国プレジャーボート産業の発展展望および提案

三、



  青島地区





  珠海地区
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一、プレジャーボート産業の概況

－ 70 －

また少数は海事や公安、国境警備の作業艇となっている。

今のところ、プレジャーボート（遊艇）の定義として、国際的な標準解釈というものは

動力別では、動力艇、動力帆艇、帆艇、手漕ぎ艇等に分類される。また、エンジンの種

また、中国交通運輸部通達  年第  号「プレジャーボート安全管理規定」によると、



ある場合、クラブの会員や会員家族の遊覧観光・レジャー娯楽・余暇の水上スポーツにの

15

み使用される。また、クラブを除き、船舶使用者は船舶を使用することでその他のいかな

機械推進動力装置を備えた船舶。船舶がレジャー娯楽の目的で組織されたクラブの所有で
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また、中国税関もプレジャーボートに対する分類を行っている。中国税関では輸出製品

建造費および贅沢度による区分では、一般艇、中級艇、豪華艇、超豪華艇に分類される。

速度別では、低速艇、中速艇、高速艇、超高速艇に分類される。

シングボート、レースボート等に分類される。

使用し、非営利的な遊覧観光・レジャー娯楽・余暇の水上スポーツ等の活動に使用される

プレジャーボートは以下のように定義されている。公民、法人またはその他組織が所有・



用途別では、主に一人乗り娯楽艇、家庭用遊覧艇、公共遊覧艇、多目的遊覧艇、フィッ



れるものと限定している。

動力とする）
、船内機艇（LQERDUG）等に分類される。

装置としての、または水上移動装置として使用できるあらゆる性質の水上航行器具もしく

類とその設置方法による区分では、船外機艇（RXWERDUG）
、船尾駆動艇（船内機・船外機を

は設備で、しかも非営利的な海上スポーツ、スポーツフィッシング、または娯楽に用いら

ヨーロッパの法律では、プレジャーボートとは長さ  メートルを下回らない水上移動





指し、
大型プレジャーボートとは  メートル以上のプレジャーボートであると定めている。


船体の材料別では、木造艇、アルミ艇、繊維強化プラスチック（)53）艇、先進複合材料
（$&0）艇に分類される。

イタリアの法律では、小型プレジャーボートとは  メートル以下の動力艇または帆船を

指し、中型プレジャーボートとは  メートルから  メートルまでの動力艇または帆船を



プレジャーボートには様々な種類があり、各種基準別に分類される。



 プレジャーボートの分類

製品」というものである。



動力船を指す。これには各種旅行客船を含むが、輸送船・軍用艦・漁船は含まない。

ポーツ、クルーズまたは商用接待において営利または非営利の目的に使用される、動力非

的かつハイセンスで、大いに発展の可能性を持つ一種の水上レジャーおよび水上スポーツ

まだない。中交協郵輪遊艇分会（&&<,$）がプレジャーボートに与えている定義は、「健康



説明では「遊船」
（遊覧船）となっており、
「遊船」の説明は「遊覧用の船」となっている。

この調査研究報告において、プレジャーボートとは、娯楽レジャー、遊覧観光、水上ス

プレジャーボートの多くが公園や観光地のアトラクションとして人々の気晴らしに使われ、




も娯楽性・レジャー性・奢侈性の強いものと捉えられている。ところが、発展途上国では、

帆または電動機を用いて駆動する一種の小型船舶。通常は精巧で、滑らかな流線形をして

おり、娯楽航行またはレースに用いられるとなっている。

中国語の場合、商務印書館から出版されている「現代漢語詞典」
（第  版）の「遊艇」の

プレジャーボートとは航海・スポーツ・娯楽・レジャーといった様々な機能が一体化し
た消費材である。先進国では、自動車と同じように幅広く普及していながら、自動車より



って推進する）富裕者が娯楽遊覧のために用いる船舶とある。また、
「アメリカンヘリテー

YHVVHOVJHQHUDOO\ZLWKVPDUWJUDFHIXOOLQHVXVHGIRUSOHDVXUHFUXLVHVRUUDFLQJ

いる。

YHVVHONHSWE\DZHDOWK\SHUVRQIRUSOHDVXUHFUXLVLQJ（通常は私有で、発動機によ

ジ辞典（双解）
」の説明では、$Q\RIYDULRXVUHODWLYHO\VPDOOVDLOLQJRUPRWRUGULYHQ

さらに、「中国船級社プレジャーボート検査規範」（初稿）では、プレジャーボートとは

 英語の \DFKW（ヨット）という語は「オックスフォード現代高級英中双解辞典」
（第  版）

娯楽・レジャーまたは旅行観光に用いられる営利的または非営利的な動力艇を指すとして



  プレジャーボートの定義

速い小型帆船、小舟、モーターボート。②（XVXDOO\SULYDWHO\RZQHGXVXDOO\PRWRUGULYHQ）

て管理を行う。



の解説によれば、①OLJKWVDLOLQJERDWEXLOWVSHFLDOO\IRUUDFLQJレース用の軽くて

る料金も徴収してはならない。このような船舶もプレジャーボートに属する。一定の定員
数と長さのあるプレジャーボート（ 人以上または  メートル以上など）は、客船に準じ

 プレジャーボートの定義と分類

－ 71 －

レジャーボート（ フィート以上）

低速、中速、高速、超高速艇

スポーツボート、クルーズボート、ビジネス艇、レースボート

速度

機能

 プレジャーボートの設計の特徴

高い安全性。プレジャーボートは高級消費財であるため、プレジャーボート購入者の安
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充分な縦方向強度とねじり強度。重量が軽くて航行速度が速いというプレジャーボート

め、安全を保証するためにも、設計にあたっては高い安定性が要求される。

ト設計において考慮すべき重要要素である。プレジャーボートの航行速度は比較的速いた

全面に対する要求は非常に高い。装飾性や快適性のほかに、安全性もまたプレジャーボー



や品位までも体現しなくてはならない。

浪に耐えられるといった航行実用面での要求を満たす船型であると同時に、購入者の地位

 実用性と装飾性。プレジャーボートは高級レジャー製品であるため、船の航行速度や風



 プレジャーボートの設計には主に以下のような特徴がある。



 プレジャーボートの設計の特徴および建造の特徴



船外機艇（RXWERDUG）
、船内外機艇（VWHUQGULYH）
、船内機艇（LQERDUG）

素繊維艇

木造艇、金属艇、アルミ合金艇、繊維強化プラスチック（)53）艇、炭

発動機のタイプ

材質

動力艇

建造の技術と方法がボートの種類によって異なる。各種のプレジャーボートに使用され

プレジャーボートの建造には  つの大きな特徴がある。

手作業と設備がともに重要。繊維強化プラスチック製プレジャーボートの場合、ハンド

18

ートメーカーは、現在、設備投資（コンピュータを導入した補助製造設備、ロボット化設

んなに多くはないが、かなり精巧である。コストを下げるため、世界の有名プレジャーボ

にまで大きく関わってくる。鋼やアルミ合金製のプレジャーボートの場合、加工設備はそ

職人の年齢は ～ 歳ほどで、その豊かな経験が、製品の品質ひいては工場の存続・発展

る。外国では、プレジャーボート工場の職人がみな世襲制になっていることも少なくない。

ており、チーム内に  人でも経験豊富な職人がいれば、良質な製品を成型することができ

維強化プラスチック製プレジャーボート工場では ～ 人のチーム請負方式で船体を成型し

レイアップ法を使用しているため、職人の技量がかなり重要になってくる。ほとんどの繊



部分的にスプレーアップ法や機械湿式積層成型法を使用している。

プレジャーボートの場合、船体の成型には主にハンドレイアップ法（手積み法）を使用し、

務は専門の下請け工場に依頼して行っている。これに対して、繊維強化プラスチック製の

組み立て工場で、その工場自身では鋼の骨組みやアルミ合金の加工は行わず、主な加工業

の加工が非常に重要になってくる。現在、欧米のほとんどのプレジャーボート工場は最終

ートはアルミ合金で船体を作ったりもしている。そのため、鋼の骨組み加工とアルミ合金

多くが金属製船体とアルミ合金製船楼（上部構造物）になっており、一部のプレジャーボ

る材料が異なるため、工場での建造方法もそれぞれ異なる。豪華プレジャーボートはその



 プレジャーボートの建造の特徴

～ フィート）
、豪華プレジャーボート（～ フィート）
、超豪華プ


に重要である。そのため、設計にあたってはプレジャーボートの経済的要素を必ず考慮し
なくてはならない。

小型プレジャーボート（ フィート以下）
、中型プレジャーボート（

大きさ

無動力艇、帆船（さらに非補助動力帆船と補助動力帆船に分けられる）

るため、プレジャーボートのコストはプレジャーボートの価格競争力を高めるうえで非常

類別

分類基準

動力タイプ

ジャーボートを製造する際の経済性も、消費者が購入する際や使用する際の経済性も含ん
でいる。現在、国際プレジャーボート市場では、各メーカーが激しい競争を繰り広げてい

プレジャーボートの分類

はその経済性も充分に考慮しなくてはならない。ここで言う経済性とは、メーカーがプレ

るが、市場競争の激化や消費者の購買心理の成熟といった面もあるため、設計にあたって



：公式名を表記していない娯楽スポーツ用船舶、手漕ぎボートおよび小舟。

充分に考慮された経済性。プレジャーボートは高所得消費者層を志向した消費財ではあ



：モーターボート。舷外発動機を装備しているものは除く。

：帆船（ヨット）
。補助発動機の有無は問わない。

高速航行中に強い波の衝撃を受け止めなくてはならないため、設計にあたっては材料の強

台だが、客船と救命ボート・筏は含まず、主に以下の  項目の小分類がある。
度も充分に考慮しなくてはならない。

番号をつけており、 番台から  番台まで合計  品目  種類がある。船艇は  番

：娯楽スポーツ用空気充填ボート等、空気充填手漕ぎボートおよび小船。

の特長を出すため、設計にあたっては、使用する材料や設備がプレジャーボートの航行速
度に与える影響を充分に考慮しなくてはならない。同時に、プレジャーボートの船首部は

を分類するにあたり、
「船舶および浮動構造物」に対し「」という上二桁から始まる分類

－ 72 －

備、バーチャル技術等を含む）を全面的に強化しており、設計と生産の一体化を促進する
全体的に見て、大型プレジャーボートは現代的なオフィスとファミリー向けのレジャー

 プレジャーボート産業の概念



プレジャーボートの販売、プレジャーボートのメンテナンス、クラブの建設と管理、部品



プレジャーボート産業は、主にプレジャーボートの設計、製造、消費サービス、および

記の各要素のなかには、例えば古典的な美しさと流線形の関係や、快適性と経済性の関係
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ボイラ、蒸気機関、船外機、電動機、オイルポンプ、ウォーターポンプ等。

させたものでなければならない。

20

など、互いに相容れない要素もあるが、それでも優れた設計とは上記の要素を完璧に融合

トラン・日光浴デッキ等の配置および設計等、様々な問題を考慮しなくてはならない。上

ランプ、航海計算器、航海用照準器、推測航跡自画器、*36 誘導システム等。

プレジャーボート動力装置：プレジャーボート発電機、主機、エアコンプレッサ、水管

環境保護性および設備の信頼性まで考慮しなくてはならない。また、そのほかにも振動・
騒音・揺れ・船室（キャビン）のレジャー性、通路の配置、ダンスフロア・娯楽室・レス

測深設備、レーダー、自動操舵器、クロノメーター、潮流信号灯（タイドランプ）
、フォグ

や室内装飾の芸術性・民族性、さらにはプレジャーボート自身の快速性・経済性・安全性・

航海用計器：コンパス、航海用航行灯（ナビゲーションランプ）
、音響ブイ、速度計測器、



プレジャーボートの設計には充分にこだわり、技術スタッフはプレジャーボートオーナ
ーの要求に沿って、船に乗る人の快適性や利便性を充分に考慮するとともに、船体の美観

ー）
、水草切除器等。

 プレジャーボートの設計

備、給排水設備、通風・空調設備、超音波衝突防止自動警報装置、索導器（フェアリーダ



関連業界等から構成される。

浮き輪（救命胴衣）、カーゴギア（クレーン）、揺れ防止設備、プッシング・トーイング設

球（アンカーリフトボール）、ボートフック、停泊設備、信号灯（旗）、救命ボート、救命

艤装設備と各種システム：舵設備、スクリュープロペラ、アンカーと投揚錨設備、停泊



等。



（プレジャーボート産業構造図に示すとおり）
。

舷梯（タラップ）
、舷窓防風カバー、マスト、ボートフックの滑車、索具、ペリカンフック

の製造、船内の装飾、専門の保険等の多くの要素を含む）まで多岐に展開するものである

プレジャーボートの輸送、プレジャーボート運転免許の訓練と試験、専用ハーバーの建設、

の関連設備は大まかに以下のように分類することができる。

プレジャーボート専用設備：船尾ブーム、縄梯子、ハッチ機械、舷門（ガングウェイ）、

ートの製造からプレジャーボートクラブのサービスまでをカバーするものであり、さらに
はプレジャーボートに関するリゾートレジャーや各種商業活動（プレジャーボートの製造、

なるものであり、内部の関連設備もまったく同じというわけではない。プレジャーボート

ドされるものである。これに対し、一般にいうプレジャーボートの関連設備は通常、プレ

ジャーボートの機能に応じて区分される。プレジャーボートはその種類と機能によって異

プレジャーボート産業は、生産製造業と貿易サービス業を融合させ、相互に発展させる
ひとつの産業群である。比較的整ったプレジャーボート産業リンケージは、プレジャーボ

高級プレジャーボートの関連設備は、一般にそのオーナーの要求に応じてオーダーメイ





また、プレジャーボートには貴重な工芸美術品や骨董品があしらわれることも多い。

 プレジャーボート関連設備の分類

視し、キッチン・リビング・カラオケ設備・船釣り用スターンデッキ等を設けることで、
家族でのバカンスといった雰囲気を演出することになる。

したものやプラチナ製のものまであり、使用される木材もほとんどが高級チーク材である。

ルになる。また、レジャータイプのプレジャーボートであれば、家庭的な雰囲気をより重

る装飾が中心で、技術的に難しく、施工期間が長いうえ、その内装材料も一般の船舶に比

べてかなり高級なものになっており、その金属艤装具もステンレス以外に、金メッキを施

プレジャーボートのタイプによっては、設備の取捨選択も多少違ってくる。例えば、ス
ポーツタイプであれば一般に大出力の発動機を搭載し、内部の設備は相対的にややシンプ

ャーボート建造の重要な要素になっている。プレジャーボートの内装の多くは手作業によ

満たせる。

設備に求める条件はかなり高く、しかも、それぞれのプレジャーボートは所有者の個性や

特徴を体現するものでなくてはならない。そのため、内装のレベルや設備の設置はプレジ

装飾が高級で豪華なだけでなく、通信機能や会議・事務機能をより重視した設備を設置し
ており、機能としては、現代企業の事務あるいは小規模会議の開催といった需要を充分に

高級感のある内装。プレジャーボート、特に豪華プレジャーボート（豪華クルーザー）

機能が一体となった海上の動くマンションである。また、大型プレジャーボートは船内の



は一種の贅沢品であり、その享楽や娯楽という目的をかなえるため、消費者が船の内装や



とともに、製品部品の精度や品質水準を向上させ、生産効率を上げている。

出すために力を尽くしているし、また、設計専門家の一部は作業空間・娯楽室とフィット
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船内用部品の製造と船内装飾工業

プレジャーボート内装

その他産業

系補助産業

21

プレジャーボート産業

等

水上用品・器具製造、スポーツ用品

試験区

庫、航路、専用ハーバー、専用水上

プレジャーボート展示会、課税倉

ーボートリース、部品提供と水上スポーツ用器具提供

ーツスクール、船体メンテナンス、プレジャーボート管理、プレジャ

プレジャーボートクラブ、プレジャーボート運転免許および水上スポ

プレジャーボート本体の製造と内装業

塗料等の製造業

船体製造業

原材料工業

ーボート製造センター

研究・設計、プレジャ

プレジャーボート製造業は技術と労働、この二重の意味での「集約」型産業であり、そ

 プレジャーボートの製造



に参加しているのである。

22

備のほうでは、中国国内のプレジャーボート部品製造企業または供給企業が主に市場競争

用空調・各種信号灯等の舶用電気設備のように、利益獲得の余地が相対的に大きくない設

これに対して、プレジャーボート用のレーダー・電話通信設備・冷却設備・家電・船舶

（<$0$+$）
、マーキュリークラブ（0HUFXU\&OXE）といったブランドがある。

握っている。例えば、有名なプレジャーボート用発動機ならカミンズ（&XPPLQV）、ヤマハ

ーザー）のこうした設備の市場の大半は、主にヨーロッパ・米国・日本等の多国籍企業が

場でのシェアの奪い合いがかなり激化している。現在、豪華プレジャーボート（豪華クル

しまう。こうした一部の産業は技術が密集し、利益獲得の余地も大きいことから、国際市

リュー等があり、これら一部の装備具がプレジャーボートの使用性能をほとんど決定して

プレジャーボート装備には、専用発動機・発電機・専門の計器・誘導設備・プロペラスク

装工業とは、すなわちプレジャーボート用の部品製造業と船内装飾業のことである。主な

造はプレジャーボート製品技術の第一要素と考えられている。また、プレジャーボート内

うに、金型の品質の良し悪しはプレジャーボート船体の品質に影響する。従って、船体製

チック製プレジャーボートの建造過程で、船体の金型の製造が非常に重要になってくるよ

は主に船体の金型・グラスファイバー・樹脂ゴム・塗料等の製造を指す。繊維強化プラス

こには原材料・船体製造・内装の  分野が含まれている。プレジャーボートの船体製造と



設備やホームシアターが人気である。

トネスセンターの人気が高まっており、また音楽や映画を好むオーナーには、オーディオ

ジャー施設が追加されることになる。例えば、健康を重視するオーナーの間では、フィッ

もいる。他にも、大型プレジャーボートに対しては、さらに多くのオフィス施設またはレ

信電話を通じて会議の司会をしたり、ビジネスを行ったりできるようにしようと考える者

ル会議システム・インターネットを補助的に使って、プレジャーボートオーナーが衛星通

ジャーボートにオフィスや会議室、先進的な通信システム等を設け、衛星通信・バーチャ

設計士のなかにはプレジャーボートにプライベートなスイートルームを作り、予備の脱出
用通路や充分なリラックス空間、完璧な照明効果を提供しようと考える者もいるし、プレ

ネスセンター・安全と健康設備等のサービス面の改善や革新を試みている。さらに、船舶

プレジャーボート産業構造図

船体金型、樹脂、グラスファイバー、

現在、プレジャーボートの設計は多機能化・快適化・ファッショナブル化といった方向
で発展している。プレジャーボート設計士のほとんどは完璧な外部造形と内装設計を生み
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向けのレジャー機能が一体化した海上の動くマンションであり、プレジャーボートは海上



（）市街地型プレジャーボートクラブも比較的よく見るプレジャーボートクラブのスタ

け欧米先進国ではハイクラスでリッチな娯楽として広く認知され、豪華プレジャーボート

余地はないだろう。リースを利用すれば、その購入や維持に必要な巨額の費用を負担しな
くても良いからだ。そして、プレジャーボートのリース方法や種類も日々多様化している。

24

23

クラブが提供する専門的な施設や行き届いたサービスには、多くのセレブリティ達のお気

に入りとなっている。同時に、その独特なレジャー感覚や体験から、バカンスを過ごす多

プレジャーボートリース業が、プレジャーボート経済の発展初期における中高級消費者
や充分な経済力のないプレジャーボート愛好者にとって非常に魅力的であることに疑問の

クラブに参加することが一種のおしゃれなレジャーのスタイルであり、プレジャーボート

くの人々からも愛されている。特に、欧米で都市のマリーナエリア美化運動が起こってか

 プレジャーボートリース業

交通手段として富裕者とセレブリティの象徴となった。欧米などでは、プレジャーボート



うなスタイルは、ここ数年、ヨーロッパ・北米・オーストラリア等の高級マリーナエリア
の住宅計画においてかなり浸透してきている。

た。しかし、 年近い歴史を重ねるうちに、プレジャーボートクラブは世界各国、とりわ

（豪華クルーザー）は高級スポーツカーやプライベートジェット機とともに、非実用的な

合は共通のボートハーバーを設けることはせず、計画・設計によって各別荘を直接水辺に
隣接させ、それぞれの別荘がプレジャーボートを係留する単独のハーバーを持つ。このよ

ャーボートメンテナンス機能等がある。プレジャーボートクラブは  世紀にイギリスで誕

生したが、初期のプレジャーボートクラブは陸上施設も簡素で、機能も単一的なものだっ

（）フローティングハウス（:DWHU+RXVHRU)ORDWLQJ+RXVH）はプレジャーボートハ


ーバーと結びついた、一種のマリーナエリアの別荘といった建築スタイルである。この場

宿泊施設については主に都市の周辺条件に依存している。



能、社交機能、娯楽機能、別荘機能、水上生活機能、水上スポーツスクール機能、プレジ

施設を除いて、多くは固定されていない他の関連建築物から成っているため、各種娯楽・

空間を提供すること、海洋バカンスを広めることでビジネスの相手との関係を深め、レジ

ャーをより洗練されたレベルに高めることである。

クラブが持つ機能としては、主に高級ホテル機能、レジャーリゾート機能、ビジネス機

ビル・水族館・劇場や映画館・ショッピングストリートとともに、その街の公共空間の質
を表現するプラス要素になっている。このタイプのプレジャーボートクラブは必要な埠頭

一般的には、プレジャーボート消費サービスの各機能は主にプレジャーボートクラブが

担当する。プレジャーボートクラブ設立の趣旨は、マリンレジャーの普及活動を行うこと

的にリニューアルした場所などで非常に多く見られる。このようなプレジャーボートクラ
ブは都市の公共の景観や公共施設の一部になっており、陸上にある各種ホテル・オフィス

 プレジャーボートクラブ

イルで、多くは都市のマリーナエリアにあり、特に、欧米の都市の古いベイエリアを計画



と、会員とその家族やゲストにビジネス接待・娯楽・レジャーといった様々な機能の生活



に応えている。

会議設備・事務設備の設置には特に力を入れており、現代企業の事務面での需要にも充分

あり、かなりの独立性・完備性をそなえたリゾートエリアとなっている。

ーを中心にして、周辺にエステサロン・ホテル・会員制リゾートマンション・商業施設が
並び、さらにそう遠くない場所に広々としたゴルフ場やビーチアミューズメントパークも

を演出したりする。

また、大型プレジャーボートの内装は非常に高級感あふれる豪華なもので、通信設備・

用し、各種レジャー・宿泊・娯楽施設が一体になっており、外部との往来はあまりない。
例えばマレーシアのマラッカにあるファーストプレジャーボートクラブは、ボートハーバ

あれば、アットホームな雰囲気をより重視し、キッチン、リビング、カラオケ設備、電子

ゲーム室、船釣り用スターンデッキ等を設けることで、バカンスのアットホームな雰囲気

（）郊外型プレジャーボートクラブは典型的な高級プレジャーボートクラブのスタイル
といえ、その多くが都会の喧騒を離れた郊外の風光明媚な場所にある。大半が会員制を採

を搭載し、内部の施設はややシンプルにする必要があるだろう。また、レジャータイプで



豊かさやその人の高い品位やセンスを充分に体現するものである。だが、機能に応じて内

部の施設はやや異なってくる。例えばスポーツタイプであれば、一般には大出力の発動機

ーボートクラブ、フローティングハウスの  種類の形式に分けられる。

友人とのパーティまたは友人や顧客を招いての食事会に使用することもでき、現代生活の

プレジャーボートクラブは大まかに郊外型プレジャーボートクラブ、市街地型プレジャ

化・都市空間の質的向上や都市公共活動の豊富化といった面で重要な役割を果たしている。


応じて設計される。全体的に見れば、プレジャーボートは現代的なオフィスとファミリー

においてあらゆる機能を持っている。船の上で家族とのバカンスを楽しむこともできるし、

らは、プレジャーボートクラブと公共のプレジャーボートハーバーが都市のマリーナエリ
ア整備計画やデザインにおいて不可欠な要素になっており、専用ハーバーは都市の景観美

高級プレジャーボートの関連施設は、一般にオーナー自身の要求に応じてオーダーメイ

ドされるが、一般にいうプレジャーボートの関連施設は通常、プレジャーボートの機能に
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提供でき、 万ドルのプレジャーボートを  艘販売すると、 人の長期雇用が可能になる

のである。



も速いペースで発展していることを示している。同時に、プレジャーボート専用ハーバー、

類が多く数量が少ない、典型的な単独小ロット生産である。また、その製造や内装の精度
が高く、生産期間に占める手作業の要素が非常に大きい。そして設計は厳密で、技術的な

26
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動力・推進システムといった数十種類の関連産業の発展を牽引する。また、プレジャーボ

ートの消費は、ボートハーバー・ボートの輸送・ボートのメンテナンス・燃料補給・水上

プレジャーボート産業は技術集約・知識集約・文化集約という特徴を持っており、プレ
ジャーボートは高付加価値・高技術・高収益な製品である。プレジャーボートの生産は種

効果が得られるという。プレジャーボートの生産は、新型材料・塗料・電子機器・計器・

娯楽・飲食サービスといった多くの関連産業の急速な発展につながる。ある調査報告では、

船舶製造業の産業調整を促進

海外のある調査報告によると、プレジャーボートに  ドル投資すれば、～ ドルの経済



プレジャーボート産業には労働集約・資金集約という特徴があり、多方面に利益をもた

らす連環産業であるとともに、経済発展に対して絶大な牽引効果があると考えられている。

ダイビング・クルーズ・水上スキー・フィッシング・サーフィン等のレジャー活動も可能
になり、様々な消費者層の精神的ニーズを満たすことができるようになったのである。

経済に対する強い総合牽引力

費形式が多様化したことで、自家用プレジャーボートの購入やリースによる娯楽の多様化、

喜びと心身のリラックス、そして素晴らしい体験である。プレジャーボートレジャーの消

り、ゆったりと楽しいライフスタイルであり、そこから得られる最大の収穫は、精神的な





れは人々が自らの精神的、文化的欲求を満たすために行うハイクラスな消費スタイルであ

 プレジャーボート産業の特徴

プレジャーボート産業には  つの特徴がある。

に親しみ、自然を意のままに操ることのできるアクティブな自己表現である。そして、そ



プレジャーボート・エンターテインメントは水に親しむ一種の文化であり、人々が自然



らの補助業界がプレジャーボート産業全体と足並みを合わせて、場合によってはそれより

建築材料および専用航路の研究開発・製造技術も徐々に市場に登場し始めている。

ルを豊富にし、日に日に増していく物質生活・文化生活への要求をより満足させるもので
ある。

区でプレジャーボート研究会やプレジャーボート展示会が頻繁に開催されたことは、これ

意識を海洋や海洋意識・海洋知識の普及に向けさせるものである。また、消費者にとって
は、プレジャーボートレジャー業の発展は、その消費構造を変化させ、旅行消費のスタイ

ング活動といった産業の発展をもたらす。この  年間に、長江デルタ地区や珠海デルタ地

三次産業に属している。従って、プレジャーボート産業の発展は、ある程度まで、人々の

展示会・プレジャーボート倉庫・専用ハーバー・専属航行試験区・一部教育コンサルティ

プレジャーボート産業の発展は、必ず一連の補助的産業、例えばプレジャーボート設備

は船舶工業に属する海洋第二次産業の一部であり、プレジャーボート関連サービス業は第

プレジャーボート経済はすでに海洋経済の一環になっており、プレジャーボートの生産

 プレジャーボート関連産業

海洋産業の発展を直接促進





分のプレジャーボートを大きな船舶リースサービス会社に貸し出し、航海旅行に必要な巨

額の費用の足しにしようとする動きも出てきている。

に  万ドルを投入するごとに、 人分の雇用が創出できると指摘している。

ズを企画し、個人や企業にサービスを提供している。また、ボートオーナーの間では、自

とされている。米国のマイアミ大学ビジネススクールの付歌森教授も、プレジャーボート

によると、 フィート前後のプレジャーボートを  艘製造すると、 人に  年間の仕事が

分の持っている株式（船の使用権）を特定の価格でメーカーに再び売却することができる

このほか、ますます多くの私営プレジャーボート企業が豪華クルーザーでの近海クルー

プレジャーボート産業の発展は、プレジャーボートや補助施設の建造にしても、水上ア
クティビティセンターの建設・管理にしても、いずれにせよ大量の雇用を創出する。推計

れのオーナーは毎年一定額の費用を納めるだけでいい。しかも  年経てば、オーナーは自



ャーボートを  人の顧客に共同購入してもらい、それぞれの顧客は  日ずつこれを使用す
及する。

ーの給与とメーカーや販売代理店に支払う費用・船舶用品や燃料の購入費用・保険費用等
が含まれ、さらにその経済効果はホテル・ショップ・バー・観光地・旅行会社等にまで波

<DFKWV）の「ヨットスケープ」
（<DFKW6FDSH）プランでは、～ フィートの各種プレジ

ることができるというプランである。このプランでは、メーカーがオーナーのために船員

レジャーボート本体の価格の ％に相当すると述べている。この費用には停泊費用・クル

同購入してもらうという販売方法を展開している企業もある。ハトラス社（+DWWHUDV

を手配し、さらにプレジャーボートのメンテナンスも請け負うことになっている。それぞ

 艘の大型プレジャーボートの所有者が、毎年のメンテナンスや維持に使う費用は、そのプ

なかには「プレジャーボート団体購入」
、つまり  艘のプレジャーボートを数人の顧客に共

あるひとつの産業の中心製品と他の経済分野の間に取引が存在するという関係性は、そ

－ 76 －

27

プレジャーボート産業はプレジャーボートをその支柱としており、プレジャーボートは

ࢧ࣏䤀ࢺ

う完全な産業リンケージを形成する。

レジャー→プレジャーボートのメンテナンス→プレジャーボートのサポート・補助」とい

レジャーボートの製造と組み立て→プレジャーボートの販売→プレジャーボートクラブの

୰᰾⏘ᴗ

は、川上・川下の大量の関連産業を牽引し、徐々に「プレジャーボートの研究と設計→プ

㈍ᾘ㈝ࢧ䤀ࣅࢫ

ケージの沈殿物から熟成されて「チーズ」になるのである。プレジャーボート産業の勃興

ャーボート専門メンテナンス、検査サービス、輸送といった大量の関連産業が、産業リン

バー、プレジャーボート輸送、レジャー、不動産、展示会、金融、保険サービス、プレジ

なる。そして、プレジャーボート産業リンケージの末端、すなわちプレジャーボートハー

は、サービス業のような川下産業も牽引し、外部からの投資をより多く引き寄せることに

量の川上産業を牽引するだけでなく、プレジャーボート産業がある程度の規模になった後

プレジャーボートは付加価値の高い製品であり、プレジャーボート製造工業といった大

ᕝୖ⏘ᴗ
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関連分野は互いに強力な依存関係を生み、それによって共生共栄の関係を作りだす。

要規模を持っている場合、この産業リンケージに組み込まれている全ての関連産業または

の理論は我々にそう教えている。特に、当該する中心製品の市場がすでにかなり大きな需

命と「中心製品」が密接に関わることで、 本の長い産業リンケージを形成する。産業経済

を発生させ、それによって他の多くの産業の発展に影響を与え、これらの産業の発展の運

の産業の発展が中心製品の構成を通して、それに関連する相互補完製品に頻繁な取引関係



 プレジャーボート産業リンケージの構成系統分析

具提供
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補助産業：水上スポーツ装備、スポーツ用品・器具、釣り

会）産業政策

ビス、水域資源、文化広報（競技大会・フォーラム・展示

サービス、資産評価、特殊保険、航路サービス、情報サー

レジャーボート中継輸送、安全サービス、通関申告・検査

基礎サービス：プレジャーボートハーバー、倉庫保管、プ

リース、プレジャーボート器具等

ジャーボート管理代行、メンテナンス、プレジャーボート

プレジャーボート運転免許、水上スポーツスクール、プレ

プレジャーボート消費サービス：プレジャーボートクラブ、

レジャーボート販売店

ーボート関連雑誌、プレジャーボート関連サイト、中古プ

ト小売会社、プレジャーボート展示会企画会社、プレジャ

プレジャーボート販売サービス：販売元、プレジャーボー

設備、電気設備、制御装置等プレジャーボート付属設備

プロペラスクリュー、帆、塗料、安全設備、トイレ・衛生

組立業：専門発動機、発電機、専門機器・計器、誘導設備、

ジャーボート組立工業

製造工業：原材料工業、プレジャーボート製造工業、プレ

研究

研究開発：プレジャーボート設計、プレジャーボート技術

製品

相互補完

サービス

サポート

中核業務

流通

関連製品

生産

技術

経済機能

産業リンケージ

プレジャーボートの産業リンケージ構成

プレジャーボート産業リンケージの構成系統

ジャーボートの設計・技術やそのセンスである。





スといった関連産業の部分へとゆっくり移動しつつある。特に、ハイクラスのプレジャー

ボート購入者になると、あまり価格的要素は考慮せず、彼らが主に意識を向けるのはプレ

ボートの設計やプレジャーボート製造工業、および発動機・部品・トレーラー・付属品・
安全設備・付属消耗品を生産している産業は、その関連産業ということになる。

ボート産業の高付加価値ゾーンは、従来のプレジャーボート製造の部分から設計やサービ

継続的なグローバル化の進行と工程や技術の絶え間ない改善にともなって、プレジャー

してもらうためにサービスを提供している産業、つまりプレジャーボートクラブやプレジ



ャーボートハーバー等は、プレジャーボート経済の中心である。これに対し、プレジャー

の存在基盤や前提条件がなくなるからだ。従って、プレジャーボートを消費（購入・使用）

の方向へと促すことにつながるのである。

産業価値と収益を設計とサービスのプロセスに集中

プレジャーボートの消費が、最初にプレジャーボート産業の存続を決定すると言っても
いいだろう。なぜなら、プレジャーボートの消費がなければ、プレジャーボート産業もそ

発展は、船舶製造業を粗法型・低コスト・低レベルのリピート生産から、集約化・精密化

プレジャーボート消費の寄生者である。

生産・販売する能力を有していることが求められる。そのため、プレジャーボート産業の

生産能力を備えるとともに、新製品を自社で研究開発・生産する能力を有し、関連製品を

プレジャーボート産業の中心製品である。そして、関連する発動機・部品・トレーラー・
付属品・安全設備・付属消耗品はプレジャーボートの相互補完品となり、これらは言わば

要求レベルも高い。選ぶ材料・設備・部品も凝っており、加工部品は精巧だという特徴が

ある。プレジャーボート産業が発展するには、メーカーが先進的な研究開発・設計能力・

タィ〇㐀
⿵ຓ
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提供するサービスは、プレジャーボート産業を正常に運営するうえで必須となる要素であ

り、いずれかの要素がひとつ欠けても、プレジャーボート産業全体のスムーズな発展に影

響が出てしまう。
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提供する関連製造業や消耗品の加工製造業等のことを指す。以上の全ての産業とそれらが





送、通関申告、保管サービス等のことを指し、補助産業とは水上スポーツの装備・器具を





済の運営において必要となるハーバー、航路、産業政策や、プレジャーボートの安全、輸








業・サービスと関連補助産業がある。このうち、基礎サービスとは、プレジャーボート経



素が含まれる。




理代行、メンテナンス、プレジャーボートリース、プレジャーボート器具といった産業要

産業の川下に当たるのが一連の関連産業と基礎サービスであり、これにはサポート産



ボートクラブ、プレジャーボート運転免許、水上スポーツスクール、プレジャーボート管

プレジャーボート産業リンケージの川下



った大量の関連業務が含まれる。また、プレジャーボート消費サービスには、プレジャー



ボート関連サイト、プレジャーボート情報サービス業、中古プレジャーボート販売店とい

ト小売会社、プレジャーボート展示会企画会社、プレジャーボート関連雑誌、プレジャー

受け持っている。このうち、プレジャーボート販売サービスには販売元、プレジャーボー

ート産業リンケージの中心要素であって、主にプレジャーボートの流通と消費サービスを










生設備、電気設備等を含むプレジャーボートの付属設備や関連機能を提供している。

プレジャーボートの販売と消費サービスが産業リンケージの川中であり、プレジャーボ



機、専門機器・計器、誘導設備、プロペラスクリュー、帆、塗料、安全設備、トイレ・衛

プレジャーボート産業リンケージの川中





ャーボート産業の技術サービス、プレジャーボートの生産製造、および専門発動機、発電








産業・川下産業を構成する  本の連環構造と見ることができる。

産業リンケージの川上はプレジャーボートの設計・製造と関連製品産業で、主にプレジ



販売・消費および補助産業と基礎サービスといった一連の要素がそれぞれ川上産業・中核

プレジャーボート産業リンケージの川上



上記の表はプレジャーボート産業の産業リンケージの構成とその経済的機能を総合的に

表したものである。プレジャーボート産業の産業リンケージは、設計・製造・関連製品・

30

二、中国プレジャーボート産業の発展状況分析

－ 78 －

大幅な衰退を経た後、一部の台湾企業は高級プレジャーボート市場へとターゲットを転
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方高速艇発展公司、広船国際特殊船事業部、東莞南華遊艇製造有限公司、江西江新造船廠、

青島北海船廠遊艇分廠、興南船舶工業有限公司、温州東方船艇製造公司（もと温州玻璃鋼

建材廠）
、長沙太陽鳥遊艇製造公司、広州高華遊艇製造有限公司、富陽水上運動器材廠、富

 年の台湾のプレジャーボート輸出額は  億米ドルで、成長率も ％に達している。


遊艇廠、常州玻璃鋼造船廠、広州新中国船廠、蘇州玻璃鋼船廠、無錫船舶修造廠、無錫東

増加し、 億 17' ニュー台湾ドル に達したほか、対外売上高も  億 17' に達した。また、

うな企業としては、深セン江輝船舶工程有限公司、広東省東莞市玻璃鋼船廠、厦門玻璃鋼

の増加を維持している。 年、台湾プレジャーボート産業の生産高は前年比で ％近く

社でかなり大きなプレジャーボートや豪華クルーザーまで設計するようになった。そのよ

こ数年は、プレジャーボートの生産高も継続的に安定成長しており、毎年平均で ％前後



その後、中国本土のメーカーは徐々に成長して外国と提携するまでになり、さらには自

システムなどのハイテク設備を搭載したりするものもあり、こうしたアイディアを実行し
たことで、台湾のプレジャーボートは国際市場において購入者から一定の評価を得た。こ

の外部デザインを委託したり、顧客の特殊な要求に応えて、プレジャーボートに *36 誘導

プレジャーボートの発展が促進された。この時期は、まず欧米等の国からの要求に応じて、

生産し、ある程度の成果を上げた。

ーボート企業のなかには、イタリアの企業と提携して、外国メーカーにプレジャーボート

合弁や外国企業の単独出資による経営といったかたちで、大陸の繊維強化プラスチック製

外国の原材料や設備を使ってヨット・フィッシングボート・家庭用プレジャーボート等を

そして、失った国際市場でのシェアを再び奪回するため、台湾のプレジャーボート企業は
顧客の要求をもとに、顧客に合わせた「オーダーメイド」を行っている。台湾のプレジャ

工場と提携してプレジャーボートの生産を行うようになった。来料加工（材料の提供を受

けて加工する委託加工貿易）を通じて専門スタッフや先進技術が導入され、外国企業との

と海外というふたつの市場の同時開拓を目指すことにした。そのため、台湾のプレジャー
ボート産業は専門の計画を立て、台湾市場に合った大型のプレジャーボートを開発した。

 年代初め、改革開放が進んでレジャー業が発展するにつれ、米国・日本・中国香港

換し、高付加価値のプレジャーボート（平均利益率は約 ％）の研究開発を始めて、現地

および中国台湾等のプレジャーボートメーカーは、大陸の繊維強化プラスチック船の造船



洋地区に向けて販売されている。



際には、プレジャーボートメーカーの数は十数社まで減り、プレジャーボートの年間生産

に非常に大きな影響をもたらした。また、 年に設立された深セン江輝船舶工程有限公

イズの豪華クルーザーを生産しており、それらはいずれも米国、ヨーロッパ、アジア太平

るにつれて、台湾のプレジャーボート産業は急速に衰退し、 年に最低まで落ち込んだ

&$7$1$/ 社の依頼を受けて  フィートの双胴型動力ヨットを  艘生産し、当時の広東地区
量も  艘に満たなかった。

ート輸出量が  艘近くにもなった。だが、現地の労働力コストや技術コストが高くな

ートや高速客船、プレジャーボートを生産している。特に  年～ 年にはフランス・

司は、現在までに  艘あまりもの様々なタイプの、 フィートから  フィートまでのサ

輸出先は米国が中心で、次がカナダ、オーストラリア、日本となっていた。 年代には、
台湾のプレジャーボート産業はかなりの勢いで発展し、ピーク時には年間のプレジャーボ

製プレジャーボートを生産してきた国営企業であり、設立以来、様々な規格のモーターボ

強化プラスチック製プレジャーボートは高品質低価格という特徴によってその販路を開き、



 年に設立された東莞市玻璃鋼船廠も、大陸で比較的古くから繊維強化プラスチック

り、登録されているプレジャーボートメーカーも多いときには  社に上った。台湾の繊維

った公共のプレジャーボートの生産で発展してきた。

中国台湾地区では繊維強化プラスチック製プレジャーボートが重要な輸出品となってお

は中国航空工業集団公司常州蘭翔機械総廠の傘下になっている。当時はまだ消費水準が低
 台湾のプレジャーボート産業の発展状況



レジャーボートメーカーは常州玻璃鋼造船廠で、 年に国が資本を投じて設立し、現在

得なかったため、主に公園・人工湖・海辺で使う手漕ぎボートや小型動力艇、遊覧船とい

りの国と地域に輸出されている。

維強化プラスチック（)53）製プレジャーボートの製造は始まっていた。中国で最も古いプ

く、しかもプライベートなプレジャーボートという概念が当時の中国大陸には全く存在し

現在、中国大陸のプレジャーボート生産企業は  社に達しており、全国のプレジャー
ボート製造業の年間売上は  億元を超え、中国で製造されたプレジャーボートは  あま

 年前、つまり中国大陸の改革開放政策がまだ始まっていなかったころから、すでに繊





 中国大陸地区のプレジャーボート産業の発展状況

陽市飛鷹船艇有限公司、蘇州江輝船舶工程有限公司、上海長城玻璃鋼製品有限公司、広州
新船玻璃鋼有限公司、大連松遼玻璃鋼船廠、如皋華翔玻璃鋼高速艇製造有限公司等がある。

 中国プレジャーボート産業の発展の歴史

NTD䥹൨ඖ䥺

－ 79 －



ている。

ーボートの停泊がボトルネックとなって、海上レジャー産業の発展を制約している状態である。


34

トネスクラブ、ボートリースサービスもある。

が可能だという。しかし、今のところは、専用の停泊場所が不足しているため、プレジャ

33

プレジャーボートが収容可能となっている。また、給油所、電力および淡水の供給、ゴミ
処理、電話、衛星テレビといった機能を持つ施設を設けているほか、レストランやフィッ

プレジャーボート産業の市場規模は少なくとも ～ 艘レベルまで成長すること

レジャーボート向けの優れた防風停泊サービスを提供しており、長さ  フィートまでの

トの帆のコントラストが映える、美しいシービューエリアである。黄金海岸遊艇会ではプ

専門家が島内の人口、旅行者延べ人数、*'3 等のデータから推計したところによると、台湾

以上の資産を持つ ,7 富豪が多いことも、プレジャーボート消費の経済基盤となっている。

件を備えている。また、島内では情報ネットワーク等のハイテク産業が発達しており、 億

（）香港新界の黄金海岸私人遊艇会倶楽部。新界西側の青山湾一帯に位置し、波とヨッ

ーボートハーバーでは、プレジャーボートと関連船舶用設備の展示会が定期的に開催され





型・中型プレジャーボートであり、停泊バースは  区画以上ある。毎年、このプレジャ

ジャーボート工業パークで年間  億 17' 相当の外貨獲得が見込めるという。

台湾島は周囲を海に囲まれており、プレジャーボート消費のための自然環境・地理的条

周囲は高級別荘地で、停泊されているプレジャーボートのほとんどが  フィート以上の大

になった。この工業パークは台湾で初めて開発されたプレジャーボート専用の工業パーク

で、長さ  メートル、幅  メートルの進水埠頭があるのが特徴だ。計画では、このプレ

（）香港新界の匡湖居遊艇倶楽部。新界東北部の西貢地区にあり、プレジャーボートハ
ーバーは海の湾を利用して造られており、プレジャーボートの停泊部分はその中央になる。

あって、大型プレジャーボートの建造後の輸送が困難であるという問題が解決されること



の  年来のボトルネック、すなわち、大多数のプレジャーボート工場が内陸の工業地区に

もに、専用の進水埠頭が併設されており、それによって台湾島内のプレジャーボート産業

工業パークが設立された。この臨海工業パークは  ヘクタールという用地面積を誇るとと

香港の主なプレジャーボートクラブには、以下のようなものがある。

他のクラブ等の周辺施設（ゴルフ場・フィットネスクラブ・会員制レストラン等）が追加
されている。

いる理由である。


したものである。周囲にはたいてい、いくつかの高級住宅が立ち並んでいるか、あるいは

台湾のプレジャーボート産業が、台湾造船業が全体的に不景気であるなかで独り勝ちして

台湾経済部および農委会の支援のもと、高雄興達遠洋漁港に台湾初のプレジャーボート

多くのプレジャーボートハーバーは、港の地形を活かし、そこをさらに掘削して水深を増

レジャーボートの見積価格が  万ドルなのに対して、 割も安くなっている。これこそ、

香港にある  ヶ所のプレジャーボートハーバーは、
ほとんど個人財団が建設したもので、



ートルのプレジャーボートの見積価格は  万ドルで、イタリアブランドの同タイプのプ

るうえでも役立っている。

の品質、性能、豪華さ、精巧さ、設備配置の各方面でいずれも世界の有名ブランドに引け

を取らないが、価格のほうはかなり安くなっている。例えば、台湾で製造されたある  メ

う。それに続いて、プレジャーボートは現地の外食産業、交通、公共サービス、メンテナ
ンス等を牽引する役割も担っており、しかも海洋経済や海浜レジャー産業の構造を改善す

台湾のプレジャーボートの強みは、低価格で高品質という点である。嘉鴻、嘉信、巨星



といった台湾の有名なプレジャーボートメーカーが製造した大型の豪華クルーザーは、そ

料や食品および日用品の消耗を含めた場合、この数字はさらに大幅に増える。推計による
と、香港では、毎年プレジャーボートが生み出す産業生産高が  億香港ドルにもなるとい



その内訳は主に停泊費、管理費、サービス費用およびメンテナンス費用等だが、そこに燃

も  ヶ所ある。プレジャーボートは  艘につき毎月平均  万香港ドルを消費しており、

されているプレジャーボートやヨットは  万艘近くあり、プレジャーボート会（クラブ）

ボートクラブ等のプレジャーボート消費市場のうえに成り立っている。現在、香港で登録

には非常に適している。香港のプレジャーボート産業は、現在のところ、主にプレジャー

の港を形成している島もあり、普段は波も穏やかで、プレジャーボート活動を展開するの

の大小の離島間は距離もさほど離れておらず、中には互いに依存しあって港湾地形や天然

中国香港特区は経済が高度に発達しているうえに、合計  の大小の島を有し、これら

 香港のプレジャーボート産業の発展状況

－ 80 －

＞ｍ

現在、中国市場で販売されているプレジャーボートのタイプは、中小型プレジャーボー



大型（豪華クルーザー）

中小型

プレジャーボートタイプ
価格範囲（ドル）

～ 万
中国：＞ 百万
外国：＞ 百万

～IW（～ｍ）

＞IW

（＞ｍ）
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～

～

～IW（～ｍ）

～IW（～ｍ）

規格

中国市場で販売されるプレジャーボートの主な規格と価格の範囲



って、中国製中小型プレジャーボートは国際市場における強い競争力を持っている。

される中小型プレジャーボートの価格は欧米の国々と比べて ～％安く、このことによ

るプレジャーボートの販売量も徐々に増えている。労働力コストが低いため、中国で製造

～ ドルの間（下表参照）となっている。また、 フィート（ メートル）を超え

トに集中しており、規格は主に ～ フィート（～ メートル）の間、価格は 



際市場においてやはり強い競争力を持っている。


イタリア

ール

シンガポ

香港

米国

香港

中国大陸

上海

山東

広東

広東

広東

上海

国地域 所在地













出時期

ーターボート

IW 以上の帆船およびモ

ザー

オーダーメイド豪華クルー

～IW 豪華クルーザー

ザー

オーダーメイド豪華クルー

ボート豪華クルーザー

オーダーメイドプレジャー

レジャーボート

～IW オーダーメイドプ

主要製品



額は  万ドルだった。

36

 万艘輸出され、輸出総額は  万ドルだった。また、輸入は  艘、輸入総

 年  月、中国の娯楽およびスポーツ用空気充填ボート等の四大分類船艇は合計

輸入総額は  万ドル、前年比 ％の減少となった。

前年比 ％の減少となった。また、輸入は  艘、前年比 ％の減少だったほか、

し、合計  万艘の輸出、前年比 ％の減少だったほか、輸出総額は  億ドル、

大分類船艇（税関分類番号 、、、）の輸出はやや減少

税関の統計資料によると、 年、中国の娯楽およびスポーツ用空気充填ボート等の四

 中国プレジャーボート産業の輸出入状況

ーボート

%OXQDXWD プレジャ

ーボート

の開きはあるものの、価格面で明らかな強みがあるため、生産するプレジャーボートは国

5DIIOHV プレ ジャ

産をメインにしている。大半のプレジャーボートメーカーは中小型レジャー用ボート（＜

ーボート

 フィート）を生産しており、これらのメーカーの生産水準は国際水準と比較すれば多少

社にのぼっており、うち  社は主に作業艇を生産し、残る  社がプレジャーボートの生

.LQJVKLS プレジャ

ボート

中国のプレジャーボート産業は  年から急速に発展を始め、予測では今後  年で生

産規模が  億ドルに達するとされている。現在、中国のプレジャーボート製造企業は 

&XVWRP プレジャー

 プレジャーボート製造業

ーボート



限公司

上海紅双喜遊艇有

メーカー

&KHR\/HH プレジャ

～ｍ

規格

 中国プレジャーボート産業の概況



各施設やゴルフ場も有している。

ャーボート倉庫があり、さらに水上の埠頭施設もある。また、プレジャーボートクラブの

れたプレジャーボートクラブである。同クラブには陸上にプレジャーボートを置くプレジ
中国進


中国の大型プレジャーボートメーカー一覧（略式）

ル以上のものを建造する企業のリストにはまだ入っていない（下表参照）
。



（）清水湾郷村倶楽部。香港新界西貢地区の清水湾大坳門路に位置する、新しく開発さ

有限公司が  メートルを超えるプレジャーボートの生産を始めているが、ただ、 メート

きるほか、電話や  時間セキュリティサービスもある。クラブには  区画余りの停泊バ

ースがあり、～ フィートまでの様々なプレジャーボートを停泊させることができる。


現在、中国には  メートルを超えるプレジャーボートを製造するプレジャーボートメー
カーが  社あり、生産規模はすでに世界のトップ  に入っている。また、上海紅双喜遊艇

（）香港深湾遊艇倶楽部。香港仔の深湾道に位置し、香港海洋公園にも近い。同クラブ

では全面的な海事サービスを提供しており、全ての海上停泊バースに電力と淡水を供給で

－ 81 －

ト等の船艇、空気充填手漕ぎボートおよ

 年、中国では、娯楽またはスポーツ用に含まれない船舶・手漕ぎボート・小舟の輸

 年中国のプレジャーボート輸出状況
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位は帆船（ヨット）で、補助発動機を装備している・いないを問わず、 艘が輸出され、

 万ドル、前年比 ％の減少で、船艇輸出総額の ％を占めている。第 

ーツ用空気充填スピードボート・手漕ぎボート・小舟で、 艘が輸出され、金額は

船艇輸出の第  位となったが、前年比では ％の減少だった。その次が娯楽またはスポ

出量が合計  艘、輸出額は  ドル、中国の船艇輸出総額の ％を占め、











数量









金額









数量









金額

累計前年比±％

製品

装備しているものを除く。

発動機船（モーターボート）、船外機を

いる・いないを問わない。

帆船（ヨット）、補助発動機を装備して

び小舟

ト等の船艇、空気充填手漕ぎボートおよ

娯楽スポーツ用空気充填スピードボー
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数量







金額







数量







金額

累計前年比±％

金額は  ドル、前年比 ％の減少で、船艇輸入総額の ％を占めている。

はスポーツ用空気充填スピードボート・手漕ぎボート・小舟で、合計  艘が輸入され、

ドル、前年比 ％の増加で、船艇輸入総額の ％を占めている。第  位は娯楽また

ット）で、補助発動機を装備している・いないを問わず、 艘が輸入され、金額は 

ドル、前年比 ％の増加で、船艇輸入総額の ％を占めている。第  位は帆船（ヨ

ターボート）
で、
船外機を装備しているものを除き、
合計  艘が輸入され、
金額は 

船艇輸入の第  位となったが、前年比では ％の減少だった。その次が発動機船（モー

入量が合計  艘で、輸入額は  ドル、中国の船艇輸入総額の ％を占め、

 年、中国では、娯楽またはスポーツ用に含まれない船舶・手漕ぎボート・小舟の輸

 年中国のプレジャーボート輸入状況

ートおよび小舟


娯楽スポーツ用でない船舶、手漕ぎボ

装備しているものを除く。

発動機船（モーターボート）、船外機を

いる・いないを問わない。

帆船（ヨット）、補助発動機を装備して

び小舟





製品
娯楽スポーツ用空気充填スピードボー



され、金額は  ドル、前年比 ％の減少で、船艇輸出総額の ％を占めている。



2005-20009 年中国プレジャーボート輸入統計

金額は  ドル、前年比 ％の減少で、船艇輸出総額の ％を占めている。第 
位は発動機船（モーターボート）で、船外機を装備しているものを除き、合計  艘が輸出

－ 82 －




 中国プレジャーボート産業の発展分析











プレジャーボート関連製品の供給

科学研究・革新能力

工場の運営方式

プレジャーボート産業の職人







プレジャーボート運転訓練

プレジャーボート文化の普及

学術機関の遊艇管理専攻の有無









プレジャーボート産業計画

プレジャーボート産業の位置づけ

景観水系の計画

公共プレジャーボート埠頭の計画







プレジャーボート管理政策
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広東

福建









省市

政府管理競争力比較





プレジャーボート展示会









クラブの運営方式



プレジャーボートクラブの数

プレジャーボート販売



広東

福建





省市

プレジャーボートサービス競争力比較









広東

省市

プレジャーボート本体の製造











浙江















浙江





















江蘇















江蘇











江蘇











上海















上海











上海











山東















山東











山東











遼寧















遼寧











遼寧

現在、中国国内には大連、青島、上海奉賢、江陰、舟山、厦門、漳浦、珠海といったプ

プレジャーボート工業パーク

 中国のプレジャーボート製造業の発展状況
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なっている。これら  社の企業は  億元を投資する契約を結んでいるが、中でも、世界

それぞれ米国、オーストラリア、ドイツ、イタリア、カナダ、台湾、香港と国内の企業と

すでに製造を始めている企業は  社、建設中の企業は  社、建設計画中の企業は  社で、

連製品生産企業があり、うち  社は平沙鎮内に、 社は聯港工業パーク内にある。また、

きいプレジャーボート工業パークで、現在はここに  社のプレジャーボート製造企業と関

レジャーボート工業パークがある。このうち、珠海工業パークは国内で最も古く、最も大





統一感がなかったりなど、外観と内装の両条件をうまく満たせていないケースも多い。

しさを追求するために、船室の彩光をおろそかにしたり、色の組み合わせに問題があって、

ある。私は、中国国内の自社設計プレジャーボートを多く見てきたが、例えば、外形の美

繊維強化プラスチック材料にも精通した、複合型の人材でなくてはならないということで

言うならば、プレジャーボートの設計者は美的感覚を理解するとともに、高速艇の設計や

で建造されるため、材料の違いによって設計もかなりの部分が違ってくる。これを一言で

鋼材で建造されるが、プレジャーボートは大部分が樹脂やグラスファイバーといった材料

ているかどうかなど、非常に多くの要素を考慮しなくてはならない。、輸送船舶は一般に

非常に重要で、内装にあたっては空間配置の合理性や彩光、色彩の組み合わせがマッチし

おいても非常に大きな違いがある。、プレジャーボートは、外観を考慮する以外に内装も

型船舶であるが、プレジャーボートは大部分が高速船である。従って、両者は船体設計に

考慮する以外に、外形が美しいかどうかも非常に重要である。、大型船舶の大部分は排水

するのはあくまで経済性である。しかし、プレジャーボートはそれとは違って、経済性を

や幅を増やさずに最も多くの貨物を積載できるようにすることであるから、輸送船が考慮

つまり動力機関（発動機）の出力を変えずに最大の速度が出せるよう追求し、船舶の長さ

プレジャーボート工業競争力比較
浙江

計とプレジャーボートの設計にはかなり大きな違いがあり、主に以下のいくつかの方面に
それが表れている。、大きな輸送船の設計原則は、簡単に言えばたくさん運べて速いこと、



福建

計課程を創設した学術機関は今までひとつもなかった。このことが、結果として中国にお
けるプレジャーボート設計者の人材不足をもたらしている。高等学術機関が教える船舶設

理の競争力という  つの方面から、 点満点で  つの主要沿海省市を並行比較した。

る。中国には船舶設計専攻のある高等学術機関は約  ヶ所あるが、プレジャーボートの設

 年、中国交通運輸協会郵輪遊艇分会（&&<,$）と検討チームが調査・研究を行い、そ

要素であり、現在、中国のプレジャーボート産業のなかで最も脆弱な要素のひとつでもあ

のうえで、プレジャーボートの工業競争力、プレジャーボートのサービス競争力、政府管



プレジャーボートの設計は、プレジャーボート産業リンケージのなかでも非常に重要な


 中国のプレジャーボート設計の発展状況



 中国主要沿海省市のプレジャーボート産業の競争力比較





ートおよび小舟

娯楽スポーツ用でない船舶、手漕ぎボ

－ 83 －



は国内販売向けのプレジャーボートは外観こそかなりしゃれているが、外国ブランドを模

雇用機会の増加を促すことで、中国が環境に優しく持続可能な発展を遂げ、調和のとれた
社会を建設するうえで、有力な支えになることだろう。

場でも外国ブランドに対抗するのも難しい。三つ目は、製品の外観デザインにトレンド感

42

費のトップを独占するに違いない。そして、それによって中国の都市化を急速に進展させ、

ものが多く、リッチ層の消費市場に向けた高級製品が少ないこと。生産量が少なく、しか

も品質面でも外国の同タイプの製品と国際間競争をできるレベルにないばかりか、国内市

41

きく発展し、プレジャーボートの消費理念が一新されたとしたら、中国のプレジャーボー
ト経済は急速に発展し、中国の次世代経済進展の牽引者になるとともに、中国の次世代消

個人や家庭消費型が少ないため、国内消費層から好まれにくいこと。ふたつ目は、低級の

ーボートの販売技術や手段がレベルアップし、さらにプレジャーボート関連製品産業が大

するようになり、プレジャーボート消費分野に入ってきた。だが、中国のプレジャーボー

ト産業は様々な要素から、発展が遅く、問題も比較的多い。ひとつは、公共応用型が多く、

中産家庭が次々と誕生して力をつけたことで、社会は徐々に、いわゆる「ポスト自家用車
時代」に入りつつある。もしも、プレジャーボートの生産技術が充分に向上し、プレジャ

を始めた。最近になって、一部のリッチになった中国人も個人でプレジャーボートを購入

と言ってもいいだろう。中国の経済が急速に発展するにつれて、人々の生活水準は向上し、

年代以降は、東部沿海地区や武漢の蕪湖のような揚子江沿いの地域で、台湾企業等の外国

企業を誘致して独資または合資でプレジャーボートを生産する企業が徐々に外国への販売

た接点である。また、プレジャーボートは富裕者の誇りであり、中間層の寵児であるとと
もに、一般庶民がレジャー・パーティ・フィットネスといった活動に利用する道具である

 年に九江  廠が、本当の意味での中国初の  尺プレジャーボートの設計・生産

を始めて以来、厦門玻璃鋼遊艇廠に至って初めて米国向けに販売した記録を作った。

経済牽引効果が明確なひとつの消費部門であり、現代製造業と現代サービス業の最も優れ

プレジャーボートは適用範囲が広く、用途が多様で、関連性が強く、文化理念が独特で、



プレジャーボート消費の現状

カントンフェア（広州交易会）に出展し、国産プレジャーボート生産の先陣を切った。

 中国のプレジャーボート消費業の発展状況

舶及海洋工程設計研究院）の設計で  フィートのプレジャーボートを生産して、その年の

し、米国に輸出した。また、 年には、江西省湖口県にある江新船廠が  所（中国船





生産は  年代から始まった。 年、厦門水産船舶修造廠と香港西来雪遊艇公司が提携

して厦門玻璃鋼遊艇廠を設立し、外国で設計された  フィートのプレジャーボートを生産

そのものの付加価値が高くならないため、企業の研究開発力や拡大再生産能力がいまひと
つ弱いものになってしまっている。

展は目覚ましいものがあった。現在、世界のトップブランドとなっているプレジャーボー

トの多くは、いずれもこの時から発展し始めたものである。中国大陸のプレジャーボート

倣しているものが中心だ。その他の国内市場向けの船艇企業は、不当競争が激しく、製品

った特長によって、プレジャーボート産業は大きな進歩を遂げ、特に ～ 年代の発

7UDZOHUV）か、あるいは外観デザインが  年代のままである製品が多い。国内資本また

 年代に繊維強化プラスチックが初めてプレジャーボートの製造に使用されてから、

その重量の軽さ、強度の高さ、シンプルな加工方法、耐腐食性、容易なメンテナンスとい

代理店を通しているため、利潤は相対的に低い。台湾資本企業のほとんどの輸出先は米国
で、製品のサイズは基本的に ～ フィート、タイプは基本的に曳航式（トレーラー、

船艇本体製造業の発展状況



現在に至るまで、既存のプレジャーボート生産輸出企業の大部分は台湾資本か合資企業
であり、これらの輸出企業は基本的に自社のブランドや設計部門を持たず、販売も外国の



品または半国産品で基本需要はまかなえるが、ラバーコーティングは除外される。

基本的に中低級プレジャーボートの需要をまかなえる。また、船体や内装等の材料も国産

入に頼っているが、金具やドア・窓といった艤装品は国産または半国産品（合資製品）で

りていないことの表れである。

プレジャーボート展示会に参加する機会が少なく、対外販売のルートが圧倒的に足りてい

ことになるという。

プレジャーボートの発動機、ギアボックス、発電機、空調、通信誘導設備は基本的に輸

専門の人材が不足していること。国際競争の経験やその意識が少ないうえ、大規模な国際

産製品も ～ フィートの各種プレジャーボート、ヨットまで幅広い範囲をカバーする

ない。さらに、国内市場での位置づけがあいまいなことも、宣伝やイメージ告知の力が足

ーザーが登場しにくいのである。そして四つ目は、プレジャーボートの販売や普及の面で、

ジャーボート製造企業および関連製品企業の生産高は  億元に達すると見られており、生

プレジャーボート関連産業の発展状況

とどまり、その結果、中国は資金面、技術革新面、製品特色面で劣勢に立たされている。
同時に、生産技術が保守的で、選ぶ材料も粗悪になりがちなため、高級で高価な豪華クル

のプロペラスクリューを専門に生産している。 年までに、珠海平沙工業パークのプレ

が乏しく、特色がないうえ、内部装飾にも目新しさがないこと。中国本土のプレジャーボ
ートメーカーは規模が小さいため、外資企業のほとんどがレベルの低い技術を移譲するに

最大のプレジャーボートメーカーである米国・ブランズウィックグループは、すでに平沙

に工場を建設している。また、世界的に有名なドイツ・=) 社も平沙に資本を投じて、船舶

－ 84 －

れぞれ切り替える中枢神経であり、クラブの発展拡大なくしてプレジャーボート産業の発







メートルの河岸はいずれも鴻洲国際遊艇会のハーバーエリアとなっている。中国でも
唯一無二の熱帯海洋資源と関連資源を有するクラブである。

いるとあっては、購入を迷っている一部の人々をプレジャーボート市場の外へはじきだし

てしまいかねない。

し、使用が開始されている。合わせて、～ 区画の停泊バースを持つ国際レベル

する必要がある。クラブは初期の製造、中期の販売、後期のレジャー・メンテナンスをそ

44

第  期ベリンハム（%HOOLQJKDP）ハーバーの停泊バース  区画は  年  月に完成

自動車を駐車場に停める必要があるように、プレジャーボートも「海上駐車場」に停泊

43

停泊バース数

 プレジャーボートクラブの概況



を背に、水に面して建てられたもので、東は大東海の海洋風景区、南は南辺海、西は
三亜湾に面し、さらに見つめ合う恋人同士のような川に挟まれ、半島に沿った 

先進国では一般に税が ％を超えることはなく、このような課税は明らかに重すぎる。中

ャーボートを購入する人はごく少数だというのに、その中に  万元前後の税が含まれて

ある三亜にあり、三亜の  本の川が交わって海に注ぐ天然の半島に位置している。山

特別消費税（％）などが含まれ、各種税金を足すと ％を超える。これに対して、他の

国のプレジャーボート産業はまだ踏み出したばかりの段階にあり、 万元前後のプレジ

 年  月  日の創設で、鴻洲集団が巨額を投じて起こした新型産業であり、同グル
ープ  つ目の大事業である。遊艇会は、中国唯一の国際的な熱帯海浜レジャー都市で

分が輸入品である。こうしたプレジャーボートに課される税には関税（％）
、増値税（％）
、



三亜鴻洲国際遊艇会有限公司

悩みをもたらすと不満を抱いている。

概況



とんどの人はプレジャーボートを買った後、それが楽しさをもたらすのではなく、尽きぬ

重すぎる課税。現在、国内で販売されているのは主に中大型プレジャーボートで、大部

遊艇倶楽部等がいずれも建設中である。

メンテナンスの施設が整っておらず、そうした分野の専門技術者の不足も深刻である。ほ

り、他に、珠海南国遊艇倶楽部、広州南沙遊艇倶楽部、海口美源湾遊艇倶楽部、天津東疆



プレジャーボート使用サービスが未整備。現在、国内の一部プレジャーボートクラブは

悦遊艇倶楽部、浙江九龍山遊艇倶楽部、無錫太湖山水倶楽部、厦門五縁湾遊艇倶楽部、深
セン浪騎遊艇倶楽部、深セン大梅沙遊艇倶楽部、深セン湾遊艇会、三亜鴻洲遊艇会等があ

ようやく出航できるなど、手続きが煩雑で、管理監督が非常に厳しい。

ぎない。そのようなクラブとしては、大連の星海湾遊艇倶楽部、青島銀海遊艇倶楽部、青

レジャーボートが航行するには、専用水域内の航行許可を得る必要があるだけでなく、海

島国際遊艇倶楽部、日照水上運動基地、蘇州水星倶楽部、昆山大自然遊艇倶楽部、上海莱

運転免許は地域を跨いでの航行をまだ認めていない。また、中国の航路管理は厳しく、プ

事や海上運輸業務または港湾管理の担当官庁に通知し、しかも必要業務に協力したうえで

&&<,$ の不完全な統計によると、現在国内には  のプレジャーボートクラブがあるが、
しかし、プレジャーボートクラブの各機能をすでに整え、備えているクラブは  余りに過

に発効してから、実際に施行されるなかで、各地の海事官庁が発行するプレジャーボート



コストは大きく低減され、プレジャーボートの消費層も拡大した。ただ、このような運営
モデルは小型プレジャーボートにしか適さない。

約してしまっている。

不完全なプレジャーボート法規。
「プレジャーボート安全管理規定」が  年  月  日

ートを岸の上に置いておいて、オーナーが海でレジャーを楽しむ時だけ、作業員がクレー
ンを使ってプレジャーボートを海に下ろす方法もある。こうすることで、オーナーの娯楽

民所得や消費構造にはやはりマッチせず、プレジャーボートクラブそのものの発展をも制

遊艇倶楽部のように、巨額を要するハーバーや防波堤を建設せずに、普段はプレジャーボ

華で、各種娯楽プログラムや施設を余さず取り揃えたようなものになっている。そして、

大量の資金が投入され、クラブに入会するための敷居も非常に高いため、現状の中国の国

に参加したいと考えている多くの企業も態度を決めかねている。だが、そうした困難が、
市場需要に沿った小規模のプレジャーボートクラブの出現を促した側面もある。青島利天

消費財だという文化的雰囲気が足りない一方で、リッチ層の消費理念だけが過剰にヒート

アップしている。その結果、現在のプレジャーボートクラブ建設は、ほとんどが極端に豪

クラブの出資者らは、投資額が大きく、審査期間が長く、建設期間が長く、資金回収ス
パンが長いという四大障壁に悩まされており、その結果、プレジャーボートクラブの建設



展なし、と言ってもいいほどだ。

ずにいるのに対し、ごく少数のリッチな消費層は極端な豪華さを追い求めるため、庶民の

文化認知の相違。中国は明代以来、海洋への意識が薄く、しかも今のところプレジャー

現在、中国のプレジャーボート消費には以下のいくつかの問題点が存在する。

ボートは高級品で贅沢な買い物だという考えがあり、ほとんどの人が欲しくても手が出せ
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プレジャーボートホテル


 名

専門のプレジャーボートメンテナンス、プレジャーボート設備・計器の提供
スピード通関サービス



46

テーマイベント、ビジネス、社交等の会員活動

プレジャーボートのリースと販売、停泊バースおよびハーバーのサービス

深セン大梅沙湾遊艇会有限公司

概況

施設・サービス内容



45

 区画


現在は  名余りの会員がおり、国内では会員規模が最大で、最も成熟した遊艇会で

ある。

停泊バース数

現在の経営状況

 艘

運転訓練


プレジャーボート数

ビジネスレジャー、ミーティング



ダイビング、フィッシング、ヨットレース大会の開催、ヨットクルーズ

プレジャーボートクラブの活動企画と普及

会員数

プレジャーボートの停泊、リース

施設・サービス内容

国際的に有名なサロン管理会社が専門に管理しており、セレブリティにとって上流の

 区画

エレガンスや成功者の誉れといった人生の快楽を味わえる最高の場である。

一のプレジャーボートクラブであり、唯一の高級都市型プライベートサロンである。

停泊バース数

深セン湾遊艇会有限公司（6KHQ]KHQ%D\0DULQD&OXE、略称6%0）は深セン西岸で唯

概況



トル余りの防波堤、 区画の停泊バース、 区画の陸上船舶倉庫、およびプレジャ

ーボートのメンテナンス工場とその施設等となっている。

深セン湾遊艇会有限公司

念に設計したものである。主な施設はサロンビル、完全会員制のマンション、 メー

海上のグリーン（ゴルフ場）では、クラブを振る際に全く違った感覚が体験できる。

面積は  万平方メートル余りで、遊艇会の各施設は現行の国際標準に基づき、米国


海上用品専門店

深セン浪騎遊艇会が港に保有する面積は  万平方メートル近く、陸上のサロンの建物

の有名なプレジャーボートハーバー設計会社であるベリンハム社（%HOOLQJKDP）が丹

ビーチバーでのサービス提供、フィットネスセンター

概況

施設・サービス内容

 区画













停泊バース数

ル余りのプライベートビーチを持つ遊艇会である。


た、 フィートを超える超豪華クルーザーも停泊可能で、アジアで唯一の  メート

プレジャーボートの販売サービス

プレジャーボートショッピングエリア

水上スポーツを愛する会員に  台分の水上バイクの停泊バースを提供している。ま

プレジャーボートのリース

 艘余りのプレジャーボートとヨットに最も信頼できる休息地を提供するとともに、

大梅沙湾遊艇会は深セン市塩田区大梅沙に位置し、
用地面積は  万平方メートル余り、

施設・サービス内容

のプレジャーボートハーバーを建設する計画となっている。

深セン浪騎遊艇会
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 艘
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厦門中林飛馳遊艇倶楽部


 艘

48

キッズビデオルーム、スケートリンク、アミューズメントパーク等

 名

プレジャーボート数

屋内・屋外プール、フィットネスクラブ、屋内スカッシュ場等

会員数


中華・洋食レストラン、スパ、ショットバー、ワイン・シガーバー、客室、オープン

せたヨットハーバーを設ける計画となっている。

エアバーベキュー

施設・サービス内容

いヨットパークから成っている。湾内には  区画のヨット停泊バースとそれに合わ



厦門市五縁湾帆船港は東経  度  分  秒、北緯  度  分  秒に位置し、湾内

の広々とした水域、海岸線、商業街 & 区に完成した建物、そして  万平方メートル近

プレジャーボート数

概況



 名



会員数

ストはまるで豪華クルーザーと同じような 9,3 サービスを受けることができる。

厦門五縁湾帆船倶楽部

プレジャーボートテクニカルメンテナンス、燃料補給、運転訓練等の関連施設

する一艘の豪華クルーザーのようである。そして、内部でその機能を体験すれば、ゲ

 区画

施設・サービス内容

遊艇倶楽部全体のデザインは出航する一艘の船からイメージされたものである。濱海
路に面した極めてモダンなデザインは、香山と海の背景に引き立てられ、海上を航行

停泊バース数




概況

厦門香山国際遊艇倶楽部

ヨットの停泊、メンテナンス

 艘

船艇の販売、リース

会が総額  億元、不動産業が約  億元を投資する計画となっている。

プレジャーボート数

ヨットスクール

不動産業が融合した大規模なコンビネーションプロジェクトであり、このうち、遊艇









ヨットハーバーの管理

ヨット体験、レジャーの企画

遊艇会の敷地面積は  畝にのぼる。プレジャーボートクラブと大型商業施設と高級

ヨットレース大会の開催



概況

ヨットの展示

広州南沙遊艇会

サロン経営

トレンド講座、プレジャーボートカルチャークラブ、キッズパーク、バーストリート



施設・サービス内容

会務サービス（月間契約、 日契約、会務秘書）



 区画

ラグジュアリーオーシャンビュールーム、海上リゾートヴィラ、海上レストラン


停泊バース数

ダイビングスクール

アイランドクルーズ（島嶼観光）
、フィッシング（海釣り）



訓練と教育
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ョッピング街

プレジャーボートスクール

 区画

50

五つ星ホテル、オフィスビルおよびマリーナショッピング街

9,3 停泊バースおよびプレジャーボートハーバー

停泊バース数

プレジャーボートの販売

クラブサロン 9,3 停泊バース、プレジャーボートハーバーオフィスビル、マリーナシ

施設・サービス内容

計画では約  区画の予定でハーバーを設計している。

 艘



プレジャーボート数

 名

会員数

停泊バース数

メートル余りで、プロジェクト総投資額は約  億ドルである。

ールとなる計画である。プロジェクト総投資額は  億元で、プレジャーボートハーバ

ー、プレジャーボートクラブ、および関連施設の開発・建設と経営・管理を行う。

ち海の埋め立て面積は  万平方メートル、建物総面積は  万平方メートル余りとな
っている。また、建物総面積の内訳は地上  平方メートル、地下  平方

面積は  ヘクタール、うち水域面積は  ヘクタール、陸地面積は  ヘクタ

「迪布国際遊艇倶楽部」プロジェクトは使用海域総面積  平方メートル、う

中奥遊艇倶楽部は、厦門市東海域東坑湾片区西側の北部海岸線区間に位置し、用地総

概況

概況



 区画

停泊バース数

 艘

プレジャーボート数

 名

厦門迪布国際遊艇倶楽部







会員数

持つプロフェッショナルチームを擁している。

厦門中奥遊艇倶楽部有限公司

プレジャーボートの建造、販売、停泊、メンテナンス、運転訓練

施設・サービス内容

 区画

停泊バース数

 艘

プレジャーボート数

 名



ートリース、船長業務サービス等である。また、同社は販売やアフターサービス（メ
ンテナンス）
、専門技術指導、船長業務サービス等の人材を含む、優れた能力と技術を

ある。主な業務はプレジャーボート代理販売、プレジャーボート管理、プレジャーボ

る。

会員数

同社は  年の設立で、厦門で最も早くプレジャーボート産業に参入した代理会社で

ており、会員および各界セレブリティの特別な体験やレジャー向けとして提供してい











概況

ピードボート  艘、さらにモーターボート、空気充填式ボート、ヨット数艘を所有し



厦門中林飛馳遊艇倶楽部はプレジャーボート・ヨットの体験およびリースを専門に行

う高級サロンである。このクラブでは豪華クルーザー 艘、双胴型ヨット  艘、高級ス

厦門藍海遊艇倶楽部管理有限公司

概況

－ 88 －

 区画

蘇州水星遊艇倶楽部


南北最短部分  キロ、水深 ～ メートル、ハーバーの停泊バース面積は  万平方メー

トル余りとなっている。入り江は年間を通じて波が穏やかで、水も透きとおっており、

51

概況



普陀国際遊艇会がある朱家尖樟州湾はアーチ型にカーブした入り江で、
東西約  キロ、

 年のうち ％は海底まで見通せる。古くから天然の良港とされ、プレジャーボート



概況

プレジャーボートのメンテナンス

52

プレジャーボートの運転訓練

ル、スパ等）

プレジャーボートの停泊と保護

プレジャーボートクラブサロン

ヨットレース大会の開催および娯楽・飲食サービス（フィットネスルーム、屋内プー



五つ星ホテル、露天温泉、スパ、ヴィラ

リゾートレジャー、スポーツ、ビジネス

フィッシング

プレジャーボートによるビジネスレジャー活動

プレジャーボートおよび施設の展示ホール、多目的会議室

普陀国際遊艇会

施設・サービス内容

プレジャーボートのメンテナンス



 区画近く

プレジャーボートの運転訓練

停泊バース数

会員専用ハーバーとプレジャーボートのリース・販売

ーを有している。

プレジャーボートによるレジャー、プレジャーボートの停泊

施設・サービス内容

られた、アジアで最も大規模な、最も規格の優れた防波堤とプレジャーボートハーバ

 区画以上

博安遊艇会は %8$1+2/',1*/WG（日本博安控股有限公司）傘下の浙江博安遊艇有限公

概況
司が出資して設立しており、総投資額は  億元となっている。 億元近くを投じて造





杭州博安遊艇会



停泊バース数

停泊バース数

 艘

プレジャーボート数

 名

会員数











 艘


 期工事で  区画まで増える予定）を有し、それぞれ貸し出しているほか、最大 

フィートまでのプレジャーボートが停泊可能となっている。

プレジャーボート数

ある。クラブ全体としてはハーバーに  区画の停泊バースと陸地に  区画の倉庫（第



 名

現在、中国で最も自然環境に優れ、最も海域面積が大きなプレジャーボートクラブで

会員数

九龍山将軍遊艇倶楽部の陸地面積は  畝余り、
ビーチの全長は  メートル余りで、



概況

浙江九龍山将軍遊艇倶楽部



ハーバーを造るのにも最も理想的な場所であって、自然条件にとりわけ恵まれた、屈
指の土地である。



－ 89 －

ング、スイミング等の水上個人スポーツまたはボートクルーズ





停泊・リース等のサービス提供
ハーバーの停泊バースの貸し出し

一の高級プレジャーボートサロンである。第  期工事で建設されたメイン建物の陸地

面積は  畝、ハーバーの水域面積は  畝で、現在、5HJDO、6HD5D\ 等のプレ

アの有名ブランドであるサンランナー社（6815811(5）のプレジャーボートや、多数の
米国製輸入プレジャーボートの中国販売元でもある。

プレジャーボートのリース

 名

53

会員数

水上スキー、カヤック（カヌー）
、ヨット等、多数の水上スポーツ

プレジャーボートを利用した水上結婚式の運営

54

クラブと提携して、中国に多くのクラブ拠点を設立している。同時に、オーストラリ

プレジャーボートのメンテナンス

ゴルフ練習場

ショナルなプレジャーボートクラブで、オーストラリア等の多数のプレジャーボート

上海莱悦遊艇倶楽部（6KDQJKDL,QWHUQDWLRQDO&UXLVLQJ<DFKW&OXE）はインターナ

概況

プレジャーボートの販売





施設・サービス内容

 フィート用  区画、
 フィート用  区画、
～ フィートの中間用  区画がある。

停泊バース数

上海莱悦遊艇倶楽部

プレジャーボートの売買

て設立した会社で、 年  月から正式に対外営業を開始した無錫太湖景観地区で唯



プレジャーボートの 6 メンテナンスサービスセンター

無錫太湖山水遊艇倶楽部有限公司は、香港金海中国投資有限公司が  万ドルを投じ

ジャーボート数十艘を所有しているほか、ヨットやモーターボート等も所有している。


施設・サービス内容

概況

水上停泊バースが  区画、陸上バースが  区画ある。



停泊バース数

無錫太湖山水倶楽部


体となり、プレジャーボート愛好者にインターナショナルな社交の場を提供する、リ
ッチでプライベートなプレジャーボートクラブである。

水上スキー、アクアプレーン、ニーボード、チューブライド（波乗り浮輪）
、フィッシ


の貸し出し等を行っている。娯楽・レジャー、ビジネスパーティ、飲食サービスが一

プレジャーボートを利用した海上結婚式の運営

プレジャーボート購入後は、メンテナンス等、一連のサービスを提供。

び経営管理を行っている。国際水準でしかも専門的なクラブ施設が完備され、会員向
けにはプレジャーボートの売買、停泊、メンテナンス、さらにハーバーの停泊バース

海事局と協力し、プレジャーボート運転免許の教習等、一連のサービスを提供。

上海亜廷遊艇会は  年に創設され、上海瑞泓遊艇倶楽部有限公司が出資・開発およ

プレジャーボートのリース

概況

各種会議の開催



上海亜廷遊艇会



ている。

現在は主に観光地区の開発・建設・経営、ビジネス拠点の開発、造園・緑化等を行っ

現在の経営状況

運転教習学校、ビジネス研修、娯楽・レジャー

専用のルートと航路を決め、会員自身の運転によるクルーズをガイド。

施設・サービス内容

 区画

停泊バース数

面積は  畝にのぼる。









ープが中国で出資した最初の企業である。投資総額は  万ドル、購入した土地の

蘇州太湖水星遊艇倶楽部有限公司は  年  月に設立された、ブランズウィックグル

－ 90 －



フィットネスクラブ、クラブサロン、ホテル、カラオケルーム、カフェ、バー、釣り
堀、エステサロン、オフィス、選手用マンション等の関連施設

フィッシング、ヨット、サーフィン等のサービス提供











ートメンテナンス工場、およびレストラン、バー、オープンエアのバーベキュー場、

ィットネスが全て集まった、都市計画行政を中心とした総合プロジェクトである。

56

喫水は～ メートル（干潮時）である。 区画の陸上バース、プレジャーボ

 の小競技の全ての競技大会を開催することができる。水上スポーツ、レジャー、フ

55

積は  万平方メートルで、 平方メートルあたりの積載排水量は ～ トン、埠頭

同基地ではヨット、ボートレース、水上スキー、カヌースラローム等  つの大競技と

オーシャンデッキ等を設けている。

ハーバーの全長は  メートル、岸壁の長さは  メートルである。また、用地面

施設・サービス内容

概況

青島利天遊艇倶楽部

ャーボートブランドを中国に、また銀海国際遊艇倶楽部に持ち込むことになった。こ
のうち、現在中国最大のプレジャーボートメーカー数社は銀海に代表所を設けている。


積は  万平方メートルとなっている。

モーターボートが  艘近く停泊可能。

その結果、世界各地のプレジャーボート販売代理会社が、 種類以上の有名なプレジ

メートル、湿地面積は  万平方メートル、建物面積は  万平方メートル、水域面

停泊バース数

今や、銀海国際遊艇倶楽部の発展は世界のプレジャーボート産業の注目を集めており、

日照水上運動基地は総面積  平方キロメートルで、このうち緑地面積は  万平方

現在の経営状況

概況



プレジャーボート運転訓練

管理等の業務

海上スポーツ・レジャーサービス

専門選手のヨット訓練基地

施設・サービス内容

クラブハーバーには  区画の専用バースが設けられている。

プレジャーボートおよびヨットの販売、リース、停泊、展示、メンテナンス、不動産





停泊バース数

ビジネス向けのクルーザー貸し切り、観光クルーズ

ヨットレース大会の運営

大型ヨットスクール、青年ヨットスクールの企画、大会およびサマーキャンプの運営

施設・サービス内容

日照水上運動基地





プロジェクト総投資額は  億元である。


クラブでは  フィート、 フィート、 フィートの各サイズおよび &$7 等の先進

的なヨットを各種所有している。

クラブは陸地面積  平方メートル、
水域面積  平方メートルとなっており、

概況

概況





青島銀海国際遊艇倶楽部

た総合海浜公園となっている。

青島華航国際航海運動倶楽部

 区画

停泊バース数

公園」の建設を目標に、「以人為本・生態環保」（人間本位・自然環境保護）という理
念のもと、水上運動基地は観光、水上スポーツ、レジャー、フィットネスを一体化し

「一流の競技会場、一流の観光風景区、一流の大衆フィットネス場、一流の市民娯楽

 艘

現在の経営状況

プレジャーボート数







－ 91 －

プレジャーボート関連許可証の代理申請、停泊バースでのサービス

レジャープログラム等のサービスを提供。


クラブは上海国新房地産有限公司、上海天鴻置業投資有限公司、普瑞瑪（北京）倶楽
部管理有限公司が共同出資して設立された。
サロンの面積は  平方メートル近い。

プレジャーボートの選択・購入

専門技術コンサルティングおよびメンテナンスサービス

ハーバー全体の停泊バースは  区画（固定バースが 、臨時バースが ）あり、今後、

プレジャーボートクラブ会員のビジネス懇親活動の運営
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 区画の国際標準の浮動式プレジャーボート停泊バースがある。


現在の経営状況

58

大規模な競技会等の催しの企画運営も可能。

停泊、プレジャーボートの販売、リース、展示会の企画運営等のサービスも提供。

線テレビといった最先端の専用施設とサービスを提供。

停泊バース数

ハーバーではメンテナンス、点検修理、充電、淡水補給、通信、インターネット、有

る計画がある。

ースを  区画、 平方メートル近いクラブ会館等の施設を保有している。ハーバ

ほか、船上への料理のケータリングも可能。

室、ワイン・シガーバー、会員図書室とアートギャラリー、プレジャーボート博物館
等を設けており、会員が休憩、面会、接待、パーティ、ビジネス活動等に利用できる

メートル以上の重力式岸壁埠頭を  つと、国際標準の浮動式プレジャーボート停泊バ

ーエリアの陸上面積は  万平方メートル、水域面積は  万平方メートル、平均水深

会員レセプション、休憩ロビー、中華・洋食レストラン、バー、9,3 ラウンジ、小会議

クラブでは東北地区随一の国際標準港である星海湾遊艇港を有しており、現在は、

は メートルで、さらに  区画の各サイズのプレジャーボート停泊バースを建設す

施設・サービス内容

概況

画となっている。



第  期建設予定ハーバーに  区画、第  期建設予定ハーバーに  区画が造られる計

大連星海湾国際遊艇倶楽部


停泊バース数

水上スポーツおよび航海知識訓練

プレジャーボートの停泊、運転代行、清掃サービス

概況

売代理



大連長風遊艇倶楽部

世界の有名ブランドの豪華クルーザー・スピードボートおよび水上活動関連器具の販

素早く整い、既存の個人プレジャーボートの保有数は中国トップクラスとなった。

施設・サービス内容

政府官庁および各界関係者の協力のもと、クラブの基本的なソフト・ハードは比較的

 名余り。管理するプレジャーボート数は  艘余り。

現在の経営状況

会員数


プレジャーボート専門運転訓練スクールの運営

プレジャーボートの購入ガイダンス、販売、リース、運転代行、コンサルティング、
婚礼写真の撮影・展示

海上レジャー、海釣り、ダイビング等の商業活動

ハーバーでの停泊、メンテナンス、検査点検、進水誘導等のサービスを提供。









専門技術コンサルティングおよびメンテナンスサービス

施設・サービス内容

プレジャーボートのリース、展示販売サービス

世界の有名ブランドの豪華クルーザー・スピードボートおよび水上活動関連器具の販
売代理

 区画の陸上バースがある。

施設・サービス内容

停泊バース数

大連金海岸遊艇倶楽部







－ 92 －

現在、厦門市には瀚盛・唐栄・欣翔・紅龍・飛鵬といった、生産量が大きく、ブランド



60

島・湄洲島・厦門島やその沖にある大嶝島・小嶝島があり、プレジャーボートのレジャー



59

の福州・福清、および厦門・晋江・泉州という二つの都市群では個人経営経済が繁栄して
おり、消費能力（購買力）も大きい。さらに、福建省には島が多く、大きいものでは平潭

ートの活動区域として非常に適している。こうした条件は他の省にはないものである。

る自然風景や音楽文化、福建土楼、鄭成功の史跡に至るまでの一連の観光資源を有してお

り、しかもこれらの観光資源はいずれも ～ 海里の範囲内にあるため、プレジャーボ

福建はいわゆる黄金の三角地帯の中心に位置し、大中華圏でも最も富裕で活気に満ち、
庶民が豊かな珠海デルタ・揚子江デルタ・台湾に囲まれているという強みがある。福建省

シルクロード・崇武古城・洛陽橋などの観光地、さらには厦門・漳州・東山・南靖と連な

）恵まれた市場条件



中心とした自然および文化的景観から、莆田・泉州を中心とした媽祖・船政博物館・海の

れた、天然のリゾート観光地という点である。北部の福州・閩江口・馬尾船廠・武夷山を

西」産業群の新たな牽引者、新たな注目点になっていくと言ってもいいだろう。

はすでに基本的な規模を備えており、しかも徐々に産業群を形成しつつあることから、
「海

り、これも全国第  位の数である。

次に、沿海の風景が美しく、快適な気候で、豊かな自然と歴史文化的な観光資源に恵ま

クラブが進出するようになり、厦門のプレジャーボート産業の発展は遠からず加速期に入
ると見られている。厦門と、厦門を中心とする閩南沿海区域では、プレジャーボート産業

さのある港湾は  ヶ所で、 万トン級以上の埠頭が建設できる。島嶼の数も  にのぼ

翔安殴厝、五縁湾、香山、東坑湾といったプレジャーボート経済区が相次いで建設される
のに伴って、厦門にはますます多くの有名な国内外プレジャーボートメーカー、代理店、

おり、海岸線の湾曲率は全国第  位である。大小の港湾も  ヶ所あり、このうち特に深

また、市貿発局の推進指導のもと、厦門市ではプレジャーボート業協会も設立されている。

ートルあり、 メートルの等深線までの面積は  万平方キロメートルとなっている。

また、 メートルの等深線までの浅い海は  万ヘクタールある。海岸線は長くうねって

比 ％の増加、全国の ％のシェアを占めており、さらに、今年上半期の輸出額は 
万ドルで、増加幅もまた ％に達した。輸出先は主に欧米、香港、東南アジア等である。

ーカーが十数社ある。 年、厦門市のプレジャーボート輸出額は  万ドルで、前年

トルで、陸地面積より ％も大きい。深さ  メートル以内の海は  万平方キロメ

帯にも、ある程度の規模のある、厦門企業が株式の大半を持つようなプレジャーボートメ

源が非常に豊富な点である。福建省は沿海に  キロの海岸線を持ち、その長さは全国

第  位にランキングされている。また、管轄海域も広く、海域面積は  万平方キロメー

億元、前年比 ％の増加を達成している。同時に、厦門周辺の漳州や泉州といった沿海一

まず、福建省は海洋省であり、沿海部は亜熱帯の海に属すとともに、大陸棚の浅い海で

あって、海とつながりのある漁業資源・港湾資源・鉱産資源・観光資源・島嶼や珊瑚礁資

力があり、対外傾向が強いプレジャーボートメーカーがかなりあり、 年には生産高 

ようもないほどの海洋産業の強みを持っている。



）プレジャーボート工業の基礎

条件に最も合致している地域のひとつである。同時に、福建省は国内の他の地域とは比べ



湾を結ぶ空港のひとつであり、厦門は台湾人の居住ビザ発行を全国に先がけて実施した都
市でもある。

から離れた都市のほとんどは冬の寒い時期が長く、プレジャーボートメーカーの生産に不

利となっている。福建省は優れた気候条件と自然条件を備え、気候が穏やかなため、生産

期間を短くするうえで有利であり、国内の他の地域と比べると、プレジャーボートの生産

全国でも唯一無二の強みである。航空輸送のほうでは、厦門、福州、武夷山、晋江、連城
の  空港があり、年間輸送旅客数はのべ  万人を超える。しかも、厦門空港は中国と台

プレジャーボート生産に適する気温としては ℃以上が要求されるが、中国の北回帰線

ヶ所ある。省内には福州、厦門、莆田・泉州と台湾とを結ぶ固定航路が  本あり、これは

し、他の港を関連港とする港湾群が形成されており、このうち、万トン級以上の埠頭は 

）自然および文化条件



おり、 年には全線開通する予定である。港湾のほうでは、厦門港と福州港をハブ港と



 厦門地区

破し、広東省と浙江省を結ぶ沿海大道がすでに全線開通しているほか、京福高速道路の福
建第  期区間と漳龍高速道路が全線開通している。また、福厦高速鉄道もすでに起工して

 中国プレジャーボート産業の地域別発展分析

建設が間もなく始まる予定である。高速道路の合計距離もすでに  キロメートルを突



続く装飾や家具等のデザイン・オーダーメイドの業務もすでに始まっている。

福建省の交通については、第十次五カ年計画に基づく建設の結果、鷹厦線、横南線と梅
欽線、贛龍鉄道福建区間がすでに開通しているほか、温福、福厦、厦深、龍厦向莆鉄道の

送した後、同社が派遣した専門のエンジニアが現場指導しながら設置している。

現在は、サロンの内装も順調に進んで、すでに工事の三分の一が終わっており、後に

）交通条件

長風Ⅱ号ハーバーについては、フランスの 325$/8 社がその部材を製造し、上海まで輸

－ 93 －
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なぜなら、我々の手本であり提携する可能性もある台湾は、世界のプレジャーボート産業

においても強い影響力を持っているからである。

と産業活動を結びつけた開発に適している。また、台湾に近いことは何よりの強みである。

厦門市プレジャーボート産業 㻞㻜㻜㻤 年度生産状況一覧表㻌
厦門市プレジャーボート業協会統計発布（㻞㻜㻜㻥 年 㻝㻞 月 㻝㻡 日）
企業名/項目

厦門
福建長泰承義工業有限公司
飛鵬
企業 厦門飛鵬工業有限公司

㻟

哈徳森（福建）遊艇有限公司

㻝
㻞

㻠

捷保帆船（厦門）有限公司

企業類別
製造企業
製造企業
製造企業

厦門瀚盛遊艇有限公司

㻣

厦門毅宏集団有限公司

㻢

厦門唐栄遊艇工業有限公司

㻡

企業総投資額 2008年年間生
（万元）
産高（万元）
㻞㻝㻘㻜㻜㻜
㻞㻜㻘㻜㻜㻜
㻝㻡㻘㻠㻜㻜

製造企業
製造企業
製造企業
製造企業

厦門市明東機電子有限公司

㻝

通貨：人民元（万元）㻌
内訳
国外販売 販売先国/地区
額

国内販売
額

㻠㻘㻞㻜㻜

㻠㻘㻞㻜㻜

㻣㻘㻥㻤㻝

㻝㻤㻘㻝㻟㻠

㻡㻢㻘㻡㻥㻜

㻟㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻘㻜㻜㻜

製造企業

伊斯達（美国）船艇有限公司

厦門欣翔航運電子有限公司

㻞

製造企業

関連産業
関連産業
関連産業

関連産業

厦門市通達縄工業有限公司

関連産業

美威凱（厦門）金属製品有限公司

㻢

関連産業

莱利雅（厦門阿）救生用品有限公司

㻡

関連産業

㻣㻘㻥㻤㻝
㻝㻘㻞㻤㻜

㻠㻘㻢㻣㻟

米/欧
米/欧
中/米/英

企業主要
製品/生産量

㻡㻘㻜㻜㻜
㻟㻘㻠㻠㻜
㻞㻘㻜㻜㻜

㻡㻣㻘㻞㻡㻜

㻢㻢㻘㻞㻞㻞

プ レジャーボート・ア㻝㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻣㻘㻤㻜㻜

㻝㻟㻠㻘㻤㻤㻞

プ レジャーボート・ヨ㻞㻜㻘㻡㻜㻜

㻝㻘㻞㻤㻜

㻠㻣㻘㻢㻥㻞
欧/米

㻠㻘㻜㻜㻜

㻝㻘㻜㻜㻜

㻝㻜㻜

㻟㻘㻟㻠㻜

㻡㻜㻜

㻝㻘㻡㻜㻜

㻝㻘㻝㻜㻜
㻞㻜

㻝㻘㻝㻜㻜
㻞㻜

40-86ftプ レジャーボ㻞㻝㻘㻥㻞㻜

中/豪/シン ガポ 55-78ftプ レジャーボ㻟㻜㻘㻜㻜㻜
中/米

32-51ｆｔヨット動力艇 㻠㻘㻜㻜㻜

㻠㻜㻘㻢㻤㻟

㻝㻠㻜㻘㻤㻟㻡

㻤㻜

販売代理・リース 㻡㻘㻜㻜㻜

厦門路橋五縁湾運営有限公司

㻠

販売代理・リース 㻞㻘㻜㻜㻜

厦門中林飛馳遊艇倶楽部有限公司

㻟

販売代理・リース 㻢㻜

厦門藍海遊艇発展有限公司

㻞

厦門阿茲姆遊艇有限公司

㻝

販売代理・リース 㻡㻜㻜

㻟㻘㻝㻞㻤
㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻤㻜㻜
㻝㻘㻣㻞㻡
㻟㻟㻜

㻞㻜㻜
㻞㻜㻜
㻝㻘㻢㻜㻥

㻝㻜

㻟㻞㻜
㻟㻞㻜

㻝㻜㻜

㻝㻜㻜

㻟㻜㻘㻜㻜㻜

㻟㻢㻘㻜㻜㻜

㻣㻜㻜

船舶用誘導設備

中国各地

㻤㻘㻜㻜㻜
発電機ユニ ット・部品

中国各地

㻠㻘㻤㻜㻜

潜水服・救命胴衣 㻝㻘㻤㻜㻜

船外機・部品

中国沿海

㻠㻘㻜㻜㻜

㻠㻜㻜

㻠㻘㻜㻜㻜

1,000（借地）

38-116ｆｔ阿茲姆プ レ㻙

㻝㻡㻣㻘㻜㻡㻣
㻠㻤㻘㻠㻜㻜
㻠㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻡㻘㻜㻜㻜
㻠㻘㻜㻜㻜
㻞㻘㻜㻜㻜
200（借地）
㻝㻜㻘㻜㻜㻜
㻞㻤㻢㻘㻢㻡㻣
㻞㻘㻜㻜㻜

1,000（借地）

㻟㻘㻞㻜㻤㻚㻢
㻠㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻜㻜

㻝㻡㻘㻝㻣㻤㻚㻟

㻝㻞㻜

㻝㻥㻘㻤㻣㻟㻚㻢

㻟㻜㻤

備考

本社厦門

設立直後

㻞㻘㻞㻠㻝

㻝㻜㻜

建設計画中

㻟㻘㻢㻤㻥

㻞㻜
㻥
㻝㻜㻡
㻟㻜
㻣㻜
㻞㻡
㻟㻞㻡
㻝㻟

㻞㻜

プ レジャーボート・ヨ㻙

㻥

輸入プ レジャーボー㻡㻘㻜㻜㻜

㻣㻜㻜㻘㻜㻜㻜

建設計画中
㻠㻜

プ レジャーボート・ヨ㻙

㻣㻘㻝㻞㻟

㻢㻝㻘㻟㻜㻥

本社厦門

㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻝㻝㻢
㻡

㻠㻢㻜
㻞㻜㻜
㻡㻜㻜

㻝㻜㻜
㻤
㻤㻜

㻠㻟
㻞㻟

㻝㻘㻜㻜㻜

㻣㻘㻢㻢㻡
㻝㻘㻠㻣㻤㻚㻟

㻡㻜㻜
㻡㻜㻜㻘㻜㻞㻠㻘㻡㻜㻜

中国福建

㻝㻟㻜

プ レジャーボート・ヨ㻙
プ レジャーボート・ヨ㻙
中国各地

㻡㻝㻘㻡㻜㻣
500（借地）

㻞㻞㻤㻘㻝㻥㻢
㻢㻞㻘㻠㻜㻡

200（借地）

㻢㻢㻡㻘㻟㻜㻝

㻝㻥㻢㻘㻤㻝㻞

㻝㻘㻜㻜㻜

亜太/日/マレー 誘導・船舶用部品等㻡㻘㻜㻜㻜

船艇舷窓・天窓

広東/米

欧/亜太

7,000（借地）

香港/台湾/欧米ロ ープ ・ワイ ヤー 㻡㻜㻜㻘㻜㻜㻜㻘㻜㻜㻜
福建/シン ガポーヨット・各種模型

㻞㻘㻣㻠㻥
㻞㻘㻜㻜㻜

㻝㻞㻟

㻡㻘㻜㻜㻜

㻟㻜㻜㻘㻜㻜㻜

㻠㻘㻡㻜㻜

ヨット・20-40ｆｔプ レジ㻠㻡㻘㻜㻜㻜
スウェ ーデン /米

木製カ ヤック・プ レジ㻞㻜㻜

㻡㻘㻥㻜㻜
㻠㻘㻜㻜㻜
㻟㻘㻝㻞㻤
㻝㻘㻤㻜㻜
㻝㻘㻢㻜㻜
㻝㻝㻢

㻟㻞㻜
㻞㻜㻜
㻝㻟㻘㻡㻜㻟
㻞㻘㻜㻜㻜

㻝㻞㻟

㻡㻘㻜㻜㻜
㻣㻘㻝㻞㻟

㻟㻣㻘㻜㻜㻜

㻟㻘㻜㻜㻜

米/ノルウェ ー ヨット・14-48ｆｔプ レジ㻝㻞㻘㻜㻜㻜
中国沿海

㻠㻘㻤㻜㻡

㻠㻘㻜㻜㻜

㻡㻜㻤
㻝㻜㻜
㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻜㻜㻜
㻝㻢㻠

㻡㻜㻜
㻡㻜
㻠㻘㻠㻜㻞

販売代理・リース 㻠㻜㻜㻘㻜㻜㻜

香山国際遊艇倶楽部

㻡

㻠㻜㻤㻘㻡㻢㻜

2012年生産高
工場面積vva 2009年従業員
用地面積（㎡）
予測（万元）
（㎡）
総数（人）

㻞㻣㻘㻥㻜㻞

釣り船・空気ボート・㻝㻢㻘㻣㻥㻞
ヨット・プ レジャーボ 㻠㻜㻜

㻝㻜㻘㻥㻤㻥

㻠㻜㻘㻤㻜㻜

㻟㻘㻠㻠㻜
㻞㻘㻜㻜㻜

㻞㻜㻜

製造企業

厦門浩強遊遊艇公司

均和興貿易有限公司

㻟

㻡㻘㻥㻡㻟

販売代理・リース 㻝㻥㻜

小計

厦門紅龍遊艇製造有限公司

㻤

㻥

厦門富昆遊艇有限公司
製造業小計

厦門東発興貿易有限公司

㻠

関連産業

厦門欧創模型設計有限公司

㻤

㻣

関連産業小計

販売代理・リース 㻝㻘㻜㻜㻜

上海巴富仕遊艇有限公司厦門銷售中心

㻢

㻡㻡㻟㻘㻣㻥㻣

合計

販売代理・リース小計

㻝㻘㻟㻤㻜㻘㻣㻤㻣㻚㻟

㻡㻜㻜㻘㻞㻞㻢㻘㻟㻝㻞

㻣㻜㻜㻘㻟㻜㻤

㻡㻘㻜㻜㻜

㻞㻝㻞
㻟㻜㻢㻘㻡㻟㻜㻚㻢

㻠㻘㻞㻞㻢

62
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海岸線は複雑に入り組み、岬と湾が交互に続いている。また、青島は北半球温帯季節風区
域にあり、温帯季節風気候に属している。市街地の気候は海洋環境によって直接調整され、

64

公司も同時に平沙に進出した。さらに、雄達公司も国内に  ヶ所余りあるヤマハの発動機・

63

ートル、うち大陸の海岸線は  キロメートルで、山東省の海岸線の四分の一を占める。

変ピッチプロペラ、船舶用伝動システムの最終組み立て、ギアボックスの最終組み立て等

を行うという。また、このプロジェクトの関連製品工場である上海順舟船舶機械設備有限

を持つ海浜都市である。市全体の海岸線（市に属す島の海岸線も含む）は合計  キロメ

万ユーロを増資した結果、 年以内に生産高を  億元まで増やすことが可能になり、主に可

東南部にあり、東と南は黄海に面し、東北は煙台市に接し、西は濰坊市に連なり、西南は
日照市に続いている。青島は、山と海があり、風景が美しく、気候が快適な、独特の特色

このうち、ドイツ・=) 宏昌の増資生産拡大プロジェクトは平沙で進められており、



青島は、山東半島の南端（北緯  度  分～ 度  分、東経  度  分～ 度  分）

 青島地区

に位置する黄海の街であり、全国  の大中都市のひとつである。その市街地は山東半島の





ンターにも  社余りのプレジャーボート関連製品の販売企業を招致した。

のプレジャーボートと関連製品のプロジェクトを招致したほか、プレジャーボート取引セ

ャーボート、=) 宏昌の可変ピッチプロペラの最終組み立て、上海順舟の機械といった多く

理店を呼び込んでいる。 年にはオーストラリアのモーターボート、春水遊艇のプレジ

ジャーボートメーカーを全力で誘致するとともに、プレジャーボートの部品製造企業や代

が、
「海南粤港区」でプレジャーボート工業が発展するうえでの強みだろう。

また、海域が広く、環境が美しく、空気もきれいである。港湾、砂浜、珊瑚礁、島嶼、波、
海洋生態といった要素がすべて整っているという立地のメリット、そして優れた自然条件

た。

産業パークでは、プレジャーボート産業の産業群化の加速を中核として、国内外のプレ

気候も快適で、冬夏の季節風の変わり目がはっきりしているうえ、年間を通じて気温が高
く、
 年や  日の温度差が少なく、
南アジア熱帯気候と熱帯過渡型海洋性気候に属している。

であり、このうち、プレジャーボート製造業の生産高は  億元、前年比 ％の増加だっ

要航路が  本もあり、
多くの場所が港を建設するための優れた条件を備えている。
さらに、



 年、平沙のプレジャーボート産業の工業総生産高は  億元、前年比 ％の増加

香港、東南アジア、太平洋地区に輸出をする際の主要なルートに当たっている。南の海に
面し、海岸線が全国の五分の一以上を占めているだけでなく、大小の港湾が  ヶ所、主

レジャーボートまで拡大するとされている。

大なプレジャーボート消費市場でもある。
「海南粤港区」は大陸の南端に位置し、内陸から

の生産高は  億元に達すると見られており、生産製品の範囲は ～ フィートの各種プ

は  万元に達した。 年までに、金湾のプレジャーボート製造企業と関連製品企業



平沙がある「海南粤港区」
（海南省・広東省・香港地区）は中国で最も早く改革開放が始



ートパーク内には国内初の全自動大型金型彫刻機もある。

まった経済開放の最前線であり、経済水準が高く、消費能力（購買力）もあり、同時に巨

画が進められているところである。

に完成した分の生産高は  億元、納税額は  万元に達した。さらに、プレジャーボ

納税額は約  万元余りとなった。また、 年には年間生産高  億元を実現し、納税額

が始まり、孖髻山森林公園の  期工事部分も利用が始まり、星湖湾プロジェクトは現在計

平沙に資本を投じて船舶用スクリュープロペラを専門的に生産しており、今年 ～ 月まで

 年、平沙のプレジャーボート製造企業と関連製品企業の生産高は  億元に達し、

でおり、富麗達酒店（フロリダホテル）プロジェクトの用地業務も天津で入札手続きが整
い、 年後には起工できる見通しとなっている。さらに、飲食文化ストリートはすでに建設

ックグループはすでに平沙に工場を建設している。また、世界的に有名なドイツ・=) 社も、

ラブサロン、ハーバーおよびバースを建設中であり、さらに水上スポーツセンターを建設
する計画もある。また、愛琴海（エーゲ海）プロジェクトも審査承認・着工へ向けて進ん

となっており、このうち世界最大のプレジャーボートメーカーである米国のブランズウィ

建設計画中の企業は  社で、それぞれ米国、オーストラリア、ドイツ、イタリア、カナダ、

台湾、香港および国内の企業となっている。 社の企業は合わせて  億元を投資する契約

例えば、海泉湾  期用地は埋め立て業務が基本的に完成し、現在は表面の土の盛り直し
をしているため、間もなく使用開始となる見通しである。ここでは、南国遊艇倶楽部がク

が  社となっている。また、すでに生産を開始している企業は  社、建設中の企業は  社、



現在、台湾の巨星や深センの海斯比といった有名なプレジャーボートメーカーを含む多

生産を行う企業が  社あり、うち平沙鎮内にあるのが  社、聯港工業パーク内にあるの



モーターボートの販売拠点の本部を平沙に移転している。

くのプレジャーボート製造企業が、土地整備が済むのを待って移転してきている。

ここには、中国で最も古いプレジャーボート工業パークである金湾区平沙プレジャーボ

 珠海地区

ート工業パークがある。 年、金湾区にはすでにプレジャーボートの製造と関連製品の
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すでに建設されたプレジャーボートハーバーには以下のものがある。

膠州湾遊艇遊輪碼頭（
「環湾保護、擁湾発展」戦略に基づく計画）

青島奥龍車船製造有限公司



青島銀海遊艇帆船駕駛培訓学校

操縦教習所には以下のものがある。



青島龍之子船艇製造有限公司

青島霊山兄弟船艇製造公司

青島松本船艇製造公司

青島友邦帆船製造公司

青島鑫河遊艇製造有限公司

青島海特遠東遊艇製造有限公司

青島造船廠藍波遊艇製造有限公司
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プレジャーボート製造企業には以下のものがある。





ヨット、フィッシングボート

～ フィートのプレジャーボート、

～ フィート
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約 ～ 艘

、青島航校大型ヨット（ 艘）

、青島ビール社クルーザー

、頤中泰山号

、青島号大型ヨット

、歓楽時光号

、ハイアール社クルーザー
、米国・マーキュリー（ 艘）

計画中のプレジャーボートハーバーには以下のものがある。

、君麗豪号  、公主号



 フィート以上

、快楽号    、励志号

青島唐島湾遊艇倶楽部（上海上実集団が投資する不動産プロジェクトの付属企画）

建設中のプレジャーボートハーバーには以下のものがある。

プレジャーボートの名称と数量
、銀海  号  、盛世飛揚号

プレジャーボートの種類



青島国際遊艇倶楽部（青島奥帆基地）

膠州湾で保有されているプレジャーボートの状況

域を中心にレジャーゾーン構造を構成しようというのである。



青島銀海国際遊艇倶楽部

で広げ、環湾（湾を取り巻くゾーン）を形成するに当たっては、唐島湾中心区、膠州少海
新城、大沽河生態湿地、紅島生態城、四方濱海新区、郵輪母港、小港湾といった  つの区

人と自然が共存する都市という特徴を充分に利用し、海上スポーツ戦略を進めるとともに、

アジアで一流の、世界でも先進的な海上スポーツ基地を建設し、青島の「海上オリンピッ

の計画研究」に基づき、港湾を中心にした発展を目指していく過程で、青島市は膠州湾の
レジャー機能を特に強調している。すなわち、環湾岸線レジャーの発展を膠州湾全線にま

開催という目標を実現しようとしている。そして、青島の「山・海・街」が一体となった、

ク」の特徴をアピールし、青島を中国における「ヨットの都」にすることを目指している。

「環湾保護、擁湾発展」戦略の着実な推進にともなって、青島のこうしたレジャー構造
には大きな変革を遂げる兆しが見えてきた。青島市計画局の「
『環湾保護、擁湾発展』概念



ピック」という理念を充分に体現し、
「特色ある、ハイレベルな」オリンピック水上競技の

を受け、ずっと青島レジャー市場の「名脇役」を務めてきた。

に着手しており、生態環境をさらに改善するとともに、
「新しい青島、新しいオリンピック」

というテーマを強調し、
「エコなオリンピック、ハイテクなオリンピック、文化的なオリン

である膠州湾は、その風景こそ穏やかだが、周辺の開発スピードや固有産業の構造の影響

はない。秋は爽やかで、降水量が少ない。冬は風が吹き気温が下がり、比較的長いが、厳

昔から、労山と前海桟橋をつなぐラインは青島で最も典型的なレジャーコースになって
おり、青島のかなりの部分の都市型レジャーの役割を一手に引き受けてきた。青島の母港

春の気温上昇はゆっくりで、内陸よりも  ヶ月ほど遅い。夏は蒸し暑く雨が多いが、酷暑

寒ではない。 年のオリンピックの水上競技開催都市として、青島は全面的な都市計画

膠州湾の構造配置

海上を渡ってくる東南の季節風と海流、水塊の影響を受けるため、はっきりとした海洋性

気候の特徴を持っている。空気は湿潤で、気温も適度、四季ははっきりと分かれている。
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三、 年の中国プレジャーボート産業

では以下のように明確に提案している。プレジャーボートの管理規則を研究・改善し、条

ートや軽量型水上飛行機等のレジャー設備製造業を育成・発展させる。






ースも明らかにした。すなわち、ブランズウィックのメリディアンシリーズのプレジャー
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ボートについて、
（自宅待機していた）職人がフロリダの工場に呼び戻され、生産の準備に

また、
「中国船舶報」によると、 年第  四半期は船艇輸出の減少幅がこれまでより縮
小されたという。しかも同紙は、海外のプレジャーボート産業の  年最初のグッドニュ









った。





同時に、 月  日に閉幕した中央経済業務会議では、内需拡大、消費促進、自主革新、





産業構造の変革といった多くのキーワードが挙がり、 年の国家政策の方針が明確にな

次の発展段階へ推し進めるうえで、非常に大きな意味を持っている。





めて大きな発展チャンスと契機がもたらされた。これは、中国のプレジャーボート産業を





国務院によるレジャー産業発展意見の正式発表と海南国際レジャーアイランドという国
家戦略の実施により、歩み始めたばかりのプレジャーボート産業という中国新興産業に極
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する。プレジャーボートのハーバー（船着き場）建設を積極的に推進する。プレジャーボ

に停泊する際のサービス業務を万全にする。海南で行われる国際ヨットレース大会を支援

件を設けることで開放水域を適切に拡大し、許可を受けた外国のプレジャーボートが海南



発展の展望と提案

入れられた。そして、プレジャーボートレジャーは海南国際レジャーアイランドの重要な



構成要素である。
「国務院・海南国際レジャーアイランドの建設推進に関する若干の意見」

また、 年  月  日には、
「国務院・海南国際レジャーアイランドの建設推進に関す
る若干の意見」が発表され、海南国際レジャーアイランドの建設が国家の重大戦略に組み



（十九）金融面での支援を強化する。






造業を国家奨励産業のリストに入れ（後略）…。





（九）条件の整った地区で（中略）船舶・プレジャーボートのレジャーが発展するよう
支援する。レジャー用のリムジン、船舶・プレジャーボート（中略）等のレジャー装備製



充分に考慮しなくてはならない。





（七）水路の旅客輸送埠頭を計画・建設するに当たっては、レジャー産業の発展需要を





の文書に初めて登場した「プレジャーボート」の文字である。



 年  月  日、国務院は「レジャー産業の発展加速に関する意見」の全文を発表し、





 年の中国プレジャーボート産業発展の展望

この中の第七条、第九条、第十九条でプレジャーボート産業に言及した。これは、国務院
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ーカーが慣例を破り、国内市場を重要なポジションに位置付けた。さらに、海外の有名な

がなくなってしまうに違いない。また、政府関係者が購入する場合も、ほとんどは記念
行事のお祝いやイベントに使うためであるから、購入を決めてから使用するまでの時間

 年はどのようにプレジャーボート産業市場に対応するか
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ひとつは価格競争、二つ目は輸出の回復である。

70

庫することには大きなリスクがあり、資金を圧迫するという問題もある。

が短く、基本的には現物を買うことしか考えていないはずである。とは言え、現物を在

が経ってからようやく納品されるというのであれば、購入者の大半は衝動買いの「衝動」



 年、プレジャーボート製造業が必ず向き合わなくてはならない主な問題は二つある。

はブランドや性能、航行速度についての知識があまりなく、販売員の紹介に頼る傾向が
かなりある。もしも、実物の船がそこになく、購入者が手付金を払った後、かなり時間

レーダー）がプレジャーボート産業に注目したりといったことである。 年は、こうし



とんどが衝動買いタイプで、しかも国内市場がまだ成熟していないこともあり、購入者

一部企業が上場準備をしたり、プレジャーボートのローンが始まったり、リスク投資（ト

た動きがより実質的に、大規模に進展することが予想される。

の実物展示や販促活動を低価格で実施し、最適な販売戦略を速やかに完成させる。同時
に、それが市場の流れを作る最高の手段でもある。中国のプレジャーボート購入者はほ

 年、プレジャーボート産業は金融面でもある程度の結果を残している。すなわち、





レジャーボートの設計・製造・アフターサービス、販売モデル、プレジャーボートの展示

会、プレジャーボートの文化、メディアとの協力といった多くの面で、我々は少しずつ成

 条件の整ったメーカーはある程度の市場調査・研究をベースに、プレジャーボート

入者の好みに沿ってその要求を満たすプレジャーボートを造る。自分の審美眼に固執せ
ず、本当の意味で顧客を満足させなくてはならない。

徐々に成熟しつつある。どのように国内プレジャーボート市場を開拓するのか、また、プ

熟へと向かっている。

ふさわしい価値がある」と感じさせる。プレジャーボートの安全性については必ず原則
を守らなくてはならないが、その他の分野についてはユーザーの意見を細かく聞き、購

今回の世界金融危機、特に  年の「洗礼」を受けて、中国のプレジャーボート産業は





される見通しであるという情報を受けて、大陸のプレジャーボート市場への参入準備を積

 外形・色・内装等を常に改善し、斬新性で低価格品に差をつけ、購入者に「価格に

位の使用寿命が近くなる傾向のなかで、過剰に大きく差をつけてはならない。

台湾のプレジャーボート産業が、(&)$（両岸大陸･台湾経済協力枠組合意）が間もなく調印

極的に進めている。

いるメーカーは、価格が高いことの合理性や必要性を再確認し、品質は保証するという
前提のもとで合理的に価格帯を下げ、不要な価格項目はオプションにする。各部品、部

引き続き拡大するであろうことは、業界内ではもはや共通の認識となっている。同時に、



 標準価格帯を下げ、オプション価格の項目を拡大する。価格を比較的高く設定して

くつかの考え方を提案してみようと思う。

公用船を含む）への発注が例年より多かった。また、国内販売をしなかった数社の大手メ

プレジャーボートブランドも中国への販売シェアを引き上げた。こうした傾向が  年も

する措置や方法を探して防衛するしかなく、どこかの官庁や協会が価格を合理的なものに
調整してくれることを期待してはならない。そこで、業界の参考となるように、私からい

 年、中国のプレジャーボートの内需市場はこれまでのどの年よりも好調だった。例

管理に規範を設ける、参入するための敷居を高くするといった行政手段では、今後しばら
く、この問題を解決することはできないだろう。我々（中国の業界関係者）はこれに対応



えば、これまで主に国内市場をターゲットにしてきたプレジャーボートメーカー（遊覧船、

ーの中には存続が困難になる企業もあり、それらが低価格競争に参加するようになった。

に、海外のプレジャーボート工場も生産ラインを復旧させる準備をしており、輸入プレジ

ャーボートの増加が加速するであろうことが分かる。

がしばしばだった。つまり、プレジャーボートは中国全体で見ても価格格差がかなり大き
い業界と考えていい。まして、金融危機が発生した後は、欧米のプレジャーボートメーカ



上記のいくつかのニュースやデータから、中国の船艇輸出が徐々に回復し始めたととも

 であった。 世紀に入って価格差は ：～ まで拡大し、極端な例で言えば、まっ
たく同じ入札募集書類であるにも関わらず ： という入札価格が出るなどということ

用する計画がある工場もあるという。

主要技術スペックが基本的に同じ船艇を比較するならば、 年代の価格差は ：～

解雇されたが、しかし同社は最近発表したコメントのなかで、ほとんどの職人が工場での

業務を割り振られたと発表している。さらに、この先数ヶ月のうちに、新しい従業員を雇

 価格競争について。中国プレジャーボート産業の価格競争はもう長いこと続いている。

取りかかったというのだ。発注が減ったために、約 ％もの労働力がこれまでの  ヶ月で
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金額（万ドル）

数量（艘 RU 台）

平均価格（ドル艘）

前年比増加％

金額（万ドル）

数量（艘 RU 台）

平均価格（ドル艘）

前年比増加％

金額（万ドル）

数量（艘 RU 台）

平均価格（ドル艘）

前年比増加％

金額（万ドル）

ト）。補助発動機を装備

している・いないを問わ

ない。

：発動機船（モ

ーターボート）。船外機

を 装 備 してい る も の を

除く。

：娯楽スポー

ツ用でない船舶、手漕ぎ

ボートおよび小舟。





前年比増加％

ぎボートおよび小舟。

 ： 帆 船 （ ヨ ッ

合計



平均価格（ドル艘）

ボート等、空気充填手漕



ツ 用 空 気充填 ス ピ ー ド



前年比増加％
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数量（艘 RU 台）













金額（万ドル）

数量（艘 RU 台）

：娯楽スポー

製品分類番号名称






































先にプレジャーボート輸出の減少幅が縮小されたと述べたが、 月の時点ですでに下落は









宇達投資
威海弘陽
漳浦外経
威海海飛
寧波福華
大連朝陽
青島信光




珠海傑騰





東莞傑騰
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輸出額（万ドル）


厦門唐栄



 年中国船艇輸出企業トップテン



ート・手漕ぎボートおよび小舟のメーカーである。





















前年比増加

トップテンのうち  社はプレジャーボートメーカーで、残りの  社は空気充填スピードボ

止まり、前年比 ％の増加に転じている。下記の表は輸出トップテンのリストである。



調整の参考にすることができる。

以上の  点の結論は、我々が  年にプレジャーボートを生産・販売するうえでの戦略

最後に、輸出プレジャーボートのサイズは比較的大きい傾向にある。


輸入

次に、輸入プレジャーボートの価格は調整された。

縮である。

輸出

まず、国内プレジャーボート市場の需要は拡大している。

ジャーボートメーカーがとっている措置は、内需への転換と、一部生産キャパシティの圧

項目



る措置は、まず生産キャパシティの圧縮、次に現存在庫の処理である。また、国内のプレ

 年中国輸出入船艇分類統計表

従って、これらの情報を整理すると、以下のようになる。

分の意思で転換できるものではない。現在、海外のプレジャーボートメーカーがとってい

ある。


ドル、輸出平均価格は  ドルであるから、つまり、輸入するモーターボートはサ

とになれば、それは長い目で見て「他人にも自分にも利益なし」であり、破滅への道で

輸出発注が大幅に減少していることだが、これは世界金融危機の影響であって、我々が自

である。モーターボートの平均価格をさらに比較してみると、輸入平均価格は 

格で販売促進することは正常であるが、安い価格がその企業の唯一の競争手段というこ

イズが比較的小さく、輸出するもののサイズは比較的大きいと言っていいだろう。

要が少なくない」ことと、
「モーターボートの国内での販売方法と価格が調整された」こと

必要がある。
「いわくつき」の製品であるとか、何かの特別な時期、特別な場合に安い価

 輸出の回復について。中国のプレジャーボート製造が現在直面している最大の問題は、

減少）していることが分かる。この現象から読み取れるのは、
「国内のモーターボートの需

った時から、がけっぷちに向かって走り始めた可能性があることを、やはり再確認する



上記の表から、船艇の輸出が ％減少し、うちモーターボートの輸出が ％減少
しているが、反対に輸入は ％増加しており、ヨットの輸入も ％増加（輸出は ％

 価格を低く設定しているメーカーもまた、安い価格によって受注をいくつかもぎ取

－ 99 －


ってきている。

ーボートにはふさわしくない。もし、商船として処理されたとしたら、何かあるたび
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表せねばならず、そうでなければ誰も思い切って動けない。立法の壁はまだ本質的に

したことを意味している。このなかで、船舶・プレジャーボートによるレジャーを発展さ
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なら、各地でそれぞれの実施細則が定められており、そうした地域の法規同士にいま
だに矛盾があるからである。この壁を崩そうとするなら、国家海事局が関連細則を発



若干の意見」を発表した。これは、海南国際レジャーアイランドの建設が国家戦略に昇格

うな法律環境を構築する」と書かれているが、実際には必ずしもそうではない。なぜ

の文書に初めて登場した「プレジャーボート」の文字である。

次に、 年  月  日、国務院が「海南国際レジャーアイランドの建設推進に関する

を「船員条例」の要求に基づいて登録管理しなくてもよいようにし、船舶ビザ・安全
検査・安全要員の制度を取りやめ、手軽でプレジャーボートの健全な発展に役立つよ

この中の第七条、第九条、第十九条でプレジャーボート産業に言及した。これは、国務院

には「プレジャーボートの登録・検査手続きを簡略化し、プレジャーボートの運転者

 年初頭、
「プレジャーボート安全管理規定」がついに発表された。この「規定」



まず、 年  月  日に、国務院が「レジャー産業の発展加速に関する意見」を発表し、

に汚職の疑いをかけられる。まして漁船として処理するなど、明らかに不適切である。

るかもしれない。

に税関に報告しなくてはならない。商用艇として処理されたとしたら、何かあるたび

極端な場合は漁船として処理されてきたからである。だが、こうした規則はプレジャ



中国プレジャーボート産業全体の発展から見れば、 年の年末はひとつの転換点にな

の狭い思いをせざるを得なかった。様々な場所で、プレジャーボートは商船や商用艇、

 中国プレジャーボート産業の発展への提案

、 区域を跨いだ航行の制限の撤廃。長いこと、中国のプレジャーボートオーナーは肩身



行である。

の地区に保税倉庫を造り、プレジャーボートの販売を促進することを提案したい。

国家の担当官庁がプレジャーボートに対する消費税の税率を下げるか、あるいは一部

税金は最終的に消費者にのしかかり、産業の長期的な発展の足を引っ張る。そこで、

レジャーボート産業に関わり始め、国家政策にもプレジャーボート産業が入るようにな

結論を言えば、 年は中国プレジャーボート産業にとって、外部環境が非常に良い 

に重い。特に、輸入プレジャーボートの全体の課税は ％を超え、その内訳には ％
の関税、％の増値税、％の消費税が含まれている。そして、徴収されるこれらの

金融危機から脱却するのが最も遅れてしまった。これに対して、中国では金融機関がプ

年になるだろうということである。そして、時代が我々に求める責任は、革新・自主・実



、 課税の減免。現在、完全に贅沢品には属していないプレジャーボートへの課税は過剰



のボトルネックがいくつかある。

計画はプレジャーボート産業になど気が回らない。その結果、プレジャーボート産業は

 海外の金融機関はプレジャーボート産業の支援を後回しにしており、まして国家の救済

と手頃な価格を保証することも考慮すべき点である。

上記の新政策は業界から高く評価されているとはいえ、その干渉力や融通性はまだまだ
引き上げる余地がある。実際、プレジャーボート産業には解決しなくてはならない政策上

少した分の）％と ％は我々のチャンスとなる。むろん、その場合はそれなりの品質



うなれば彼らが唯一全力で進められるのは在庫の処分だけである。そうすると、この（減

 政策支援を強化するとともに、早急に産業計画を立てる

が充分な受注や市場を獲得できなければ、生産回復を非常に慎重に進めざるを得ず、そ



的に見て、私は以下のようないくつかの要点があると考えている。

いる。ゆえに、このチャンスをいかに利用するかが、現在の差し迫った問題である。総合

あった。また、生産キャパシティを縮小した代償は非常に大きかった。同じ理由で彼ら

 海外の多くのプレジャーボートメーカーは生産停止・リストラ・廃業・売却の憂き目に

響があり、豪華クルーザーが受けた影響は少なかった。

 小型プレジャーボート市場には約 ％、中大型プレジャーボート市場には約 ％の影

ひとつの産業の発展にとって、国家政策がいかに重要な役割を果たすかを我々は知って





世界金融危機のなかで、海外のプレジャーボート市場には以下のような動きがあった。

た外国のプレジャーボートが海南に停泊する際のサービス業務を万全にする」ことも提言
されている。

る程度の余地が残されており、あとは我々がどのように調整し、対応するかの問題だけだ

ということを意味している。

せる必要があることが明確に提案されているほか、「意見」の第八条で、「プレジャーボー
トの管理規則を研究・改善し、条件を設けることで開放水域を適切に拡大し、許可を受け

上記のデータには「増加するものも、減少するものもある」という現象が示されている

が、中でも珠海傑騰は前年比で ％も増加している。このことは、輸出市場にはまだあ

－ 100 －

業界関係者はこう予測している。この先の数年間、国内のプレジャーボート（遊覧艇、

も上昇し、 年にはプレジャーボートクラブの全国的な協会が誕生する。国内にはさら
に多くの新しいプレジャーボート販売企業、販売代理企業、サービス企業、リース企業が

検」（検疫・税関・出入国管理が一連となった検査）を実施するとともに、現在の海

外の管理例と中国の具体状況を兼ね合わせて、中国のプレジャーボートの出入国手続

きが煩雑な問題を改善することを提案したい。



計上して、企業の技術革新、技術改革、新エネルギー自動車および部品の発展を重点
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い。そのため、多くの外国メーカーと中国本土のメーカーは中国の国内市場をターゲット
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を築かなくてはならない」というのによく似ている。

も、まずはプレジャーボート港ありきで、他の関連産業はこの媒体があって初めて盛んに
発展し、生産効果が上がるのだ。これは農村発展における「豊かになりたければ、先に道

 中国本土市場の育成に力を入れる

金融危機の影響を受け、現在、欧米のプレジャーボート製造と販売はいずれも勢いがな

レジャー産業、ホテル・外食産業、造修船業、化学工業、サービス業、保険業、漁業など

プレジャーボート港は、一連の巨大な産業リンケージの媒体である。例えば不動産業、

車場」のようなもので、停泊費用もプレジャーボートクラブに比べてかなり安い。

から航行・消費まで、また停泊基礎施設からシステム発展政策まで、あまりまとまり

のない状態であって、計画性や長期的目標がまだまだ不足している。

を設けて、様々な娯楽サービスを提供する。これに対してプレジャーボートハーバーは「駐

は補助金を計上している。

このような自動車業界に対して、プレジャーボート産業は、現在のところ設計・製造

プレジャーボートハーバーとプレジャーボートクラブは異なる概念である。クラブは少

 早急にプレジャーボート公共ハーバーを建設する

改革を支援しなくてはならない。この先の  年間、中央政府は  億元の特別資金を

数の人々に集いの場を提供する場所であり、プレジャーボートハーバー以外に高級サロン



合併による規模拡大を支援するということである。三つ目に、企業の自主革新と技術

はならない。電気自動車およびその鍵となる部品の産業化を推進するため、中央財政

させる。以上のようなことを提案したい。

企業グループによる吸収合併を支援するとともに、自動車部品を生産する中堅企業の

的に支援することにしている。四つ目に、新エネルギー自動車の戦略を実施しなくて

ートを全力で発展させる。プレジャーボートのリース業を発展させ、海洋文化の雰囲気を
育成する。プレジャーボートの購入にふさわしい多くの人々にアピールし、購入層を拡大

釣り愛好者がおり、年間  日は海釣りをしている）をターゲットにして、フィッシングボ

入する場合に、臨時の財政補助金が支払われた。古い自動車を買い替えるための補助

のである。そして次に、自動車産業界の再編を進めなくてはならない。大規模自動車

ーボートの購入を働きかける。また、フィッシングを趣味とする層（中国には  万人の海

ターを廃棄して軽トラックや排気量  リットル（FF）以下のライトバンを購

金を増やすとともに、自動車の購入を制限していた不合理な規定を整理し、撤廃した

 年は、販売企業が中国人の消費モデルや消費心理をいっそう深く研究するよう提案
したい。そして、段階的に  万元以内のプレジャーボートに目を向け、中小型プレジャ

から  月  日まで、国が  億元の予算を計上し、農民が三輪自動車や低速トラク



以下の乗用車に対して徴収する車両購入税が ％減じられた。また、 年  月  日

進歩を見せるだろう。

策を実施し、自動車消費の需要を安定させ拡大し、構造調整を主軸として企業の提携

や合併を推進し、新エネルギー自動車を突破口として自主革新を強化し、新たな強み

を生み出さなくてはならない。それにはまず、自動車消費市場を育成しなくてはなら

わるようになり、金融業界内の各方面、各機関の優劣がそれぞれの資本市場での運営能力
を決めるようになる。プレジャーボートの展示会も、 年の基礎の上に息の長い発展と

画があるからである。自動車産業の調整と振興を加速するには、必ず積極的な消費政

ない。
具体的には、
 年  月  日から  月  日まで、
排気量  リットル
（FF）

プレジャーボートメーカーの製品品質もより向上し、価格差もさらに開き、価格競争が新
たな問題点になるだろう。金融機関はさらに広範囲にわたってプレジャーボート産業に関

、 完全な産業計画の遂行。中国の自動車産業が世界一位でいられるのは、完全な産業計

登場し、業界の「トップ企業」は製造から徐々に販売まで手掛けるようになる。国内の各

購入量をはるかに超えるだろう。また、国内のプレジャーボートクラブの数もさらに増加
し、内陸地区が沿海地区より多くなるだろう。クラブ全体の消費価格（会員費、停泊費）

入国手続きは非常に煩雑で、数時間からひどい時は丸  日かかる。そこで、
「三関連

公務艇を含む）市場は引き続き大幅な成長を続け、しかも内陸市場の購入量は沿海地域の

、 外国籍プレジャーボートの入国手続きの簡略化。現在、外国籍のプレジャーボートの







に据えて、海外から自分たちのブランドを持ちこんでいる。こうした動きを受けて、中国
国内のプレジャーボートの製造・販売はさらに発展するに違いない。

崩されていないのである。そして、このような「サメをプールで飼う」ごとき規定は、

産業の発展を制約する以外の何物でもない。

－ 101 －

とはいえ、残念なことに、 キロメートルもの海岸線を持つ中国だが、今のところ

ーボートの発展は都市のイメージアップにもつながる。


ば、大学はもっと視点を高く遠く持って、設置する専攻課程や指導者の力量を全面的に拡

大していかなくてはならないだろう。
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プレジャーボートで遊ぶということは、大部分の時間を水辺で遊ぶということであり、
悪臭の漂う水辺でプレジャーボートを運転しようとは誰も思わないだろう。従って、プレ
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業の発展が牽引され、雇用機会が増える。プレジャーボートを買った後にそれを使ったり
メンテナンスしたりすれば、そこからも大量の雇用機会が創出される。さらに、プレジャ

る。だが、現在の学校・企業間の提携は、いずれか一分野、一タイプの人材育成にこだわ

っているに過ぎない。プレジャーボート産業に全面的に各種人材を送り込みたいのであれ

なかったとしても、彼らがお金をプレジャーボートに使えば、慈善事業と同様に貧富の差
を縮小することができる。まず、プレジャーボートを購入することでプレジャーボート産

ジャーボートクラブのマネジメント人材といった、かなり広い分野をカバーしているとい

は、タービン・電気系統・船体の技術者、各種技術をもった職人、設計・建造人材、プレ

うことだ。これは、ひとつの業界システムをスムーズに運営するうえで不可欠な要素であ

経済効果以外にも、プレジャーボートは巨大な社会効果をもたらすことができる。現在、
中国では貧富の差がますます大きくなっているが、仮に、富裕者が慈善事業に見向きもし

たしている。しかし、ここで指摘したいのは、プレジャーボート産業の専門人材というの



段階で育成する必要がある。



こうした動きは、プレジャーボート産業の人材不足を緩和するうえで、一定の役割を果

量の雇用機会をもたらし、国家に多額の税収をもたらし、複合材料・誘導設備・レジャー
といった産業の発展を牽引することができる。ただし、その前提として、国家がその誕生

携している。このほか、 年には、武漢船舶職業技術学院の船舶工程系（船舶技術専攻

を運営することになった。

トが贅沢品というわけではない。プレジャーボートは不動産や自動車と同様に、社会に大

浙江交通職業技術学院の機電系（機械電気専攻課程）などが、これまでに授業の運営で提

課程）が、プレジャーボートメーカーの「太陽鳥」と提携してプレジャーボート専攻課程

税という国家政策に直接影響し、産業の発展に不利に働いている。実際のところ、自動車
と同じように、プレジャーボートにも高級・低級の区別があって、全てのプレジャーボー

究所、珠海市平沙鎮遊艇工業パークと珠海城市職業学院、湖州澳普蘭遊艇製造有限公司と

現在、メディアの報道はある種の誤報を流している。すなわち、プレジャーボートは典





型的な贅沢品だと決めつけているのである。しかも、そうした世論はプレジャーボート課

 世論を正しく導く

他のプレジャーボートメーカーからの引き抜きにあいやすく、不当競争を招きかねない。

行われている。例えば、舟山阿尓法船舶製造（舟山）有限公司と舟山精博船舶工業発展研



り、プレジャーボート産業のすさまじい勢いで発展するスピードに追い付けない。しかも、

国内では、学校と企業が協力してプレジャーボートの専門人材を育成する試みがすでに

級プレジャーボートの生産企業を育成すること、これこそが、改革開放以来、中国の多く
の工業分野が取り入れ、証明してきた、成功する産業発展モデルであるに違いない。

授してベテランにしていくか、あるいは大学の船舶関係専攻の新卒者を雇い、プレジャー

ジャーボートメーカーの慣例は自給自足であって、見習いとして雇い、師匠から技術を伝

ボート方面に特化して育成するかのどちらかである。しかし、こうした方法は時間がかか

進出といった方法で人材を呼び寄せ、育成し、先進技術や他社の技術的長所・市場情報の
長所を取り入れるとともに、中国プレジャーボート産業の産業リンケージを構築し、中高

専門人材は一般にそれぞれのプレジャーボートメーカーが自社で育成している。中国プレ

政策と資金によってサポートする一方で、国内外企業の合弁・提携を通じて、招聘や海外



育機関に関連課程や専攻があるわけでもない。そのため、国内のプレジャーボート産業の

同時に、中国の東部沿海地区でプレジャーボートの需要が増え、国内プレジャーボート産

 人材育成を強化する

業リンケージの発展は待ったなしの状況だ。政府がマクロ経済や市場調節の役割を果たし、

連企業は中国進出を計画し始め、台湾プレジャーボート産業も徐々に大陸に移転し始めた。



プレジャーボート産業は中国では勃興し始めたばかりで、専門の人材がおらず、高等教

市場開拓経験も豊富である。ただ、労働力コストが高いため、他の多くの産業と同様に、
徐々に競争の強みを失いつつある。中国でプレジャーボート消費が起こるのに伴って、関

て、やはり政策と資金による助成が必要である。

ヨーロッパ、米国、日本、韓国、中国台湾、オーストラリア、ニュージーランド等のプ
レジャーボート産業はすでに成熟期に入っており、設計水準も先進的で、生産能力も高く、

共のプレジャーボートハーバーの計画・建設は政府が主導しなくてはならないものであっ



 国際協力を展開する

展にとって不利であることは疑う余地もない。そして、公共のプレジャーボート海岸や公

公共のプレジャーボートハーバーはひとつもなく、これが中国プレジャーボート産業の発

－ 102 －





域的な強みを充分に発揮し、完璧かつ合理的な計画を立てなくてはならないということで

ある。また、プレジャーボートの生産と消費を先頭に据えた産業リンケージを発展させる














ーボートの設計・製造・メンテナンス等を含むプレジャーボート産業を全力で発展させ、

産業リンケージの開拓と拡大を通じて、プレジャーボートレジャー産業の発展を計画し、

世界トップクラスのプレジャーボートビジネス・展示会・クラブ運営企業やビジネスレジ

ャー企画運営企業を積極的に招致し、あらゆる方面のプレジャーボートサービス（プレジ

ャーボートの競技大会・レジャー・ビジネス・展示会・プレジャーボートクラブ等を含む）

を展開すれば、さらに同時に、プレジャーボート産業が積み上げてきた強みやスケールメ

リットを利用し、プレジャーボート産業リンケージを積極的に開拓すれば、プレジャーボ

ート取引、プレジャーボート教育訓練、プレジャーボート安全サービス、プレジャーボー

ト不動産といった関連産業は発展する。我々は、確かな理由があって、中国プレジャーボ

ート産業の春が間もなくやってくると信じているのである。
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さえすれば、また、中国独自の海岸線・島嶼資源と既存の産業ベースを利用し、プレジャ





そして、世界の中高級プレジャーボート製造業がアジアに方向転換した発展チャンスをつ

かみ、様々なルートを積極的に利用して国際レベルのプレジャーボートメーカーを招致し

牽引できるようにしなくてはならない。我々の計画が合理的で、措置が適切でさえあれば、

競争の強みも生み出せるようにし、企業が成長すると同時に、施設を共用する外部経済も

発揮し、土地・海岸線資源の浪費や重複投資を回避し、関連企業が分業・協業する一方で

には、関連産業群を形成するとともに、政府が産業に対するマクロコントロールの役割を





場での立場を合理的に確立させなくてはならないのである。そして、他に対する強みや地





結局のところ、プレジャーボート経済を発展させるには、市場需要の変化に順応し、市





さらには全国へと普及させてもいいと思う。








 一部省市で開放的実験を行う

与えるべきである。海南省でのやり方がある程度成功したら、それを上海・青島等に広げ、









単なる贅沢品ではないことをアピールしていくべきである。

供したことは間違いない。このような「特別地区」に対して、国はより大きな政策支援を



強する。政府は、こうした面からプレジャーボートのプラスイメージの宣伝に力を入れ、

海南省の「国際レジャーアイランド」がプレジャーボートの発展に絶好のチャンスを提



ジャーボートでのレジャーは同様に環境保護の促進にもつながるのである。プレジャーボ

ートレジャーは人々の海権意識を強化し、チームワークや危険を恐れず挑戦する勇気を増

80

発展状況と特徴分析

四、世界のプレジャーボート産業の

－ 103 －

米国の (・コンポジッツ社（(&RPSRVLWHV）の「世界のプレジャーボート市場の分析と予
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 年から  年にかけて、北米では経済の衰退とローン危機のために、プレジャーボ

とは言え、 年の経済の回復は世界のプレジャーボート工業を成長の軌道に乗せた。
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取引総額







り取引額

工場  軒あた

世界各国のプレジャーボート企業統計表（単位：ユーロ）



すると予測している。







たり取引額

就業者  人あ







業者数

あたり就

工場  軒

最新の研究では、 年までに、世界の娯楽用レジャーボート市場の需要は  ドルに達



モーターボート、ヨット等を含む）市場については、依然として北米が世界一である。

初めて北米を超えた。ただし、娯楽用レジャーボート（船内機艇、船外機艇、船内外機艇、

クルーザーへの需要増加といった理由から、ヨーロッパのプレジャーボート市場の規模は

けて、プレジャーボート市場の規模は前年比で ％減少した。また、米ドル安や大型豪華

ート市場の規模が前年比で ％以上も減少した。ヨーロッパでも  年から  年にか



占めている。

も人気のあるプレジャーボートは船外機艇で、北米のプレジャーボート総数の ％以上を

あた

人口（万）


千人

国

る豪華クルーザーの価格は非常に高く、 艘の単価は  万ドル以上である。北米市場で最

国民

船外機艇

世界主要先進国のプレジャーボート数量統計表

ヨット

レジャーボートの販売単価は  万～ 万ドル、サイズも ～ フィートで、豪華クルーザ
ーの販売数は非常に少なく、全体のわずか ％を占めるに過ぎない。ただ、わずかに売れ



船内機艇

きく、 年の市場規模は  億ドル前後で、世界のプレジャーボート市場の ％のシ
ェアを占めている。しかし、北米のプレジャーボート消費は庶民が中心で、ほとんどのプ

済の水準、地域の人口、人々のプレジャーボートレジャー消費に対する好みの程度、関連

の数などもプレジャーボートの需要に影響を与える。さらに、自然条件以外にも、国民経

法律・法規等もプレジャーボート市場の需要に直接影響を与える。

保証する要素となっている。また、大型で豪華なクルーザーもヨーロッパでは主に需要の
あるプレジャーボートのひとつである。ヨーロッパと比べると、北米の消費額はさらに大

ーバー、航路の開発といった関連インフラ施設の発展状況や、レジャー場所・リゾート地

現在、北米とヨーロッパは世界の二大プレジャーボート市場である。ヨーロッパとアジ
ア太平洋地区の経済は引き続き成長しており、世界の娯楽用レジャーボート市場の成長を

く関わるが、これも上記の自然条件に当てはまる。このほか、現地のプレジャーボートハ



プレジャーボート消費に対して実質的な影響を与え、そのことがプレジャーボートの需要

に直接影響をおよぼすからである。また、ヨットスポーツについては、風力や水流が大き

ドル前後だった（統計範囲はプレジャーボートの販売のみで、プレジャーボートの主機と
その他付属器材の販売額は含まれない）
。

のプレジャーボート需要に影響を与える。その国または地区にある水路（河川・湖等のプ

測」というレポートによると、 年の世界のプレジャーボート市場の全体規模は  億

自然条件、経済要素、社会文化要素、消費者の嗜好といった多くの要素が、ひとつの国



レジャーボート活動を行える区域を含む）の数、広さ、タイプなどがいずれもその地域の



 世界のプレジャーボート市場の全体規模と分布

－ 104 －
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世界各国のプレジャーボート生産量表





フランス

プレジャーボート産業に詳しい人なら、米国には世界  位のプレジャーボートグループであ

概況：

米国におけるプレジャーボート産業の急速な発展は、その経済発展と密接に関わっており、

世界  位のプレジャーボート生産販売大国になるには、その自然環境と経済環境が当然関わ

 年、米国の娯楽用レジャーボートの販売額は  億ドルで、引き続き米国の経済指標の

84

退したことにより、 年の米国の新造艇の販売量は ％減少し、 艘だった。新造艇

増加を示す重要な要素となっているが、 年と比べると ％減少している。また、経済が衰



～ 年度の業界分析



ジャーボート産業の発展に非常に適していると言えよう。

ら様々なアクティビティを楽しむことができる。こうした各方面の条件から見て、米国はプレ

でも河でも、クルーズ・フィッシング・水上スキー・ダイビングと、プレジャーボートの上か

いずれも世界一である。米国人はプレジャーボート消費の文化を持っており、彼らは海でも湖

高度に発達した現代市場経済の国であり、その労働生産率、国内総生産（*'3）、対外貿易額は

岸線は NP、大部分が大陸性気候に属し、南部は亜熱帯気候に属している。また、米国は

を接し、南はメキシコとメキシコ湾に続き、西には太平洋、東には大西洋が広がっており、海

陸西北部のアラスカと太平洋中部のハワイ諸島にもその領土を持っている。北はカナダと国境

っている。米国は国土面積  万平方キロメートル余りで、北米大陸の中部に位置し、北米大



定発展期に入った。

場が疲弊し始め、米国のプレジャーボート産業もしばらくは低迷したが、その後またすぐに安

期にかけて、最盛期を迎えた。その後、 年代の初めに入ると、世界のプレジャーボート市

やがて、 年余りの発展を経て、急速成長期に入る。そして、 年代初頭から  年代末

大まかに四つの段階を経てきている。 年、米国のプレジャーボート産業は発展を始めた。



艘のプレジャーボートを所有しており、世界のプレジャーボート市場のトップを維持している。


業が発達した国であり、世界で最も多くのプレジャーボートを保有し、平均で  人あたり 

を超え、世界市場の ％以上のシェアを占めた。現在、米国は世界で最もプレジャーボート産

とを知っているだろう。 年、ブランズウィック社のプレジャーボート販売額は  億ドル

るブランズウィック（%5816:,&.）と世界  位のグループであるジェンマー（*(10$5）があるこ





 米国

 主要国のプレジャーボート産業の分析


－ 105 －

 年のプレジャーボート販売総数の ％は中古艇および中古ヨットだった。
 年のフロリダ州のプレジャーボート保有数は全米第  位で、 艘だった。
 年、米国で登録されたプレジャーボートの数は約 ％増加し、 万艘となった。

米国のプレジャーボート保有数トップ  州では、プレジャーボート  艘のうち  艘までが登録
済みプレジャーボートで、総数は  万艘を超えている。
 年、米国五大湖地区の登録済みプレジャーボートは  万艘で、登録済みプレジャーボー



  ی年の新艇の平均販売価格は＄。

  ی年の中古艇の平均販売価格は＄。

  ی年の船外機の平均販売価格は＄。

  ی年の中古船外機の平均販売価格は＄。

  ی年の船外機・発動機・トレーラーの合計平均販売価格は＄。





を運転しなかった。


よび関連設備の消費に使われている計算になる。





して  万ドルだった。

 年、米国のプレジャーボート輸出総額は ％増加して  億ドルだったが、発動機の輸出
総額は ％減少して  万ドルだった。

 年は  千万人で、 年に過去  年間で最低を記録してから  年連続で増加してい

る。 年は、米国成人総人口の ％がプレジャーボートでレジャーを楽しんだことになり、

 年の ％から若干上昇した。



85

86

 年度、米国のプレジャーボートのアクティビティに参加する成人の割合は  年より



中古艇が新艇購入のチェックポイントに。



プレジャーボートレジャーに参加する成人の割合および人数







年の  千万艘から ％ほど減少している。 年の船外機艇の使用は 

万艘で、プレジャーボート全体数の約 ％を占めている。

船内機動力艇および船尾動力艇は輸出総額の ％を占めている。

ボート使用率はやや下がっている。 年のプレジャーボート使用数は  万艘で、



うち、プレジャーボートの輸入総額は ％減少して  億ドル、発動機の輸入総額は ％減少

楽用レジャーボートを所有する成人の数は  年に ％上昇して、 千万人となっている。

また、より多くの米国人がプレジャーボートライフを楽しんだものの、 年のプレジャー

 年、米国のプレジャーボートおよび発動機の輸入総額は ％減少し、 億ドルだった。

そう好んだようで、 年、プレジャーボートライフに参加する人々の数は増加している。娯



 年、米国のプレジャーボートおよび発動機の輸出総額は  億ドルで、輸入総額は  億ド
ル、輸出超過額（貿易黒字額）は  万ドルだった。

た。また、新艇の販売額も ％減少し、 億ドルだった。

だが、経済が衰退したとはいえ、プレジャーボート所有者はプレジャーボートライフをいっ



（船内機艇・船外機艇・船尾艇）の販売量が継続的に減少し、％減少して  艘となっ

米国のプレジャーボートは  年連続で輸出が輸入を上回った。

 年は、全体の ％を占めるプレジャーボートオーナーが、原油価格の高騰のためにボート

位に名を連ねる各州では、 年、 ドルのうち  ドルまでが動力艇、船外機、トレーラーお

消費者信頼感や信用危機といったいくつかの経済的要因の影響で、 年は、既存の動力艇

ーボートオーナーのボートが水に浮かべられず、その数は  年より ％増加した。

差でテキサス州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、ノースカロライナ州と続く。トップ 

 年は原油価格の上昇がプレジャーボート消費の低迷をもたらした。％近い既存プレジャ

 年は、 フィート以下の機械推進艇の ％近くが登録された。



フロリダ州は動力艇、発動機、トレーラーおよび関連設備の販売量が全米第  位であり、僅

 年、船外機艇の数は登録済み動力艇の三分の二を占め、万艘に達した。

の ％を占め、第  四半期は年間の ％を占めている。また、 月、 月、 月は  年の販

売のピークだった。

ト全体の ％を占めている。

もそのまま元のオーナーが所有している。

較して、 年の関連設備販売額も ％減少し、 億ドルだった。

プレジャーボート販売を季節性に基づいて分析すると、 年の第  四半期の販売量は年間

所有年限について、 年に製造された新艇の ％および同年に登録されたヨットは  年後

および発動機の販売総額は  億ドルで、 年より ％減少している。また、 年と比

－ 106 －

％～％増加した。これで、米国のプレジャーボートレジャーに参加する人の割合は 
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％

％

％

％

％

成人の割合

成人の数（百万人）



プレジャーボートレジャーを楽しむ

プレジャーボートレジャーを楽しむ



年度

プレジャーボートレジャーに参加する成人の割合および人数



間が前年より  日減っているということである。

はならない。すなわち、プレジャーボート所有者が自分のプレジャーボートを使用する平均時

 万人まで増え、前年より ％近くも増加した。だが、我々はひとつの事実から目を背けて

年連続で増加したことになる。 年は、プレジャーボートレジャーに参加する人の割合が

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

プレジャーボートレジャーを楽しむ成人の割合

プレジャーボートレジャーを楽しむ成人の数（百万人）



 年の時点で登録され、使用されているプレジャーボートの総数は前年からほぼ横ばいだ

0.00%
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プレジャーボート
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プレジャーボート


年度

現在使用されているプレジャーボートの総数（単位：百万艘）



である。



















合計

った。これまでの  艘から  艘まで減少しているが、減少幅はわずか ％
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－ 107 －
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現在使用されているものの約半分が船外機艇となっている。
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となり、販売総額も ％減少して  億ドルになった。

ト下がって  億ドルとなった。また、船外機エンジンの販売台数は ％減少して  台

 年、新船の部品の販売量は  ポイント減少し、新船本体の販売数も前年より  ポイン



プレジャーボート小売市場



合計

















現在使用されているプレジャーボートのタイプ（単位：百万艘）













その他

現在使用されているプレジャーボートの総数（単位：百万艘）





現在使用されているプレジャーボートのタイプ（単位：百万艘）









－ 108 －

変化率（％）

年度





船内機－手漕ぎ艇







変化率（％）

年度
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変化率（％）

年度





変化率（％）

年度

船内外機艇





変化率（％）

年度

船内機艇－プレジャーボート




単位原価（ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）



販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

プレジャーボートトレーラー

販売数

販売数

販売数



変化率（％）

年度

船外発動機





船外機艇

販売数

販売数

販売数
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販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）







－ 109 －





ヨット

水上バイク
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年度

変化率（％）





変化率（％）

変化率（％）

年度

ハウスボート



年度

変化率（％）

年度

ジェット推進ボート









空気充填ボート
単位原価（ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）



販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）



販売数

販売数

販売数



変化率（％）

年度

漕ぎボート



変化率（％）

年度

カヤック

販売数

販売数

販売数
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販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

販売額（十億ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）







 年米国の各種プレジャーボート１単位あたりのコスト（単位：米ドル）
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新船販売総数

















⯪እᶵ⯲

販売額（十億ドル）

 年米国の各種プレジャーボート販売数量

ࣁ࢘ࢫ࣎䤀ࢺ
ࢪ䣷䣹ࢺ᥎㐍࣎䤀ࢺ
Ỉୖࣂࢡ
✵Ẽሸ࣎䤀ࢺ
ᡭ₈ࡂ⯲
࢝ࣖ䣹ࢡ
⯪ෆእᶵ⯲
⯪ෆᶵ⯲䢢ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ

⯪ෆᶵ䢢ᡭ₈ࡂ⯲
ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺࢺࣞ䤀ࣛ䤀

変化率（％）

⯪እᶵ

－ 110 －





















⯪እᶵ⯲
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 年米国の各種プレジャーボート小売販売額（単位： 億ドル）

単位原価（ドル）

ࣚ䣹ࢺ

販売数
年度





⯪እᶵ⯲

⯪እᶵ



⯪እᶵ

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺࢺࣞ䤀ࣛ



ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺࢺࣞ䤀ࣛ

⯪ෆᶵ䢢ᡭ₈ࡂ⯲



⯪ෆᶵ䢢ᡭ₈ࡂ⯲

⯪ෆᶵ⯲䢢ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ



⯪ෆᶵ⯲䢢ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ

⯪ෆእᶵ⯲



⯪ෆእᶵ⯲

࢝ࣖ䣹ࢡ



࢝ࣖ䣹ࢡ

ᡭ₈ࡂ⯲



ᡭ₈ࡂ⯲

✵Ẽሸ࣎䤀ࢺ



✵Ẽሸ࣎䤀ࢺ

Ỉୖࣂࢡ



Ỉୖࣂࢡ

ࢪ䣷䣹ࢺ᥎㐍࣎䤀ࢺ



ࢪ䣷䣹ࢺ᥎㐍࣎䤀ࢺ

ࣁ࢘ࢫ࣎䤀ࢺ



ࣁ࢘ࢫ࣎䤀ࢺ

ࣚ䣹ࢺ



ࣚ䣹ࢺ

－ 111 －



変化率（％）

年度

販売額（十億ドル）

船内機－手漕ぎ艇
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 年米国の従来型動力艇販売数





変化率（％）

販売量





年度

船内外機艇



変化率（％）



単位原価（ドル）

販売額（十億ドル）
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販売額（十億ドル）

販売量

販売額（十億ドル）



販売量

年度

販売量













変化率（％）

年度

船外機艇



内外機艇の販売価格は 上昇し、動力外置き船は 上昇した。

期客船販売価格の上昇幅が に達したからである。船内機艇の平均販売価格は 上昇し、船

ャーボートの平均販売価格は 上昇し  ドルである。平均価格の上昇は主に船内機船定

従来型の動力ボートの全体小売販売額は 減少して  億米ドルである。市場におけるプレジ

従来型の動力船（船外機艇、船内外機艇、船内機艇）の販売数は 減少し、 件である。

船内機艇－プレジャーボート

金額変化率（％） 単位変化率（ドル）



販売額（十億ドル）

従来型の動力艇市場

販売量



変化率（％）

年度

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）

単位原価（ドル）







－ 112 －
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単位販売数

 年～ 年販売統計





 年米国の従来型動力艇  単位あたりコスト（単位：ドル）




















年度

純変化率

100

販売額

純変化率

平均単位

純変化率(％)

船外機艇    船内機－手漕ぎ艇 船内機艇̺プレジャーボート 船内外機艇

従来型動力艇の総数



 年米国の従来型動力艇売上高



       船外機艇    船内機－手漕ぎ艇  船内機艇プレジャーボート  船内外機艇





       船外機艇     船内機－手漕ぎ艇  船内機艇プレジャー艇  船内外機艇







年度

舷内

機艇

舷外

機艇

機艇

舷内外
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ヨット カヤック

全種

船艇
船外機

船外機
機

蔵 発 動

後 部 内



 年には  艘の新造艇が販売され、販売額１位は船外機艇で、次が手漕ぎ艇である。

Ỉୖࣂ

Ⓨ ື ᶵ

－ 113 －






年度
機艇 機艇 機艇

舷外 舷内 舷内外
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ヨット カヤック

全種

船艇

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ

ࢺࣞ䤀ࣛ䤀

✵Ẽሸ࣎䤀

ᡭ₈ࡂ⯲

Ỉୖࣂ

Ⓨ ື ᶵ

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ

ࢺࣞ䤀ࣛ䤀

✵Ẽሸ࣎䤀

ᡭ₈ࡂ⯲
機

後 部 内
船外機
蔵 発 動



年度

機艇 機艇 機艇

舷外 舷内 舷内外

ヨ

Ỉୖࣂ

Ⓨ ື ᶵ

－ 114 －
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103

総額(単位：十億ドル)





年度

新船数(単位：千艘)



 年、米国プレジャーボート小売販売額は  億ドルに達し、 年と比較すると 
減少した。新船販売数は 下降し  艘である。





機

蔵 発 動

米国プレジャーボート全体小売販売支出及び新船部品販売（ 年～ 年）



船外機

後 部 内



ᡭ₈ࡂ⯲



✵Ẽሸ࣎䤀



全種

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ





























ッ カヤック

船艇

ࢺࣞ䤀ࣛ䤀

－ 115 －

総額(単位：十億ドル)










変化率(％)

年度

中古船外機



単位原価(ドル)
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小売販売額(十億ド



販売数



変化率(％)

年度

新造船外機



年度

変化率(％)

中古艇





年度

変化率(％)

新造艇



年と比較して 減少した。

ルに達した。 年全てのプレジャーボート関連製品の小売販売統計値は  億ドルで、

支出を除き、その他の関連支出はいずれも減少した。燃料支出は  年に 上昇し  億ド

 年度新船及びエンジン販売額は  億ドルで、前年度から 減少した。 年内は燃料

新船数(単位：千艘)

米国におけるプレジャーボート全体小売販売支出及び新船部品売上

プレジャーボート小売支出









販売数

販売数

販売数

106

小売販売額(十億ドル)

小売販売額(十億ドル)

小売販売額(十億ド

単位原価(ドル)

単位原価(ドル)

単位原価(ドル)







－ 116 －

販売数

小売販売額(十億ドル)

年度

販売総額(十億ドル)

純成長率





















支出 (十億ドル)

新造艇・エンジン

変化率(％)

年度



変化率(％)

年度

中古艇
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総支出(十億ド





新造艇



を占める。

販売数

販売数

108

純成長率

純成長率

販売額(十億ド

販売額(十億ド

純成長率

純成長率





合計  艘の新造船を売上げ、前年比 減少した。新造船の販売数は通年総販売数の 

減少し、そのうち新造船売上高は総売上高の を占め、前年比 減少した。 年内に、

 年の従来型動力船市場において、新造船及び中古船の総売上額は  億ドルで、前年比 





泊など費用(十億

油 ･保 険 ･接 岸 停

その他支出(燃

合計(十億ドル)

単位原価(ドル)

従来型動力船の販売市場

 

変化率(％)

年度

純成長率

品の売上高(十億ドル)

プレジャーボートトレーラー
アフターサービス及び付属

燃油、保険、沿岸停泊、新造艇及びエンジン



変化率(％)

年度

プレジャーボートトレーラー、アフター及び付属品販売額

変化率(％)

年度

新造トレーラー

－ 117 －

販売総額(十億ドル)

新造艇、中古艇総販売数

純成長率



















州
(千ドル) ー

(千ドル)

(千ドル)

ト レ ー ラ 付属品

船外機

新造艇

少中である。

110

(千ドル)

総支出
変化率

(千ドル)

総支出

(千ドル)

総支出



ェストバージニア州、ワイオミング州の販売数が上昇している以外、その他大多数の州では減

州、ネブラスカ州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、オクラホマ州、ウ





フロリダ州は新造船、エンジン、トレーラー及び関連付属品の販売において第一位に立つ。
しかしフロリダ州全体の売上は  年と比較して 減少している。 年内に、デラウェア



米国各州の新造船、エンジン、トレーラー及び関連付属品の販売状況



純成長率
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ڦ新造艇総販売数   ڦ中古艇総販売数

総販売数























年度

新造艇、中古艇

㡰’

－ 118 －

(千ドル)

新造艇

'( － デラウェア

+, － ハワイ

,/ － イリノイ

.< － ケンタッキー

0( － メイン

01 － ミネソタ

&7 － コネチカット

*$ － ジョージア

,' － アイダホ

.6 － カンザス

0$－ マサチューセッツ

0, － ミシガン
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&$ － カリフォルニア

(千ドル)

総支出

$= － アリゾナ

(千ドル)

付属品

$. － アラスカ

(千ドル) ー

船外機 ト レ ー ラ

$/ － アラバマ

米国各州英日対照表





州

㡰’
総支出
(千ドル)

総支出
(千ドル)

02 － ミズーリ

0' － メリーランド

/$ － ルイジアナ

,1 － インディアナ

,$－ アイオワ

)/ － フロリダ

&2 － コロラド

$5 － アーカンソー

変化率



3$ － ペンシルバニア
6' － サウスダコタ
87 － ユタ
:$ － ワシントン

25 － オレゴン
6& － サウスカロライナ
7; － テキサス
9$ － バージニア

1(－ ネブラスカ

:< － ワイオミング

'& － ワシントン '&

97 － バーモント

71 － テネシー

5,－ ロードアイランド

2. － オクラホマ

19 － ネバダ

1+ － ニューハンプシャー
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ァーン川（NP）・テムズ川（NP）という主要河川を有していることがある。

イギリスでプレジャーボートスポーツが人気を博している要因には、NP の海岸線とセヴ

年に  回以上も国際的なレースに参加している。

の熱意を伺い知ることができる。更に驚嘆するのは、 万～ 万のレジャーボート所有者は 

ャーボートレースに参加している。一部の人は  回以上にも及び、プレジャーボートライフへ

種のボートレースに参加したことがある。のプレジャーボート所有者が毎年  回以上プレジ

グに参加したことがあり、 万～ 万人のイギリス人が自らのプレジャーボートを運転し、各

権威ある統計データによると、 万～ 万人のイギリス人がプレジャーボートでのクルージン

においては古くから非常に大衆的なスポーツとなっている。

児童少年が海上スポーツに参加するよう引き付けている。そのため、海上スポーツはイギリス

年会員も含まれている。英国海洋連合会には͆甲板上の子供たち͇というプロジェクトがあり、

イギリス王室プレジャーボート協会の会員だけでも  万人近くに及び、その中には多くの青少

の国に停泊している。外国人が英国水域に停泊しているレジャー用ボートも  万艘余りある。

本土のみで  万艘あり、これに加えてイギリス人が所有している船が  万艘近くあり、通年別

なる。イギリス海洋連合会の統計によると、 メートル以上のレジャー用ボートはイギリス

人口比としては約  人に  人が一種類あるいは多種類のマリンスポーツに関わっていることに

イギリスの人口はわずか  万人であるが、海上スポーツに親しむ人口は  万人に上り、

オーシャン・レースなどがある。

スを続けている。様々な国際的な海上レースもイギリス人から愛されており、9ROYR 世界一周

艇レースを含め、今日までオックスフォード大学とケンブリッジ大学は毎年  回のカヌーレー

民族として、グレートブリテン人は多種多様な海洋スポーツ、帆船、内陸河川水上操縦、動力

 世紀͆太陽の沈まない帝国͇と自称したイギリスは海から勃興した国である。伝統的な海洋

概要：

 イギリス



:9 － ウェストバージニア :, － ウィスコンシン

2+ － オハイオ

1< － ニューヨーク

10 － ニューメキシコ

1' － ノースダコタ

1& － ノースカロライナ
1- － ニュージャージー

07 － モンタナ

06 － ミシシッピ

－ 119 －

重要統計データ

北アイルランド

上昇）

9$：￡ 万

部の年間収益は最も減少幅が大きかった。


年間収益及び付加価値







年間収益と付加価値：イギリス船艇業界～ 年度収益は  億英ポンド

113

114



ス西南部で、年間収益が  万英ポンド増加した。イーストミッドランド及びイギリス西北



地域開発局 5'$ の区分に基づく地域別の業界年間収益

 年～ 年度のイギリス南部地区のプレジャーボート業界年度収益は  年～ 年度



と比較して僅かに成長し、成長幅は全国平均水準より高く、最も成長が顕著であるのはイギリ

％ 

￡ 億  万 







9$：￡ 万

￡ 万 ％ 

ロンドン

9$：￡ 億  万

￡ 億  万 ％

東イングランド



その他 海峡諸島、英領マン島など



9$：￡ 億  万

￡ 億  万 ％ 
9$：￡ 万

南東部

￡ 億  万 ％
9$：￡ 万

￡ 億  万 ％ 

南西部

ウェストミッドランド

￡ 万 ％

9$：￡ 万

ウェールズ

￡ 万 ％

9$：￡ 万

イーストミッドランド

ヨーク郡

￡ 万 ％

9$：￡ 万

￡ 万 ％

北東部

9$：￡ 万

￡ 万 ％

北西部





9$：￡ 万

￡ 万 ％

英領マン島など 

その他 海峡諸島、

9$：￡ 万









業界年間収益（ 億英ポンド）



・ イギリスのプレジャーボート及び小型商用ボート業に従事する会社は合計  社である。

 年度比で 減少）

・ イギリス船舶業界のフルタイム従業員相当（)7(）の雇用者数は  人である（～

￡ 万 ％ 

9$：付加価値

～ 年度比で 減少）

スコットランド

イギリス全国に占めるパーセンテージ

・付加価値（直接国民経済利益を反映する）は  億英ポンドで、取引額の を占める（

・ 国際貿易総額は  億英ポンドで、取引額の を占める。
（～ 年度比で 

取引高： 英ポンド



～ 年度比で 上昇）。

・イギリスのレジャーボート及び小型商用ボート業界の年間収益総計は  億英ポンド（

け

－ 120 －

ࣞࣥࢱ࣭ࣝᩍ⩦ᡤ

࢚ࣥࢪࣥ

タഛ

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ
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116

及びエンジンの生産製造及び販売は全業界収益の を占め、基本的に  年～ 年度

ーサービスとビジネスサービスで、 年～ 年度の と比較すると、上昇した。設備

ᇧ㢌

 年～ 年度分類別年間収益統計（単位： 万英ポンド）

ᑠᴗ⪅࣭௦⌮ᴗ

船艇の製造と販売が当業界の  大分野で、業界総収益の を占める。 年～ 年に

࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㺃ࢣ࣭⤥Ἔ

であったことと比較すると、減少した。次に、全業界収益の を占めるのはカスタマ

ࡑࡢࢧ䤀ࣅࢫ





製造業者

販売業者

サービス業者

ᴗ⪅ྥࡅࢧ䤀ࣅࢫ























け

事業者向



サービス

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ



カスタマー

エンジンエンジン

タഛ

系統

࢚ࣥࢪࣥ

 年～ 年度の分類別業界年間収益統計（単位： 万英ポンド）

ࣞࣥࢱ࣭ࣝᩍ⩦ᡤ









ᇧ㢌

設備





ᑠᴗ⪅࣭௦⌮ᴗ



サービス

系統

事業者向

࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ㺃ࢣ࣭⤥Ἔ



カスタマー

エンジンエンジン

 年～ 年度業界核心部分の年間収益（単位： 万英ポンド）

設備





製造業者

販売業者

サービス業者

ࡑࡢࢧ䤀ࣅࢫ

プレジャ
ーボート

プレジャ
ーボート







～ 年度業界中核分野の年間収益（単位： 万英ポンド）

ᴗ⪅ྥࡅࢧ䤀ࣅࢫ

－ 121 －

モーター/動力艇販売

電機設備販売

海岸/海域船艇リース

100.0
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した。沿岸線埠頭、レンタル、代理販売、船艇メンテナンスケアのカスタマーサーサービスの

117

ウトソーシング生産が始まったため、設備類の収益が減少した。エンジンの小売販売数は増加



年間収益及び付加価値：詳細分類別の年間収益統計（ 万英ポンド）

 年～ 年度、船艇製造生産の年間収益は  年～ 年と比べると増加幅が最

3,160.25

も大きく（ 億英ポンド）、小売販売が減少（ 万英ポンド減少）し、電機設備の海外ア

100



3,099.96



総計





合計

その他サービス

金融/保険/法務

ビジネスコンサルティン

ビジネスサービス

合計

その他サービス

金融/保険/法務/調査研究

内陸埠頭

沿岸埠頭

埠頭船舶補給店

管理人

代理販売業者

船艇操縦教習所

水上スポーツリース

内陸船艇レンタル































船艇のメンテナンス･ケア

カスタマーサービス



合計



エンジン系統販売

その他補助設備の販売

甲板機械製造









その他タイプ船艇の販売

ヨット販売

販売業者





合計



エンジン系統製造

その他補助設備の製造

甲板機械製造

電機設備製造

その他タイプ船艇の製造

ヨット製造

モーター/動力艇製造

製造業者





けサービスの収益は 上昇した。

前年比 減少し、設備及びエンジン製造業者の収益は 上昇した。サービス業者と事業者向

て基本的に同水準を保っているが、僅かに 減少し、プレジャーボートの製造業者の収益は

 年～ 年度イギリス全体の製造業者と販売業者の業界収益は  年～ 年度と比べ



と同水準を保っている。

ࣘ 䤀 ࣟ

－ 122 －

市場別国際貿易統計（単位： 万英ポンド）

国内収益

国際貿易収益

2008/09






国際貿易統計





国際貿易額と国内取引額の比較











もみな上昇した。

120

万英ポンド上昇した。このほか、北米、南アフリカ、その他アジア諸国および中東地域の収益

の を占め、～ 年度と比較すると、ユーロ圏及びその他の (8 加盟国の収益が 

ずれの市場も収益面においてやや上昇している。国際貿易において、ヨーロッパ市場は全世界

～ 年度はその他ヨーロッパ諸国、中国、その他の国の市場が横ばいであったほか、い



るもので、が造船による。

関連製造業は依然としてトップの地位にあり、船艇製造年間収益の が船艇輸出販売額によ

の国際貿易額が上昇しており、北米向けの国際貿易額が僅かに減少している。イギリスの船艇



119

国際貿易収益

2007/08

ヨーロッパ諸国の近年の貿易額も大幅に上昇している。～ 年と比較すると、中東向け





国内収益

～ 年度イギリスはヨーロッパ市場の国際貿易にてやや大きなシェアを占め、(8 以外の



合計

事業者向けサービ

エンジン販売
カスタマーサービ

設備販売

船艇販売

エンジン製造

設備製造

船艇製造



ࡑࡢ (8 ຍ┕ᅜ



ࡑࡢḢᕞㅖᅜ


⡿



༡⡿


࢜䤀ࢫࢺࣛࣜ



ࢽ䣻䤀ࢪ䤀ࣛࣥࢻ


୰ᅜ



༡⡿


ࡑࡢࢪㅖ



୰ᮾ

              ～ڦ年  ～ڦ年







      





～ 年度輸出総収益は  億英ポンド

船艇国際貿易統計



ナンスサービス業者、埠頭施設及び事業者向けサービスによる収益の上昇が目立つ。

ンジン系統製造業者の収益は僅かに減少した。サービス業者のうち、プレジャーボートメンテ

益で唯一減少したのは計器設備及び付属品製造業者で、主に甲板機械製造業者に集中する。エ

 年度と ～ 年度を比べると減少し、金額は  億英ポンドである。製造業者の収

と成長し、金額は  億英ポンドである。しかしプレジャーボート小売業者の収益は ～

イギリスプレジャーボード製造業者の収益は ～ 年度は、～ 年度と比較する

合計収益が最高となった。

ࡑࡢࡢᅜ

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ

࢚ࣥࢪࣥ

ࡑࡢタഛ

－ 123 －



ࣜ䤀ࢫ࣭ᩍ⩦ᡤ



௦⌮㈍ᴗ⪅

～ 年

（単位： 万英ポンド）

製品、サービス別国際貿易額統計







製造業者

販売業者

サービス業者

製造業者

販売業者

サービス業者

ࡑࡢࢧ䤀ࣅࢫ





    



～ 年

（単位： 万英ポンド）

製品、サービス別国際貿易額統計

ࣅࢪࢿࢫࢧ䤀ࣅࢫ
ࡑࡢࢧ䤀ࣅࢫ

௦⌮㈍ᴗ⪅

ࣜ䤀ࢫ࣭ᩍ⩦ᡤ

࢚ࣥࢪࣥ

ࡑࡢタഛ

⏥ᯈᶵᲔ

⏥ᯈᶵᲔ

㟁ᶵ

ᶵ㟁

ࣉࣞࢪ䣺䤀࣎䤀ࢺ
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 年～ 年度製品・サービス・市場別国際貿易額統計（ 万英ポンド）

ࣅࢪࢿࢫࢧ䤀ࣅࢫ























合計

事業者向け
サービス

その他カスタ
マーサービス

代理/販売
業者

リース･
教習所

エンジン
販売

その他設備
販売

甲板機械
販売

電機設備
販売

船舶販売

エンジン
製造

その他設備
製造

甲板機械
製造

電機製造

船舶製造

合計

ユ ー ロ 圏 そ の 他そ の 他
諸国
EU 加盟 欧 州 諸
国
国

122

北米

南米

豪州/ニ
ュ ー ジ
ー ラ ン
ド
中東

アジア

その他
の国



－ 124 －








る。



 年～ 年度イギリス製造業者の国際貿易シェアは業界の を占め、 年～

年度と比較して の成長率を維持している。小売販売業者の収益は  年～ 年度と比

較すると減少した。サービス業者と商業サービス業者の収益はやや上昇し、国際貿易総収益の

を占める。

123



生産製造総計は国際貿易年間収益の を占め、小売販売が を占め、サービスが を占め
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 ڦ年～ 年   ڦ年～ 年



地域開発局 5'$ の区分に基づく地域別業界総就業者数の統計（単位：人）

ࣟࣥࢻࣥ















年度が  人である。



イギリスプレジャーボート業界の総就業統計は  年～ 年度が  人、 年～

就業

ᮾࣥࢢࣛࣥࢻ

けて減少した。国外カスタマーサービスによる収益は減少し、商業サービスの収益は増加した。

その他
アジア の国

䤀ࢫࢺ࣑䣹ࢻࣛࣥࢻ



中東

す㒊

小売販売（）で、電機設備による収益は製造業者から小売販売業者のルートの変化の影響受

豪州/ニ
ュ ー ジ
ー ラ ン
ド

ᮾ㒊

 年～ 年度と  年～ 年度を比較すると、最も成長幅が大きいのは船艇製造及び

南米

ࣚ䤀ࢡ㒆

合計

北米

࢘䣷䤀ࣝࢬ

事業者向け
サービス

ユーロ圏 そ の 他 そ の 他
諸国
EU 加盟 欧 州 諸
国
国



࢘䣷ࢫࢺ࣑䣹ࢻࣛࣥࢻ

その他カスタ
マーサービス

代理/販売
業者

リース･
教習所

エンジン
販売

その他設備
販売

甲板機械
販売

電機設備
販売

船舶販売

エンジン
製造

その他設備
製造

甲板機械
製造

電機製造

船舶製造

合計

 年～ 年度製品・サービス・市場別国際貿易額統計（ 万英ポンド）

ࡑࡢ

ࣝࣛࣥࢻ

ࢫࢥ䣹ࢺࣛࣥࢻ

༡ᮾ㒊

༡す㒊
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設備

系統

エンジンエンジン

カスタマー
サービス

事業者向け
サービス

系統

エンジンエンジン

カスタマー
サービス

事業者向け
サービス

国内業界中核分野の総就業者数（ 年～ 年度）

設備

国内業界中核分野の総就業者数統計（ 年～ 年度）
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世界金融危機の影響が引き続き、イギリスの全ての地区の統計が  年～ 年度の雇用者



ギリス南東部地区は多数の会社が移転したため就業率が低下している。

人減）、ウェストミッドランド（ 人減）、イギリス北西部（ 人減）が特に顕著である。イ

トランド（ 人増）地区の就業は上昇した。一部の地区の就業は減少し、イギリス南東部（

イギリス南西部（ 人増）、ロンドン（ 人増）、イーストミッドランド（ 人増）、スコッ

 年～ 年度就業全体レベルは  年～ 年度と比較して低下している（低下幅 ）。



プレジャ
ーボート









プレジャ
ーボート





総計

その他サービス
合計

ビジネスコンサルティング
金融/保険/法務

合計
事業者向けサービス

金融/保険/法務/調査研究
その他サービス

沿岸埠頭
内陸埠頭

管理人
埠頭船舶補給店

代理販売業者

船艇操縦教習所

水上スポーツリース

沿岸/海域船艇リース
内陸船艇リース

カスタマーサービス
船 艇 の メ ン テ ナ ン ス ･ケ

合計

エンジンの販売

その他設備/部品の販売

甲板機械の販売

その他船艇の販売
電機の販売

販売業者
モーター/動力艇の販売
ヨットの販売

合計

エンジンの製造

その他設備/部品の製造

電機の製造
甲板機械の製造

ヨットの製造
その他船艇の製造

モーター/動力艇の製造

製造業者

126

就業者数

詳細分類による業界内就業統計（ 年～ 年度）

就業統計





業界の雇用者数は大幅な減少をみせている。

国内業界全体に占める割合



減少していると明らかにしている。 年～ 年度から、イギリス南東部地区及び船用設備

数はイギリス南西部地区及び東イングランドを除き  年～ 年度と比較して依然として

－ 126 －

その他船艇の販売



会社数

従 業 員

年間収益(100 万英ポンド)

127

128

占める。


用者数が  人を超え、従業員総数の を占める。また、年間収益は業界総収益の を

者数は僅かに増加した。



者数は業界総数の を占め、その年間収益は全業界の 占める。合計  社の会社は雇

年間収益(100 万英ポンド)

船艇メンテナンスケア及び内陸レンタル船の就業者数が減少した。商業サービスの分野の就業

従 業 員

た影響を受け、その他の種類の設備の小売販売も上昇した。カスタマーサービスの分野では、

会社数

合計

 年～ 年度イギリスプレジャーボート業は  人を下回る会社が を占め、その雇用

型 番 等

業界構造（ 年～ 年度）



用者数は  人を超え、業界雇用者数は を占め、業界全体の年間収益の を占める。

会社の雇用者数は業界全体の を占め、業界全体の年間収益の を占める。 社の雇

合計

 年～ 年度、業界内の大多数の会社（約 ）の雇用者数は  人を超えず、これらの

型 番 等

業界構造（ 年～ 年度）

が大幅に上昇し、小売販売就業者数も大きく浮上した。主に電機生産及び小売販売がもたらし

 年～ 年度と  年～ 年度を比較すると、モーター動力艇の生産製造就業者数



総計

合計

その他サービス

金融/保険/法務

事業者向けサービス
ビジネスコンサルティング

合計

その他サービス

内陸埠頭
金融/保険/法務/調査研究

沿岸埠頭

埠頭船舶補給店

管理人

代理販売業者

船艇操縦教習所

内陸船艇リース
水上スポーツリース

沿岸/海域船艇リース

カスタマーサービス
船 艇 の メ ン テ ナ ン ス ･ケ

合計

エンジンの製造

その他設備/部品の販売

甲板機械の販売

電機の販売

プレジャーボート業界概要



ヨットの販売

モーター/動力艇の販売

である。 年～ 年度から、製造業者の雇用者数が 減少し、小売販売業者の雇用者
数が 減少し、カスタマーサービス業の雇用者数が 上昇した。

販売業者

就業者数が減少しているのは製造業者及び代理販売業者が直接顧客にサービスを行わないため



なった。

数は  年～ 年度の  人から、 年～ 年度は  人に減少し、減と

しており、 年～ 年の  人から  人に減少しており、減少した。総雇用者

る。 年～ 年の  人と比べると 上昇している。一方で小売業の就業者数は減少

 年～ 年度、モーター動力艇製造の就業者数は持続的に上昇しており、 人であ

エンジンの製造
合計

国内業界全体に占める割合

その他設備/部品の製造

甲板機械の製造

電機の製造

ヨットの製造
その他船艇の製造

製造業者
モーター/動力艇の製造

就業者数

詳細分類による業界内就業統計（ 年～ 年度）

－ 127 －

従業者１人あたり収益(ド

従業者数中間値

従業者規模
従業者総数
最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数

売上高合

平均売上
売上高中間値
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る。 年  人あたり収益は  年と比較して僅かに 減少した。

え、就業者の  人あたり平均給与は依然として安定しており、一部では増加しているほどであ

本産業の販売額が 減少した。しかし別の指標によると、販売額の減少が顕著であるとはい

ボートカバー、カンバス及び内装の販売状況は本年度明らかに減少した。 年～ 年内に、

ボートカバー、カンバス及び内装



2008 年数値の 2007
年からの増減率
従業者１人あたり収益(ド

従業者数中間値

2006

2007

2008
2008 年数値の 2007
年からの増減率



従業者１人あたり収益(ド

2007

2008

2008 年数値の 2007
年からの増減率
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から  年まで、毎年平均して ％上昇している。

僅かに 減少した。従業者の収入面についていうと、帆船製造業の従業者の収入は  年

の販売額を維持しており、 年～ 年は僅かに 減少したのみで、 年～ 年は

ヨット生産業はその他船舶産業のような重大な打撃を受けていないとみられ、基本的には従来

ヨット製造業



最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

従業者規模
従業者総数

売上高中間値
売上高合

最大売上
最小売上
平均売上

売上高(ドル)

会社数

2006

の  人あたり平均給与は 減少した。

ボートカバーの項目についてのみ示すとすれば、本産業の販売額は  年 減少し、就業者

ボートカバー

2008

最大売上
最小売上

2007



2006

最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数

従業者規模
従業者総数

売上高合

最大売上
最小売上
平均売上
売上高中間値

売上高(ドル)

会社数

売上高(ドル)

会社数

全体状況



カナダプレジャーボート産業にとって近年における最低の年であると予測している。

らは将来数年間のカナダプレジャーボート産業発展の原動力となる。ある専門家は、 年が

は近年の人口増加が緩和する傾向にあり、沿海地域の地方経済も大きな発展が見られる。これ

ャーボート産業に従事する企業の数が  年間で 減少したことだ。言い換えれば、カナダ

減少した。 年間で合計 減少した。 年についていうと、更に深刻なのはプレジ

カナダのプレジャーボート産業は  年～ 年、取引額が 減少し、 年～ 年は

 カナダ
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然として機運に満ちていることが分かる。
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に 上昇した。これにより、経済が衰退する情勢下においてもプレジャーボート産業は依

プライヤーは良好とみてよい。本産業の従業者収入は  年～ 年 上昇した。



プレジャーボート埠頭も、 年度は相対的には安定を保っており、従業者の収入は  年

2008 年数値の 2007
年からの増減率

のプレジャーボートの保存に向かっていることを考慮すると、プレジャーボートの装備及びサ

2008

プレジャーボート埠頭

2007

年は僅かに 減少したのみである。人々の観念が新造プレジャーボートへのニーズから既存

従業者１人あたり収益(ド

2006

プレジャーボートの装備及びサプライヤー産業の販売額は非常に安定している。 年～



最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

従業者規模
従業者総数

売上高中間値
売上高合

最大売上
最小売上
平均売上

売上高(ドル)

会社数

迷と関係がある。



従業者１人あたり収益(ド

2008

プレジャーボート装備及びサプライヤー



最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

従業者規模
従業者総数

売上高中間値
売上高合

最大売上
最小売上
平均売上

売上高(ドル)

会社数

2007

も 低下した。この惨憺たる状況は最近の中古船取引の大幅な増加とカナダ海事技術の低

2006

る状況が見られる。本産業の総販売額は  年に 減少し、従業者の  人あたり平均収入

減少したが、従業者の  人あたり平均収入は  年に 上昇した。
2008 年数値の 2007
年からの増減率

プレジャーボート修理産業においては、プレジャーボート装備及びサプライヤー産業とは異な

ームは表面的な現象に過ぎないようで、統計によると、 年～ 年、本産業の販売額は



プレジャーボート修理

従業者１人あたり収益(ド

従業者１人あたり収益(ド

2008 年数値の 2007
年からの増減率

 年カナダドルの上昇により引き起こされたカナダの輸入プレジャーボート店頭販売のブ

最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

2008

プレジャーボート販売業

従業者規模
従業者総数

従業者規模
従業者総数

2007



売上高中間値
売上高合

売上高中間値
売上高合



最大売上
最小売上
平均売上

2006



売上高(ドル)

最大売上
最小売上
平均売上

2008 年数値の 2007
年からの増減率

会社数

2008

売上高(ドル)

2007

会社数

2006
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最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

従業者１人あたり収益(ド

2006

2007

2008

2008 年数値の 2007
年からの増減率
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年は同水準を維持している。従業者  人あたりの平均収入は 上昇した。

表  が示すように、埠頭建設業の取引額は  年と  年を比べると 減少しており、

埠頭建設



最高従業者数
最低従業者数
平均従業者数
従業者数中間値

従業者規模
従業者総数

売上高中間値
売上高合

最大売上
最小売上
平均売上

売上高(ドル)

会社数

プレジャーボート製造業者



ており、 年本産業は減少傾向が続いた。

がほとんど一致していることである。 年間本産業の従業者の収入は基本的に同水準を維持し

年と比べると 減少している。興味深いのはこの  年間の の減少幅とカナダドルの上昇幅

ナダプレジャーボートの売上高は  年と  年を比べると 減少しており、 年と 

場の中で価格上の劣勢が明るみになったのは疑いがない。特に米国向け市場に当てはまる。カ

 年、カナダドルの価値が米ドルに接近したとき、カナダのプレジャーボート販売は輸出市

従業者１人あたり収益(ド

従業者規模
従業者総数

従業者規模
従業者総数



売上高中間値
売上高合

売上高中間値
売上高合

従業者１人あたり収益(ド

最大売上
最小売上
平均売上



売上高(ドル)

最大売上
最小売上
平均売上

2008 年数値の 2007
年からの増減率

会社数

2008

売上高(ドル)

2007

会社数

2006

2006
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2007

2008

2008 年数値の 2007
年からの増減率
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実施意見として提出する。

行して下さい。

校正係：劉鳳華

回送：各省、自治区、直轄市地方海事局（船舶検査局）

表題：船舶 安全 管理 通知

遊覧経済の健全な発展のために、研究を経て、現在プレジャーボート安全管理業務を以下

 現在《プレジャーボート安全管理業務実施意見》を印刷配布しますので、この通りに執

検査センターにより報告をする。船積みできる機械電力設備明細を列記し、

（二）条件がある場所に建設し支持する「プレジャーボート製品品質検査センター」

経て船積み使用する。

する。また船積みできる船製品の明細書を発行し、海事鑑定人機構の同意を

業種協会がプレジャーボート製造及び付帯製品に対して相応した要求を供給

（一）プレジャーボート製造と倶楽部関連の集中した地区では、プレジャーボート

械電気等設備については、次のような方式を選択し認可する。

  舶用製品証書を有していないが、プレジャーボートに設置して使用するのに適した機

  二、プレジャーボートに設置する機械電力設備の認可について

検査と評価調査をしなければならない。

される。しかし部材と強度が目に見えるプレジャーボートに対しては外観

完了したものについては、船体構造と強度計算と基本構成図の要求は免除

後、符合性検査に進むことができる。本措置の公布の前に既に入港手続を

船舶の図面と確実な計算資料の提供を要求しなければならない。審査合格

（二） 上述の認証証書と標識がない入港プレジャーボートに対しては、検査時に

際の船が符合していなければならない。

資料提供を要求しなくてもよい。しかしその認証証書或いは検査証書と実

（一） 上述の認証証書と標識がある入港プレジャーボートに対し，検査時は図面

と本局承認の有効関連文書、証書“と見なすことを許可する。

査暫定規定》1.1.2.4 条と 1.2.5.1 条で述べている“本局が受け入れるその他の公認基準”

臨時措置として、当局では CE と ABYC 認証証書と標識を《プレジャーボート法定検

一、 入港プレジャーボートの検査について

の高いプレジャーボート法規、実施規範の適用性、プレジャーボート業務の促進及び水上

各省、自治区、直轄市交通運輸庁（局、委員会、事務所）
，中国船級社：

規範の公布実施により、プレジャーボートの安全管理は軌道に乗ることとなった。レベル

《プレジャーボート法定検査暫定規定》を組み合わせて公布した。プレジャーボート法規、

プレジャーボート安全管理を水上交通安全管理の範疇とする。同時に当局では、技術規範

プレジャーボート安全管理業務実施意見の印刷配布に関する通知

《プレジャーボート安全管理規定》
（交通運輸部 2008 年第 7 号，2009 年 1 月 1 日より実施）

海事[2010]352 号

プレジャーボート安全管理業務実施意見

中華人民共和国海事局文書

添付資料（２）

－ 132 －

外国政府機関或いはその認可する機関が発行した登記と検査証書を受け取る以外は、外国
政府機関或いは認定機関認可の製品認証証明も受け取る。

ついて、プレジャーボートは営業性運輸船舶には属さないとしており、そのため《船

舶登記条例》の中方出資比例制限に関する規定には適用されない。

プレジャーボートの監督管理業務の規格化を行わなければならない。

ーボート協会を基本組織形式として集中管理を実施，事業管理責任を実行し、

づいて関連した管理方法を制定し、プレジャーボート倶楽部或いはプレジャ

（三）各海事管理に関する機関は、現地のプレジャーボート業発展の実際状況に基

しなくてもよい。

   （二）安全保証の前提の下、外国籍のプレジャーボートには強制水先案内人を実施

入港計画は現地の海事機関に事前に報告しなければならない。

直属海事局管轄区水域で出入港する運行は全て岸出入り手続きの処理を免れる。しかし出

下に述べる処理を行うことを要求する、出港岸でそれぞれ一回手続きを行い、期間に当該

  （一）外国籍プレジャーボートの進出で、ある直属の海事局管轄水域が離れたら、

五、外国籍プレジャーボートの運行及び監督管理について

海事局が育成訓練補充を行えばプレジャーボート操縦者適任証書を更新できる。

海事主管当局がまだある証書に相互承認協議の署名をしていない場合は、直属或いは地方

直属か地方海事局にプレジャーボート操縦者適任証書更新を申請できる。当方と当該国外

は、例えば当方と当該国外海事主管当局がある証書に相互承認協議の署名をすれば、直接

長期間我が管轄水域でプレジャーボートの操縦をしようとする上記の国外住民に対して

合は証書を交換する必要がない。

適任証書を持つ国外住民は、我が管轄水域短期内（7 日）にプレジャーボート操縦をする場

  国外海事主管を持つ当局或いは機関に権限を授けて公布したプレジャーボート操縦者

四、プレジャーボート操縦者証書認可について

記手続きを行う。

珠海海事局は地元ではない住所の個人が保有するプレジャーボートの船舶登

海事局及び所属する船舶登記機関に権限を授け、深圳海事局、廈門海事局、

湾、香港、マカオの特殊地理位置を考慮する。中華人民共和国海事局は海南

（三）海南国際旅行島建設支持のために、廈門、深圳、珠海、隣接する台

特有証書状況を検査する時に、我が国の関連機関が発行する臨時国籍証書と検査証書及び

  国内製造に対して個人形式で国外に出港したプレジャーボートは、各海事管理機関が

  六、国内製造プレジャーボートの出港検査

（一）《プレジャーボート安全管理規定》によれば、「プレジャーボート」の定義に

三、プレジャーボートの登記について

海事鑑定人機構の同意を経て船積み使用する。

－ 133 －
定する。

総生産量は 454.58 万トンであり、このうち、漁業生産額が 381 億元、海洋捕獲生産量が

て、漁船の省エネを重点とし、漁業の省エネ・排出削減の健全な発展を推進する。漁船の
省エネを、漁業の産業構造を改革し、漁業経済成長方式を転換し、海洋漁業資源の生態環
境を保護し、漁業の科学技術の進歩を促進し、漁民の所得を増やし、漁業の発展を推進す

http://hi.baidu.com/0411cjj/blog/item/69b6deedfcb45ad92e2e2172.html

殖漁船は 14,211 隻、17.34 万キロワットで、燃料消費約 4 万トン。淡水漁船は 1,642 隻、1

万キロワットで、燃料消費約 0.3 万トンである。燃料の価格が上昇を続けているため、燃料

http://hi.baidu.com/0411cjj/blog/item/69b6deedfcb45ad92e2e2172.html

2010/07/06

精神と、人を基本とした開発に関する科学的見通しを徹底させ、改革・革新の理念をもっ

65 万トンである。このうち、海洋捕獲漁船は 24,593 隻、107.56 万キロワットで、燃料消

費約 56 万トン。補助漁船は 2488 隻、14.4 万キロワットで、燃料消費約 5 万トン。海水養

2010/07/06

 鄧小平理論と「三つの代表」重要思想を指針とし、党の十七大（第 17 回全国代表大会）

総トン、140.38 万キロワットであり、初期統計によると、ディーゼル油の年間消費量は約

一、指導思想

を推進する三ヵ年計画を統合し、ここに全省の漁船省エネ・排出削減五ヵ年計画綱要を制

省であり、漁船大省でもある。2007 年、全省の漁業経済総生産額は 724.6 億元、水産物の

149 万トン、生産額が 98.17 億元である。現在、全省で所有する漁船は 46,431 隻、69.5 万

省エネ・排出削減総合業務方案の要求、及び農業部漁業局の漁船省エネ業務に関する取決

よると、我が国には現在、動力漁船が 50 万隻余りあるが、このうち旧式の漁船が四割を占

めに基づき、遼寧省の海洋と漁業「十一・五（第 11 次 5 ヵ年）
」発展計画と、漁業の発展

 このため、省委員会・省政府の、資源節約型社会の建設に関する全体配置と、遼寧省の

 漁業、特に海洋捕獲漁業は、エネルギー消費が比較的大きい産業の一つである。統計に

の 10％以上を占め、名実ともにディーゼル油の大型消費者である。遼寧は海洋と漁業の大

大きな差が存在し、多くの難業に慎重に取り組む必要がある。

ている。

めており、ディーゼル油の年間消費量は 800 万トン余りと、全国のディーゼル油総消費量

充分かつ広範な注目を引き起こすには至っておらず、産業全体の発展態勢がまだ形成され
ていない。省委員会・省政府及び農業部漁業局の要求に比べ、また兄弟省・市に比べると、

るという具体的な要求を提示した。資源の節約は、すでに我が国の基本国策の一つとなっ

省エネ装置の取付けは 300 台近く、使用した燃料添加剤は 10 トンで、1 万トンの燃料節約
になると予測される。しかし、全体的に見て、我が省の漁業省エネ業務は開始段階にあり、

ればならない」と指摘した。同時に、関連の政策・計画を出し、
「十一・五（第 11 次 5 ヵ

「十・五（第 10 次 5 ヵ年）
」期間末より 20％程度引き下げ、平均年間省エネ率を 4％とす

初期の統計によると、今年、省エネプロジェクトに参加した漁船は 2,300 隻以上にのぼり、

を目下の長期的戦略任務とし、各方面の力を動員して、資源節約型社会の建設を急がなけ

年）
」期間までに、国内総生産（GDP）1 万元あたり（単位 GDP）のエネルギー消費量を、

庁は農業部漁業局の統一手配により、漁船省エネプロジェクトを実施し、漁船省エネの実
験業務を行ったが、これは我が省の漁業省エネ業務が正式に始まったことを示している。

略と全体局面という視点から、省エネ強化の重要性と緊急性を充分に認識し、省エネ業務

省政府の文書の精神を徹底して、漁業の省エネ業務に対する指導を強化した。2008 年、省

と『漁船の省エネプロジェクト業務の実施に関する通知』を発行し、国務院、省委員会・

境の悪化はすでに、国民経済と社会の発展に影響する重要な要素となっている。このため、

党中央・国務院、省委員会・省政府はこれを大変重視し、一連の重要文書を発行して、
「戦

 近年のエネルギー事情に向け、省の海洋と漁業庁は、漁船の省エネ業務を大変重視して
いる。2006 年 11 月と 2008 年 3 月にはそれぞれ、
『漁船の省エネ業務の強化に関する通知』

方式が、エネルギーの需要と供給の不一致及び環境汚染を深刻化し、エネルギー不足、環

である。

費が合理的とは限らず、エネルギー技術は先進国の水準と比べ、大きな差がある。特に原

油供給の対外依存が増加し、投入・エネルギー消費・汚染がすべて大きい粗野な経済成長

し、資源節約型社会をつくり、海洋環境を守り、海洋生物資源を保護し、漁民の負担を軽
減し、漁民の所得を増やし、海洋漁業の良好かつ迅速な発展を実現するための必然的選択

て、我が国のエネルギー備蓄には限りがあり、エネルギーの利用率が低く、エネルギー消

ることが、実践により証明されている。漁船の省エネを実施することは、基本国策を履行

いて重要な地位を占め、世界から広い注目を浴びている。社会・経済の飛躍的な発展に伴

い、我が国はすでに、世界のエネルギー消費大国となっている。しかも、発展途上国とし

 漁船の省エネは、エネルギーを節約できるだけでなく、コストを下げ、収入増加となり、
しかも汚染物質の排出を減らして、海洋環境を浄化し、漁業資源の保護と再生に有利であ

 エネルギーは、国の経済と人民の生活及び国家安全の重要な資源であり、国民経済にお

象が普遍的にみられ、海洋漁業の省エネ及び環境整備の道はまだまだ遠い。

2009 年 04 月 14 日 火曜日 03:26 P.M.

（意見募集稿）

のクオリティが低く、業務水準が高くない。船機の管理が粗野で、燃料の利用率が低く、
廃油・排ガスの回収・再利用率が低い。省エネ意識が不足しており、エネルギーの浪費現
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文章を見る

捕獲生産利益に影響する最も大きな要因となっている。同時に、我が省の捕獲漁船の全体
状況は芳しくなく、木造漁船が 90％以上、旧式漁船が 50％以上を占め、船員（漁民）全体

漁業船舶検験は、安全第一、品質保証と漁民のためという原則に従わなければならない。

め、捕獲生産経営は苦しく、漁民の増産・増収入はいっそう難しくなり、燃料消費は海洋

消費が海洋捕獲生産コストの半分以上を占め、加えて近海漁業資源が衰退を続けているた
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船を 500 隻以上とし、捕獲 FRP モデル漁船を 10-20 艘とする。2012 年までに、養殖漁船
は徐々に木造船を撤去し、FRP 養殖漁船を 30％以上とする。遊漁船は FRP 化を実現し、

画」と全省漁業の「十一・五」計画目標の実現のために貢献する。

 二、計画綱要の全体目標と実施の重点

http://hi.baidu.com/0411cjj/blog/item/69b6deedfcb45ad92e2e2172.html
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し、汚く乱雑で劣った状況を大幅に改善し、様相を新たにする。
 三、主な措置

2010/07/06

廃棄物の回収 100％を達成し、廃棄物の排出を 1 万トン削減する。漁船・漁港の環境を整備

木船の 4 倍で、生産額を 10-20％増加でき、しかも多くのメンテナンス費用や木材資源を節

船は設計・建造・メンテナンス等の面での技術が充分であり、FRP 船を全面的に広めるた

 漁船と重点漁港には、省エネで環境にやさしい設備が一通り揃っているようにし、廃油・

FRP 船は鋼鉄製・木造漁船に比べ、8-10％の燃料節約になり、使用年限は鋼船の 1.6 倍、

約できる。FRP 船はすでに世界の漁船発展の必然的な傾向となっている。我が省の FRP 漁

料節約 8％、3 万トンを達成する。

も一種類の省エネ製品と一つの省エネ技術を採用しているようにし、普及率 100％、平均燃

鉄製、木造漁船に比べると、表面が滑らかで、船体が軽い、抵抗が小さい、航速が速い、

 5、漁船、漁港の環境整備を全面的に実施する

排出削減して消費を減らし、環境を保護する。2012 年までに、各漁船がすべて、少なくと

ている。FRP 船は新型のガラス繊維強化プラスチックで建造された漁船であり、同類の鋼

節約になり、生産効率が高まるという特徴を持つ。検査によると、同じサイズの漁船で、

燃焼技術、新型省エネ捕獲技術を広める。燃料節約、節電、節水、氷の節約を広く実施し、

にも影響を及ぼす。先進国及び我が国の台湾ではすでに撤去され、FRP 船がこれに替わっ

メンテナンスがしやすい、寿命が長いといった特徴を有し、しかも大幅な燃料節約、氷の

拡大する。同時に、各船に応じて、天然のクリーンエネルギーを充分に利用し、船用の風
力・太陽光発電の開発に力を入れる。漁船排ガス冷却などの排熱利用技術、重質燃料油の

 木造漁船は抵抗が大きく、航速が遅く、エネルギーと木材資源を浪費し、また海域環境

に推進し、漁船のモデル推進面を 20％に拡大する。2010 年以降は全面的に広め、毎年 20％

 2、FRP 漁船を広め、木造漁船を次第に撤去する

な省エネ製品、様々な省エネ手段、様々な実用技術の同時利用を行う。2009 年には全面的

ーゼルエンジン機種は、燃費の悪い旧式機種に比べ、8-10％の燃料節約になる。更新のペ

燃費の悪い旧式ディーゼルエンジン機種をおおむね撤去し、5 万トンの燃料を節約する。

 4、漁船省エネ製品と省エネ実用技術を普及させる
 漁船の応用に適した、省エネ効果の高い省エネ製品を開発し、実践によりその効果が証

されており、省エネ管理では最も重要な部分である。現在生産されている新式の船用ディ

明された漁船省エネ実用技術と実地経験を総括し、2008 年のモデル実験の基礎の上に、様々

を節約する。

 実践により、ディーゼルエンジンは燃料消費の主なポイントかつ中心であることが証明

ースを速め、漁船ディーゼルエンジンの機種リストを最適化・完備した上で、新型ディー

年までに 80％を達成し、現代的漁船通信・航法装備をおおむね普及させ、1 万トンの燃料

 1、燃費の悪い旧式ディーゼルエンジンの更新ペースを速める

ゼルエンジンへの更新を、現在の毎年 8％程度から、毎年 20％以上に引き上げ、5 年以内に、

充実させる実験的取付けを行い、
モデル船 5-10 隻に装備し、
その後毎年 10％増加させ、2012

 （二）実施の重点

経済航路と経済航速を正しく調整し、省エネ漁網・漁具の応用を推進し、無駄な消費量を
減らし、燃費と作業効率を高める。2009 年より、中小タイプ捕獲漁船の通信・航法設備を

ーンな、環境にやさしい安全な漁業水域環境をつくり、近海漁業資源を保護して合理的に

開発し、省エネ型海洋捕獲漁業を確立する産業環境をおおむね形成する。

 ハイテクの衛星航法設備と漁船・漁業機械設備を採用して漁船に装備し、デジタル適応
操舵インテリジェント自動操舵装置（略称：インテリジェント操舵）を全面的に普及させ、

0.5 トンから 0.4 トンへと 20％引き下げ、五年間で 10 万トンの燃料を節約する。全産業の

力に抑制し、漁業資源の保護に比較的大きな進展が得られるようにする。グリーンでクリ

程であり、漁船及び漁船装備の現代化は、漁船の省エネ・排出削減の必然的結果である。

200g/kwh 以下に下げ、全省の海洋捕獲生産額 1 万元あたりの平均燃料消費量を 2007 年の

省エネ・環境保全意識を大幅に高めて、資源破壊・エネルギー浪費・汚染排出の現象を強

3、漁船装備の現代化水準を高める
 技術的な角度から見て、漁船省エネの過程とはつまり、漁船及び漁船装備の現代化の過

 五年以内に、全省の漁船ディーゼルエンジンの燃料消費率を、現在の 200g/kwh 以上から

海洋捕獲 FRP 漁船は 5％以上とする。全体で 10％、1 万トンの燃料を節約する。

遊漁船、漁業公用船はすべて FRP 船で建造し、全省の新造 FRP 船・木船より改造した FRP

加する漁船省エネ・排出削減の発展態勢を徐々に形成し、
「漁業の発展を推進する三ヵ年計

（一）全体目標

せ、関連の宣伝、普及研修を行う。2009 年には FRP 養殖漁船を重点的に開発し、33-50 隻
を建造するよう努め、捕獲船も 3-5 隻を建造する。2010 年から新しく認可される養殖船、

て、各方面の積極性を引き出し、漁業の生産・省エネ・環境保全を協調させた発展を促進

する。政府を主導とし、多くの漁民と漁業企業を主体として、全省の関連産業が共同で参

 五年以内に養殖漁船・遊漁船を重要ポイントとして、まず簡単なものから始め、着実に
FRP 漁船を推進する計画である。2008 年に省エネ型 FRP 漁船の調査と船種設計を完了さ

強調し、管理を厳格にし、枝葉と根本の両方に注意し、経済・行政や政策法規などの総合

的手段を運用し、市場メカニズムや体制の制限作用を発揮させ、多くの省エネ手段を取っ

めの基礎条件を備えている。現在、燃料・木材、特に船材の供給が逼迫し、価格が上昇し
ているため、客観的に見ても FRP 漁船の開発と推進に有利である。

るための重要な手段とし、目下、我が省が実施している「漁業の発展を推進する三ヵ年計
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の悪い旧式ディーゼルエンジン機種を更新した漁船には、新機種の価格の 1/5 の資金補助を
給付する。

増加を余儀なくさせ、エネルギーの浪費をもたらし、資源をさらに破壊するという、悪循

環を形成する。第一に、海洋捕獲漁船の増加をコントロールし、捕獲量を減らし、
「三無」

http://hi.baidu.com/0411cjj/blog/item/69b6deedfcb45ad92e2e2172.html
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木船を FRP 船に改造した場合、同等出力の建造価格の 1/3 の差額補助金を給付し、木船の

2010/07/06

書に正式に組み入れ、書式・項目・内容と、方式・方法を統一し、漁船の省エネ・排出削
減の実施に法的権威のデータを提供する。第四に、漁船の省エネ・排出削減に対する監督

このため、木船を FRP 船に改造した場合、補助金を給付する。2010 年までの推進段階は、

の業績審査の重要な内容に組み入れ、また年末の賞罰評定の重要な根拠とする。第三に、
漁業のエネルギー消費と省エネ・排出削減の定量的指標を、全省の漁業経済年末統計報告

現在、FRP 船の建造価格は木船に比べ高いため、漁民の木船改造の積極性に影響している。

期資金の補助を給付する。2012 年までに全省で 20 箇所配置するよう計画し、FRP 船の造

船ニーズをおおむね満たす。第三に、木船の廃棄・FRP 船改造の補助金制度を実施する。

ければならない。責任機関・責任者を定め、省エネ・排出削減任務の指標とペースを確定
する。第二に、漁船の省エネ・排出削減を、漁業経済の健全な発展の総合評価と漁業部門

った、積極的な地域を選んで、FRP 養殖船造船の実験企業（大手）3-5 箇所を配置し、初

 （四）指導を強め、漁船の省エネ・排出削減管理を強化する
 第一に、各級の漁業主管部門は、漁船の省エネ・排出削減を重要議事日程に組み入れな

約になるようにする。FRP 漁船の船種設計を完成した基礎の上に、2009 年には、条件の整

完備し、漁船省エネの健全な発展を指導し規範化しなければならない。

予定を組み、FRP 船の建造拠点とメンテナンスセンターのネットワーク設立をサポートし、

多くの漁民にとって、木船を使用・修理するよりスピーディかつ便利で、時間と労力の節

業及び多くの漁民を互いに結びつけた研究開発・推進態勢をつくる。第三に、漁船省エネ
の関連技術基準の制定を急ぎ、漁船エネルギー消費基準と汚染物質排出基準体系を設置・

異なるため、木造船の造船を主とした既存の造船所では、発展要求に応えられず、改造を

加えて、新たに分布を計画しなければならない。全省の沿海科学計画において、合理的に

施し、漁船省エネの新技術、新工程、新材料、新設備、新製品を推進し、漁船産業全体の
装備水準と操作水準を高め、各級の水産科学研究・学院・大学・技術推進部門、各関連企

寧沿海漁業生産に適した省エネ型船種を研究設計して、漁民・漁業企業が選べるようにし、

最終製品を徐々に形成して、省エネ型漁船推進の基礎を定めなければならない。第二に、

産業化モデルを示す。船舶検験部門は、水産科学研究や水産学院・大学などと共に、FRP
漁船の重要技術や捕獲漁船の重大装備省エネ技術の産業化モデルの総合プロジェクトを実

費に影響する重要な要素であり、専門的な力を組織して、2008 年に異なる業種ごとに、遼

FRP 船の造船所の建設を計画する。FRP 船の建造方法や技術は、従来の造船方式とすべて

い。同時に、企業を主体とし、市場を指針として、生産・学問・研究を統合した技術革新
と成果の体系化を推進し、省エネ技術と知識を普及させ、漁船の省エネ・排出削減技術の

であり、海洋漁業生産の重大な変革である。最も重要な点として、資金を調達し、重点的

 1、FRP 漁船の推進プロジェクト。FRP 漁船の推進は、漁船の省エネの客観的なニーズ

に支援し、強力に推進しなければならない。第一に、船種の最適化を急ぐ。船種は燃料消

第二に、省市両級の水産科学研究・技術推進部門は、漁船・漁業機械研究開発専門機関と
実験室を再開・設立し、技術力を結集して、漁船の省エネ科学技術に挑まなければならな

の建設、技術問題及び初期資金を重点的に解決しなければならない。

ジェクトの支援を獲得し、漁船省エネの重要問題と基盤技術を攻略しなければならない。

 資金を調達し、投入を増加し、五大プロジェクトを実施し、漁船省エネの重大基礎施設

漁業の科学技術発展計画の統一スケジュールに組み入れ、国家と省級の科学技術計画プロ

できる限り早く議事日程に組み入れ、最適化した遊漁船船種を設計し、関連の政策研究を

 （二）投入を増加し、重点プロジェクトを実施する

 （三）科学技術の進歩により、漁船の省エネ・排出削減技術の開発と推進を速める

民の転業を促進する重要な手段であり、大衆の需要が高く、発展の前途が広々としている。

 漁船の省エネ・排出削減技術の研究開発を速め、漁船技術サポートを強化する。漁船の

門回収し、安全かつ便利に、環境を整備する。

ばならない。沿岸の遊漁業を発展させることは、捕獲量を減らし、燃料消費を減らし、漁

省エネを実現する過程は、科学技術の進歩の過程である。第一に、漁船の省エネ技術を、

施設を完備し、漁港環境を整備し、FRP 漁船の出入港をスムーズにし、廃油・廃棄物を専

しなければならない。第四に、沿岸の遊漁業を発展させ、捕獲漁民の転業を促進しなけれ

なければならない。

目標に従い、五年間でさらに 20 箇所の省級漁港を建設する。省エネで環境にやさしい関連

に、休漁管理を強化し、近海資源を保護・再生し、人工漁礁を設け、漁業資源環境を改善

行い、関連の管理規則を制定し、管理体系を整え、遊漁業に一日も早く正しい道を進ませ

一級漁港の基礎の上に、省市両級は、省級漁港建設・整備プロジェクトを実施しなければ
ならず、FRP 漁船の出入港の要求と、グリーンでクリーンな、環境にやさしく安全という

消費の高いトロール作業をもっと減らし、五年間で 20％減少させなければならない。第三

 3、漁港の建設・整備プロジェクト。FRP 漁船の推進には、FRP 漁船に適した漁港も合

機種リストを最適化し、更新計画と指導意見を提出する。2010 年までに、計画に従い燃費

保護し再生することである。漁業資源の衰退は、漁民に出力の増加、漁場の拡大、漁具の

わせて建設するというバックアップがなければならない。国家が投資建設した中心漁港、

 2、ディーゼルエンジンの更新プロジェクト。力を結集して、漁船ディーゼルエンジンの

 漁船捕獲のエネルギー利用率を高めるポイントは、捕獲量を減らして、海洋漁業資源を

洋捕獲漁船の総出力を既存の規模内に厳しく抑えなければならない。第二に、エネルギー

建造価格に相当するレベルにおおむね達するようにする。

 （一）海洋捕獲量を減らし、遊漁業を発展させる

漁船（※漁業許可証、漁船登記証、漁船検査証の三つを持たない漁船）を取り締まり、海
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導を強化しなければならない。漁船の省エネは、多くの面に関連した総合的業務であり、

削減の理念を植え付け、どの船でも皆知っているようにする。漁船省エネ業務に対する指

と強みを宣伝し、FRP 漁船の建造知識や省エネ・環境保全知識を普及させ、省エネ・排出

省エネ・排出削減の重要性と政策措置を強力に宣伝し、漁船の発展傾向、FRP 漁船の効果

らない。漁船省エネ宣伝日を設け、夏季休漁期と冬季に集中宣伝を行わなければならない。

ブックを発行し、様々な形式や手段を充分に利用して、宣伝のカバー面を広げなければな

地の漁船と漁業生産の特徴を統合して宣伝方案を制定し、宣伝大綱を作成し、宣伝ハンド

と認識を高め、多くの漁民が自覚的に漁船省エネに努めるようにしなければならない。当

 漁民は漁船省エネの主力軍である。宣伝の度合いを強め、漁民の省エネ・環境保全意識

 （六）宣伝を強化し、認識を高める

省エネ実用技術の推進などに用いる。

を、FRP 漁船の改造、省エネ装置の取付け、漁船ディーゼルエンジンの更新・改造、及び

措置の違いにより、異なる補助金規則を採用する。全体として、現行の燃料補助金の一部

から設備・技術の補助へと変え、対症治療から根本治療へと変える。省エネ製品や省エネ

る政策優遇を与える。第三は、既存の漁船燃料補助金を漁船省エネと関連付け、金銭補助

り、鋼鉄製・木造捕獲漁船を自主的に FRP 船に改造した場合、資源費の納付を二年免除す

え、省エネ・排出削減の実施に不熱心な場合、制限と処罰を与える、第二は免除政策であ

造・検査・証書発行管理規則を制定し、省エネ・排出削減に努める漁船に奨励と支援を与

ンの更新補助規則、漁船省エネ・排出削減の新製品・新技術の推進規則、及び遊漁船の建

造漁船の繰上げ廃棄補償制度、FRP 漁船建造補助規則、燃費の悪い漁船ディーゼルエンジ

 漁船省エネの関連政策を制定・完備する。第一は、資金補償政策である。旧式漁船、木

 （五）政策を完備し、奨励・制限体制を強化する

オリティを高め、船舶と機関操作の管理水準を高めなければならない。

一般の船員まで全員の漁船省エネ意識を高め、省エネ技術を把握させ、漁船船員全体のク

の研修を、漁港監督職務船員の就業研修の重要な内容に組み入れ、船長、エンジニアから

ない。どんな省エネ技術や製品も、人が操作するのであり、人が第一である。省エネ技術

の管理手段を強化しなければならない。第六に、漁船省エネの研修を強化しなければなら

理能力の育成に力を入れ、相応の監督管理規則を制定し、相応の管理設備を配備し、相応

かなどを検査する。漁船の省エネ・排出削減の健全な管理体系を設け、エネルギー消費管

内に廃油・廃棄物の回収センターが設置されているか、及び漁港環境が基準に達している

において、
「漁船燃料消費記録簿」を検査し、省エネ・排出削減措置を取っているか、漁港
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導を強化しなければならない。漁船の省エネ・排出削減と環境汚染の防止を、各級の漁船
人を表彰し、奨励を与えなければならない。

の関連単位が共同で責任を負い、一致して局面にあたらなければならない。漁船省エネ・
排出削減表彰制度を設け、奨励規則を制定し、漁船省エネ・排出削減に貢献した単位や個

処理などについて詳細に記載する。第五に、漁船の省エネ・排出削減業務に対する検査指

検査と漁港監督管理の重要な内容に組み入れなければならない。定例漁船検査・安全検査

系統的な工程であり、単一部門だけでは効果が現れにくい。各級の漁業主管部門は、相応
の指導機関を設立して、主管部門の指導を徐々に形にし、漁業政務・港湾監督・船舶検査

管理を強化する。漁船のエネルギー消費管理制度を制定・実施し、動力漁船はすべて統一

印刷した『漁船燃料・エンジンオイル記録簿』を設け、漁船の給油、燃料消費、廃油回収
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FRP 漁船が国内で最も多い省でもあるため、FRP 漁船の強力な発展のための基礎を備えて

いる。

1

2

 政府財政補助金に組み入れられた漁船は、FRP 原材料を政府の入札仕入とする。農業部
FRP 原材料工場型式認可を有する基幹企業の生産する製品を採用し、FRP 漁船は農業部

らない。

 4、発展見通し及び措置

漁船の建造を先導する、全省ひいては全国で最大の FRP 漁船建造拠点を設立しなければな

造を奨励し、今後 5 年以内に政府財政資金の補助金政策を実施する。旧式漁船を撤去し、

えなければならない。

FRP 漁船を建造した漁民に対し、
政府はその船舶建造価格の 40％の財政補助資金を給付し、

万元余り）
、FRP 漁船の建造価格を引き下げる。旧式漁業船舶から FRP 漁船への更新・改

減政策・産業政策に合致した、優れた標準船種を確定し、新時代の漁船発展のニーズに応

補助資金が、木造漁船と比べた FRP 漁船建造の差額部分をカバーするようにする。

た船舶はすべて、その金型費用に財政補助金を給付し（船の長さが 24m の金型は平均 40

い技術規範に従って、先進技術・装備を採用し、最適化した再設計を行い、省エネ排出削

漁船の設計と建造経験を総括し、既存の基礎の上に、威海・青島を中心として、全省の FRP

 FRP 漁船の建造に対する資金支援を強化する。FRP 漁船の一般標準船種に従い建造され

って淘汰され、省エネ効果に達しない船種もある。これら船種に対し、一刻も早く、新し

 （1）漁船の FRP 化の実現には、全省の FRP 船舶設計と製造部門の優位性を統合し、FRP

よう指導しなければならない。人材の育成を速め、現代的な造船設備を増やし、生産戦略
の転換を実現して、FRP 船舶建造の任務を果たす。

もので、系統的な論証・最適化・統合が行われておらず、早期の一部船種はすでに古くな

造漁船の建造を制限しなければならない。政府は既存の木造漁船造船企業に、木造漁船を
メンテナンスするという基礎の上に、現在の発展の戦略機会を利用して、生産転化を急ぐ

 現在、我が省で設計・建造した FRP 漁船の船種はトロール漁船が主である。これら FRP

全性能の向上を促進し、山東省 FRP 漁船発展の新局面を開く。
 （5）我が省は、一連の関連政策をできる限り早く制定し、FRP 漁船の建造を奨励し、木

州、南米などに輸出され、我が省の FRP 漁船発展のニーズを完全に満たすことができる。

 3、建造済みの FRP 漁船の船種

漁船の船種はほとんどが、各設計単位・FRP 漁船製造企業が船主の要求に基づき設計した

な現状を根本から変え、我が省の漁船製造業の新たな発展を推進する。山東沿海 FRP 漁船
が主位を占める海洋風景をつくり、木造漁船の歴史的な変革を実現し、漁船技術状況と安

る E ガラス繊維の年間生産能力は、40 万トンの規模に達しており、しかも 55％の製品が欧

中小タイプ漁業船舶装備が旧式で、安全性能が低く、燃費が悪く、汚染が多いという貧弱

 国内の FRP 原材料生産工場が生産するガラス繊維、
樹脂などの材料の性能指標はどれも、

すでに国際的先進レベルに達している。例えば、我が省の泰山玻璃繊維有限公司の生産す

船の一連の船種を設計する。我が省に全国最大の FRP 船舶製造業拠点を設立し、我が省の

隻、12m 以上の FRP 漁船 2,000 隻を建造する造船能力を有している。

限公司の一企業のみが、アンゴラ、インドネシア、オマーン、アラブ首長国連邦、サウジ

研究開発センターを設立し、我が省の漁民の従来の作業習慣と海洋漁業資源状況を重視す

て計画、政府が指導し、重点を強調し、点から面へ、着実に推進」という原則に従い、先
進的な性能の、燃費のよい FRP 漁船に建造する。山東半島の省エネ型 FRP 漁船の設計・

建造した FRP 漁船と FRP 漁政公用船・艇は合計 500 隻余りである。威海中復西港船艇有

るという前提の下に、
「安全、先進的、省エネ、環境にやさしい」という方針を徹底し、FRP

まず、使用制限船齢に達し、更新（建造）の必要がある木造漁船 2,000 隻余りを、
「統一し

漁船製造工場は、すでに累計 2000 隻近くの FRP 漁船を製造している。このうち国内用に

造している。現在、我が省の FRP 漁船造船所は、年間で 12m 以下の小型 FRP 漁船 4,000

 （4）山東の実際に合わせて、実行可能な短期・中長期計画を制定する。今後の 5 年間に

格を取得しているのは 8 軒で、主な分布は、威海市 5 軒、青島市 3 軒である。これら FRP

アラビア、カナダ、ナイジェリア、ノルウェーなどの国に、1,300 隻余りの FRP 漁船を建

援を与え、木造漁船の FRP 化の改造ペースを速める。

 現在我が省には、FRP 船舶製造工場が十数軒ある。このうち、農業部の FRP 漁船建造資

れ、
「山東半島藍色（海洋）経済区」を建設するプロジェクト内容として、政策と財政的支

が悪く、汚染が多く、経済的利益が低い旧式木造漁船及び一部の小型鋼鉄製漁船を、徐々
に撤去する。木造漁業船舶の FRP への更新・改造を、省政府の「平安漁業工程」に組み入

占める。規模は 6.68m～33m で、所有する FRP 漁船が国内で最も多い省であり、建造する

2、FRP 漁船の製造企業、原材料生産企業の状況

設という要求に臨み、我が省の近海漁船も転換期に入らなければならない。漁船の安全性
能の向上と省エネ・排出削減を重要ポイントとして、船齢が長く、安全性能が低く、燃費

ている。現在、全省で 289 隻の FRP 漁船を所有しており、全省の海洋漁船総数の 0.68％を

 （3）現在の漁業発展における戦略ターニングポイント、及び国家の資源節約型社会の建

優位性を打ち立てる。

産業を重点的に発展させ、FRP 船舶産業発展の要衝を押さえ、海洋経済発展における産業

業を育て上げる。FRP 原材料の生産・FRP 船舶製造業・FRP 漁船の遊漁業への従事などの

森林資源を保護する。FRP 船舶産業の発展に尽力し、広範囲な先導力を持った現代 FRP 産

 （2）FRP 漁船を科学的に開発し、FRP 資源を効率よく利用し、木材を大幅に節約し、

 我が省は、FRP 漁船製造業の大省であり、全国に先駆けて FRP 漁船の設計・建造を始め

1、現在の FRP 漁船の状況

2010/3/30 0:00:00

山東省 FRP 漁船産業の現状と発展見通し
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（典拠：山東漁業船舶検験局 山東省漁船漁機産業協会）

FRP 漁船建造資格を有する造船所を選び、指定企業で生産する。
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造船工場或いは船主が建造中の船舶に本新規定の要求を適用するよう求めた場合、船舶検

 本局は船舶検証機構及び当機構が執行する法定検証を監督する。
 船舶検証機構は検証の全面性と有効性を十分に保証しなければならず、その検証項目
の検証品質に責任を負う。
 船舶所有者管理者は船舶運行期間内、船舶を航行に適した状態に維持しなければな
らない。
 船舶所有者管理者と船長は海事部門の船舶に関する運航規定を遵守しなければなら
ない。



 同等の効力及び免除

 新型特性を持つ船舶について、本法規に関するいずれかの章節の規定が、この種の特

性の研究の発展及び国内海上を航行する船舶がこの種の特性を採用することを著しく妨げ

る場合、本局はこれらの要求を免除することができる。しかし、本法規の要求と同等の効

力を有する装置、材料、設備、器具、型式、その他施設を採用しなければならず、この種

の船舶が予期した用途と一致していると本局が認め、船舶の全面的安全が保証されなけれ

4

 責任

ばならない。

3



 申請者は規定に従い検証機構に検証費用、交通費及びその他必要費用を支払わなけれ

 申請と費用

 本法規の新しい要求が建造中の船舶或いは既存船舶に適用すると特に明示している

日或いはそれ以後キールを安置或いはこれに相当する建造段階の船舶にのみ適用される。



場合、これに従わなければならない。

 明文規定がある場合を除き、本法規による改修通報は、船舶構造に関わり、効力発生

 本法規に規定されない者は、本局は別途規定或いは特別に配慮する。

要な検証条件を提供する。

の要求を満たすものとする。

ャーボートの法定検証証明発行規定は、本局が別途制定する。

 船舶所有者或いは管理者は、規定に従い関連の船舶検証機構に法定検証を申請し、必

用していた規範の要求を引き続き満たしていなければならない。重大な修理、改装、改築
及び関係する艤装は、船舶検証機構が合理的で実行可能であると認める範囲内で、本法規

洋船舶は、本局の「国内航行海洋船舶法定検証技術規則」に関連規定を適用する。プレジ

 既存の船舶に修理、改装、改築及び関係する艤装を行うとき、少なくともこれまで適

き従来の運用規範の要求に従う。
（従来の船舶検証局が発布実施した法規を含む。
）



本法規は船体長さ ～P 以下の沿海小型船舶に適用し、船体長さ P 以上の国内運航行海

 別途明文規定がある場合を除き、本法規が効力発生する前に建造された船舶は引き続

及び操業に適していることを証明する。

証機構が合理性を有し実行可能と認めた場合、これに同意することができる。ただし関連

はこれに相当する建造段階の船舶にのみ適用される。

政府の関連法令、条例及び本局の関連規定と標準を満たしており、中国海域における航行

技術文書に注記しなければならない。

 別途明文規定がある場合を除き、本法規は有効日或いはそれ以後、キールを安置或い

 本法規の要求を満たす国内を運航する小型船舶には、相応の法定証書を交付し、中国

 本法規は国内海上を運航する中国籍の船舶に適用する。特に明記がある場合を除き、

の扉ページ上に表記されるが、別途特記がある場合は除外する。

海小型船舶法定検証技術規則」
（以下「本法規」という）を制定する。

 適用範囲

 本法規は国務院交通主管部門の批准を経て公布施行される。法規の効力発生日は法規

産の安全を保障し、水域環境汚染を防止し、クレーン設備の安全操業の保障などのため、
「沿

 効力発生と適用



趣旨

交通主管部門の批准を経て公布施行される。

 中華人民共和国政府の関連法律、法令、条令の執行を徹底し、海上船舶と人命及び財



 本規定は本局が解釈の責任を負う。

設（第  条を除く）
、コンテナの検証精度と技術法規は本局により制定され、国務院

 解釈



り規定された検証管理の主管機関となる。

 「中華人民共和国船舶と海上施設検証条例」第  条の規定によると、船舶、海上施

しており、船舶の全面的安全が保証されなければならない。

例」第  条規定により、中華人民共和国海事局（以下「本局」という）が本条令によ

その他の施設の採用を許可するが、試験またはその他の方法でこれらの装置、材料、設備、
器具、型式、その他施設を認定し、少なくとも本規定の要求するものと同等の効能を具備

 中華人民共和国国務院令（第  号）発布の「中華人民共和国船舶と海上施設検証条

 本局は船舶上に本法規の要求と異なる装置、材料、設備、器具の設置、型式、または

ばならない。

 法令

総 則
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引火点が ℃を下回るタンカー
危険物運搬船（ばら積み船、/3* 船を含む）
潜水式船舶或いは半潜水式船舶
帆船（モーターセーラーを含む）
スポーツ用船舶
プレジャーボートձ











 定義

 本法規各章に関わる関連定義は、各章節に規定する。

 本法規を全体的にいうと、関連定義は以下の通りである。

  中国籍船舶：中華人民共和国にて登記された或いは中華人民共和国にて登記される予

定の船舶を指す。

 法定検証：本法規が規定する各種検証（政府の法令、条例に規定される検証を含む）



で、すなわち船舶と人命及び財産の安全を保障し、水域環境汚染を防止し、クレーン設備

の安全操業の保障などのため、国内沿海を運航する小型船舶に向けて規定した各項検証と

検査、及び検査と検証が要求を満たした後に法的証書を発行、或いは署名を与えることを

指す。

（台湾海峡及びこれに類する海岸は  海里以内）を超えてはならない。船舶が満載状態に
て、
最大航行速度の の速度で航行するとき、
客船の航行時間は  時間を超えてはならず、





6

 遮断区域運行制限：沿海海域を運航し、海岸と島、島同士に囲まれた遮蔽条件が比較
的良く、波が比較的小さい海域で、海域内の島から島又は島から海岸の距離が  海里以内



場合、本局は状況をみて上記の距離について更に厳格な要求を提示することができる。



が  時間を超えず、貨物船は  時間を超えないこと。上記の水域の海上状況がやや劣悪な



5

 沿海区域運行制限：航行区域が海岸から  海里以内（台湾海峡及びこれに類する海岸
は  海里以内）で、船舶満載のとき最大運航速度の ％の速度で庇護地ձに到達する時間



 船年齢：船舶が建造完成した時から起算し本年までの間の年数。

 既存船舶：新造船舶以外の船舶を指す。

る。

 本法規を適用する小型船舶は、その航行区域における運行を以下のように制限す

キールが安置された或いはこれに相当する建造段階にある船舶を指す。

 運行制限

 新造船舶：別途規定がある場合を除き、本法規関連章節の効力発生日或いはそれ以後

使用してはならない。

 国内航行：中国水域内の航行を指す。

舶はガソリン動力船内機を設置してはならず、客船もガソリン船外機と /3* 動力船内機を

域。

「/3*」という）を燃料とするエンジンを主動力とする小型船舶を指す。但し全ての商用船

 本法規を適用する機動船舶はディーゼル、ガソリンまたは液化石油ガス（以下



レジャー、観光に使用する船舶を指す。

①本法規においては、プレジャーボートは公民、法人或いはその他の組織が所有しかつ非商業性の娯楽、

 中国水域：中華人民共和国沿海の港湾、内水、領海及び国が管轄する一切のその他水

を差す。

 船舶検証機構：本法規においていうと、本局が認可した船舶法定検証に従事する機構

可及び批准、同意で、本局に認可された船舶検証機構により具体的に実施される。

 認可：別途規定がある場合を除き、本法規により執行される具体的な検証における認

海事局とする。



漁船

規は以下の船舶には適用しない。

をすることができる。この処理意見に不満がある場合、書面と合わせて詳細な背景資料を

本局に申し立てることができる。本局により最終裁決を行う。

 主管機関：本法規に規定される検証と証書発行を管理する主管機関は中華人民共和国

 本法規は船体長さ ～P 以下の国内を航行する沿海小型船舶に適用する。本法

木造船


 適用範囲

軍用船



第  節 一般規定

第章通則

す場合、関係者は船舶検査師に対して、その所属組織或いは上級組織に書面にて申し立て

 船舶検査師がその任務を執行する上、関係者と意見が異なり業務の進度に影響を及ぼ

 申し立て
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貨物船は  時間を超えてはならない。かつ風力階級  以内（ビューフォート）
、目測波高 P

の重量を指す。



を指す。

下の権限を持つ。

際に到達できる航行速度。

7

 貨物船：客船とプレジャーボート以外のあらゆる船舶を指す。

ղ満  歳以下の幼児。

 全長 /RD P ：船舶の船首柱の最前端から船尾板或いは船尾柱の最高端までの距離を指

①船長、船員と船上にて業務に従事する者或いは当船舶における業務員。


 別途規定がある場合を除き、本法規は以下の定義を採用する。

 乗客：以下の人員を除く者を指す。




 定義

 客船：乗客数が  人を超える船舶を指す。

連規定を満たしていること。

船舶を指す。

8

 開放船：船首から船尾までの範囲に風雨密性がある連なった露天甲板を備えていない

プラスチック素材とする。船舶の材料と建造工程は中国船級社「材料及び溶接規範」の関

 甲板船：船首から船尾まで風雨密性がある連なった露天甲板を備えた船舶を指す。

 本法規を適用する船舶は、その材料を鋼質、アルミ合金またはファブリック強化

際に到達できる航行速度。

場合を除き、本局は中国船級社「沿海小型建造規範」を標準として認める。

計と設置はいずれも予期された用途に適合していなければならない。本法規の規定がある

 最大航速：船舶が満載排水量のとき、定められた最大持続推進動力で平水を航行する

   9――船舶が満載排水量であるとき、定められた最大持続推進動力で平水を航行する

 本法規は国内を航行する沿海小型船舶法定検証の執行依拠である。

 船舶の構造と強度、艤装、タービン、電気設備とエンジンルーム自動化などの設

式中：∇――満載排水量∆が対応する排水体積、㎥

 検査依拠

舶が是正措置を取らない場合、その船舶の証書を取消し、かつただちに本局に通知する。



9Ӎѭ  P秒
9Ӎ      NQ

ていない場合、船舶検査師或いは機構はただちに船舶が是正措置を取るよう要求する。船



 高速船：満載排水量時の最大航行速度 9 が以下  つの式を同時に満たす船舶を指す。

た場合、或いは船舶が“出航、船舶、船上人員、いずれにも危険がない”の条件を満たし

 乾舷甲板：甲板船の船首から船尾まで連なる露天甲板を指す。

際、船舶或いはその設備の状況が実際上、証書に記載されている内容と異なると確認され

側面板の頂点（開放船）までの垂直距離を指す。

 上記の船舶検証機構の船舶検査師は国内を航行する沿海小型船舶の法定検証の

  港湾海事管理機構の要求に従い、乗船し検査と検証を行う。

 乾舷 ) P ：船体長さ / の中央部で、満載喫水線から乾舷甲板（甲板船）上端または舷

の表面から甲板（甲板船）横ビーム上端または舷側面板の頂点（開放船）までの垂直距離

 上記の船舶検証機構の検査師は国内を航行する沿海小型船舶の法定検証の際、以

  船舶に対して修理要求を出す

横ビーム上端または舷側板先端（開放船）までの垂直距離を指す。)53 船は、平板キール下

 型深さ '（P）
：船体長さ / の中央部で、舷側において平板キール上端から甲板（甲板船）

離を指す。)53 船は船体両側の外表面間の最大幅を指すが、舷保護材等の突出物を含まない。


 船幅 %（P）
：船体の最大幅。一方の舷フレームからもう一方の舷フレームの間の水平距

ールの端（)53 船はキール下の表面）から満載喫水線までの垂直距離を指す。

舶検証機構により実施する。

 国内を航行する沿海小型船舶法定検証は規定に従い総則 （）に記された船

 検証機構



は人工の遮断区域を指す。

 満載喫水 G（P）
：満載排水量で水面に静止しているとき、船体長さ / の中央部の平板キ

し、定員数の乗員が全て乗船し、船舶が直ちに発進可能な状態になったとき、排水する水

客は  人を超えてはならない。

①庇護地とは、船舶がその安全に危険が及ぶ可能性がある状況下で、庇護を提供できるいかなる天然或い

どが全て揃って船上に積載されており、かつ燃油、滑油、淡水、食品と補給品を満タンに

 満載排水量 ڹW ：規定に従い配備された船員、設備、貨物、備品、付属部品、索具な

ルが傾斜したとき、その計量長さの喫水線と設計喫水線が平行でなければならない。

柱のない船舶は、船首柱の前端からラダーストック中心線の長さを指す。船舶設計はキー

 船体長さ / P ：満載喫水線に沿って船首柱の前端から舵柱後端までの長さを指す。舵

し、その他の突出物は含まない。

 開放船は平水区域において条件付きでのみ運行できる。高速開放船に搭乗する船

級  以内（ビューフォート）
、目測波高 P 以内の海面状態での航行に限られる。

大航行速度の の速度で航行するとき、航行時間は  時間を超えてはならず、かつ風力階

 平水区域の運行制限：航行区域が海岸から  海里以内の水域で、船舶が満載状態で最

以内の海面状態での航行に限られる。
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＊  出入口、窓、蓋などの施設配置図
＊  防火、消火と緊急出口
＊  救命設備配置図
＊  操舵システム図

 既に  が規定する証書を取得している船舶は、規定の間隔に従い本節 

～ が規定する内容により運行検証を行う。

 年度検証は証書発行から  年経過する前後  ヶ月内に実施する。検証合格後、船

舶検査師が相応の証書に署名し、証書が規定期限内に継続的に有効であることを確認する。


＊  航行設備システム図と配置図
＊  船舶操作マニュアル（作成内容は付録を参照）

 証書更新検証の間隔は、客船は  年を超えてはならず、高速船及び貨物船は  年

を超えてはならない。検証合格後、新しい航行適性証書を発行する。証書更新検証の期限

になってもまだ証書更新検証が完了していない場合、同意を経て、 ヶ月を超えない期間を

 証書更新検証は年度検証、船底外部検査と合わせて実施する。

9

＊  船内通信システム図と配置図（警報システム、公共放送などを含む）

に継続的に有効であることを確認する。

 状況に応じて、以下の図表と資料を船舶検証機構に提供し検査を受ける。

 容積トン数予測計算書

＊  無線電信設備システム図と配置図

に実施する。検証合格したものは、船舶検査師が相応の証書に著名し、証書が規定期限内

与えることができる。

 照明システム図と配置図
＊  信号設備システム図と配置図

年以内に  回以上、最長間隔は  年を超えてはならず、そのうち  回は証書更新検証の際

 汚染防止設備配置図

＊  不沈性計算書

 運行検証の間隔

 船底外部検査は、客船は  年に  回実施し、高速船は通常毎年  回、貨物船は 

＊  乾舷と満載喫水線標識乾舷と予備浮力計算書
＊  完全な安全性計算書
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＊  全体配置図

 証書の書式は本局により別途制定し、定期的に有効証書の書式を公布する。証書

はいずれも中国語で記述する。

＊  船体、タービン、電気設備の関連図表資料は中国船級社「沿海小型船舶建造規範」

 状況に応じて、以下の図表と資料を船舶検証機構の批准を受けるために提出する。

の関連規定に従い提出する。

効である。批准された図表の有効期限は  年とする。

す船舶に対し、相応の沿海小型船舶検証証書を発行する。

を超えることができない。

 批准された図表は審査申請書上に規定された建造艘数の範囲内においてのみ有

 検証を申請した全ての小型船舶は、初回検証が完了した後、本法規の要求を満た

 証書の有効期限は、客船は  年を超えることができず、高速船及び貨物船は  年

なければならない。

 証書の発行と書式

մ 付加検証

 船舶建造の前に、本節の規定に従い図表と資料一式  部を船舶検証機構に申告し


 初回検証

ճ 証書更新検証

実施する。

を行わないとき証書は自動失効する。

ղ 船底外部検査（造船台ドック内検査）

 本節に列記した各種検証項目中、各種船舶の具体状況に応じて適用項目の検証を

 船舶を証書に規定する運用条件に従わずに運行し、或いは規定に従った運行検証

ձ 年度検証

 船舶安全に関わる修理または改装のとき。

 船舶所有者或いは管理者の変更、船名または船籍港が変更になったとき。

 運行検証は以下を含む。

 証書が失効したとき。

ղ 既存船舶の初回検証

 船舶証書が限定する用途或いは航行区域に変更があったとき。

ձ 新造船舶の建造検証

 初回検証は以下を含む。

 事故が発生し、船舶の航行適性に影響を及ぼしたとき。

確認する。

 船舶の検証類型分類：

のは、船舶検査師が相応の証書に署名し、証書が規定期限内に継続的に有効であることを

 船舶に以下の状況の一つが発生したとき、付加検査を申請する。検証合格したも

 検査種類

第  節   検証と証書
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 リモート開閉装置の設置と試験、例えば燃料クイッククローズバルブなど

 船内通信設備の試験
 信号設備、無線電信設備の取り付け検査と試験
 メインエンジン、サブエンジン、操舵システムと制御、安全と警報システムの検査と

舶検証機構は船舶の実際状況に応じて、その他の図表・資料の提出を要求することができ

る。

 照明システムの検査

 防火構造の関連施設が整っているかを検査。
 満載喫水線の標識、設計喫水線と水位測定の正確性を検査

 必要な機械設備の船用製品証書の確認

 船舶に配管を行った後の水密性試験

 錨泊設備、舵設備、消防と救命器具の配置とその有効性を検査。

 柵、手すり、通路、非常口などの有効性を検査。

 傾斜試験

 新造船舶のタービン検証項目は以下とする。

 ガソリン室内外機の機械室の自然換気口が有効であるかを検査

 開放船の潅水試験

12

 船体外部の風雨密性完全性、特に高速船の前窓の窓枠とガラス連接の有効性を検査す

11

 船体の各連接部分にゆるみがないか、浸水現象がないか検査する。

 緊急通路、非常口及び柵、手すりの検査

る。

 船体内部に浮力をもたらす構造密封性、完全性を検査する。

 錨泊と停泊の設備の検査

 消防と救命器具の船用製品証書と配置の確認

 金属船は、船体外板、甲板、隔壁などの腐食現象を検査する。

 主尺度測定

察する。

 )53 船は、船体構造と上層建築物の外面を検査し、亀裂、白色化、分層現象の有無を観

 船体検査項目は以下とする。

 満載喫水線の標識、設計喫水線と水位測定指定の正確性を検査。

 船体密性試験。ドア、窓、蓋の水密性試験を含む。

む）

 船体構造の内部完全性（ケーブル、パイプが主要横隔壁を貫通する部分の密封性を含

 年度検証



 第一階層上の上層建築物及び操縦室の前壁上の外窓の取り付けの質（窓ガラス、窓枠

の間のつなぎを含む）

施しなければならない。船齢  年以上の客船は証書更新検証項目に従い実施する。

 検証項目は可視船齢と船舶の実際状況に応じて決定し、少なくとも年度検証項目を実

れる。

 既存船舶の初回検証の審査に申告する図表と資料は本章  の規定に従い分別さ

 既存船舶の初回検証

 船舶検証機構が必要と認めた検査と試験の項目。

 船体を成型した後の検証

 船体装備の正確性、完全性及び溶接継ぎ目の質

の力学性能試験報告書を検査。

 造船所が提出した船体の板材（単一パネルとサンドイッチパネルを含む）のサンプル

 船体の成型金型を検査。

かを確認し、関連船用品の証書を取得する。

 「停泊と航行試験大綱」に基づき停泊試験と航行試験を行う。

 新造船舶の船体検証項目は以下とする。

 船体構造の全ての材料、製造工程、設備と装置などが関連規範の要求を満たしている

 点火防止設備の検査

クがある項目を提供する。

試験

 ケーブル規格検査と取り付け検査

も上記の図表と資料の内容を含んでいなければならない。 及び  を除き、船

 既存船舶の初回検証にて審査する図表・資料は  と  の“＊”マー

 発電機、予備電池、配電盤の検査と試験

 審査のために提出する図表と資料の名称は全く同一でなくてもよいが、少なくと

 重要用途の電気設備、信号設備、航行設備、無線電信設備の証書を確認

 新造船舶の電気検証項目は以下とする。

＊（６）船舶の全設備明細表

（５）排水量等諸曲線

 （４）重量重心計算書

 関連の汚染防止設備の完全性確認

 システムの適用と試験

＊（２）全体説明書

（３）船体線図

 重要機械の設置と試験

＊  船体、タービン、電気設備の関連図表資料は中国船級社「沿海小型船舶建造規範」

の関連規定に従い提出する。

－ 145 －

 船舶構造の設計、建造は本節規定を満たすほか、本局は中国船級社「沿海小型船
舶建造規範」を標準として認める。

査する。

14

化プラスチック素材である沿海小型船とする。

証書更新検証項目は年度検証と造船台ドック内検査項目以外に、下記項目を検
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 本節規定を適用する船舶は、その材料が鋼質、アルミ合金またはファブリック強

船舶構造

 証書更新検証

 一般要求

第節



 船殻上の接地板が完全であるかを検査。

ォータージェット推進、海底バルブボックス及びカスケードの完全性を検査。

 舵、舵柱、ラダーキャリヤー、= 型推進装置、スクリュー、スクリュー軸と軸受け、ウ

 喫水線以下の船体外板に亀裂がないか、損傷、腐食の程度を検査する。




第章船舶構造と機電設備

分について厚さ測定検査を行わなければならない。

 船底外部検査

 船底外部検査項目は以下とする。

 金属船は、第  回目及びそれ以降の証書更新検証の際、船の外板の疑いがある部

があってはならない。

 可燃気体或いは及び粉末層が存在する区域に潜在的な火種が存在しないこと。



 船体のラミネート板は浸水現象と明らかな白色化現象、剥離亀裂（)53 船の場合）

 無線電信設備の検査と試験。

 高速船の年度検証項目は証書更新検証項目と同様である。

 本章   ～  の項目は、そのメンテナンス・ケア記録にて代替できる。

 配電盤（箱）を検査し、稼動状態が良好であることを確認する。

試験を行う。

 重要設備用の電動機を制御設備とともに検査を行い、可能な限り稼動状態下にて運転

行う。

 航行設備、信号設備の試験。

 接地状況と避雷針の設置状況に対して全体検査を行う。

 電気設備とケーブルは可能な限り稼動状態にて全体検査と試験を行う。

 発電機、予備電池の外部検査をし、使用状況を確かめる。

 内部通信設備の試験。

 発電機、予備電池と操縦電動機（ある場合）の検査を行い、稼動状態にて運転試験を

 電気設備と電路の絶縁抵抗を測定。

 電気検証項目は以下とする。

 圧力容器内部検査或いは水圧試験、安全装置の分解検査と試験。

）汚染防止設備の完全性を検査。

に達する通路、逆噴射装置と制御機構を検査し、インペラーと導管の隙間を測定する。

 ウォータージェット推進：インペラー、シャフト、シャフトシール、流入水がノズル

状態を検査する。

コーナー、テールパイプ、軸受、オイルシール及びスクリューと円錐スクリュー軸の配合

 スクリューシャフトを抜き出して、シャフト、ブッシング、キー、円錐体とフランジ

ートシステムと液圧操縦システムが良好な稼動状態にあるか。

 = 型推進装置が稼動している状態で操縦試験を行い、メインエンジンと = 型装置のリモ

 ギアケース：大小のギアケース、シャフト、軸受、クラッチを検査。

ンプなどの部品を検査。

ャフト及び全ての軸受、エンジンベース、エンジンラック、冷却機、吸振機、エンジンポ

 エンジン：シリンダー、シリンダーカバー、バルブ、ピストン、連接棒、クランクシ

リモートシステムと液圧操縦システムが良好な稼動状態にあるか。

 推進機械が稼動している状態で実施する操縦試験、メインエンジンと = 型推進装置の

 ドア、窓、蓋の水密性試験。

 消防ポンプと配管システムの検査と試験。

 圧力容器と安全装置の外部検査。

 リモートクイックバルブクローズの検査と試験。

 機械室天窓、通気筒とドアの開閉状況を検査。

検査。

 ビルジ水システム、メインエンジン冷却システムなど重要配管システムの使用状況を

 操舵装置と制御システムを検査し、稼動状況下において試験を実施する。

かを検査する。

 オイルタンク、オイルケース及び燃油システムが完備されているか、浸透現象がない

態が良好であるかを確認する。

 メインエンジンリモートシステム、= 型推進装置の液圧操作システムを検査し、稼動状

 機器部分について全体検査を行う。

の効用試験の実施を要求できる。

 推進装置について、重要用途のサブエンジン外部検査を行う。必要なとき、ある項目

 タービン検査項目は以下とする。

－ 146 －

 操舵装置は航行の際、船舶の確実な操縦を確保できなければならない。操舵の位
置は操舵人員が運航するにあたり良好な視界が望める場所になければならない。


 船体縦向きの骨組みは可能な限り船全体に連続していなければならない。

 船体長さ / が P 以上の場合、/' が  以上の高速線あるいは )53 船は、船体の

縦幅全体の強度を審査する必要がある。

 燃料タンクは予備オイルの安全、有効性を確保する装置を備えていること。

 ビルジ水施設
 船舶は有効なビルジ水排除システムを備えていなければならない。ビルジ水の配

生じる危険を最低限におさえる。設計の際、構造材料、選定した設備の用途、使用する稼

動条件及び船上の環境条件に対して注意を強める。

 メイン推進装置及び船舶推進と安全のための補助機械は船舶が以下の状態にお

いて正常に稼動できるように設計する。




物は、初めて航行に投入する前に、いずれも相応の試験（圧力試験を含む）を受けなけれ

ばならない。
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 乗務員と船舶の安全を確保し、電気事故の危険を排除する。

る。

 すべての内圧を受ける機器部品、液圧、空気機械とその他システム及びその付属

のための通路を設けなければならない。

 エンジン・ボイラールーム内には操縦、メンテナンス、検査修理の各種機械設備

第  節 電気装置

16

 船舶の正常な操縦を維持するために必要な、全ての電力補助設備の電気供給を確保す

 電気装置の機能

 全ての可燃気体、有毒気体或いは蒸気が集積する可能性のある場所は、機械室を

含め、いかなる状況においても十分な通気がなされなければならない。

 一般要求



て小型船舶を確実に制御できることを確保する。

 小型船舶は適度な後退能力を備えていなければならず、一切が正常な状態におい

 静態で縦向き傾斜が °を超えない。

管は、あらゆる非永久性貯蔵液体の水密性船室のビルジ水を排除できるように配備し、水

備えていること。

護にあたって可動部品、高温表面及びその他危険性について相応の考慮をし、船上人員に

が一つの船室から別の船室に流入することを防ぐ。

 燃料供給の部品を製造する材料は、環境腐食と温度による影響に対する抵抗力を

テムと付属物、その設計と構造は予定の用途に適合していなければならず、かつ設置と防

 静態で横向き傾斜が °を超えない、

しうる衝撃と振動に耐えることができ、いかなる漏洩も起こさないものであること。

 ボイラー、圧力容器、機器、メイン・サブエンジンなど動力設備関連の配管シス

 等喫水でなだらかに浮いている状態、

 燃料供給システムの各部品はいずれも十分な強度を備え、部品の取り付けは遭遇

 一般要求

 燃料供給システム

 操舵装置

心点の間の距離は P を超えないこと。

第  節 機械設備

耐え、材料の許容応力を超えないこと。

 伝動装置は満足な強度と剛度を備え、運転中に発生しうる最も不利な複合負荷に

フロアプレートの間隔は肋骨  本分を超えないこと。横骨式船舶は、フロアプレート間隔


 伝動装置

 船体フレーム或いは縦骨の間隔 6 は PP を超えてはならない。
縦骨式の船舶は、

 キールの間隔とキールからビルジ部のナックルライン或いはビルジ部の円弧中



ればならず、かつしっかりと接着されていること。

が肋骨  本分を超えないこと。

ればならない。エンジンに速度超過の危険があるとき、安全速度を超えないよう保証する

 エンジンの設計は火災或いは爆発の危険を最低限に下げるように設計されなけ

 直接計算法を採用して船体構造を設計することを許容するが、構造計算書は船舶
措置が働かなければならない。

全監視測定及び制御装置を備えていなければならない。

に耐えうるものでなければならない。

 船底プレート、舷側のフレーム及び甲板ビームは同一断面上に配置されていなけ

 エンジンは回転速度、温度、圧力及びその他作動に関するパラメータの適切な安

 船舶構造の設計はその正常運用期間全体において受ける可能性のある最大外力

検証機構の審査を経なければならない。

 エンジン

 構造設計原則

－ 147 －

に緊急出口を一つ設け、緊急出口の最小サイズは PPPP とする。





ձ*%7「エンジン駆動の小型ボート－操舵部位の視野」
。

により乗客店員を決定し、沿海小型船舶航行適性証書に記入する。

 船舶は各乗客が占用する固定座席に基づき乗客定員を計算する。

18

い。緊急出口となるドア或いは蓋は開けやすく、外向きに開くものであること。

 船舶乗客人数は安定性計算資料、乗客船室面積、座席、ベッド、救命設備の配置

17

 緊急通路と緊急出口はいずれも乗客が容易に到達できる場所になくてはならな

 本節は船客を載せる沿海小型船舶に適用する。

服に引っかかる凹凸物があってはならない。

 乗客定員

第  節 乗客定員

 緊急出口に通じる通路の幅は PP を下回ってはならず、通路は歩きやすく、衣

 密封された生活エリアは、常用出口のほか、その出口から可能な限り離れて場所

 主要照明が稼動しない状況では、緊急照明が自動的に作動しなければならない。


第  章 乗客定員と配置


 緊急出口と施設

でき、認可標準ձを満たすように配置する。

 沿海区域の運行に制限を受ける船舶は、
緊急照明の電気供給時間を  時間とする。

とする。

 操縦台操舵位置は操舵人員が船舶航行する際、前後に良好な視界が望むことが

船舶は、緊急照明を設置する必要はない。

遮断区或いは平水区域の運行に制限を受ける船舶は、緊急照明への電気供給時間を  時間


 操縦台操舵位置

緊急照明は予備電池セットにより電気供給される。予備電池セット  セットを電源とする

客が船外に滑り落ちるのを防ぐ。

 主要照明の他、乗員が頻繁に出入りする場所は、更に緊急照明の設置が必要で、

 船舶甲板及び乗員の出入りに用いる場所は照明を設置する。

 高速船は、乗客船室内の一列目座席（船室内の横向き通路上の一列目座席を含む）

電源とすることができ、予備電池  セットの総容量は船舶の正常航行の維持に必要な設備

と操縦員の座席にシートベルトを付ける。船体重心に垂直加速度ȘFJ、設計値 J 以上を

が負傷する可能性を最小に防ぐものでなければならない。

 遮断区域或いは平水区域の運行が制限される船舶は、予備電池  セットを設置し

取る高速船は、各乗員にシートベルト或いはこれと同等な効果のある手すりを提供し、乗

 座席とその付属物及び近接構造の形式、設計と配置は、船舶が衝突した際に乗員

ければならない。

 非機動船舶については、電源は必要に応じて設置する。

 乗客の安全保護

て、船舶の安全な航行を維持するために必要な、電気を使用する設備への供給を満たせな

への電気供給を満たすものであること。

面台  つを設置しなければならない。

 航行時間が  時間を超える船舶、単独で開閉できるトイレを少なくとも  つ、洗

 正常航行が完全に電力に頼るものではない船舶は、シャフトジェネレーターと予


 洗面施設

を少なくとも  台備えていなければならない。

の禅電気供給を満たし、予備電池セットの容量は少なくとも航行過程全体の時間内におい



保障するために必要な設備に電力を供給する際、メインエンジンと独立した発電機セット

備電池セットを電源とし、シャフトジェネレーターの容量は船舶が必要とする電気設備へ

動できるようにする。

 操舵装置、推進メインエンジンに用いる各種サブエンジン及び船舶の安全航行を

 乗客船室内に十分な手すりを設置し、船舶が海上航行する際、乗客が船上で安全に活

上離れていてはならない。

 推進メインエンジンにより駆動される発電機

 予備電池セット

座席の列の距離は PP を下回らないこと。あらゆる座席から脱出通路との距離が P 以

 独立した原動機により駆動される発電機

 座席を設置する際、各乗客が占める甲板面積を  ㎡以下として計算してはならず、

 船舶の船室の配置は以下とする。

要な量を満たせなければならない。

 電源は以下の形式を採用できる。

 乗客船室はコリジョン・バルクヘッドの後に配置する。

備え、いずれも電源故障が発生した際、残りの電源の容量が、船舶が正常航行する上で必

第  節 配置
 船室

  に別途規定がある場合を除き、船舶上には少なくとも  セットの電源を

 主要電源と照明

－ 148 －

 自由に吊り下げるタイプのカーテンまたはその他の織物は範囲ⅠとⅡの中に装着して



 乗客数  人以上のその他の材料の客船は、機械室と客室の船室壁を分断は、少

火型炉の設置が許される。

19

 小型船舶では一般的に着火型炉の設置は許されない。非高速船は、同意を経て着

 液化石油ガス（/3*）炉の設置

ぐ可能性を考慮すること。

ればならない。船室通路の配置はエンジン室または厨房など失火しやすい場所が通路を塞

 船室出入口の配置はその場所にいる人員が拡散または退出しやすいものでなけ

 通路配置



る位置に通気装置の運転を停止できる装置を置かなければならない。

 機械室の通気口を適時開閉できる施設を設け、更に機械室外部に容易に到達でき



①各種材料の試験方法は「国際耐火試験手順応用規則」
（)73 規則）の関連要求に従う。



れた貫通部品または耐火性能を持つ密封剤にて密封されていなければならない。

 ケーブル、パイプ、導管などが機械室と客室の隔壁を貫く場合、難燃材料で作ら

図  特定材料を要求する部分



②単位：mm。

注：①炉の中心から測量。
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の材料または小型船舶の構造が過剰加熱または損壊することを避ける。

はその他同等の性能を持つ材料で製造すること。

炉平面

 炉の上部にガス送管を設置する場合、ガス送管と隣接する構造物を分離し、隣接

 乗客数  人以上の客船は、その機械室と客室の分断部分は、少なくとも鋼或い

なくとも  分間ձ耐火時間を持つ構造でなければならない。

 範囲Ⅱに含まれる材料は、表面温度が ℃を超え、ガラス、陶器、金属またはその他
防火特性を備える類似材料であること。

でなければならない。失火しやすく、燃焼時に大量の煙或いは有毒気体を発生する材料は

る類似材料であること。

 範囲Ⅰに含まれる材料はガラス、陶器、アルミ、黒色金属またはその他防火特性のあ

はならない。

機械室及び厨房内に使用できない。

（難燃材料）または同等の材料で作られ、かつ機械室の表面は燃油の浸透を防止するもの

 機械室と客室は分断され、分断隔壁の発火危険区域は難燃性能を持つ防火材料

 防火構造

図  規定の範囲内で使用する材料は以下の要求を満たしていること。

 小型船舶上に液化石油ガス（/3*）を燃料とする着火型炉が設置されている場合、

火災防止構造と配置

 炉とシリンダーはしっかりと地面に固定され、移動防止措置が取られていること。


 産出されるガスと煙が船上の人員に危険を及ぼすものであってはならない。

第節

国家標準の関連標準規定を満たしていること。

 火災が近隣の船室に蔓延することを考慮し、熱拡散率に制限がある。



 液化石油ガスの炉、シリンダー、コーナーバルブ及び減圧バルブなどはいずれも

子を設置してはならない。厨房の入口、窓は開放甲板に向かい、かつ外向きに開かなけれ
ばならない。かつ厨房に良好な自然換気または機械による通気を保つこと。

 「難燃材料」はその性能が以下の要求を備えている素材を指す。

 船室内の家具に引火する危険する危険性を考慮し、伝熱量に制限がある。

 厨房は主甲板より高い部分にあり、その内部には下方船室に向かう入口または梯

 消火設備は良好な状態に維持し、随時使用できること。

 延焼性が低いこと。

してはならない。

 船上に配備する消防用品はいずれも認可を受けた製品であること。

体状となる燃料（例えばコールオイル）
、固態ガソリン、アルコールなどを燃料として使用

本規則にいう着火型炉は、液化石油ガス（/3*）を燃料とする炉を指し、大気圧力下にて液

 一般要求

一般規定

第章  消防

第節

－ 149 －

第節

消火設備

ようにし、公認の国際または国家標準を参照してよい。

 その他
 船体長さが P 以下の客船と全ての貨物船は適度な長さのロープを備えた消防水
槽を具備しなければならない。




 客室内には少なくとも手提げ式消火器を  つ配置しなければならない。&2 消火器

は客室内に配置してはならない。但し可燃性液体物を含む区域（例えば厨房）或いは電気

設備のある区域（例えば電動機、予備電池、配電盤など電気設備があるところ）には配置

してもよい。

 機械室には手提げ式消火器を少なくとも  つ配置し、そのうち１つは出入口付近

内航行海洋船舶法定検証技術規則」第  篇の関連要求を満たさなければならない。


 消防ポンプと消防パイプ全体の配置は、その水柱噴射が、乗員が通常到達しうる

船の上のいかなる部位にも及ぶことを確保しなければならない。

造される船舶は、傾斜試験に合格した上で空船舶の排水量と重心位置を確定する。後続の
船舶または改装船舶が安定性の状態に変化を及ぼすとき、再度傾斜試験を行う必要がある。

いなければならず、水噴射器は水柱水霧の両用式であること。

 積載乗客が  人を超える、及び所定の総動力が N: を超える内燃機器がある

22

 新造船舶の初回製造船舶または同一型同一造船工場で大量生産化して初めて製

 各消防栓は少なくとも  つの消防ホースまたは消防チューブと水噴射器を備えて

21

 一般要求

効に保証しなければならない。

第  節  完全な安定性

 本章に別途規定がある場合を除き、高速船は、その完全な安定性について本局「国

の消防ポンプ、ビルジポンプ、圧載ポンプがある場合、消防ポンプと兼用してよい。

 消防パイプ全体と消防水道管の直径尺度は消防ポンプ最大射出水量の要求を、有

るほか、本局「国内航行海洋船舶法定検証技術規則」第  篇第  章  の安定性の特殊要求
を満たさなければならない。

 単体の客船及び乾燥物貨物船以外の船舶は、その完全性が本章要求を満たしてい



 船体長さが P を超える客船には水消化システムを備えなければならない。専用

こと。

 操縦室は手提げ式消火器を少なくとも  つ配置する。

 水消火システム

 船舶の安衛生、満載喫水線、不沈性及び容積トン数は本章の規定を満たしている

 開放甲板には手提げ式消火器を少なくとも  つ配置する。

第  章  一般規定
 一般要求

トを敷く。

 厨房がある場合、厨房内には手提げ式消火器を少なくとも  つ配置し、消防マッ

第  章  安定性、満載喫水線、不沈性と容積トン数

 告知板は中国語または中・英対文にて、語句、図形、マークが容易に理解できる

ձ &%「手提げ式消火器共通技術条件」を参照。

に置く。

る入口に告知板を掲示しなければならない。いずれかの二酸化炭素手提げ式消火器の付近
にこの告知板を貼る。



 消火剤が窒息性のものである場合、装置を設置する付近と保護対象場所のあらゆ



 NJ 容量の手提げ式二酸化炭素消火器  つは、$% の手提げ式消火器で代替できる。

 告知板



ばならない。

火システムを代替できる。

 失火しやすい区域には少なくとも容量が NJ を超えない &2 消火器を  つ配置しなけれ

かなる部分にも到達すると確認できた場合、この種の消火器により固定式二酸化炭素式消

 NJ の粉末式消火器或いは同等の移動式二酸化炭素式消火器の噴射範囲が、機器のい

消火器を使用するとき、最小容量は機械室の総船室の を下回わってはならない。

 消火システムは機械室の容積を満たす消火能力を備えなければならず、二酸化炭素式

たっていなければならない。

 消化剤は機械室の火災を消し止めることができ、消化剤を散布した後、全体に行きわ

場所は、固定式の消火設備を取り付ける。以下の要求を満たさなければならない。

 二酸化炭素手提げ式消火器の最大容量は NJ を超えてはならない。

ない。

 各種の手提げ式消火器の容量は $%ձあるいはこれと同等の効果を下回ってはなら

らない。

 船上には十分な数の手提げ式消火器を配置する。以下の規定を満たさなければな

 手提げ式消火器の配置



－ 150 －

0Y ̿̿̿ 傾斜モーメント、N1・P、下記  の計算にて取得した値の  倍とする。
0N ̿̿̿ 傾斜モーメント、N1・P、下記  の計算にて取得した値の  倍とする。
0I ̿̿̿ 傾斜モーメント、N1・P、下記  規定の計算に従う。

緊急事態が発生し変則措置を取ることが必要なとき、船舶の安定性に注意し、傾斜転覆の

危険発生を防ぐ。

DR

G̿̿̿ 計算載貨状況下の船舶の型喫水、P。
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=I ̿̿̿ 計算載貨状況下の船が風を受ける面積の中心距離基線の垂直方向高度、P。
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$I̿̿̿ 計算載貨状況下の船が風を受ける面積、㎡。

（１）計算積載状態の船舶は以下の式をともに満たしていること。

̿̿̿ 修正係数、下記  規定の計算による。

式中：

条件の下運行する場合、完全な安定性は以下の要求に従う。

 0I ＝$I（=I－DRG） N1・P


 全長 /RDP を下回る甲板船は、遮断区域での運行に制限があり、以下の航行制限

 全長 /RDP を下回る甲板船

  風圧傾斜モーメント 0I は以下の計算に従う。

そのうち、

海洋状況に注意し、慎重に操縦及び操作を行わなければならない。船舶に特殊事態或いは



. ̿̿̿ 係数、客船は .＝ とし、その他の船舶は .＝ とする。

 船舶安定性計算が本章の要求を満たしていても、船長はなおも船舶積載と気象、

 客船は満載排水状態で乗客が一つの舷に集中しているときの横傾斜角は、°を

ードと舵確度を測定し、完工安定性資料に記録する。

EN ̿̿̿ 甲板中心線から非水密性口の枠端までの最大距離の  倍、P。

を下回ってはならない。

KM ̿̿̿ EN 値の非水密性口周辺板の高さを確定、P。

G ̿̿̿ 計算載貨状況下の船舶の型喫水、P。

 確認された各種積載状態下で自由液面を修正した後の最初の安定性高度は P

N ̿̿̿ 係数、
平水区域と内陸河川水域では .＝ とし、
遮断区域では .＝ とする。

% ̿̿̿ 乾舷甲板最大幅、P。張り出し甲板の幅を含まない。

とする。

 高速船は船舶実物の回航試験を通じて回航横傾斜角が ℃を超えない運航スピ

) ̿̿̿ 計算載貨状況下の船体長さの方向に沿った最小乾舷、P。

 復原力曲線を計算するとき、通気口とその他類似する入口を、水が流入する入口

超えてはならない。

*0̿̿̿ 計算載貨状況下の船舶排水量の横方向初期安定性高度、P。自由液面修正は船
舶の実際状況をみて決定する。

ル角は遮断区域に応じて計算し、かつ  を掛ける。

0̿̿̿ 傾斜モーメント、N1・P、0Y 或いは 0N 或いは 0I のうちの大きい方を取る。
 ̿̿̿ڹ計算載貨状況下の船舶排水量、W

行海洋船舶法定検証技術規則」に準じて気象標準を確認する。気象標準を確認するとき、

風圧計算は沿海区域の風圧値により計算する。平水区域の運行に制限がある船舶は、ロー

0̿̿̿ 傾斜モーメント、N1・P、0Y 或いは 0N のうちの大きい方を取る。
0̿̿̿ 傾斜モーメント、N1・P、0I



 全長全長 /RDP 以上の船舶及び沿海区域の運行制限のある船舶は、本局「国内航

式中：

 各人が直立したとき、重心が甲板平面より P のところにあり、座ったときの重心は



座席から P 以上のところにある。

    


 各人重量 NJ

    

 各㎡  人

 完全な安定性を計算するとき、人員の分布と重量、重心は下記規定に従う。

 空載入港：航行を維持できる最小人員、の備品と燃油を積載している。

 満載入港：指定位置上に人員が分布し、の備品と燃油を積載している。

 満載出港：指定位置上に人員が分布し、の備品と燃油を積載している。

の安定性を補充確認しなければならない。確認すべき積載状態は以下のように規定する。

認する。ある積載状態の安定性が上記規定の積載状態よりも劣るとき、この種の積載状態

 全ての船舶に対して、満載出港、満載入港、満載状態における完全な安定性を確

傾斜試験は認可された関連の標準により実施する。

－ 151 －
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 全長 /RD が P を下回る開放船は、完全安定性は以下の要求に従う。

 

 ＞ のとき、D ＝ とする。

と。Q を乗員定数とする。

&L̿̿̿ 係数、以下の公式により計算する。
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 項目  と  を完了した後、乗員の総重量が変化しないという前提の下、そのうち
（Q）NJ 乗員重量を一方の舷保護材のいずれかの場所に移動しても、船は転覆しないこ

EL̿̿̿ 第 Lの船客積載場所の乗客が移動可能な横向き最大距離、P。

 船内と船外の水が平衡するまで船内に向けて潅水する。

̿̿̿ 乗客がいる場所の序数

載する。

 船上の積載物を全て揃え、各乗員は NJ 重量で計算し、錘で代替し、オイル、水を満

以下の潅水試験を行い、要求を満たしていることを検証する。

 開放船について、新造船舶が大量生産されるにあたり最初に製造された船舶は、

 不均等に進水した場合に、最終横向き傾斜角が °を超えてはならない。

 初期横向き安定性の剰余高が、P を下回ってはならない。

QL̿̿̿ 第 Lの船客積載場所の乗客数

L

式中：

    0N ＝ѷ&LELQLN1・P

 乗客が片方の舷に集中するとき、傾斜モーメント 0N は下記計算による。

D

   

＝)U－

D ＜ のとき、D ＝ とする。

D

   

    

 最終喫水線が更に進水の可能性がある、全ての口の下縁よりも下にあること。

 客船の主要船室の一つが破損し進水した後、以下の要求を満たすこと。

̿̿̿ 修正係数、以下の計算式による。

    %VG ＞ のとき、%VG  ＝ とする。

D


 不沈性

バルクヘッドを設置しなければならない。

 全長 /RD が P を超える船舶は、船首垂線（～）/ の位置に水密性コリジョン・

    %VG ＜ のとき、%VG ＝ とする。

＝（－%VG）

第  節  船室区画と不沈性

そのうち、%V、G は上記  と同様。

D

̿̿̿ 修正係数、以下の計算式による。

  

D

9PD[̿̿̿ 船舶最大航行速度（本法規   を参照、PV。
）
 船室区画



 ̿̿̿ڹ計算載貨状況下の船舶の排水量、W。

.*̿̿̿ 計算載貨状況下の船舶重心から基線の垂直方向高度、P。

*0＝%PD[ P
式中の *0、%PD[ は上記  と同様。

 満載状態下、初期安定性高度は以下により計算された値を下回ってはならない。

%PD[̿̿̿船の全体幅、舷保護材を含めた最大船幅、P。

*0̿̿̿自由液面修正後の初期安定性高度、P。

G̿̿̿ 計算載貨状況下の船舶型喫水、P。

 （そのうち 9PD[ の単位は PV）

     *0＝%PD[ P
式中：

J̿̿̿ 重力加速度、J＝PV とする。

)U̿̿̿ 内部フルード数、

式中：

分布したとき、初期安定性高度は以下の式により計算された値を下回らないこと。

 船が空のとき QNJ 重量（Q は船の定員乗客数）を船の中と舷縁の材料と同一水平面に

 全長 /RD が P を下回る開放船

%V̿̿̿ 計算載貨状況下の船の最大喫水線幅、P。

G̿̿̿ 計算載貨状況下の船の型喫水、P。

 回転傾斜モーメント 0Yは以下の計算による。

そのうち、OL̿̿̿第 Lの船客積載場所の乗客が移動可能な縦向き最大距離、P。


式中：



    %VG Ӎ のとき、DR ＝ とする。



   

    &L Ӎ のとき、&L ＝ とする。

＝－%VG

    %VG ӌ のとき、DR ＝ とする。

DR

 風圧傾斜モーメント計算の修正係数 DR は以下の計算による。

    

－ 152 －

満載喫水線



 安定性、不沈性、船体強度を決定した乾舷が一致しない場合、その最大値を取って乾
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    )S ＝%   P

い。

28

ձ開放船の平均乾舷 )Sձは以下の規定を下回ってはならず、かつ P を下回ってはならな

 開放船は以下の要求を満たさなければならない。



式中の / ̿̿ 船体長さ、P。



    

P＜/＜P のとき   ̿̿̿̿  ＋PP     

) （/）   

/ӍPのとき、 ) PP   

/ӌP のとき、 ) PP   



計算式により得られた値を下回ってはならない。

船舶満載状態で船体長に沿い、あらゆる位置の甲板の端から喫水線の垂直距離 ) は、下記

 甲板船は加えて以下の要求を満たさなければならない。

 予備浮力の計算は公認の方法に基づく。

 乾舷を査定する最終値は P を下回ってはならない。

傷及び化学侵食があってはならない。

舷を査定する。

体は永久に船底、舷側或いは衝突保護船室内に固定されていなければならず、かつ機械損

充填して浮力体とするが、発泡プラスチックは密封型で水を吸い込んではならない。浮力

は船体内部に浮力体を設置する方法で予備浮力を取得してよい。通常発泡プラスチックを

単位：mm

 船舶は以下の規定により乾舷を査定する。

 乾舷と船首高度

 開放船の予備浮力は  の不沈性の要求を満たしていなければならない。開放船



満載喫水線から乾舷甲板垂直方向範囲内の全ての海水が入ってはならない空間の総容積に

海水の密度をかける。

図  満載喫水線標識



 

甲板線

 甲板船の予備浮力は 満載排水量を下回ってはならない。予備浮力は水面静止時の

 以下の規定は高速船にのみ適用する。

 予備浮力



設計喫水線と満載喫水線の標識を指定する。

 高速船は、本局「国内航行海洋船舶法定検証技術規則」第  篇の関連規定により

載喫水線を指定する場合、=& ではなく &6 と記す。

標識を指定する。満載喫水線両側にアルファベット =& を書き加える。中国船級社により満

 非高速船は、図  の要求に従い船内に船中の両側舷に永久性の満載喫水線

 満載喫水線の標識



第節

 項目  、  と  を完了した後、船内に引き続き潅水し、船はどれだけの量の水を受

けても、沈没してはならない。
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注水パイプの水圧は .3D

水柱流量≧/分

各試験対象への注水継続時間は≧ 分。

い。

－

－

－

 級



 水密性試験豊方法は表  を参照。

要求  級を満たさなければならない。

29

 乾舷甲板以上の垂直面または傾斜のある垂直面上の屋外の風雨密性ドアと窓は水密性

い。

方露天甲板上にある風雨密性船室入口カバーは、水密性要求  級を満たさなければならな

は、一般に水密性要求  級を満たさなければならない。沿海区域運行制限がある船舶の前

 屋外各層甲板（上層建築物の頂上板を含む）上に設置する、風雨密性船室入口カバー

 乾舷甲板下舷側に設置される円形窓は、 級水密性要求を満たさなければならない。

 最低水密性要求

入級及び建造規範」の関連要求を満たしていること。

 ドア、窓、カバーなどの施設の強度は本局が認可した中国船級社「沿海小型船舶

 ドア、窓、カバーなどの施設



ձ平均乾舷)S̿̿̿船中の乾舷、船首垂線がある乾舷、船尾垂線がある乾舷、 つの平均値。





/̿̿̿船体長さ、P。

は N＝、平水区域の運行制限がある場合は、N＝．

N̿̿̿ 係数、沿海区域運行制限がある場合は N＝、遮断区域運行制限がある場合

式中の &E̿̿̿ 方形係数

    

（各試験対象に

た値を下回ってはならない。

ӌ/

ӌ/

保証すること。窓の下枠は満載喫水線から PP 以上の位置とする。

30

鋼或いはその他同等の効果を持つ材料で製造する。窓の取り付けと開閉装置は風雨密性を

製造と試験は本局が認可した標準を満たしていなければならない。窓枠と窓カバーは銅、

 全ての窓はガラスと窓カバーが固定され、船舶検証機構が認可した構造で、その

甲板垂直方向範囲内の海水が入ってはならない空間の総容積に海水の密度をかける。

の門の高さは PP まで下げてもよい。船舶の予備浮力は、水面静止満載喫水線から乾舷

さは PP を下回ってはならない。船舶の予備浮力が 満載排水量を超える場合、上記

 露天乾舷甲板の下層船室に直通する上層建築物及び甲板室の外に出るドアの高

PP を下回ってはならず、高速船は実際状況に応じて適度に下げてもよい。

強度はその隣接構造の強度と同等とする。外に出るドアは外向きに開閉し、ドアの高さは

 上層建築物或いは甲板室の外に出るドアは風雨密封開閉装置を備え、ドアの構造

 付加要求



 入口、梯子、踏み板には、少なくとも一方に手すりが設置すること。

ンスを設置すること。

 全ての人員が走行可能性のある甲板区域と通路出入口箇所は、適当な高さのフェ

 人員が走行する甲板、通路、梯子は滑り止め設計がされていること。

 人員保護



注：①圧水試験は専門のウォーターボックスにて行う。

水量）

注水した後の浸

合格標準

 高速船は、船首甲板最高地点から満載喫水線の高度 )E は、下記計算により得られ

水柱は試験対象の周辺 P 内の区域にあたること

注水試験条件



試験物は漏洩せず永久に変形しな



 級


噴水口と試験対象の距離≦P



水試験

合格標準

 級


式中の / ̿̿ 船体長さ、P。

              

P＜/＜P のとき   ̿̿̿̿  ＋PP     

) （/）   

/ӍPのとき、 ) PP   

圧水時間（分）

水圧（03D）

ドア、窓、カバーの水密性試験方法  表 



    

査ձ

下記計算式により得られた値を下回ってはならない。

積載した後の注

積載前の圧力検

ղ開放船満載状態で船体長に沿い、あらゆる位置の甲板の端から喫水線の垂直距離 ) は、

/ӌP のとき、 ) PP   

水密性等級

式中の % ̿̿̿ 船幅、P。
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尖頭

に PP を下回ってはならず、高速船は実際状況にかんがみて、適度に値を下げることが







船底形状

平底

丸底

尖底







（船中切断面）







係数



 本節の規定のほか、信号設備の配備と設置は交通部の海上衝突防止規則の関連規
定ձを満たし、信号設備の性能は本局の「国内航行海洋船舶法定検証技術規則」の関連規定

32

&̿̿係数、表  から船首形状、船尾形状、船底形状の係数を選び、三者の相乗を得る。

31

 一般要求

%――船幅、P

第  節  信号設備

'――型深さ、P



式中：/G――上甲板長さ、P

第  章   安全設備と環境保護要求



計算式：



*7̿̿ の計算にて得た総容積トン数。

 上甲板以下のオープンスペースの容積 9 は以下の簡易公式により計算してよい。


9 ＝/G%'&㎥

.――係数、客船は  とし、貨物船は 、貨物積載可能な客船は 、艀は 、客
貨を積載しない船舶は  とする。

9――上甲板以上全てのオープンスペースの容積、㎥。

式中：

積、㎥。

17＝.*7

 正味容積トン数 17 は以下の計算による



9――上甲板以下全てのオープンスペースの容積、開放船は、舷側頂上板水平線が以下の容

 正味容積トン数

式中：.―――係数、. ＋ORJ（9＋9）



②船尾に軸路の凹型穴がある船尾形状の係数。船尾の重量により  または  を取る。

*7＝.（9＋9）

 総容積トン数 *7 は以下の計算式による。

 であった場合、船首形状係数は  

（＋） ＝。 船尾形状の係数も同様に選択できる。

 総容積トン数

 の場合、俯観が

船首形状の側観が



第  節  容積トン数

注：①船首形状及び船尾形状の係数は、船舶実物俯観、側観により値を選択できる。船舶

四角型







係数






クルージング船型

そり型

（俯観、側観）

船尾形状

係数 &    表 











係数

防ぐ措置を取らなければならない。

 その他明らかに進水を引き起こし、安定性に影響を及ぼす入口は、上記の進水を

とし、航行時には常に閉じていなければならない。

水密性のマンホールカバーを設置することが許される。水密隔壁のドアは必ず水密性ドア

 コリジョン・バルクヘッドにはドアを設置してならないが、ボルトで固定された

装置を備えていなければならない。

 開放船は、一部局部的に密封性を保つことが要求される入口は、風雨密性の開閉
平頭

丸型尖頭

高さが PP を下回ってはならない。高速船に対する上記の要求は、実際状況により適度

に値を下げることができる。



 空気管及び通気筒は風雨密性の開閉装置を備え、空気管の高さと通気筒の周辺板

の高さは PP を下回ってはならず、
遮断区域及び平水区域での運行が制限される船舶は、



（俯観、側観）

高さは一般に PP を下回ってはならず、その他小型船のハッチコーミングの高さは一般

できる。

船首形状

 全ての露天の風雨密性箇所に通じる船室ドアは風雨密性を備え、かつその強度は

近接部分の構造と同等の強度を持っていなければならない。貨物船のハッチコーミングの

－ 155 －

 シグナルランプの可視距離は表  の規定に合致していること。

 海里

 海里

テールランプ

オールラウンドランプ

白色オールラウンドライト







小型サイレン

小型ベル

国旗（ 号）







ճ

ճ






























＞/Ӎձ

③有効で十分明瞭かつ有効に音声を発することができるその他の設備で代替可能。

できる。

33

ղ最高速が NQ を超えない機動船は、白色オールラウンドランプで、ボードランプとヘッドランプを代替

とができ、ボードランプは双色灯で代替できる。

注：①白色オールラウンドランプにより、マストランプ、左右ボードランプ、テールランプを代替するこ



小型球体

（停泊灯）





赤色オールラウンドランプ

（制御不能、座礁灯）





テールランプ



ライトボードランプ



レフトボードランプ

＞/ Ӎ

マストランプ

シグナルランプ

総長 / P 

信号設備の配備   表 

置する。

34

 停泊ランプは船舶の最も見やすいところに取り付け、一般的に船舶の前方部に設

小さい尺度の標識は、標識の間隔を適度に減少してもよい。

 標識の垂直距離は最低でも P とうる。船舶尺度のつりあいが取れているやや

 マストランプは船舶の縦向き切断面上に取り付ける。

方に近い位置に取り付ける。

 マストランプは船の前方部に取り付け、これができない場合、実現可能な限り前

 垂直に  つ以上のシグナルランプを取り付けるとき、その間隔は均等とする。

が P を下回らない位置に設置しなければならない。

ンプの間隔は P を下回ってはならず、最も低い位置のシグナルランプは、舷端からの高さ

 垂直に  つまたは  つ以上のシグナルランプを取り付けるとき、これらのシグナルラ

に取り付ける。

 ボードランプが一つのランプになっている場合、マストランプよりも P 以上低い位置

えてはならない。

 ボードランプは船体より上の位置に設置し、前方マストランプの高さの  分の  を超

ラウンドランプは少なくともボードランプより P 高い位置に設置しなければならない。

白色オールラウンドランプを設置しなければならず、このマストランプまたは白色オール

る位置に取り付けてもよいが、ボードランプ以外に、マストランプまたはこれに代替する

 全長が P を下回る船舶は、最上部のシグナルランプを船体からの高さが P を下回

り付ける。

 全長 P 以上の船舶は、マストランプを船体からの高さが P を下回らない位置に取

 シグナルランプの垂直方向位置と間隔距離



 信号設備と取り付け位置

 信号設備は表  により配備する。



イト（停泊灯）を  つ或いは  つ、赤色オールラウンドランプを  つ配備する。

 非機動船舶は左右ボードランプ、テールランプを各  つ、白色オールラウンドラ

最も見やすいところに菱形をしたマークを表示する。



/＜ղ

 海里

 海里

 海里

①交港監番号［］ 号「
「 年国際海上衝突防止規則」実施に関する通知」



 タグボートが牽引或いは突き押し作業を行うとき、垂直に取り付けた  つのマス

 海里

ボードランプ

トランプを配備し、牽引長さが P を超える場合、垂直に  つのマストランプを表示し、

線上に近い位置に取り付けられていること。
 海里

 海里

られていること、あるいはマストランプまたはオールラウンドランプが、可能な限り首尾

マストランプ

＞/ Ӎ

シグナルランプ

全長 / P 

もよいが、その条件はそのボードランプが一つに合体されて船の首尾中心線上に取り付け

 信号設備の配備

/＜ 

 全長 P を下回る機動船のマストランプまたはオールラウンドランプは、船首及
び船尾の中心線上に装着することができない場合、中心線から離れたところに取り付けて



シグナルランプの可視距離   表 

 ホバークラフトが非排水状態で航行するとき、上記の要求に従いシグナルランプ
を配備する以外に、オールラウンド黄色蛍光灯をつけなければならない。

を満たしていること。
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 各船舶は舵角指示器を１台配備し、舵角指示器の配備が実際状況からみて適さな
い船舶は、同意を経て舵角指示器を配備しないことが許される。
 沿海区域の運行に制限がある船舶は、深さ測定器或いは深さ測定用の錘を  つ配
備する。

はシグナルランプ制御盤から引き入れた独立の分路電源供給を受け、これらの分路の各絶

縁極上で、制御盤内に取り付けられたスイッチ、ヒューズ、またはブレーカーにより制御

を行う。シグナルランプ制御盤は配電盤から直接電源供給を受ける。



 無人非機動船舶は本節が要求する救命設備の配備が免除される。

 救命ボートと浮輪の配備
 全長 / が P を超え、或いは積載客数が  人を超える船舶は、船全体で空気充
填式の救命ボートと浮輪を配備する乗員定数に対する船上総人数のパーセンテージは表
 の規定を下回ってはならない。

 9+) 無線電話装置は少なくとも電話機能を備えていなければならない。沿海区域

の運行に制限がある船舶は、9+) 無線装置はデジタル選択性呼び出し（'6&）機能を備えて

いなければならない（少なくとも国際電信連盟が規定する ' 級 '6& の要求を満たす）
。

 沿海区域の運行に制限がある船舶は、救命ボートを配備している場合、レーダー

応答器  台と携帯式双方向 9+) 無線電話装置  台を備えていなければならない。

 非機動船舶は、正常に稼動する際、船内が有人である場合、固定設置された 9+)

遮断区域運行制限

第  節    航行設備







船舶法定検証技術規則」の関連規定に従う。
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空気充填式

－











救命ボート  













救命浮輪ձ（）
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船全体の総容量（）

注：①長江河口以北の水域を航行する船舶は、救命浮輪は救命ボートで代替できる。

（貨物船）

平水区域運行制限

（客船）

平水区域運行制限

（貨物船）

（客船）

遮断区域運行制限



 本節に別途規定がある場合を除き、航行設備の製品性能は本局の「国内航行海洋

 一般要求



（貨物船）

沿海区域運行制限

源、もう一つは予備電源で、予備電源の電源供給能力は  時間とする。バッテリーセット

が船舶電源の一部分であるとき、別途無線電専用予備電源を設置する必要はない。

（客船）

沿海区域運行制限

 無線電信設備は  セットの電源供給を備えていなければならず、一つは船舶の電

 電源供給



ートがある場合、携帯式 9+) 無線電話装置を配備するともできる。

空気充填式救命ボートと浮輪の配備  表 

船舶法定検証技術規則」の関連規定に従う。

と沿岸、船舶間での通信を行い、9+) 無線電話装置は操縦室に置く。

区域

 本節に別途規定がある場合を除き、救命設備の性能要求は本局の「国内航行海洋

 船舶には、固定設置された 9+) 無線電話装置を  台装備しなければならず、船舶

無線電話装置（電話機能のみ必要）を配備することが必要である。操業時にスタンバイボ

 一般規定

 設備の配備

第  節  救命設備



舶法定検証技術規則」の関連規定に従う。

 非機動船舶は航行設備を配備する必要はない。

 本節に別途規定がある場合を除き、無線電信設備の製品性能は「国内航行海洋船

 客船は、自動識別システム（$,6）を  台設置する。

 一般要求

第  節  無線電信設備

 夜間運航船舶は、レーダーを  台配備する。

 各船舶は磁気コンパスを一つ配備する。

 シグナルランプ制御盤は操縦台（または制御台）上に設置し、各シグナルランプ



 航行設備の配備

 制御と電源供給

－ 157 －

固定し、かつ認可を受けた水圧離脱装置或いはその他自由降下式装置を配備し、充填式救
命ボートを水面に降ろす際、船舶から離脱し空気を自動充填し、水面に浮かぶようにする。

 救援信号

 各船舶が配備するべきもの：

と図表を用いて説明する。可能であれば、視聴覚教材を採用すると訓練効果が高まる。
 訓練マニュアルの主な内容は以下を含む。

つは救命ロープ付のものとし、操縦室または操縦席の両側に配置する。
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 海上救命マニュアル


 救命設備の応急修理必須事項

衣灯を付けなければならない。救命胴衣灯は救命胴衣の肩の前部分にしっかりと取り付け

配備位置をはっきりと表示すること。

 ヘリコプターによる救助を含む救命方法

 沿海区域の運行に制限がある船舶は、配備する各救命胴衣に認可を受けた救命胴

 本章に別途規定がある場合を除き、救命胴衣は手に取りやすい場所に置き、かつ

 救命器具を用いた最良救命方法

は船舶の定員総数の を下回らない数の児童用救命胴衣を配備する。



 危険発見と保温の必要

 船上の各乗員に  着ずつ認可を受けた救命胴衣を配備する。これに加えて、客船

る。

 溺水者の救命

 救命胴衣

 現場救急の方法

 船名と船籍港が表記されていること。

 海錨の使用

 救命器具の使用方法

 オレンジ色であること



 降下区域の照明

 迅速に投下できるように保管されていること

 救命ロープの長さは P を下回らないこと。

 救命器具の搭載、降下、船舶からの離脱

 手に取りやすいこと
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に配置される全ての救命設備と最良救命方法の必須事項と資料を含み、分かりやすい言葉

 乗客数が  人を超える客船は、認可を受けた救命浮輪を  つ配備し、そのうち 

 救命胴衣の着用方法

 全ての船舶は訓練マニュアルを配備していなければならず、当マニュアルは船上

置する。

 船上に配備する各究明浮輪に必要なことは以下とする。

 訓練マニュアル

 乗客数が  人を超えない客船、或いは船体長さ P 以上のその他の船舶は少な



くとも  つ、認可を受けたロープ付の救命浮輪を配備し、操縦室または操縦席の両側に配

備しなければならない。

 検査と修理作業は本局が認可した検査・修理ステーションにより行う。

である場合、船舶検査師はその期間を  ヶ月に延長することができる。

 救命浮輪

 船体長さが P を下回る船舶は少なくとも  つ救命ロープのついた救命浮輪を配

てはならない。外観検査で異常がなく、かつボート内に有効期限付きの備品が有効期限内



 各充填式ボートと水圧離脱装置はともに定期検査を行い、検査の間隔は  ヶ月を超え

 救命設備の検査と修理

 各救援信号は製造日と有効期限を表示しなければならない。

強度はヘッドロープの強度を下回らなければならない。

 救援信号は携帯可能な水密容器に保管し、船舶操縦位置に置く。

投下できなければならない。水圧離脱装置とヘッドロープの接続に用いる可断性ロープの

 各救命浮輪はヘッドロープと水圧離脱装置が常に船舶とつながっており、迅速に

煙霧信号  つを配備する。

 その他の区域で運行制限のある船舶は、ハンド式赤煙信号を  つ、ハンド式オレンジ

号を  つ、ハンド式オレンジ煙霧信号を  つ配備する。

この他、固定措置上の救命ボートは人手による離脱方式を備えていること。

 充填式救命ボートは専用のボート掛けに配置し、ヘッドロープをしっかりと船に



 沿海区域の運行が制限される船舶は落下傘付きロケット信号を  つ、ハンド式赤煙信

 救命ボートは可能な限り生活スペースとサービスエリアに近い場所に配置する。
保管装備はいずれも、救命設備の操作及び乗員の集合と搭乗の妨げになってはならない。

命ボートで上記の救命ボートを代替でき、その制限条件は船舶証書に記載する。

 救命ボートの保管と検査と修理

 運行時期が限定される温暖水域（例えば⨐洲海峡）の船舶は、開放式両面使用救

 救命設備を配備するとき、救命ボートは救命浮輪を代替できる。

－ 158 －

 本章を適用する船舶は、二重燃料の使用を禁止する。


 備品リスト

 検査記録簿

 液化石油ガス /3* 常温及び大気圧の下では気体で、圧力増加及び温度低下により液

 半閉鎖場所頂板、甲板等の構造があり、その自然換気条件は開放甲板との間に顕著な

 緊急警報システムは船舶サイレン、船舶主電源と緊急電源により電源供給され

 /3* 動力システム操作マニュアル

 /3* 給気システムの設置検証及び試験
 /3* 機械場所、ガスタンク場所の通気システムの設置検証及び試験



 /3* 遠隔操作閉鎖装置の設置検証及び試験
 /3* センサーの設置位置、数量を検査し、/3* 探知警報システムの試験を実施
 防爆設備或いは防炎設備の確認及び安全検査
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 /3* エンジンの設置検証及び試験

 更に、政府主管機関が特定水域に向けた汚染防止要求の関連規定も満たすこと。



 新造船舶の検証はさらに以下の項目を追加すること。

 /3* 探知、警報システム図

 沿海小型船舶の汚染防止要求は本局「国内航行海洋船舶法定検証技術規則」の関

連規定を満たすこと。

 /3* 機械場所、ガスタンク貯蔵場所の通気配置図

 一般要求

 /3* 給気システム図

 /3* 機械場所、ガスタンク貯蔵場所の配置図



第  節 環境保護要求

 以下の図面資料を補足して提出し船舶検証機構の審査批准を受ける。



 初回検証

通常の船員作業スペースにて、メインエンジンとサブエンジンが正常に動作する環境にお

いて、聞きとることができるものでなければならない。

 開放場所開放された甲板空間を指す。


 緊急警報システムは船舶操縦位置に配置する。船舶の全ての生活スペース及び

続く長音  回を組み合わせて緊急警報シグナルを発する。
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 閉鎖場所隔壁及び甲板で囲まれ封鎖された場所を指す。但し出入口と窓はあってもよい。

うにしなければならない。

差があり、その配置は気体が拡散しない場所を指す。

 ガスタンク場所船上のガスタンクを置いている場所を指す。

急警報システムの具備が要され、乗客と船員を集合地点に呼び集め、緊急対応が取れるよ

る電気ベル、ブザー或いはその他有効な警報システムを採用し、 回を超える短音、これに

 ガスタンク船上の液化石油ガス /3* 貯蔵用の専用ボンベを指す。

 沿海区域の運行制限がある全ての客船或いは船上乗員が  人を超える船舶は緊

ブタン、ブチレンである。商用ブタン、商用プロパン或いは両者の混合物で構成すること
も可能である。



体の状態を保つ軽質炭化水素の混合物を指す。その基本成分は、プロパン、プロピレン、

 緊急警報システム

帰反射性材料を装着する。

 救命設備は探索しやすいように表面は全て鮮明で見やすい色とし、認可された再

 本規定に関係する定義は以下の通りである。

 客船は /3* コックピットを設置してはならない

 交換可能部品リスト

 定義

する船舶の付加的要求である。

 定期メンテナンスの計画

 再帰反射性材料

 本章規定は液化石油ガス 以下「/3*」という を燃料とするエンジンを主動力と

 メンテナンスと修理の必須事項



 一般要求



第  節 一般規定

第  章 液化石油ガス /3* 動力小型船舶の付加的要求

 検査に用いる検査リスト

救命設備メンテナンスの必須事項を含んでいなければならない。

 全ての船舶は救命設備メンテナンスマニュアルを備え、マニュアルは以下の船上

 船上メンテナンスマニュアル

－ 159 －

第  節 /3* 給気システム

或いはガスタンクボックス内の温度は基本的に ℃を超えず、夏の高温時には適切な温度
低下措置を施すこと。

 ガスタンク貯蔵場所及び機械室の底板及び密封要求のある隔壁の密閉性が良好かどうか検査する。


つでも当てはまる場合、/3* の供給を自動的に切断できるようにすること。

めることで実現することができ、操縦室で遠隔操作を行えるようにすること。

 ガスタンクには容量測定装置を設置し、圧力センサー及びガスモニターを採用し、
操縦室に容量をリアルタイムで表示できるようにすること。
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め弁を設置すること。
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 同時に複数のエンジンに供給する /3* 給気システムは、各エンジンの吸気管に止



支管に止め弁を設置し、ガスタンク交換時閉鎖する際に使用すること。

 排気管出口に火花消化装置或いは同等の効果の設備を設置すること。排気管の出口は

機械室及びガスタンク場所の排気口から可能な限り離れていること。

 複数ガスタンクによる /3* 供給システムについては、各ガスタンクから出る給気

 排気管は適当な断熱材料で覆い、表面温度が ℃を超えないようにする。

 誘引通気機が作動していない

 /3* 給気本管の蒸発圧力調整器の入口に自動止め弁を設置し、以下の項目の内一

 エンジンに緊急停車装置を備えること。その装置は /3* 給気本管の燃料元栓を閉

 エンジンが作動していない

った時、限流弁が自動的に閉鎖するようにすること。

高速船入級及び建造規範」第  章の関連規定を満たしていること。

 エンジンの排気管システムは以下の要求を満たしていること。

 各ガスタンクの出口場所に限流弁を設置し、限流弁両端の圧力差が 03D にな

ーターとする場合、調速機を設置し、その調速特性は本局が認可した中国船級社の「海上

 点火スイッチが開いていない。

管路内の圧力は 03D を超えないこと。

ジンの回転速度が定格回転速度の ％を超えないようにすること。エンジンを発電機のモ

よう保証すること。

ジンに適切かつ一定の作業圧力を提供できるようにすること。/3* の蒸発圧力調整器以後の

 エンジンをメインエンジンとする場合、信頼できる調速機を設置し、メインエン

 エンジン冷却水システムに加熱装置を設置し、エンジンが冬でも正常に起動する

 /3* 制御設備
 各 /3* 給気システムに蒸発圧力調整器を設置すること。圧力調整器は各ガスエン

満たしていること。



 /3* エンジン 以下「エンジン」という の設計及び製造は国の関連標準の規定を

 一般要求

 ガスタンク及び付属品は関係する国の標準ձの規定を満たし、その製品は認可を

舷外の安全な場所の通気管へ流すことができるよう設置すること。
受けた製品証書を持っていること。

第  節 /3* エンジン

 密封保護ケースはガスタンク口及び各付属品をしっかりと密封し、漏れたガスを

 ガスタンク安全バルブはガスタンク圧力がその設計圧力以下になることを保証できること。

自動的に充填を終了すること。





 /3* メインエンジンのメンテナンス記録を検査する。

テムを良好な作業状態にする。

 /3* メインエンジンの作業状態での操作試験を実施し、メインエンジン遠隔操作シス

 ガスタンク制限量充填バルブは /3* 充填量がガスタンク水容積の ％に達した時、

 ガスタンクは可能な限り熱源から離し、直射日光を避ける。ガスタンク専用船室

 防爆電気設備或いは防炎電器設備の作業状態を検査する。

 証書更新検証はさらに以下の項目を追加すること。

有効かつ信頼できる作業を考慮に入れて行うこと。

 遠隔操作にて /3* 給気の元栓を閉鎖する構造に対して試験を実施する。

 ガスタンクの設置方向及び設置位置は、気体、液体の接続部品及び液面指示器の

 /3* 探知警報システムの作業状況を検査する。

合、速やかに処理する。

行時に転覆がないことを保証し、取り外し及び交換が容易に行えること。ガスタンクと固
定台の間に衝撃防止のゴム製或いは木製の当て物を取り付けること。

 /3* 給気システムを検査し、管路やバルブに比較的深刻な腐蝕、ガス漏れを発見した場

 ガスタンクは独立したガスタンク貯蔵場所内に設置し堅牢な固定設備を備え、航

 ガスタンク及びその付属物



 /3* 遠隔操作システムを検査し、良好な作業状態を確認する。

危険がないこと及び通気システムの良好な作業状態を確認する。

 /3* 機械場所、ガスタンク貯蔵場所に対して全体検査を実施し、場所内に火災や爆発の

 年度検証はさらに以下の項目を追加すること。

 運用後の検証

－ 160 －

         
第  節 配置と通気

                   試験圧力           表 

排水蓄積面より上に設置すること。排気口は船室内の空気を舷外に排出させ、可能な限り
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 上記  中の機械室及びガスタンク貯蔵場所は、通常、自然換気を行え、そ

 ファンは火花が発生しない構造形式であること。

させ、可能な限りエンジンの排気管出口から離すこと。排気口が喫水線付近にある場合、
水の逆流を防止する装置を設置すること。

上記  中の密性試験は有用性試験と同時に実施してもよい。

 通気システムに機械通気の形式を採用する場合、排気口の位置は基本的に船室高度の

止する装置を設置すること。

エンジンの排気管出口から離すこと。排気口が喫水線付近にある場合水が逆流するのを防

うにすること。





を使用すること。誘引通気装置の各吸気管の吸気口は船室高度の  より下、またビルジ

 より下、またビルジ排水蓄積面より上であること。排気口は船室内の空気を舷外に排出





密性試験 船積み後 03D 

 液化石油ガス給気システム設置完了後、有用性試験を実施し、ガス漏れがないよ

での管路

圧力調整器からエンジンま

までの管路

ガスタンクから圧力調整器

油圧試験 作業所 03D 

 閉鎖された機械室及びガスタンク貯蔵場所について、基本的に機械誘引通気システム

装置が都合により停止する場合、エンジンは自動停止でき、また以下の要求を満たしてい
ること。

に従うこと。
試験圧力

通気機装置が起動して少なくとも  分後に、エンジンが起動するということである。通気

 液化石油ガス管系は油圧試験及び密性試験を行い、試験圧力は表  の要求

/3* 管系

システムを設置し、その換気回数はそれぞれ  回時間及び  回時間を下回ってはな
らない。また機械室の機械の通気はメインエンジンの起動運行と連動していること。即ち

 閉鎖或いは半閉鎖の機械室或いはガスタンク貯蔵場所に充分な容量の機械通気

 試験

 通気

 /3* 吸気管と隔壁或いは甲板は直接接触させず、その他の管路の交差地点での接

触を避けること。



員スペースの底板に疎水槽及び汚水孔を設置すること。


り遠くに離すこと。

 乗員スペース内の出入口、窓はいずれも非風雨密である開放船について、その乗

 /3* 吸気管系中燃料ガス漏れの可能性のある一部の管路は電気設備から可能な限

過する場合、通過する場所を気密状態にし、その場所の防火構造の完全性を保証すること。

二重グリップがあること。グリップには一定の接触長さがあり、ばねグリップを使用しな

と。強化骨材を設置している底部に対しては、その配置は可燃ガスの排出を妨げないようにすること。


 /3* エンジンと全て固定設置された金属管路の間は承認タイプのゴムホースで連

いこと。グリップの設置は人が容易に到達できる位置にあること。

 機械室及びガスタンク貯蔵場所の底部構造は気密性を保ち、可能な限り平らに設置するこ

 /3* 給気管路は乗員がいる場所及び制御ステーションを通過してはならない。

 機械室、ガスタンク貯蔵場所と乗員場所の間の隔壁、及びガスタンク貯蔵場所と機械

室の疎水排水システムと分離させる。

圧或いは衝突を防止すること。

室の間の隔壁の気密性を保証し、基本的に孔を設置しないこと。必要な管路或いはケーブルが通

 機械室及びガスタンク貯蔵場所に独立した疎水排水システムを設置し、その他の船

ガスタンク場所内に設置すること。開放場所に設置する場合、保護部材で固定し遮り、踏

 給気管路に一部ゴムホースを使用している場合、ゴムホースの両端のコネクタに

含まない において、PP を下回ってはならない。

 ガスタンクから蒸発圧力調整器までの高圧給気管路は閉鎖或いは半閉鎖された

結し、振動が引き起こす故障を避けること。

させることを防止する。ガスタンク貯蔵場所にはその下方の船室につながる孔や階段を設
置してはならない。ガスタンク及び高圧管路は甲板の船舶外輪郭の縁からの距離 防舷材は

認タイプのゴムホースを使用してもよいが、プラスチックホースは使用しないこと。

が PP 以下の管路に対しては、壁厚は PP を下回ってはならず、外径が PP 以上の管

路に対しては、壁厚は PP を下回ってはならない。蒸発圧力調整器以後の低圧管路は承

置は厳禁である。ガスタンク場所は可能な限り半閉鎖方式を使用し甲板より上の風通しの
よい場所に配置すること。ガスタンク貯蔵場所は鍵をかけ、非作業員が触れる或いは移動

 剛性の給気管に対しては硬銅線或いは引抜ステンレス鋼管を使用すること。外径

 機械室及びガスタンク貯蔵場所は互いに独立していること。乗員場所との混合配

 配置

  /3* 給気管系

ձ*%「機動車用液化石油ガスボンベ」を参照。
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 運行要求
 船上に本規範規定の船舶証書及び /3* 動力システム操作マニュアル等関係する資

 /3* 可燃ガス探知器の設置は以下の要求を満たしていること。

 入口
 船員が /3* を蓄積した船室、スペース或いはその他密閉された場所に入る可能性

できるようにする。



 固定式或いは携帯式の /3* 探知設備を使用し、上記の場所の空気中に危険濃度の /3*

らない。その場所でガスの除去が完了し、その状態を維持し続けていることが検証された
場合を除く。

 /3* 動力システム操作マニュアル
 船舶には、船員に随時使用できるよう提供される、承認された /3* 動力システム

で製造すること。

 失火しやすく燃焼時煙や有毒ガスを大量に発生させる塗料、絶縁材料は機械室及

びガスタンク場所内に使用しないこと。

 機械室及びガスタンク貯蔵場所には「禁煙」の表示を目立つように設置すること。




容量 NJ 以上の粉末消火器  本。
容量 NJ 以上の粉末消火器  本。
容量 NJ 以上の粉末消火器  本。

＜3ӌ

＜3ӌ
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 誤操作を防止するため、通気装置とエンジンの間に連動装置を設置し、通気装置を起動

 機械室及びガスタンク貯蔵場所の通気装置を起動させる。

漏れ原因を探し、漏れを除去すること。

3ӌ

＜3ӌ

 探知器及び警報システムを起動させる時、/3* 漏れがないことを確認する。センサーが
機械室 ある場合 及びガスタンクエリアで /3* 漏れを探知した場合、
速やかに検査を行い、

容量 NJ 以上の粉末消火器１本。

3 N: 

 /3* エンジンの起動操作プロセスは以下の要求を満たしていること。

 操作マニュアルには少なくとも以下の規定内容を含むこと。

        機械室での消火器の配置           表 
消火器の配置

 機械室には表  の規定に従い消火器を配置すること。

機械室総動力

操作マニュアルを設置し、正常状態及び予想される緊急事態での安全操作のガイドライン
とする。

 消防用品
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 船員が上記の場所に入る時、出火の原因となる可能性があるものを所持してはな

 船員が呼吸器及びその他必要な防護設備を備えておく。

可燃ガスがないことを確認する、

械室の間の仕切隔壁の火表には、不燃性或いは難燃性を持つ材料或いは同等の効果の材料

 機械室、ガスタンク貯蔵場所と乗員スペースの間、及びガスタンク貯蔵場所と機

 防火構造

がある場合、以下の項目の内一つの措置を施すこと。



 船舶は少なくとも携帯式 /3* 可燃ガス探知器を  つ配置し、随時可燃ガスを探知



を処理する。

或いは操縦室からの遠隔操作で /3* 給気元栓を閉鎖できるようにすること。

第  節 防火構造と消防用品

 船員に向けて緊急対応手順の研修を行い、/3* 漏れ或いは火災事故など緊急状況

る警報を出せるようにすること。/3* 可燃ガス濃度が爆発下限の に達した時、自動閉鎖

 船員に向けて /3* 動力システム正常操作及び管理の研修を行う。



/3* 可燃ガス探知器を設置すること。
料を備えておくこと。

電池付きの携帯式の防爆灯を配備し、緊急事態に備えることができる。

 閉鎖及び半閉鎖されたガスタンク貯蔵場所及び閉鎖された機械室には固定の

 /3* 可燃ガス濃度が爆発下限の に達した時、操縦室で音声とフラッシュライトによ

は、/3* 可燃ガスへの引火を防止できる電器設備を設置すること。必要であれば、各船舶に

 /3* 可燃ガス探知システムは承認を得ること。

 センサーは /3* 可燃ガスが漏れやすく溜まりやすい場所に設置すること。 

 ガスタンク貯蔵場所には可能な限り電気設備を設置せず、どうしても必要な場合

 /3* 可燃ガス探知器

 ガスタンク貯蔵場所の電気設備



第  節 探知と警報システム

第  節 その他


り下、またビルジ排水蓄積面より上であること。排気口は通常、シャッター形式とする。

 

 ガスタンク場所には容量 NJ 以上の粉末消火器を少なくとも  本配置すること。

の上下吸排気口は可能な限り遠くに離すこと。排気口の位置は基本的に船室高度の  よ

－ 162 －



付録：船舶操作マニュアル作成要求

 荒波時の航行速度制限。

 安全使用の要点：以下を含む。

ルジ水システム、電力システム、消防システムなど。
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 各システムの概要：推進システム、燃油システム、操舵システム、通気システム、ビ

乗員定員、汚染防止設備など。

信設備、信号設備、消火設備、救命設備、エンジン動力、オイル・水積載量、航行耐久力、

 船舶概要：船の主尺度、航行速度、運行制限などの類型、配備する電気機械設備、通

船舶操作マニュアルは少なくとも以下の内容を含んでいること。





 液化石油ガス設備の管理、メンテナンス及び使用は指定の専門人員が担当する。

安全を保護する。

 船舶で火災が発生した時、ガスタンクを直ちに撤去し船外に遺棄し、船舶及び乗員の

 船舶の休航期間中、/3* エンジンの全吸気弁を閉めること。

 船舶内に処理したガスタンク内の /3* 残液の放出、残留は厳禁である。

使用は厳禁である。

使用してはならず、/3* ガス源を切断し、通気や換気を起動させる。各火種及び電気設備の

 /3* 給気システムに漏れを発見した場合、原因解明及び修繕を行うまでは、その設備を

 その他の要求



査し、漏れがないようにすること。

 ガスタンクの乗船設置後、ガスタンクの液体排出弁とクイックプラグの連結部分を検

び漏れを発見した場合、そのガスタンクを船に持ち込むことはできない。

 /3* ガスタンク充填後、ガスタンク及びその付属品に漏れがないか検査し、損傷部分及
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 日常メンテナンスとケアの要求：メイン、サブエンジンの日常メンテナンスとケア、
消火設備の定期検査、ガソリンエンジン及びオイルタンクの通気設備のケア、検査。

きない場合、操縦員が操縦室で速やかに給気元栓を閉鎖すること。



 脱出措置

可燃ガス濃度が爆発下限の に達した時、/3* 給気元栓を自動閉鎖させ、栓が自動閉鎖で

 ガスタンクの交換



濃度が爆発下限の に達した時、操縦室で音声とフラッシュライトによる警報を出すこと。

 ガソリンを装備する船室内外のエンジン或いは舷内エンジンの安全使用要求。自然換

れた機械室及びガスタンク貯蔵場所はいずれも機械による通気を続け、ファンを止めない

 船舶に設置してある固定式 /3* 可燃ガスセンサーが漏れを探知し、その可燃ガス

 その他の船舶を追い越す際の航行速度制限。

 船舶の運行期間 乗員の乗り降り或いは臨時休航を含む 、閉鎖あるいは半閉鎖さ
気口の良好な通気及び機械通気などの要求を含む。

 高速船が高速回転するとき、メインエンジンの回転速度制限。

する時には、エンジンも自動的に停止できるようにする。

こと。

 高速船が高速航行する際、横向き安定性の突然低下を防止するメインエンジン回転速度制限。


してから  分以上たった後、エンジンが起動するよう設定し、都合により通気装置を停止

－ 163 －
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3

ことができる。ただし、本法規が要求するものと同等の機能を持つ装置、材料、設備また

うな特徴を採用するうえで深刻な妨げとなる場合、本局はそれらの規定の要求を免除する

ることが、そうした特徴を研究するうえで、また国内の内陸河川を航行する船舶にそのよ

 新鋭かつ特殊な特徴を持つ船舶に対し、本法規の関連条項の何らかの規定を適用す

 同等機能による免除

払わなくてはならない。

 申請者は、規定に基づき、検査機関に検査費、交通費およびその他必要な費用を支

保証しなくてはならない。

4

 船舶所有者運営者は、船舶の運航期間内、船舶が運航に適した状態を保てるよう

負わなくてはならない。

 船舶検査機関は検査の全面性と有効性を充分に保証し、その検査項目の質に責任を

 本局は、船舶検査機関およびその実施する法定検査の監督を行う。

 責任

記されている場合は、これを満たさなくてはならない。

 本法規の新しい要求について、建造中の船舶または既存船舶に適用されると特に注

段階にあった船舶にのみ適用される。

審査を申請するとともに、検査に必要なものを提出しなくてはならない。

 船舶の所有者または運営者は、規定に基づき関連の船舶検査機関に法で定められた

 別途明文で規定されているものを除き、本法規に対して作成された改訂通達は船舶
関係者に関連が及ぶものであり、発効日以降にキールを据え付けた船舶または相応の建造

 申請と費用

別に考慮する。

よいと認めた範囲で、本法規の要求を満たさなくてはならない。

改装、改築およびそれに関連する艤装を行う場合は、船舶検査機関が適切であり実行して

はならない。遊覧船の法定検査証書の発行規定については、本局が別途定める。

 本法規によって規定されていないものについては、本局が別途定めるか、または特

 既存船舶に修理、改装、改築およびそれに関連する艤装を行う場合は、少なくとも、
もとから適用されていた規範の要求を引き続き満たさなくてはならない。大規模な修理、

行船舶については本局の「内陸河川船舶法定検査技術規則」の相応の規定を満たさなくて

書中にその旨を注記しなくてはならない。

査機関が適切であり実行してよいと認めた場合は、これを承認してよいが、相応の技術文

～ｍまでの内陸河川航行小型船舶に適用されるものであり、全長 ｍ以上の内陸河川航

要求については各章の規定に基づく。特別に明記されているものを除き、本規定は全長 

 本規定は国内内陸河川を航行する中国籍の船舶に適用されるものであり、具体的な

造船工場または船主が建造中の船舶に本法規の新しい要求を適用するよう求め、船舶検

引き続き満たさなくてはならない。

中国内陸河川水域での航行と作業に適していることを証明しなくてはならない。

 適用範囲

から適用されていた規範の要求（元来、船舶検験局が発布・実施していた法規を含む）を

 別途明文で規定されているものを除き、本法規の発効前に建造された船舶は、もと

を据え付ける船舶または相応の建造段階にある船舶にのみ適用される。

 別途明文で規定されているものを除き、本法規は、その発効日以降にキール（竜骨）

日は法規の表紙上に注記されているが、別途明記されているものは除く。

それによってその船舶が中国政府の関連法令、条例、本局の関連規定および標準に合致し、

 本法規の要求を満たす内陸河川航行小型船舶に対しては、相応の法定証書を発行し、

則」
（以下、本法規と略す）を定める。

域汚染防止を実現する技術条件の整備を促進するため、
「内陸河川小型船舶法定検査技術規

を保証するとともに、水域環境の汚染を防止し、船舶の安全航行と船舶による内陸河川水

 発効と適用
 本法規は国務院交通主管官庁の承認を受けたうえで公布、施行される。法規の発効

 目的

務院交通主管官庁の承認を受けたうえで公布、施行する。

 中華人民共和国政府の関連法律、法令、条令を貫徹し、船舶および人命財産の安全

 解釈
 本法規は本局が解釈の責任を負う。

び海上施設（三十一条の規定を除く）
、コンテナの検査制度と技術法規は本局が作成し、国

場合に限る。

この条例が定める検査管理の主管機関となる。

 「中華人民共和国船舶と海上施設検査条例」第十九条の規定に基づき、船舶、およ

またはその他の方法によって、これらの装置、材料、設備または器具、またはその型式、
またはその他施設が、少なくとも本法規が要求するものと同等の機能を持つと認定された

上施設検査条例」第三条の規定に基づき、中華人民共和国海事局（以下、本局と略す）は

 本局は、船舶上に本法規の要求と異なる何らかの装置、材料、設備または器具、ま

認めるものでなくてはならない。
たはその型式、またはその他施設を設置することを許可することができる。ただし、試験

 法令

は器具、またはその型式、またはその他施設を採用しなくてはならず、そのような船舶は
いかなるものでも、その予定する用途に適し、船舶の全面的な安全を保証できると本局が

 中華人民共和国国務院通達（第  号）にて発布された「中華人民共和国船舶と海



総則
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 船舶所有者運営者と船長は、海事管轄官庁の船舶就航に関する規定を遵守しなく

（）漁船





5

（）船齢：船舶の建造完成年次から数えて現在までに過ぎた年限のことを指す。

（）既存船舶：新船でない船舶のことを指す。

付けた船舶または相応の建造段階にあった船舶のことを指す。

（）新船：別途規定があるものを除き、本法規の関連条項の発効日以降にキールを据え

（）内陸河川航行：内陸河川水域内を航行することを指す。

川水域のことを指す。

（）内陸河川水域：本法規のなかでは、河川・湖・ダム等の水域を含む、中国の内陸河

機関のことを指す。

（）船舶検査機関：本法規のなかでは、本局の認可を受けて船舶の法定検査に従事する

承認、許可は、本局の認可を受けた船舶検査機関が実際に行う。

（）認可：別途規定があるものを除き、本法規に基づき実施される具体的な検査の認可、

華人民共和国海事局である。

6

（）港湾海事管理機関の要求を受けた際に、乗船して点検・検査を行う権利。

（）船舶に対し修理を求める権利。

う際、以下の権利を有する。

 上記の船舶検査機関の船舶検査技師は、内陸河川航行小型船舶の法定検査を行

（）で述べた船舶検査機関が行わなくてはならない。

 内陸河川航行小型船舶の法定検査を実施する場合は、規定に基づき、総則 

 検査機関

ができる。

未満）の検査証書発行規定を定めるにあたって、本法規の安全技術要求を参考にすること

 各省（自治区）は、管轄区域内の町村の渡船（定員  名未満または全長 ｍ

局が別途定める。

要があると考える場合、その水域内で航行作業を行う船舶の検査証書発行技術規則は、本

 本局が、ある水域内の航行作業船舶に対し、特定の安全技術規定を適用する必

則」の規定に基づく。

 本法規で言及している航行区域等級は、本局の「内陸河川船舶法定検査技術規

（）スポーツ用ボート

（）帆船

（）木造船

（）高速船

（）軍用船舶

通過した後で発行または署名される相応の法定証書のことを指す。

（）主管機関：本法規のなかで定められた検査と証書発行の管理を行う主管機関は、中

 別途規定があるものを除き、本法規は以下のものには適用されない。

内陸河川を航行する小型船舶に対して定めた各項目の点検・検査、ならびに点検・検査を

規則の規定も満たさなくてはならない。

および作業船は、本法規第四章の規定を満たすほかに、本局が定める相応の法定検査技術

船、引火点≦℃の油槽船、梱包済みの危険貨物の輸送船）
、タグボート（押し舟・引き舟）、

 危険物輸送船（液化ガス物質のばら積み輸送船、危険化学薬品のばら積み輸送

/3* エンジン船内機およびガソリン船外機を設置してはならない。

商業的性質を持つあらゆる船舶はガソリン船内機を設置してはならない。また、客船は

上、ｍ未満の民間用船舶に適用される。

すなわち、船舶と人命財産の安全を保証し、水域環境の汚染等を防止するために、国内の

（）法定検査：本法規で定めた各種検査（政府の法令、条例で定められた検査を含む）
、

予定である船舶のことを指す。

（）中国籍船舶：中華人民共和国に登録されている、または中華人民共和国に登録する

 本法規全体については、以下のように定義する。

 本法規の各章で言及した関連用語の定義は、各条項のなかで定める。

 定義

的な決定を下す。

 適用範囲
 本規定は中国内陸河川水域（河川、湖、ダム等を含む）を航行する全長 ｍ以

しい経過背景の資料と併せて書面を提出し、本局に訴えを起こすことができ、本局が最終



第一節 一般規定

第一章 通則

に書面で訴えを起こすことができる。そこで処理された意見になお不満がある場合は、詳

業の進行に影響が及ぶような場合、関係者は船舶検査技師の所属する機関または上部機関

 船舶検査技師がその任務を遂行するなかで、関係者との間に意見の相違が生じ、作

 申し立て

てはならない。
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ことを指す。

7

面の延長線と船の中心線が互いに交わる点から、乾舷甲板の上表面までの間の垂直距離の

の船舶については、船全長の中間点で、船舷に沿った船底板の外表面または船底板の外表

側板の内縁の延長線とが交わる点までを計測しなくてはならない。繊維強化プラスチック

ブしている船舶については、平板キールの上表面から乾舷甲板の下表面までの延長線と舷

から乾舷甲板（最上甲板）の下表面までの垂直距離のことを指す。甲板がアーチ型にカー

 型深さ '（ｍ）全長の中間点の舷側に沿った場所で、平板キールの上表面

所の、片舷の外板外縁から反対舷の外板外縁までの水平距離のことを指す。

の幅は計算に含めない。繊維強化プラスチックの船舶については、船舶の幅が最も広い場

 型幅 %（ｍ）外板の厚みを含まない船体の最大幅のことを指し、張出甲板

と平行でなくてはならない。

船舶の設計については、キールが傾斜した際、その測定する長さの水線がその設計水線

の ％を下回ってもいけない。舵のない船舶の全長は満載吃水線の長さとする。

を計測する。ただし、いずれも満載吃水線の長さを上回ってはならず、満載吃水線の長さ

縁と満載吃水線の交わる場所から計測を始める。舵柱のない船舶の場合は舵の中心線まで

の後縁までを計測した長さのことを指す。船首柱のない船舶の全長は船体中央縦断面の前

 全長 /（ｍ）満載喫水線に沿って、船首柱の前縁から舵柱（ラダーポスト）

別途規定があるものを除き、関連内容を以下のように定義する。

 定義

に合致していなくてはならない。



料と溶接規範」の技術規定、または本局が認めたその他の同等効力を持つ標準の関連規定

8

しかも非商業的な娯楽、レジャー、観光に使用する船舶のことを指す。

 遊覧船本法規のなかでは、公民、法人またはその他の組織が所有・使用し、

求を満たしている船舶のことを指す。

雨密性のあるハッチカバーが設置されていないが、その他の開口部は風雨密性に対する要

 開放船乾舷甲板上の露天部分にある貨物倉ハッチまたは客席ハッチに風

性のあるハッチカバーが設置されている船舶のことを指す。

ラスチックを使用することができる。船舶の材料と建造技術については、中国船級社「材

 本法規が適用される船舶には、材料として鋼、アルミ合金、または繊維強化プ

中国船級社「内陸河川小型船舶建造規範」の技術規定をその判断基準とする。

設計と設置はいずれも予定される用途に適したものでなくてはならない。本局が認可した

 船舶の船体構造と強度、艤装、タービン、電気設備、機関室自動制御系統等の

 本法規は、内陸河川航行小型船舶の法定検査を行う依拠である。

 検査の依拠

 非開放船乾舷甲板上の露天部分にあるハッチとその他の開口部に、風雨密

定められた最高等級の航行区域内での最大載貨重量を示す水線のことを指す。

その船舶の関連証書を取り消すとともに、速やかに現地の海事管理機関に通知しなくては

ならない。

 満載吃水線船舶の、定められた適正航行区域内で許可されている最大載貨
重量を示す水線のことを指す。船舶が複数の等級の航行区域に適する場合、満載吃水線は

是正措置をとるよう求めなくてはならない。万一、船舶がその是正措置をとらない場合は、

下表面）から満載吃水線までの垂直距離のことを指す。

条件を船舶が満たしていない場合、その船舶検査技師または機関はただちに船舶に対して

を確認した場合、あるいは「航行または船舶や船上の人員にいずれも危険がない」という

 満載喫水 G（ｍ）満載排水量の状態で静かに水面に浮いているときの、船
全長 / の中間点における、平板キールの上端（繊維強化プラスチック船舶の場合はキール

 上記の船舶検査機関の船舶検査技師が、内陸河川航行小型船舶の法定検査を行

った際に、万一、船舶またはその設備の実際状況とその証書に記載された内容との不一致
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 本法規の第一章  に合致する内陸河川小型船舶は、本章の規定に基づき検

 一般要求

 船舶は、建造前に必ず、付属文書Ⅰの規定に基づき設計資料一式  部を船舶検

 新船の初回検査（建造検査）

第二節 検査

（）繊維強化プラスチック船については、技術規定、原材料、金型に対する認可と検査

（）船舶の主な寸法の測定および満載喫水線表示、水位計表示の正確性の検査。
（）通路、出入口、および手すりの検査。
（）傾斜試験。
（）消防設備・救命設備の証書、配置、設置検査、および試験。
 新造船のタービンと電気設備の建造検査には以下の内容が含まれていなくて
（）主機関（メインエンジン）、推進装置、電気設備、汚染防止装置、圧力容器等の主
要設備が船舶用製品証書を受けているかどうかの検査、および、それらの主な技術規格と
性能指標の照合。


























船底外部検査

証書更新検査

年度検査

船底外部検査

証書更新検査

年度検査

船底外部検査

証書更新検査













年度検査

船底外部検査

9
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（）主機関、補助機関、ベアリング、スクリューの設置検査、および必要な試験。

（）舵装置・投揚錨設備の設置および操作使用の信頼性の検査、および必要な試験。

はならない。

（）船体（ドア、窓、ハッチを含む）の気密性試験。





証書更新検査



の検査と試験を行う。
）

要。
（主に技術規定の実施状況、船体構造の完全性と成型の質、および外板の厚さについて

（）繊維強化プラスチック船については、技術規定に基づき成型前、成型後の検査が必

が必要。



三回目以上



一回目

（）舵装置・投揚錨設備の適正性および設置の質の検査、および必要な試験。

（）溶接技術、規格、材料および溶接の質の検査。

年度検査

検査の種類



周期（年）

説明：①台船の一回目の証書更新検査は水面に浮いた状態で行ってよい。

台船（浮き船）

チック船

繊維強化プラス

非自走船

自走船

船舶の種類

実施回数

証書更新検査

（）構造（骨組）配置の完全性と正確性が設計図と合致しているかどうかの検査。

認可または承認を受けなくてはならない。

（）追加検査

 船舶検査を行う周期は表  を参照のこと。

（）船体の主要材料は合格済みの船舶用製品証書を受けていなくてはならない。特殊な
状況下にあって、船舶用製品証書を受けていない材料を使用する場合は、船舶検査機関の

（）証書更新検査

 新造船の船体の建造検査には以下の内容が含まれなくてはならない。

（）船底外部検査

（）年度検査

査機関に送付し、検査を受けなければならない。検査を通過し、許可が下りてはじめて建





造に取り掛かることができる。

二回目

  ：③冬季に凍結封鎖期間がある水系を運行している船舶は、船舶検査機関の許可を得て、検査を通
過したうえで、証書更新検査を最大  ヶ月（ ヶ月は超えない）まで延期することができる。

（）初回検査

表 

  ：②船齢が  年を超えている自走船舶と船齢が  年を超えている非自走船舶の検査周期について
は、船舶検査技師が船舶技術の状況に基づき、証書更新検査と船底外部検査の周期を適切に短縮してよい。

 船舶検査の種類は以下のように分けられる。

 検査の種類と検査の周期

名をする。

査を行わなくてはならない。検査に合格したうえで、船舶検査機関が相応の証書の発行署



第一節 一般規定

第二章 検査と証書発行
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（）主機関、補助機関（あれば）、ギアボックス等の外部検査と稼働状況の確認。必要

（）油圧システム、エアコンプレッサシステムと通風システムの設置検査と試験。

（）消防ポンプおよびその配管系統の検査と試験。
（）オイルタンクおよび燃料供給管設置場所の通風の有効性検査。
（適用される場合。
）

（）油汚染防止施設の有効性の検査。
（）発電機（あれば）
、蓄電池、および電気ケーブル等、電気設備の外部検査と絶縁器

（）油汚染防止設備の証書確認と設置検査、および試験。

 「係留および航行試験要綱」に基づき係留試験および航行試験を行う。

 船舶検査機関が必要だと考える検査と試験の項目。

 /3* エンジンを搭載している船舶については、新造船の初回検査にさらに以下

（）可燃性ガスまたは（と）可燃性粉塵のある場所に火気があるかどうかの検査。
 /3* エンジンを搭載している船舶については、年度検査にさらに以下の内容を

（）/3* 機器の設置場所、タンクの設置場所の通風システムの設置検査と試験。

（）/3* 遠隔開閉装置の設置検査と試験。

（）/3* 機器の設置場所、ガスタンク設置場所の全体検査。およびその設置場所に失火・

（）船体の外板、甲板、水密隔壁、骨組にひび、亀裂、水漏れ、老朽化、過度の腐食等

12

（）船体上の接地板が完全かどうかの検査。

11

（）アンカーとアンカーチェーンの検査。

（）手すり、通路、出入口等の安全施設の検査。

開口部とそのバルブの検査。

（）舵、ラダーキャリア、スクリュー、軸のシーリング、シーチェスト、水線より下の

ク船については、船体の )53 積層板に亀裂、変質、分離がないかどうかの検査。

（）ダクト、空気管、ハッチ等とその開閉装置を含む検査。

性能検査。

（）舵、アンカー、消防、救命等の設備の配置およびその有効性の検査。必要な場合は

裂、変質、分離等がないかどうかの検査。

（）船舶の外板にひび、損傷、過度の腐食がないかどうかの検査。繊維強化プラスチッ

 船底外部検査には以下の内容が含まれていなくてはならない。

 年度検査には以下の内容が含まれていなくてはならない。

の欠陥が存在しないかどうかの検査。繊維強化プラスチック船については、船体構造に亀

 船底外部検査（ドック内検査）
 船底外部検査は通常ドック内または造船台の上で行う。

 年度検査は、年度検査の期限満了日の前後  ヶ月以内に行うことができる。

好かどうかの検査。

（）ガスタンク設置場所と機関室の底板、および気密性が求められる隔壁の気密性が良

 年度検査

（）防爆電気設備または引火防止電気設備の稼働状況の検査。

って行わなくてはならない。

（）遠隔操作開閉式 /3* 供給管メインバルブの構造試験。

（）/3* 探知警報システムの稼働状況の検査。

速やかに処置しなくてはならない。

（）/3* 供給システムの検査。配管・バルブ等に過度の腐食やガス漏れがあった場合は、

の確認。

（）/3* 動力主機関の遠隔操作システムの検査と、それが良好に稼働しているかどうか

爆発の危険がないかの確認、通風システムが良好に稼働しているかどうかの状況確認。

または証書更新検査の項目に従って行ってよいが、客船の場合は証書更新検査の項目に従

 既存船舶の初回検査の項目はその船舶の船齢や実際状況を見て決め、年度検査

を受けたうえで、適切に省略することができる。

審査を受けなくてはならない。万一、提出困難なものがある場合は、船舶検査機関の許可

一式  部と船舶建造質品質書、合格済みの主な船舶用品証書等を船舶検査機関に送付し、

 既存船舶の初回検査については、付属文書Ⅰの「 」印付きの項目の設計資料

 既存船舶の初回検査

（）/3* 動力システム操作ハンドブックの配備状況の確認。

（）防爆設備または引火防止設備の確認と安全検査。

含んでいなくてはならない。

（）無線電信設備の検査と試験。

（）/3* 供給システムの設置検査と試験。

（）/3* センサーの設置位置と数量の検査、および /3* 探知警報システムの試験。

（）航行設備、信号設備の検査と試験。

（）/3* エンジンの設置検査と試験。

具の使用状況の確認。

（）ビルジウォーターシステムの使用状況の検査。

（）航行設備・信号設備および無線電信設備の証書確認と設置検査、および試験。

の内容が含まれていなくてはならない。

（）オイルタンクおよび燃料システムが完全であるか、液漏れがないかどうかの検査。

（）電気設備の絶縁および接地、避雷装置の設置状況の検査。

な場合は、特定の項目の性能試験を行ってもよい。

（）機器設置場所の全体検査。

（）操舵コンソールの設置と信頼性の検査。

（）電気設備、電気ケーブルの設置検査と必要な試験。

（）満載喫水線表示の確認・検査。

（）各種配管系統の敷設検査、および必要な試験。

－ 171 －

 証書

 船舶が初回検査を受け、本法規の関連要求を満たしていた場合は、船舶検査機

13

 船舶が証書更新検査を受け、本法規の関連要求を満たしていた場合は、新しい

査報告を発行する。また、全長 ｍを超える船舶に対しては =6% 書式の証書を発行する。

関が全長 ｍ以下の船舶に対し、本局の =6% 書式の内陸河川小型船舶証書および関連検







第三節 証書
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⑤船体構造または設備の破損のために汚染事故が発生した場合。

④船舶証書のなかで言及している航行適性条件に変化が生じた場合。

機関による規定の検査を受けていない場合。

ճ船舶構造、機械装置、安全設備の変更または変化があったにも関わらず、船舶検査

検査を申請していない場合。

②航行の安全に影響を及ぼすような機械損害事故、海損事故が発生したにも関わらず、

検査を行っていない場合。

①証書の有効期限が満了しているにも関わらず、本法規で定められた期限までに関連

（）船舶証書は下記のいずれかひとつの状況に当てはまった場合、自動的に失効する。

②船舶が証書で限定された航行区域と条件に従って運営作業を行っていること。

定された用途に適していること。

状態を保てるよう保証しなくてはならない。

補修や何らかの交換が必ず効果的に行われ、船舶とその設備が引き続き目的業務に適した

 追加検査は、状況に応じて全体検査と部分検査を行わなくてはならない。また、

（）その他、臨時検査が必要なとき。

（）船舶の航行を休止し格納していた後、再び航行を始めるとき。

き。

（）証書の期限までに規定の検査を実施することができず、時期を延ばす必要があると

何らかの修理または改装を施したとき。

（）船舶の構造、機械、設備に対して、本法規の関連要求や船舶の安全に関わるような

（）海損事故、機械損害事故が発生したとき。

（）航行区域または船舶の用途が変わったとき。

（）船名、船籍港または船舶所有者が変わったとき。

①船舶が本法規に基づく検査とその証書・署名を受けており、技術状態が良好で、予

（）証書の有効性を保持する条件は以下のとおりとする。

 船舶に以下の状況が生じた場合は、追加検査（臨時検査）を申請しなくてはな

らない。

 証書の有効性保持の条件と証書の失効

 追加検査（臨時検査）

前の証書更新検査の期限満了日から起算する。

ヶ月まで期間を延長することができる。ただし、次回の証書更新検査の期日は、延長する

箇所の厚さ測定検査を行わなくてはならない。

（）金属船については、二回目以降の証書更新検査の際、船舶外板の損耗等が疑われる

（）特殊な状況下にあって、証書更新検査の期限満了日までに証書更新検査が終わって
いない場合は、船舶検査技師の乗船検査と船舶検査機関の承認を受けたうえで、最長で 

（）舵、アンカー等の設備検査、および性能試験。

（）検査免除証書の有効期限はその関連証書の有効期限を超えてはならない。

（）発電機、蓄電池、照明等の電気設備の検査、および性能試験。

証書の有効期限は、表  の証書更新検査の周期を超えてはならない。

（）内陸河川船舶航行適性証書、内陸河川船舶満載喫水線証書、内陸河川船舶耐油汚染

有効とする。

（）内陸河川船舶容積トン数証書、内陸河川船舶乗客定員証書は通常の状況下では長期

 証書の有効期限は以下のとおりとする。

（）主機関、ギアボックス、推進装置の解体検査、および航行試験。

はならない。

（）繊維強化プラスチック船の船体の積層板には水漏れや明らかな変質、分離があって

（）ドア、窓、ハッチの気密性試験。

んでいなくてはならない。

 証書更新検査は年度検査と船底外部検査の項目以外に、さらに以下の内容を含

証書を再発行する。船舶の年度検査、船底外部検査、追加検査（臨時検査）が完了した後
は、証書内の各「検査記録」欄にそれぞれ署名する。

 証書更新検査（特別検査）

 証書更新検査はその期限に従って行う。
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 溶接と検査測定作業

 船舶および船舶用製品の溶接作業に従事する人員は、必ず認可済みの「溶接工

第二節 船体

 フェンダー

泊条件に応じて、小さな川の支流を航行する船舶や港湾作業船、特定の制限条下で投錨し

 縦方向の部材は優れた構造連続性を有していなくてはならない。甲板、舷側と

15

 船首隔壁は船首垂線（)3）から /～ｍの範囲内で適切に設置しなくてはならない。


くてはならない。

 水密隔壁の高さは乾舷甲板または船尾隆起甲板（低船尾楼甲板）の位置までな

室の前壁は必ず水密隔壁でなくてはならない。

 船舶は、船首と船尾のいずれにも一本の水密隔壁を設けなくてはならず、機関

 隔壁の設置

船底の骨組は効果的に接続され、完全に強固な構造体を構成していなくてはならない。

 一般要求
 船舶の主要推進装置と補助機械装置、ポンプ、ファン、配管の設計、製造、設

第三節 タービン

16

置および試験は、いずれも本節の関連規定に合致したものでなくてはならない。





に強化されなくてはならない。

 マストは強固に支えられていなくてはならず、支えている場所の構造は効果的

 その他

寸法については、校正（規定との照合）をしたうえで計算しなくてはならない。

 船舶は艫綱（ともづな）や相応の係留設備を装備していなくてはならない。

 船舶は充分な構造強度を有していなくてはならず、構造（骨組）部材の設置や

免除される。

なくても航行の安全を保証できる船舶については、許可を受けたうえで停泊設備の設置を

 船体構造と強度

は、船舶検査技師の許可を受けなくてはならない。

 船体構造試験では必ず検査を行い、試験過程で発見された問題を処理する場合

方法で船体構造試験を行わなくてはならない。

 停泊および係留設備
 船舶は一般に停泊設備を装備していなくてはならない。航行ルートの特徴や停

 船体構造試験

舶建造規範」の要求を満たしたものでなくてはならない。

 舵設備の材料、強度、設置、溶接、配置等は、中国船級社の「内陸河川小型船

もよい。

くてはならない。非自走船は実際状況に応じて舵装置を設置してもよいし、設置しなくて

 自走船には舵設備または舵設備と同等の性能を持つその他の装置を設置しな

 舵設備

はならない。

設を採用してもよい。また、フェンダーは舷を保護するのに充分な強度を有していなくて

は厚みを加えた板または半円形のフェンダーを採用してよく、その他同等の性能を持つ施

 船舶の両舷にはいずれもフェンダーを設置しなくてはならない。フェンダーに

 船体構造については、その強度と気密性に対する別々の要求に基づき、別々の

の証書に対応する種類・等級の非破壊試験に従事することができる。

の「非破壊試験員資格証書」を取得していなくてはならず、証書を取得してはじめて、そ

 船舶および船舶用製品の非破壊試験（1'7）に従事する人員は、必ず認可済み

種類・等級の溶接作業に従事することができる。

合格証書」を取得していなくてはならず、証書を取得してはじめて、その証書に対応する





非自走船の両舷および自走船の非旅客・船員が常に活動や業務を行う場所にも、その他の
効果的な保護施設や滑り止め施設を設置してよい。

はならない。

 舷壁と手すり
 船舶の両舷にはいずれも舷壁または手すりを設置しなくてはならない。また、

 一般要求

 本章で言及している項目は、明確な規定のほかに、中国船級社の「内陸河川小

せる場合は、乾舷甲板の下表面に設置しなくてはならない。

 電気ケーブル、操舵系統、電信線等を設置するにあたって、水密隔壁を貫通さ

設けてはならない。

 $ 級、% 級航行区域の客船および - 級航行区間の船舶は、水密隔壁上にドアを

 水密隔壁の構造は充分な強度を有していなくてはならない。

型船舶建造規範」と「材料と溶接規範」
、およびその改正通知の規定にも合致していなくて



第一節 一般規定

第三章 船舶構造

－ 173 －



らない。
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 最大出力 N: 以上の船外機の場合は、船首に舵輪操縦台を設置しなくてはな

イルホースやガスホースの接続部分に漏れがあってはならない。

 船外機の操縦ケーブルは効果的に密封されていなくてはならない。また、オ

 船外機はしっかりと頑丈に船尾板に固定されていなくてはならない。

要求

 ガソリンエンジンと液化石油ガス（/3*）エンジンを船外機とする船舶への特別

 急流区間を航行する客船は、二つの主機関を設置しなくてはならない。

 急流区間航行船舶に対する特別要求

護カバー等の安全施設を加えなくてはならない。

 機械が稼動しているとき、作業人員に危険が生じる可能性のある部分には、保

 保護施設
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 主機関の排気管には、一般的に効果的な消音器を設けなくてはならない。

くてはならない。

 風冷式ディーゼル機関の排気管と冷却ダクトは、機関室内に適切に配置しな

 排気管と船体の連結にあたっては、水密性を保証しなくてはならない。

らない。

の側面または船尾に排出しなくてはならない場合は、河川の水の流入を防止しなくてはな

 排気管は一般に上向きに排出するよう敷設しなくてはならないが、万一、船

てはならない。

 主機関の排気管は断熱材料で覆い、表面温度が ℃を超えないようにしなく

 排気配管

ースを使用しなくてはならない。

 燃料の配管にホースを使用する場合は、保護加工された耐火性・耐油性のホ

能を持つ金属管で製造しなくてはならない。ディーゼルオイルの配管にはアルミ合金管を
使用してもよい。

しなくてはならず、設置にあたっては、近づいたり補修したりするのに便利な状態にしな

くてはならない。

 燃料配管
 燃料管は焼鈍処理済みシームレス銅管、銅ニッケル合金管、または同等の性

 軸（シャフト）が水密隔壁を貫通する場所にはスタッフィングボックスを設置

なくてはならない。

面計を使用する場合は、必ず自動閉鎖式のものを選び、保護カバーを付けなくてはならな
い。また、油面計にはプラスチック管を使用してはならない。

 密封

なくてはならない。空気抜管の内径は注入管の内径を下回ってはならない。ガラス製の油

（）ディーゼル機関の燃料タンクの上には余剰圧放出装置、油面計、空気抜管を設置し

設置しなくてはならない。

ならず、しかも両者の間隔が PP を下回ってはならない。燃料タンクの下には受け皿を

（）燃料タンクと油送管のフランジ部との継ぎ目は、エンジンの排気管の真上に来ては

下回ってはならない。

（）燃料タンクを設置する前には必ず液圧試験を行い、試験の結果、圧力が 03D を

所の有効な通風を保証しなくてはならない。

（）燃料タンクは、船舶が衝突しても燃料が溢れ出る恐れのない場所に配置し、その場

 燃料タンクの構造、配置等は以下の規定に合致していなくてはならない。

 燃料タンク

銅、銅合金、またはその用途に適したその他の材料で製造しなくてはならない。

 各種配管、伝動軸が水密隔壁を貫通して敷設される場合は、水密性が保証され

らない。また、滑り止め処理をされた通路でなくてはならない。

 機関室内の各種設備の配置は、操舵とメンテナンスに便利なものでなくてはな

 通路

乾舷甲板に通じる金属梯子が設置されていなくてはならない。

 機関室には少なくとも  ケ所以上の出入口を設けなくてはならず、出入口には

 出入口

信連絡設備を設置しなくてはならない。

 操舵室と、機関室の主機関を制御する場所との間には、一般に信頼性のある通

 通信

によって、あらゆる正常な状況下で適切に船舶を制御できるよう保証しなくてはならない。


 主要推進装置は充分な後退動力（後進動力）を備えていなくてはならず、それ

 後退措置

 ポンプと配管
 本節に別途説明があるものを除き、パイプ、バルブ、付属部品は鋼、鋳鉄、

縦傾斜：r

くてはならない。また試験の終了後、造船工場は試験報告を提出しなくてはならない。

横傾斜：r

以下の傾斜状況になった際でも正常に稼働するよう保証しなくてはならない。

 試験
 タービンの設置完了後は、審査の試験要綱に基づき係留・航行試験を行わな

 傾斜

 主機関、補助機関と軸伝動装置および船舶の安全に関する機械設備は、船舶が

－ 174 －

 冷却水配管
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 /3* 供給管（マスタパイプ）上の蒸発圧力調整器の入口側には自動停止バル

たは木製のクッションを置かなくてはならない。

はならない。

 油槽船の主機関またはその他の発火源となり得る設備は、いずれもカーゴタ

 ガスタンクは機関室から独立したガスタンク置場に設置し、堅牢な固定施設
を設けなくてはならない。また、ガスタンクと固定台座のあいだには衝撃防止用のゴムま

開放式の機関室を除き、機関室には効果的な自然通風システムと動力通風システムを設

くてはならず、その製品には認可を受けた製品証書がなくてはならない。

 ガスタンクおよびその付属部品は、関連国家標準の規定に合致したものでな

スタバルブを閉じることができなくてはならない。

た際に、自動的に燃料供給を停止するか、あるいは操舵室から遠隔操作で /3* 供給管のマ

することができなくてはならない。また、可燃性ガス /3* の濃度が爆発下限の ％に達し

（）可燃性ガス /3* の濃度が爆発下限の ％に達した際に、操舵室に音と光で警報を発

くてはならない。

（）センサーは可燃性ガス /3* が漏れやすい場所と漏れて溜まりやすい位置に設置しな

ならない。

固定式の可燃性ガス /3* 報知機を設置するにあたっては、以下の要求を満たさなくては

らない。

設置しなくてはならず、船舶には携帯式の可燃性ガス /3* 報知機を  台装備しなくてはな

 閉囲されたガスタンク置場や機関室には、固定式の可燃性ガス /3* 報知機を

はならない。

ステムを設置しなくてはならず、吸気ブロワは火花が発生しない構造の型式を選ばなくて

 開放式の機関室を除き、機関室には効果的な自然通風システムと動力通風シ

設置しなくてはならない。

置しなくてはならず、吸気ブロワ（換気扇）は火花が発生しない構造の型式を選ばなくて

またはその他同等の性能を持つ材料で隔てなくてはならない。

 /3* エンジンの機関室と乗組員の乗務場所とのあいだは、不燃性または難燃性

らない。

 ディーゼル機関には回転速度計とその他の必要な計器を取り付けなくてはな

その他の有効な緊急停止装置を設置しなくてはならない。

 操舵室または主機関の脇には、燃料供給を迅速に停止できる装置、あるいは

ない。

 ディーゼル機関または主要推進装置の方向転換時間は、6 を上回ってはなら

国船級社「内陸河川小型船舶建造規範」の関連規定に合致していなくてはならない。

を発電機の原動機とする場合も、必ず調速機を取り付けなくてはならず、調速の特性は中

回転速度が規定の回転速度の ％を超えないようにしなくてはならない。また、エンジン

 エンジンを主機関とする場合は、信頼性のある調速機を取り付け、主機関の

い安定回転速度が規定の回転速度の ％を上回ってはならない。

 主機関は良好な低速稼働性能を備えていなくてはならない。一般に、最も遅

受け、船舶適性条件を満たしたうえで、はじめて船舶に取り付けて使用することができる。

が、それ以外で、その他のエンジンを主機関とする場合は、船舶検査機関の検査と試験を

 船舶検査機関の認可した船舶用ディーゼル機関は直接船舶に取り付けてよい

 排気管の排出口にはスパークアレスタまたはそれと同等の性能を持つ施設を

遠隔操作ができなくてはならない。

手動式ビルジポンプを  台設置しなくてはならない。

 エンジン装置

 /3* エンジンを主機関として使用する場合は、緊急停止装置を設置しなくては
ならない。/3* 供給管のマスタバルブを閉じることでその装置としてもよいが、操舵室から

 本節が適用される /3* エンジンには、二種類の燃料を使用してはならない。

水してよいが、人員が頻繁に出入りしない、または必ず排水しなくてはならない船室には

試験を受けなくてはならず、その許可を受けてはじめて船舶に取り付けることができる。

きる。また、第五種客船とその他の船舶には、手動式ビルジポンプを  台設置してもよい。

 水密性のない船室のビルジウォーターは、水を入れる器具（バケツ等）で排

ならない。/3* エンジンを主機関、補助機関として使用する場合は、船舶検査機関の検査と

 全長が ｍを超える船内機式金属製客船には動力式ビルジポンプを  台設置

 /3* エンジンの設計と製造は国家関連標準の規定に合致したものでなくては

 /3* エンジン

個の強化ボルトを付けるか、製品説明書の設置要求に従って取り付けなくてはならない。

 主機関、ギアボックスと台座とを固定するボルトは、それぞれ少なくとも 

い。

 主機関とギアボックスには、できる限り共同の台座を使用しなくてはならな

 エンジンの設置

ンクやスロップタンクと直接隣り合う場所またはその区域内にあってはならない。

しなくてはならず、このポンプには固定式ポンプまたは携帯式動力ポンプを選ぶことがで

 ビルジウォーター用施設

は逆止弁または波止弁を設置しなくてはならない。

 排水口の位置は一般に満載喫水線より下であってはならず、そうでない場合

面積の  倍を下回ってはならない。

 シーチェストには格子板を取り付け、その有効通過面積は吸入バルブの通過

キングストンバルブから河川の水を吸い上げることができるよう保証しなくてはならない。


 一般に  ケ所の海水取入口を設け、航行状態にあるときに、冷却水ポンプが

－ 175 －

いては、主機関の起動稼働と連動させなくてはならない。すなわち、換気装置が稼働を始

めて少なくとも PLQ 後にエンジンが起動しなくてはならず、換気装置が何らかの理由で停
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 軸継手のフランジ部を連結している強化ボルトはボルト総数の ％を下回っ





度を下回ってはならない。

 軸継手をボルトで軸に取り付ける場合、ボルトの引張強度は軸材料の引張強

（）急流航行区間は 6
（）その他の航行区域は 6

 軸継手とボルト

造規範」の相応の要求を満たしたものでなくてはならない。

22

ている場合に、片舷  度から反対舷  度になるまでの所用時間が、以下の規定を超えて
はならない。

 軸の直径

 主要操舵装置については、船舶が満載喫水の状態で、最大航行速度で航行し

 中間軸、推力軸、スクリュー軸の直径は、中国船級社「内陸河川小型船舶建

の温度は ℃を超えてはならない。

 操舵時間に対する要求

きる。

 主要推進軸は充分な後退（後進）出力に耐えられなくてはならない。

 主要推進装置のすべり軸受けの温度は ℃を超えてはならず、転がり軸受け

備しなくてはならない。緊急用動力としては蓄電池または手動液圧ポンプを選ぶことがで

 急流区間を航行する船舶の動力式操舵装置については、別に緊急用動力を配

採用している船舶は、手動式操舵装置を設置しなくてはならない。

  台の電動式または電気液圧式または主機関にポンプが付属した動力設備を

 動力式操舵装置には  台の舵装置用動力設備を設置しなくてはならない。

 自走船には  組の動力式または手動式の操舵装置を設置しなくてはならない。


はならない。

（）合金鋼は 1PP 未満

（）炭素鋼と炭素マンガン鋼は ～1PP

 軸材料の引張強度は一般に下記の範囲内から選ばなくてはならない。

 シャフトとスクリュー

なくてはならない。
（詳細は本章の付属文書  を参照のこと。
）

 船上には /3* 動力システム操作ハンドブック等の関連資料を備え付けておか

くてはならない。

 操舵装置
 操舵装置は航行時の船舶の進行方向に対して、適切な操縦が確保されなくて

た、その場所の空気中に危険な濃度の可燃性ガス /3* がないことを確認したうえで入らな

 スクリューの加工完了後は、一般に静的平衡試験を行わなくてはならない。

融合不良等の欠陥があってはならない。

鋳造不足等の欠陥があってはならない。鋼板溶接のスクリューにはひび、スラグ巻き込み、

の他の閉囲された場所に入る場合は、いかなる潜在的な火種も持ち込んではならない。ま

 船上の人員が、/3* が漏れて溜まっている恐れのある船室や空室、またはそ

練を行わなくてはならない。

 船員に対して、/3* 動力システムの正しい操作と緊急対応の手順に関する訓

 鋳造品のスクリューには、強度を損なうひび、気泡、空気混入、雑物混入、

には、いずれも信頼できるゆるみ防止措置をとらなくてはならない。エポキシ樹脂で粘着
させる場合は、船舶検査機関の許可を受けなくてはならない。

その換気回数はそれぞれ  回K と  回K を下回ってはならない。機関室の機械通風につ

止した場合は、エンジンも自動的に停止しなくてはならない。

ていなくてはならず、締め付けているナットのねじ山の旋回方向とテールシャフトの正転
方向は反対でなくてはならない。スクリューとその付属部品を固定するボルトやナット等

通風システムを設ける以外に、充分な容量のある機械通風システムを設けなくてはならず、

 スクリューはしっかりとテールシャフト（スクリューシャフト）に固定され

 スクリュー

を上回ってはならない。

 正転・逆転の伝動ができるクラッチについては、その方向転換の時間が 6

下回ってはならない。

 閉囲または半閉囲された機関室、あるいはガスタンク置場には、一般に自然

できる限り離して敷設しなくてはならない。

ションを貫通させてはならない。また、ガス漏れの恐れがある部分のパイプは電気設備と

 /3* 供給管の配管にあたっては、乗組員の待機場所や乗務場所、制御ステー

（）吸気ブロワが稼動していない場合。

 クラッチでの方向転換
 クラッチで任意に切り替えた回転速度が、主機関の規定の回転速度の ％を

（）エンジンが稼働していない場合。

とができなくてはならない。

（）点火スイッチが入っていない場合。

てはならず、普通ボルトで連結している場合は、船舶検査機関の許可を得た取り付け技術
を採用しなくてはならない。

ブを設け、以下のいずれか一つの状況にある場合は、自動的に /3* の供給を停止させるこ

－ 176 －

（）ひとつの設備にだけ電気供給する専門の安全隔離変圧器から電気供給されていて、

（）電気設備が船体の金属構造の上に直接固定されている、あるいは船体の金属構造に

 主電源

行に必要な電気と主機関の起動に必要な電気の需要を満たせる場合は、主機関の起動用蓄

ない。
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は、この項ではいずれも実効値を指し、この項の電圧はオートトランスから取ってはなら

（）使用電圧（交流電圧はいずれも実効値）が 9 を超えない設備。交流電圧について

 感電防止と防火

24

考慮するか、あるいは相応の措置をとらなくてはならない。

 あらゆる接地システムの連結点は、異なる金属同士の電気化学的作用を充分に

ならない。

ンクや油送管は、必ず専用の導体を使って本節  で述べた接地板につながなくては

も接地しなくてはならない。ただし、以下のものは除外してよい。

関や補助機関に発火点 ℃以下の燃料（または /3*）を使用している場合、そのオイルタ

 接地（アース）

 電気設備の導電部品以外で、接近する可能性のあるあらゆる金属部品はいずれ

 船上のあらゆる金属部品（配管、手すり、オイルタンク等）にはできるかぎり
連結導体を使用し、本節  で述べた接地板とつながなくてはならない。特に、主機

 船上には主要照明システムを設置し、船舶の主電源から電気供給することで、

はならない。

船員の業務や船員・旅客の生活場所に充分な灯りを提供できるようにしなくてはならない。


 照明

 各接地システムの連結導体（線）は、配電システムの導電回路として使用して

はいかなる航行状況下でも必ず水中に沈む位置にあり、耐腐食性能を備えていなくてはな
らない。

満たせるものでなくてはならない。また、蓄電池ユニットに充分な容量があり、安全な航

電池ユニットとして使用してもよい。

属部品は連結導体と一緒に使用し、それによって連続した完全な接地システムを形成しな
くてはならない。面積  ㎡以上、厚さ PP 以上の金属接地板に連結し、この金属接地板

（）ｍ未満の船舶で、照明だけが主な用途である場合は、 組の蓄電池を設置するだ

けでもよいが、蓄電池ユニットの容量は、出発港から最終到着港までの電気設備の需要を

 非金属船体の船舶の電気設備の接地
 電気設備の金属筐体および導電部品以外で、接近する可能性のあるあらゆる金

てはならない。

両端を接地する必要はない。

設備のケーブルについて、技術上の理由から一端だけの接地が望ましいとされる場合は、

くてはならないが、最後の分路は電源側一端だけの接地でもよい。また、制御設備と計測

（）電気ケーブルの金属保護カバーまたは金属保護被覆は、その両端を有効に接地しな

コンセントを通じた接地をしてもよい。

フトタイプの電気ケーブルまたは電気コードに付随する連続接地導体を用いて、プラグと

（）移動式や携帯式の電気設備の、電気を帯びない金属露出部分の接地については、ソ

ならない。

製造しなくてはならず、必要な場合は機械の損傷防止および腐食防止措置をとらなくては

（）専門の導体接地を設ける場合は、銅または導電性に優れた耐腐食材料でその導体を

ともに、ゆるみ防止や錆び防止の措置が施されなくてはならない。

ても、その接触面はいずれも平らでなめらかでなくてはならず、良好な接触を保証すると

（）専用の導体接地であっても、あるいは設備の台座（または支柱）による接地であっ

くてもよい。

は、少なくとも船舶の安全な航行に必要な電気設備に K 分の電気供給ができるものでなく

合は、 組の蓄電池を船舶の主電源として設置しなくてはならず、それぞれの蓄電池の容量

（）船舶が正常に航行するうえで、その船舶全体の動力設備が電力供給に頼ってない場

から独立した発電機ユニット  台と蓄電池  組を設置しなくてはならない。

（）電動式または電動液圧式動力源の操舵装置を装備している場合、少なくとも主機関

 主電源の設置

ճ蓄電池ユニット。

②推進用主機関駆動の発電機。

①独立した原動機駆動の発電機。

（）主電源装置には以下のものを採用することができる。

上の必要に応じて主電源装置を設置してもよい。

なあらゆる電気設備への電気供給が保てるよう保証しなくてはならない。非自走船は使用

（）自走船の主電源装置の容量と数量については、船舶の正常な操作状態と生活に必要

 一般要求

より導電する台座（または支柱）に固定されている場合は、別途専用の導体接地を設けな

 電気設備の接地は以下の要求を満たしていなくてはならない。

 船上の電気設備は必ず安全に操作でき、しかも旅客、船員および船舶の安全を

（）二重の絶縁処理と（または）絶縁強化処理が施されている携帯式設備。

しかも電圧が 9 を超えない設備。

 一般要求

確保し、電気事故の危険を回避できるよう保証しなくてはならない。



第四節 電気設備

－ 177 －

 電気設備の設計と設置にあたっては、操作人員および関連人員が導電部品や表

はならない。操作ハンドブックには少なくとも以下の規定の内容を含んでいなくてはなら

 電気設備の筐体の温度が ℃を超える場合、発熱部との隔離措置をとらなくて

また、換気装置が何らかの原因で停止したときは、エンジンも自動的に停止しなくてはな

26

（）/3* 供給システムにガス漏れを発見した場合、その原因が不明で修復されていない
うちは、その設備を使用してはならない。また、必ず /3* 供給源を遮断して通風・換気設
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）その他の要求について。



の接続部分を点検し、この部分に漏れがあってはならない。

（）ガスタンクを船に設置した後は、必ずガスタンクの液送バルブとクイックコネクタ

は船に設置してはならない。

絡を起こしたりしないよう保証しなくてはならない。

電気炊事設備の構造については、液体または食品が溢れ出した際に、絶縁を損ねたり短

連規定に合致していなくてはならない。

よび電気ケーブルは必ず固定して設置し、可動式の電気炊事設備については  の関

か点検しなくてはならない。万一、破損部位やガス漏れを発見した場合、そのガスタンク

（）タンクに /3* を充填した後は、ガスタンクとその付属部品にガス漏れがないかどう

 厨房の電気炊事設備には丈夫な保護カバーがなくてはならず、電気炊事設備お

）ガスタンクの交換について。

定式の多極連動スイッチで制御しなくてはならない。電熱器と電気炊事設備をコンセント

スイッチ連動コンセントを使用しなくてはならない。

ならない。

動式かを問わず、いずれも独立した給電線で電気供給し、あらゆる絶縁極を切断できる固

によって連結する場合は、多極制御スイッチをコンセントの手前に設置するか、あるいは

管のマスタバルブが自動的に閉まらなくてはならない。万一、このバルブが自動的に閉ま
らない場合は、操舵室の操舵人員が、速やかにガス供給管のマスタバルブを閉めなくては

 システムキッチン式の電熱器と電気炊事設備を備えている船舶は、固定式か可

漏れ出した可燃性ガスの濃度が爆発下限の ％に達したことを感知した場合は、/3* 供給

爆発下限の ％に達したことを感知した場合は、操舵室から音と光で警報を発する。また、

）船舶に設置された固定式可燃性ガス /3* センサーが、漏れ出した可燃性ガスの濃度が

れた機関室やガスタンク置場では機械通風を継続し、ファンを停止させてはならない。

）船舶の運航時間中（乗客の乗降時または臨時停船時を含む）は、閉囲または半閉囲さ

らない。

 電熱器具と電気炊事設備

に使用してもよい。

なくてはならない。必要な場合は、各船舶に電池内蔵の防爆型携帯電灯を配備し、緊急時

てはならない場合は、爆発性ガスが存在する環境での使用に適した防爆電気設備を採用し

 爆発性ガスや蒸気が発生し、爆発する恐れのある場所に電気設備を設置しなく

はならない。

装置が起動して PLQ 以上経ってから、
エンジンが起動されるようにしなくてはならない。

（）誤操作を防止するため、換気装置とエンジンのあいだには連動装置を設置し、換気

表面に設置してはならない。

（）機関室とガスタンク置場の換気装置を起動する。

ない。また、上述の設備は燃料タンク、オイルタンク、または二槽式オイルタンク等の外

ス漏れの原因を探してこれを排除しなくてはならない。

する電気設備は、設置する際に、附近の物体の過熱や発火を防止する措置をとらねばなら

 調節抵抗、起動抵抗、充電抵抗、電熱器具、およびその他の作動時に高温を発

れば）とガスタンク置場に /3* の漏れがあることを感知した場合は、ただちに点検し、ガ

（）感知・警報システムを起動し、/3* の漏れがないか確認する。センサーが機関室（あ

ない。

）/3* エンジンの起動操作手順は、以下の要求を満たしたものでなくてはならない。

くに設置してはならない。万一、電気設備をこのようなタンクの外表面に設置しなくては

ならない場合、その電気設備とタンク表面とは少なくとも PP の距離をとらなくてはなら

ない。

は除外してよい。

 電気設備は燃料タンク、オイルタンク、または二槽式オイルタンク等の外壁近

船上には、承認済みの、船上の人員がいつでも使用できる /3* 動力システム操作ハンド
ブックを備え付け、正常な状況下や予測可能な緊急状況下での安全操作ガイドとしなくて

/3* 動力システム操作ハンドブック

は指示ランプが引き続き電圧を保つことがあってはならない。ただし 9 の蓄電池の配線





付属文書 

て電源を切られた状態になったあと、原則としてシステムと設備自身の電気制御回路また

 システムと配線の設計にあたっては、電気設備がスイッチまたは制御器によっ

電部品は外部に露出してはならない。

 使用電圧が 9 を超える電気設備には安全保護措置をとらなくてはならず、導

バー、スイッチ等）を導電部品と充分に絶縁するよう設計しなくてはならない。

面に熱を帯びる部品に接触する事故を有効に防止するとともに、電気設備の操作部位（レ

－ 178 －
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 暴露場所閉囲場所以外の場所のことを指す。

す。測度甲板より下の船体部分は閉囲場所とみなす。

 閉囲場所外板、隔壁、固定障壁、甲板、天井板で囲まれた場所のことを指

含まない。

させて計測する。図  を参照のこと。測度甲板の長さには仮船首や仮船尾の長さは

長い水平な長さのことを指す。測度甲板に段差がある場合は、低い層の甲板の線図を延長

 測度甲板の長さ（/）測度甲板の線図で、船首・船尾両端のあいだの最も

 測度甲板隣接する満載喫水線より上のひとつめの甲板のことを指す。

とを指す。

 純トン数（17）本節が定める測定によって確定した、船舶の有効容積のこ

を指す。

 総トン数（*7）本節が定める測定によって確定した、船舶の総容積のこと

別途規定があるものを除き、本節では以下のように名詞を定義する。

 定義

らない。

の内表面までを測定し、その他の材料の船舶は船体外板の外表面までを測定しなくてはな

 総トン数の計算に用いるあらゆる容積は、金属構造の船舶については船体外板

字の後ろに単位の「トン」は記入しない。

 船舶容積トン数証書のなかの総トン数と純トン数には、数字だけを記入し、数

総トン数と純トン数が  より小さい場合は  とする。

して得られた総トン数と純トン数の数値は整数だけをとり、小数点以下の数値は数えない。

 船舶の容積トン数の測定は、立方メートル（㎥）を計算単位とし、容積計算に
使用するために測定する際はセンチメートル（FP）でとらなくてはならない。測定し計算
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 一般要求
 船舶の容積トン数を測定する目的は、船舶の総トン数と純トン数を確定させる
ことである。



第一節 容積トン数の測定

第四章 容積トン数の測定、満載喫水線、船舶復原性



もって行わなくてはならない。

（）液化石油ガス設備の管理、メンテナンス、使用は、指定された専門の人員が責任を

舶と乗客の安全を守らなくてはならない。

（）船舶に火災が発生した場合は、迅速にガスタンクを取り外して船外に放り出し、船

（）船舶の休航期間中は、/3* エンジンの全ての供給バルブを閉じなくてはならない。

たりすることは厳禁とする。

（）船上でガスタンク内に残った /3* 残液を空けて空にしたり、取り置いたり、処理し

備を起動する措置をとるとともに、各種の火種や電気設備の使用を厳禁とする。

－ 179 －

&係数を表す。表 （）から船首の形状、船尾の形状、船底の形状の係数を選

9測度甲板より上の閉囲場所の容積、㎥を表す。表  を参照。





9

.
























































表 

G計画満載喫水、ｍを表す。

式のうち、

求める。
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（）測度甲板より下の閉囲場所の容積は、線図に基づき計算するか、以下の式を用いて

（）測度甲板より下の閉囲場所には船体と付属部品等の部分を含む。

 測度甲板より下の閉囲場所の容積 9 については、以下のとおり定める。



注：9 の中間値については、係数 . は線形補間法で求める。





9

.

を参照。





9＝∑OLELKL ㎥
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KLL 個目の閉囲場所の高さの平均、ｍを表す。

ELL 個目の閉囲場所の幅の平均、ｍを表す。

OLL 個目の閉囲場所の長さの平均、ｍを表す。

L測度甲板より上の L 個目の閉囲場所を表す。

式のうち、

（）測度甲板より上の閉囲場所の容積 9 は、以下の式を用いて求める。

倉ハッチ等の部分を含む。

（）測度甲板より上の閉囲場所には船楼（船首楼、船尾楼、隆起甲板）、甲板室、貨物

 測度甲板より上の閉囲場所の容積 9 については、以下のとおり定める。

び、その三つを乗じて求める。

/測度甲板の長さ、ｍを表す。

9測度甲板より下の閉囲場所の容積、㎥を表す。表  を参照。

9測度甲板より上の旅客貨物を固定収容する暴露場所の容積、㎥を表す。表 

%、'（）と同様。

このうち、

9＝&/%' ㎥
式のうち、

9＝999

.係数を表し、.＝OJ9 とするか、または表  から選ぶ。

いて計算する。

（）資料のない船舶については、測度甲板より下の閉囲場所の容積 9 を、以下の式を用

る。

KX船尾の舷弧の高さ、ｍを表す。

9本節の規定に基づき測定して得られた船舶の総容積、㎥を表し、以下の式で計算す

KL船首の舷弧の高さ、ｍを表す。



式のうち、

*7＝.9

Kキャンバ（梁矢）の高さ、ｍを表す。

'v修正後の型深さ、ｍを表し、以下の式を用いて計算する。

'船の型深さ、ｍを表す。

%船の型幅、ｍを表す。

 船舶の総トン数 *7 は、以下の式を用いて計算しなくてはならない。



&ZS計画満載喫水時の水線面係数を表す。
/計画満載喫水線の長さ、ｍを表す。

このうち、

図 

延長線

&E計画満載喫水時の方形係数を表す。

 総トン数 *7

測度甲板

測度甲板の長さ



0 . 85 + 0 . 95
= 0 . 90
2

船底の形状（中心横断面）

船尾の形状（俯瞰、側面）

係数

9 字型尖底

楕円型（カウンタースターン）

尖鋭型（クリッパーバウ）

船首の形状（俯瞰、側面）

係数

係数













8 字型丸底

巡洋艦型

砕氷型





















平底

トランサム型

扁平型

－ 180 －
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数を表に記された数値の ％とする。

注：②船尾に軸路半開口がある船舶については、船尾形状の係数を表に記された数値の ％とする。また、船尾に軸路全開口がある船舶については、船尾形状の係

に見え、俯瞰すると扁平型に見える場合、船首の形状の係数は以下のように求めることができる。

注：①船首形状と船尾形状の係数については、実際の船の俯瞰・側面形状に基づき係数の平均値を選んでもよい。例えば、ある船の船首の形状が側面からは先鋭型

表 （）

 測度甲板より上の旅客貨物を固定収容する暴露場所の容積 9 については、以

9＝∑OLELKL ㎥

17＝.*7



ウェル甲板船

甲板貨物船、

運貨船

オープンハッチ式

船舶の種類





.

H

D

表 

表す。

H
であり、式中の + は貨物を積む甲板から基線までの垂直高度を表し、' は型深さを
D
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H
H
＜ となる場合は、
＝ とする。
D
D

ずれも .＝

注：①甲板貨物船、ウェル甲板船（甲板運貨船、ウェル甲板運貨船、自動車渡船運貨船を含む）は、い

載せない船舶

旅客貨物を





貨物船
客船

.

船舶の種類

*7総トン数を表す。 を参照。

.係数を表す。表  から選ぶ。

式のうち、

 船舶の純トン数 17 は以下の式を用いて求める。

 純トン数 17

露場所については、KL＝% とし、% は型深さを表す。

する甲板（または休息用の板床）から測度甲板までの距離を表す。天井のない貨物収容暴

板（または休息用の板床）が測度甲板より低い場合は、KL＝: とし、: は旅客を収容

天井のない旅客収容暴露場所については、KL＝ｍとする。また、旅客を収容する甲

KLL 個目の旅客貨物固定収容暴露場所の高さの平均、ｍを表す。

ELL 個目の旅客貨物固定収容暴露場所の幅の平均、ｍを表す。

OLL 個目の旅客貨物固定収容暴露場所の長さの平均、ｍを表す。

L測度甲板より上の L 個目の旅客貨物固定収容暴露場所を表す。

式のうち、

て求める。

（）測度甲板より上の旅客貨物を固定収容する暴露場所の容積 9 は、以下の式を用い

積載する暴露場所およびハッチカバーのない貨物倉のハッチ部分を指す。

（）貨物を固定収容する暴露場所とは、測度甲板より上にある、甲板積貨物を固定して

旅客を固定収容するための暴露場所のことを指す。

（）旅客を固定収容する暴露場所とは、測度甲板より上にある、第六章で定められた、

下のとおり定める。

－ 181 －

 多種の用途をもつ船舶については、表  の船舶の種類から選んだ . の値

 本節の規定に基づいて査定された最小乾舷が、復原性や強度の面から定められ

 一般要求

第二節 満載喫水線

を書き込むのが困難である場合は、船舶検査機関の許可を得たうえで書き込みが免除され

 満載喫水線表示には外径 PP、線幅 PP のひとつの円と、その円と交わる一

33

34

表示の右側に複数の平行線を書くことで各航行区域（区間）の満載喫水線を表示する。詳

 垂線船首垂線（)3）、船尾垂線（$3）は、それぞれ船全長の前後両端を通

 満載喫水線とは、船舶の航行区域（区間）に基づいて定められた載貨重量水線
のことを指す。船舶が複数の等級の航行区域（区間）の航行に適する場合は、満載喫水線

 計算型深さ（'）型深さに乾舷甲板の縁板を加えた厚さのことを指す。

別途規定があるものを除き、本節では以下のように名詞を定義する。

で、その下端と満載喫水線表示の上端は一直線にそろえ、満載喫水線表示の右端からの距
離は PP とする。詳細は図  に示したとおり。

ット「$」 または「%」
、または「&」 を書き込む。アルファベットは高さ PP、幅 PP

 定義

の距離は、それぞれ PP とする。満載喫水線表示の右側には、航行区域を表すアルファベ

置しなくてはならない。

 船舶の水位計表示は、付属文書Ⅱの様式に従って書き込むことが望ましい。

ファベットは、高さ PP、幅 PP、間隔 PP で、満載喫水線表示の上端および左端から

（）液体貨物船の乾舷甲板上の露天部分は、高度で完全な水密性を有していなくてはな

線を書き込む場合は「=&」の代わりに「&6」と書く。書き込む「=&」または「&6」のアル

満載喫水線表示の左側にはアルファベットで「=&」と書き込む。中国船級社が満載喫水

離は、査定された最も高い等級の乾舷と等しい。

っている。円の中心は船全長の中間点に位置し、その上端から甲板線の上端までの垂直距

本の水平な線を含む。この水平な線は長さ PP、幅 PP で、その上端が円の中心線を通

らず、貨物倉部分には小さな開口部のみを設け、しかも風雨密性のあるハッチカバーを設

を下回ってはならない。

（）乾舷甲板より下にある舷窓は、その最も低い位置から満載喫水線までの距離が PP

は、その連続した舷壁の面積の ～％とする。

（）連続した舷壁を設けている船舶には舷側排水口を作らなくてはならず、その総面積

船舶のダクト開口部には相応の遮蔽装置が付いていなくてはならない。

置からその甲板の高さまで、一般に PP を下回ってはならない。$ 級航行区域を航行する

と水平でなくてはならない。

& 級航行区域PP

（）乾舷甲板より上に伸びているダクトについては、水が入る可能性のある最も低い位

 甲板線とは長さ PP、幅 PP の水平な線であり、線の中間点は船全長の中間
点に位置し、その上端は、乾舷甲板の上表面を通って外に伸び、船の外板表面と交わる線

% 級航行区域、- 級航行区間PP

るが、ただし、船舶満載喫水線証書には明記しなくてはならない。

載喫水線は、永久的かつ明瞭に船全長中間点の両舷に書き込まなくてはならない。甲板線

はならない。

$ 級航行区域、- 級航行区間PP

喫水線表示の様式および規定は図  に示したとおり。甲板線、満載喫水線表示と満

（）乾舷甲板および船首隆起甲板の露天部分にあるダクトには丈夫な鋼質の囲いと相応

 船舶は、甲板線と満載喫水線表示を書き込まなくてはならない。甲板線と満載

 甲板線および満載喫水線表示

 液体貨物船液体貨物をばら積みで輸送する船舶のことを指す。

 風雨密いかなる風波の中にあっても水が船内に入らないことを指す。

 甲板室 の定義に合致しない甲板構造物のことを指す。

を指す。

は舷側からその構造物の側壁までの距離が型幅（%）の ％を上回らない甲板構造物のこと

 船楼乾舷甲板上にあって、片舷から反対舷まで伸びた甲板構造物、あるい

は、甲板の最も低い線とそれを隆起甲板まで平行に伸ばした延長線を乾舷甲板とする。

満載喫水線より上のひとつ目の全通甲板のことを言う。甲板に船首・船尾隆起がある場合

 乾舷甲板乾舷を測定するのに使用する甲板のことを指し、通常は隣接する

の上端までの垂直距離のことを指す。

 乾舷船全長の中間点の位置で、甲板線の上端から下に向かって満載喫水線

 船中央船全長の中間点のことを指す。

って作られる垂直線のことを指す。

の遮蔽装置が付いていなくてはならない。ダクトの囲いの高さは、以下の数値を下回って

を満たしていなくてはならない。

 本節に基づき乾舷が定められた船舶のダクト、舷側排水口、舷窓は以下の要求

はならない。

 船舶の載貨状態での喫水は、定められた航行区域の満載喫水線の上端を超えて

た乾舷と一致しない場合は、その最大値をとって満載喫水線を書き込まなくてはならない。






ら実施してよい。

 その他の種類の船舶は、その輸送の特徴に基づいて表  を参考にしなが

の大きいほうをとる。

－ 182 －

図 



36





35

距離は PP とする。詳細は図  に示したとおり。

の字との距離を PP とする。



 船舶の複数等級の航行区域（区間）の満載喫水線が、実際に書き記すにあた



って重なってしまう場合は、アルファベットを並列で表示し、隣り合うアルファベットの

図 



ある 、 の寸法は、高さ PP、幅 PP とし、その上端が - の字の中間にくるようにし、-





図 

ぞれのアルファベットの位置を適宜上下に移動させてもよい。-、- の記号の下付け数字で

各等級の満載喫水線の間に比較的影響の小さいアルファベットを書き記す場合は、それ

「-」と記された線は、- 級航行区間の満載喫水線を表す。

「-」と記された線は、- 級航行区間の満載喫水線を表す。

「&」と記された線は、& 級航行区域の満載喫水線を表す。

「%」と記された線は、% 級航行区域の満載喫水線を表す。

「$」と記された線は、$ 級航行区域の満載喫水線を表す。

各満載喫水線はいずれも線の上端を基準とする。

幅 PP の垂直の線を引くことで、他の各等級の航行区域（区間）の満載喫水線を表示する。



乾舷甲板

かって）幅 PP の垂直の線を一本引き、この垂直線からそれぞれ右に向かって長さ PP、

細は図  に示したとおり。満載喫水線表示の右端から上に向かって（または下に向

⯨

－ 183 －

/船の全長、ｍを表す。
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ｆ型深さの乾舷に対する修正値、PP を表す。

'計算型深さ、ｍを表す。

式のうち、


船の全長と計算型深さの比である /' が  と等しいかそれ以上である場合、乾舷の修正

は行わない。/' が  を下回る場合は、以下の式を用いて乾舷を増やさなくてはならない。

 型深さの乾舷に対する修正については、以下のとおり定める。

 船舶の基本乾舷 ) は、船舶の種類、航行区域（区間）の等級、船の全長に応じ

て表  から選択する。

ｆハッチコーミングの高さおよび船室の敷居の高さの乾舷に対する修正値、PP を表

ｆ型深さの乾舷に対する修正値、PP を表す。 を参照。

ｆ舷弧の乾舷に対する修正値、PP を表す。 を参照。

)＝)III PP

)船舶の基本乾舷、PP を表す。 を参照。

式のうち、

 最小乾舷の計算


 船舶の最小乾舷は、下記の式を用いて求めた ) の値を下回ってはならない。

す。 を参照。


図 
表 

船種の区別と

非開放船

航行区域（区間）
基本乾舷（PP）

船全長（ｍ）

級

級

%

$

















&









級









液体貨物船

級

級

-

-









$

%

級









級


（）





級

級

級

-

-

&

（）



（） （）



（）



（） （）


開放船





（） （）


（）

（）

（）


（）



（） （）


（）


（）

（）

（）

（）

$
級









%
級









&
級









-
級









-
級









注：①タラップを設置している液体貨物船は（ ）内の数値から選ぶ。
：ղ甲板貨物船は非開放船の中から選び、ウェル甲板船はその閉囲状況によって非開放船か開放船かを選ぶ。
：③船全長が表中の中間値である場合は、線形補間法で基本乾舷 ) を求めることができる。
：④船全長の中間部分 / の範囲内に乾舷甲板がない開放船の基本乾舷 ) は、表  の開放船の値に PP を加えたものとする。
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－ 184 －







船首舷弧 <VE（PP）

船尾舷弧 <ZE（PP）

















（）ハッチコーミングや船室およびケージングの敷居の実際の高さが、表 （）

はこの限りではない。

久的に閉じている場合

40

場合は、/F を船室またはケージングの長さにするか、あるいはその敷居を通って入ることの

/Fハッチの長さ、ｍを表す。船室またはケージングの敷居の高さの修正値を計算する

%型幅、ｍを表す。

/V船首舷弧の起点から船首垂線までの距離、ｍを表す。/V＜/ となった場合は、



小さい場合は、以下の式を用いて求めた修正値 I を乾舷に加える。

の規定に等しいか、それよりも大きい場合は修正をしない。表 （）の規定よりも



/船の全長、ｍを表す。
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注：船の全長が表中の中間値である場合は、線形補間法で求める。

グの敷居の高さ、PP

高さ、船室とケージン

式のうち、

/Z船尾舷弧の起点から船尾垂線までの距離、ｍを表す。/Z＜/ となった場合は、







&級

蔽設備があり、航行中永







- 級

備考

水密性のある堅固な遮

+Z船尾隆起甲板の実際の高さ、PP を表す。

/V＝ とする。



 





- 級

%級

表 （）

ハッチコーミングの

船）

（甲板

非開放船



& 級

$級

船全長 ｍ

露天部分のその他の

の高さ、PP

開放船

% 級

- 級 - 級

$ 級

+V船首隆起甲板の実際の高さ、PP を表す。

<Z船舶の実際の船尾舷弧の高さ、PP を表す。

<V船舶の実際の船首舷弧の高さ、PP を表す。

<ZE表 （）に記載された標準型の船尾舷弧、PP を表す。

<VE表 （）に記載された標準型の船首舷弧、PP を表す。

とする。

&係数を表す。I＜I となった場合は &＝ とし、IӍI となった場合は &＝

I非標準型の船尾舷弧の乾舷に対する修正値、PP を表す。

I非標準型の船首舷弧の乾舷に対する修正値、PP を表す。

式のうち、

I＜/PP となった場合は、I＝/PP とする。



ハッチコ

値 I を乾舷に加える（乾舷から減らす）
。
ーミング

の貨物倉

項目

船全長 ｍ

舷甲板上の標準的な高さは表 （）に基づいて確定させなくてはならない。

（）乾舷甲板上のハッチコーミングや船室およびケージングの敷居等について、その乾

ては、以下のとおり定める。

 ハッチコーミングの高さおよび船室の敷居の高さの乾舷に対する修正につい

/船の全長、ｍを表す。

/KZ船尾隆起甲板の実際の長さ、ｍを表す。/KZ＜/ となった場合は /KZ＝ とする。

露天部分















（）船舶の舷弧は、船全長の中間点および船全長の前後  範囲内から船首、船尾に向

注：船全長が表中の中間値である場合は、線形補間法で求める。

























/KV船首隆起甲板の実際の長さ、ｍを表す。/KV＜/ となった場合は /KV＝ とする。

/Z＝ とする。

かって滑らかに上昇する。船舶の舷弧が標準でない場合は、以下の式を用いて求めた修正





船首舷弧 <VE（PP）

船尾舷弧 <ZE（PP）

% 級

- 級

& 級



船尾舷弧 <ZE（PP）

- 級



船首舷弧 <VE（PP）



$ 級

船全長（ｍ）

表 （）

（）船舶の船首垂線、船尾垂線部分の標準舷弧の高さは、表 （）から選ぶ。

 舷弧の乾舷に対する修正については、以下のとおり定める。

－ 185 －

 定義

 本節は & 級航行区域と - 級航行区間を航行する民間用船舶に適用され、タグボ

 適用範囲

第三節 船舶復原性

41

況、気象状況、水の状態等に注意を払い、慎重に操舵や操作を行わなくてはならない。

 船舶復原性計算のうえで本節の要求を満たしていても、船長は、船舶の載貨状

いて計算してもよい。

 船舶の復原性は、他に「内陸河川船舶法定検査技術規則」の関連規定にも基づ

を受けなくてはならない。船舶復原性早見表の書式は付属文書Ⅴを参照のこと。

らない。船舶復原性早見表は竣工時の復原性計算書をもとに作成し、船舶検査機関の承認

 船の全長が /Ӎｍの船舶は、
「船舶復原性早見表」を備え付けていなくてはな

属文書Ⅲを参照のこと。

または重量測定試験を行わなくてはならない。傾斜試験または重量測定試験の方法は、付

 別途規定があるものを除き、本節に基づき復原性を計算する船舶は、傾斜試験

 一般要求

定検査技術規則」の関連規定に基づき、船舶の復原性を計算しなくてはならない。

 本節で言及されない、または適用されない船舶については、
「内陸河川船舶法

（）船舶の復原性に疑いのある既存船舶

変化が比較的大きい既存船舶

（）船舶に改装、改築、修理を行うことで復原性が悪化したか、あるいは空船状態での

（）初めて検査を行う既存船舶

（）新船

 以下の船舶は本節の規定に基づき船舶の復原性を計算しなくてはならない。

れない。

ばら積み貨物を輸送する甲板貨物船（運貨船）
、ウェル甲板貨物船（運貨船）はこれに含ま

ート（押し舟・引き舟）
、消防船、クレーン船、浚渫船、双胴船（カタマラン船）
、および、





実際の高さは PP を下回ってはならない。

KFハッチコーミングと船室またはケージングの敷居の実際の高さ、PP を表す。この

の標準的な高さ、PP を表す。
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G満載時の船舶の型喫水、ｍを表す。

'型深さ、ｍを表す。

%型幅、ｍを表す。

/船の全長、ｍを表す。

式のうち、

（客船）又は

（旅客渡船）

たは休息用の板床）から基線までの垂直高度が +ӌ' のものを指す。
）



（）自走客船（乾舷甲板より下のキャビン内にだけ旅客を収容し、その旅客用甲板（ま



舷甲板を超えない船舶のことを指す。自走ウェル甲板船は含まない。
）


（）自走乾貨物船（乾舷甲板より下の貨物倉内にだけ乾貨物を積載し、しかも貨物が乾

（）旅客を乗せない台船

乾舷甲板を超えない船舶のことを指す。非自走ウェル甲板船は含まない。
）

（）非自走乾貨物船（乾舷甲板より下の貨物倉内にだけ乾貨物を積載し、しかも貨物が

規範に基づく復原性計算が免除される。

甲板上にいかなる負荷も受けない船舶で、なおかつ以下の条件を満たしているものは、本

 & 級航行区域を航行する船舶のうち、乾舷甲板と天井甲板だけしかなく、天井

 免除

KE表 （）で確定させた、ハッチコーミングと船室またはケージングの敷居

 復原性係数（Ǽ*0）船舶の排水量と初期復原性の高さの数値の積を指す。

合は、EF を船室またはケージングの幅にするか、あるいはその敷居を通って入ることのでき

別途規定があるものを除き、本節では以下のように名詞を定義する。

る船楼の幅にする。

EFハッチの幅、ｍを表す。船室またはケージングの敷居の高さの修正値を計算する場

できる船楼の長さにする。

－ 186 －

&N＝&&%

KMEN の値を確定させる非水密開口部のコーミングの高さ、ｍを表す。
 風圧傾斜モーメント 0I は、 の規定に基づいて計算しなくてはならない。


G計算載貨状態での船舶の型喫水、ｍを表す。

44

EN甲板中心線から非水密開口部の縁までの最大距離の二倍、ｍを表す。

% と同様。

43

' と同様。





.係数を表す。旅客渡船は .＝、客船は .＝、その他の船舶は .＝ とする。

&ӌ となった場合は &＝ とする。

&係数を表す、以下の式を用いて求める。

&ӌ となった場合は &＝ とする。

&係数を表す。以下の式を用いて求める。

) と同様。

このうち、

&N係数を表す。以下の公式を用いて求める。

Ǽ*0計算載貨状態での船舶の復原性係数、W・P を表す。

傾斜モーメント 0M のうち、大きいものをとる。

旅客が集中する側の舷の傾斜モーメント 0̓N、または風圧傾斜モーメント 0I、または水流

0傾斜モーメント、N1P を表す。自走船の旋回時傾斜モーメント 0̓]、または客船の

0M のうち、大きいほうをとる。

0傾斜モーメント、N1P を表す。風圧傾斜モーメント 0I、または水流傾斜モーメント

旅客が集中する側の舷の傾斜モーメント 0̓N のうち、大きいほうをとる。

0傾斜モーメント、N1P を表す。自走船の旋回時傾斜モーメント 0̓Y、または客船の

式のうち、






&TӍ となった場合は &T＝ とする。

&T係数を表す。以下の公式を用いて求める。

客船       &D＝（/）
その他の船舶   &D＝（/）

なくてはならない。

&D係数を表す。以下の公式を用いて求める。

物船（運貨船）
、ウェル甲板貨物船（運貨船）は含まない）は、同時に以下の各式に合致し

 & 級航行区域と - 級航行区間を航行する船舶（ばら積み貨物を輸送する甲板貨

/、% と同様。

Ǽ*0、G と同様。

 船舶は満載の状態と空載（またはバラスト）の状態で復原性を計算しなくては

ならない。

式のうち、

 復原性基準

E客船のキャビンで、旅客が移動できる横方向の最大距離、ｍを表す。

D修正係数を表す。 を参照。


にも合致しなくてはならない。

3単位計算風圧、3D を表す。 を参照。

=I満載時の船舶の受風面積の中心から基線までの垂直高度、ｍを表す。

 - 級航行区間を航行する船舶（ばら積み貨物を輸送する甲板貨物船（運貨船）
、

1客船の乗客定員数を表す。

ウェル甲板貨物船（運貨船）は含まない）は、 の各式に合致する以外に、以下の式

注： 貨物船は、空載（またはバラスト）の状態での計算を免除する。

9船舶の最大航行速度、ｍV を表す。

$I満載時の船舶の受風面積、㎡を表す。

)計算載貨状態での船舶の長さ方向に沿った最小乾舷、ｍを表す。

)満載時の船の長さ方向に沿った最小乾舷、ｍを表す。

－ 187 －

 - 級航行区間を航行する船舶の水流傾斜モーメント 0M は、 の規定に基

 船の全長が /ӌｍで、乾舷甲板と天井甲板しかなく、しかも天井甲板上にい

&E空船状態での船舶の方形係数を表す。船体の線図に基づいて推算する。資料がな

 流体静力曲線（データ）資料のない船舶の復原性係数

式のうち、

45

での船舶の復原性係数Ǽ*0 は以下の式を用いて求める。



 傾斜試験によって試験状態での船舶の復原性係数を確定させる場合、試験状態

に換算することもできる。

余剰重量や試験不足重量、船舶載貨重量に基づいて、計算載貨状態での船舶の復原性係数

によって確定させた試験状態での船舶の復原性係数に基づくことができる。さらに、試験



表中：'船舶の型深さ、ｍを表す。

って壁がない客船

甲板室のある貨物船、天井があ

甲板室のない客船・貨物船

船型

'

'

=J

46



天井と壁のある客船

船型



'

=J

表 

基づいて推算するが、ただし、表  に記載された数値を下回ってはならない。

=J空船状態での船舶の重心から基線までの垂直高度、ｍを表す。船舶の設計配置に

い場合、客船は &E＝、貨物船は &E＝ とする。

G空船状態での船舶の型喫水、ｍを表す。

Ȩ液体タンクの中の液体の密度、ｔ㎥を表す。

 流体静力曲線（データ）資料のない既存船舶は、傾斜試験または重量測定試験

/ț空船状態での船舶の水線の長さ、ｍを表す。
%ț空船状態での船舶の水線の幅、ｍを表す。

E液体タンクの最大幅、ｍを表す。



O液体タンクの最大の長さ、ｍを表す。

式のうち、

係数Ǽ*0 を以下の式を用いて求めてもよい。

式のうち、



なくてはならない。自由液面の復原性係数に対する修正値 0țは、以下の式を用いて求める。

かなる負荷も受けない船舶については、傾斜試験が困難である場合、空船状態での復原性

0ț自由液面の復原性係数に対する修正値、W・P を表す。 を参照。

 計算載貨状態での船舶の復原性係数については、自由液面の影響を計算にいれ

%ț試験状態での船舶の最大水線幅、ｍを表す。
ｄ試験状態での船舶の型喫水、ｍを表す。

=0計算載貨状態での船舶の横メタセンタから基線までの垂直高度、ｍを表す。



=J計算載貨状態での船舶の重心から基線までの垂直高度、ｍを表す。

Ǽ試験状態での船舶の重量、ｔを表す。
=J試験状態での船舶の重心から基線までの垂直高度、ｍを表す。

Ǽ計算載貨状態での船舶の排水量、ｔを表す。

式のうち、

状態での船舶の復原性係数Ǽ*0 は以下の式を用いて求める。

 重量測定試験によって試験状態での船舶の復原性係数を確定させる場合、試験

Q試験移動重量の移動回数（平衡位置から数え始める）を表す。

L試験移動重量の通し番号を表す。

ȟL試験で測定された横傾斜角、°を表す。

OL試験移動重量が横方向に移動するときのテコの力点と支点間の距離、ｍを表す。

:L試験移動重量、ｔを表す。

式のうち、

Ǽ*0＝Ǽ（=0=J）0ț  W・P

 計算載貨状態での船舶の復原性係数Ǽ*0 は、以下の式を用いて求める。

重心の位置に基づき、流体静力曲線（データ）の計算から求めなくてはならない。

 船舶の復原性係数は、空船の重量と、計算載貨状態での載貨重量、およびその

 船舶の復原性係数

めた値の  倍とする。

 客船の旅客が集中する側の舷の傾斜モーメント 0̓N は、 に基づいて求

とする。

 自走船の旋回時傾斜モーメント 0̓Y は、 に基づいて求めた値の  倍

づいて計算しなくてはならない。

－ 188 －

G試験状態（または空船状態）での船舶の型喫水、ｍを表す。



G、3 と同様。
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ならない。

48

面積の中心から実際の水線までの垂直高度（=IG）に応じて、表  から選ばなくては

 単位計算風圧 3 は、航行区域と、計算載貨状態で船舶が浮いているときの受風

D修正係数を表す。 を参照。

G計算載貨状態での船舶の型喫水、ｍを表す。

水 G は以下の式を用いて求める。

=I計算載貨状態での船舶の受風面積の中心から基線までの垂直高度、ｍを表す。



G、G と同様。

$I計算載貨状態での船舶の受風面積、㎡を表す。

3単位計算風圧、3D を表す。

式のうち、

 風圧傾斜モーメント 0I は以下の式を用いて求める。

 傾斜モーメントの計算

&Ӎ となった場合は &＝ とする。

&係数を表す。以下の式を用いて求める。

このうち、

&E係数を表す。以下の式を用いて求める。

Ț水の重量密度、ｔ㎥を表す。

/、% と同様。



 各種載貨状態での船舶の型喫水は、船舶が実際に浮いた状態で測定する。型喫

式のうち、

&＜ となった場合は &＝ とし、&＞ となった場合は &＝ とする。



 復原性係数の計算式のうち、修正係数 & は以下の式を用いて求める。

基線までの垂直高度、ｍを表す。

3、=3傾斜試験（または重量測定試験）の際の不足重量、ｔと、不足重量の重心から

基線までの垂直高度、ｍを表す。

3、=3傾斜試験（または重量測定試験）の際の余剰重量、ｔと、余剰重量の重心から

載貨重量の重心から基線までの垂直高度、ｍを表す。

3、=3計算載貨状態での船舶の載貨重量（旅客、貨物、燃料、物品等を含む）
、ｔと、

このうち、

用いて求める。

=S計算載貨状態での相対重量の重心から基線までの垂直高度、ｍを表す。以下の式を

3＝333  ｔ

S計算載貨状態での相対重量、ｔを表す。以下の式を用いて求める。

G計算載貨状態での船舶の型喫水、ｍを表す。
式のうち、

載貨状態での船舶の型喫水 G は、以下の近似計算式によって求める。

0ț自由液面の復原性係数に対する修正値、W・P を表す。 を参照。

&修正係数を表す。 を参照。

算式を用いて確定させることができるが、ただし、 回以上の航行検証が必要となる。計算

 実際載貨試験によって船舶の型喫水を確定させることが困難な場合は、近似計

G$船尾垂線の位置の型喫水、ｍを表す。

GP船中央の位置の型喫水、ｍを表す。

G)船首垂線の位置の型喫水、ｍを表す。

式のうち、

Ǽ*0試験状態（または空船状態）での船舶の復原性係数、W・P を表す。

式のうち、



 計算載貨状態での船舶の復原性係数Ǽ*0 は以下の式を用いて求める。

－ 189 －



 以下
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D修正係数を表す。以下の式を用いて求める。

9船舶の最大航行速度、ｍV を表す。

Ǽ計算載貨状態での船舶の排水量、ｔを表す。

G と同様。

/V、.* と同様。

式のうち、





 自走船の全速旋回時の傾斜モーメント 0Y は、以下の式を用いて計算する。

合、.* の値は船舶の型深さを下回ってはならない。

.*計算載貨状態での船舶の重心から基線までの垂直高度、ｍを表す。資料がない場

D係数を表す。D＝ とする。

G と同様。

/V計算載貨状態での船舶の水線の長さ、ｍを表す。

式のうち、
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OL旅客が移動できる縦方向の最大距離、ｍを表す。

このうち、

&LӍ となった場合は、&L＝ とする。

活動場所に固定の座席（寝台）がない場合は

活動場所に固定の座席（寝台）がある場合は

&L係数を表す。以下の式を用いて求める。

EL旅客が移動できる横方向の最大距離、ｍを表す。

QL各活動場所の旅客収容人数を表す。

 船舶が急流の影響を受ける水流傾斜モーメント 0- は、以下の式を用いて求める。



L旅客の活動場所の通し番号を表す。

G と同様。





 客船の旅客が集中する側の舷の傾斜モーメント 0N は、以下の式を用いて求める。


%V と同様。

このうち、

$＜ となった場合は D＝ とし、D＞ となった場合は D＝ とする。



D修正係数を表す。以下の式を用いて求める。

式のうち、




D＜ となった場合は D＝ とし、D＞ となった場合は D＝ とする。

%ț計算載貨状態での船舶の最大水線幅、ｍを表す。

式のうち、



 風圧傾斜モーメントの計算式の修正係数 D は、以下の式を用いて求める。



注：=IG の値が表中の中間値になった場合は、線形補間法で求める。

& 級

航行区域

表 

受風面積の中心から実際の水線までの垂直高度、=IG（ｍ）

－ 190 －



 収容人数の ％にあたる子供用救命胴衣をさらに配備しなくてはならない。ま

 船員と旅客には、 名に対して  個の救命胴衣を配備しなくてはならない。

 救命胴衣の配備

 船舶の各甲板には少なくとも  個の救命浮き輪を配備しなくてはならない。

 救命浮き輪の配備




51

 消防管や消火管の直径寸法は、必ず消防ポンプの最大水量まで有効に水を分配

達できるような場所にしなくてはならない。

52

 夜間に航行する必要があるあらゆる船舶は、少なくとも  個のサーチライト①

配備しなくてはならない。

 揚子江本流の三峡ダム区域を航行するあらゆる客船は、必ず  台のレーダーを

に属する全ての湖とダムを航行する全長 ｍかそれ以上の客船は、必ず  台の磁気コンパ
スを配備しなくてはならない。

えていなくてはならない。専用の消防ポンプを設けていない場合は、ビルジポンプやバラ

ストポンプをいずれも消防ポンプとして兼用してもよい。

 消防ポンプおよび消防管の配置にあたっては、水柱が必ず乗員のところまで到

 航行設備
 $ 級航行区域を航行する全長 ｍかそれ以上のあらゆる船舶と、% 級航行区域

 消火用水システム

備について「内陸河川衝突防止規則」の関連規定も満たさなくてはならない。

 夜間に航行する必要がある船舶は、本節の要求を満たすほかに、信号設備の配

河川船舶法定検査技術規則」の関連規定に合致したものでなくてはならない。

 船の全長が ｍを超える客船（第五種客船を除く）は、消火用水システムを備



第三節 消防設備

 一般要求
 本節に別途規定があるものを除き、航行設備と信号設備の性能は本局の「内陸

第四節 航行設備と信号設備







らない。

 /3* 動力船は NJ の手持ちタイプの粉末消火器を  個余分に配備しなくてはな

個余分に配備しなくてはならない。泡消火器は閉囲された客船内に置いてはならない。

 主機関の規定出力が N: を超えるガソリンエンジン船は、/ の泡消火器を 





バケツ（個）

命浮具の代わりとして使用することができる。

 船舶検査機関の許可を受けたうえで、救命胴衣は、それと同等の性能を持つ救

た、少なくとも  個は配備しなくてはならない。






非自走船

消火器（個）
客船・貨物船

注：各消火器の容量については、容量の小さい複数の消火器で代わりにしてもよい。

/＞

第二節 救命設備

/ӌ



船全長 /（ｍ）

消火器（/個または NJ個）と消防用バケツの配備   表 

 消火器と縄付きバケツは表  の規定に基づいて配備しなくてはならない。


消火器を採用する場合は、それぞれの容量が NJ を下回ってはならない。

用する場合は、それぞれの容量が / を下回ってはならない。二酸化炭素消火器または粉末

てはならない。

造設備の配置は、本局の「内陸河川船舶法定検査技術規則」の規定に合致したものでなく

 タグボート（押し舟・引き舟）、作業船等の船舶の安全設備および汚染防止構

定に合致したものでなくてはならない。

 舵、停泊および係留装置等は、中国船級社「内陸河川小型船舶建造規範」の規

を受けなくてはならない。

 本章で言及する船舶安全設備および汚染防止設備は、必ず船舶検査機関の認可

 消防用品
 船上には充分な数の手持ち式消火器を配備しなくてはならない。泡消火器を採

 一般要求

ない。

れていなくてはならない。また、ノズルは水柱型シャワー型の両用タイプでなくてはなら

 各消火栓には少なくとも  本の消防ホースと  個のノズル（噴出口）が配備さ

できるものでなくてはならない。



第一節 一般規定

第五章 船舶設備

－ 191 －



























ղ

















 一般要求
 本節に別途規定があるものを除き、無線電信設備の性能は本局の「内陸河川船

第五節 無線電信設備

53

るだけでもよい。

ることができる。

54

（）携帯式の無線電信装置には、同等の容量をもつ予備電池を少なくとも  組、他に配

ただし、主電源に第三章 （）を採用している船舶は、一種類の電気供給源を設け

か、赤・白・緑の三色灯  個を配備することで、 で規定された信号灯の代わりとす



 無線電信設備の電気供給
（）無線電信設備（携帯式のものを除く）には二種類の電気供給源がなくてはならない。

合は、海事機関の許可を受けたうえで、白色全周灯  個と赤・緑の両用灯  個を配備する

その他の使用可能な無線電信設備を採用してもよい。

無線電話装置が実際の水域で使用できない場合は、船舶検査機関の許可を受けたうえで、

線電話装置または携帯式の 9+) 無線電話を  台配備しなくてはならない。設置している 9+)

 全長 ｍかそれ以上の客船（第五類客船を除く）は、その他に固定式の 9+) 無

うにしておかなくてはならない。

舶が気象警報または気象予報、およびその他航行の安全に関する緊急情報を受信できるよ

ていない場合は、その他に航行安全情報の受発信装置（またはラジオ）を  台装備し、船

 船舶に配備した拡声装置に、航行安全情報を発したり受けたりする機能が付い

適当でない場合は、電源のある携帯式拡声装置を使用してもよい。

対岸と有効に連絡が取れるようにしなくてはならない。操舵室に拡声装置を固定するのが

 自走船には必ず  台（ 組）の対外拡声装置を配備し、他の船舶や附近の岸、

 無線電信設備の配備

舶法定検査技術規則」の関連規定に合致したものでなくてはならない。





記しなくてはならない。

号設備を配備していない船舶は、夜間に航行してはならない。また、証書上にその旨を明

 本節  および 、 の夜間航行規定に基づく航行設備と信

 夜間の航行設備と信号設備を配備していない船舶

法定検査技術規則」の規定に合致したものでなくてはならない。

 夜間に航行する必要がある ｍ以下の船舶について、条件を全て整えられない場

：④いかだを曳航するタグボートに適用される。

または引き・押し兼用船舶のタグボートには  個のマスト灯（白）を配備する。









表 

：③押し舟（プッシャーバージ）、いかだのタグボートには  個のマスト灯（白）を配備する。引き型

：②このうち、 個の全周灯（緑）はマストの横桁に取り付ける。

注：①閃光灯（白）はマストの横桁（クロスツリー）に取り付ける。



台船

࣐ࢫࢺⅉ䥹ⓑⰍⅉ䥺



⯪ᑿⅉ䥹ⓑⰍⅉ䥺



࿘ⅉ䥹ⓑⰍⅉ䥺



⯨ⅉ䥹⥳Ⰽⅉ䥺



࿘ⅉ䥹㉥Ⰽⅉ䥺



⯨ⅉ䥹㉥Ⰽⅉ䥺



࿘ⅉ䥹⥳Ⰽⅉ䥺

渡船

࣐ࢫࢺⅉ䥹⥳Ⰽⅉ䥺



㛝ගⅉ䥹㉥Ⰽⅉ䥺



㛝ගⅉ䥹⥳Ⰽⅉ䥺

自走船

船舶の種類





数量（個）





の種類

信号灯

なくてはならない。

 夜間に航行する必要がある船舶は、基本の信号灯を表  に従って配備し

ない。

本体は長さ ｍ、幅 ｍで、矢印の頭は ｍの等辺三角形とする。昼間だけ航行する旅
客渡船は、船首か見え易いところに表示旗を掲げなくてはならない。表示旗は「内陸河川

 全ての船舶は、赤・白の旗（寸法は ｍ×ｍを下回ってはならない）を少

船首と船尾に向けて黄色の両矢印の記号標識を  個、掲げなくてはならない。記号標識の

 全長が ｍより大きい旅客渡船が昼間航行する場合は、マストの横桁の片側に、



た、主電源に蓄電池ユニットを使用する場合、照明灯の出力は N: を下回ってはならない。

ձ 主電源に独立した発電機ユニットを使用する場合、照明灯の出力は N: を下回ってはならない。ま

なくとも  本ずつと、黒い球状の記号標識を  個、懐中電灯を  個、配備しなくてはなら

 信号設備

ない。

 全ての船舶は、少なくとも  本の測深竿と  個の測深錘を配備しなくてはなら

を配備しなくてはならない。

を配備しなくてはならず、- 級航行区間を航行する船舶については、 個のサーチライト①

㛝ගⅉ䥹ⓑⰍⅉ䥺ձ

－ 192 －
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 以下の場所は乗客収容場所としてはならない。







 乗客定員の査定

56

 乗客定員を査定する際は、乗客  人を定員の計算単位としなくてはならない。

第二節 乗客の定員

動式の（背もたれのない）ベンチ座席のことを指す。

 ベンチ席閉囲場所内または天井のある甲板の暴露場所の、固定式または移

椅子座席のことを指す。

 椅子席閉囲場所内または天井のある甲板の暴露場所の、固定式の背もたれ

 乗客収容場所乗客を固定して収容する閉囲場所と甲板の暴露場所の総称。

 第五類客船航行時間が K を超えない客船（河川の渡船）のことを指す。

（途中停船時間を含む）が K 以上 K 以内の短距離客船のことを指す。

 第四類客船港湾または市内に近接し、流れに逆らう方向の連続航行時間

 定義

状況に応じて適切に乗客人数を減らさなくてはならない。

 乗客が、身の回りの小さな手荷物以外に、大きな荷物を持ち込む場合は、実際

（）上記以外の、船舶検査担当官庁が旅客収容に適さないと考える場所。

（）天井甲板。

（）手すりと通路。

（）燃料貯蔵場所と船員の業務場所、休憩場所。

（）機械設置場所または操舵室から ｍ範囲以内の場所。

（）乾舷甲板の船首隔壁より前にある場所。

（）本章第三節の要求に合致しない船室または場所。

舶復原性等に関する要求を満たしたものでなくてはならない。



 客船はそれぞれの乗客収容場所の入口、またはその他の分かり易い位置に定員
数を明記しなくてはならない。客船の所定の乗客定員数は、必ず本規則の満載喫水線や船

は、その他に現地政府の法令および関連規定を遵守しなくてはならない。

 船舶に特殊な要求があって内陸河川を航行する場合の汚染防止要求について

査技術規則」の関連要求を満たさなくてはならない。

 一般要求
 本章は第四、五類客船に適用される。その他類の客船は「内陸河川船舶法定検

 内陸河川小型船舶の汚染防止要求については、本局の「内陸河川船舶法定検査



第一節 一般規定

第六章 乗客の定員と乗客収容場所

 油類汚染防止の規定

第六節 油汚染防止構造と設備

技術規則」の相応の規定に合致しなくてはならない。





備しておかなくてはならない。

－ 193 －

 椅子席は、乗客  人につき  個の固定椅子を使用するものとして乗客定員を計

1 &$

審査申請用設計資料

（）乾舷計算書および満載喫水線表示図
（）船舶復原性計算書
（）全船開口部（ドア、窓、ハッチ等の施設を含む）配置図
（）安全設備（消防、救命設備を含む）および避難経路配置図

 乗客収容場所の甲板（平台）の面積の測定

 乗客収容場所の甲板（平台）の面積は、以下の規定に基づき測定する。

（）面積はその形状に応じて幾何方法で計算する。

（）閉囲場所の甲板（平台）の面積を測定する場合は、隆起甲板（平台）の約 ｍの

（）船体構造、タービン、電気設備に関する設計資料。中国船級社規範の関連規定に基






 第四類客船と収容人数が  人を超える第五類客船には、 ケ所のトイレを設置

しなくてはならない。トイレには少なくとも  個の大便器を設けるほか、水道を設けて用

便後の手洗いに使用できるようにしなくてはならない。

57
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注：
「 」印は既存船舶の初回検査の際に提出しなくてはならない設計資料。

 手洗い



全ての出入口（階段を含む）の幅は ｍを下回ってはならない。

 乗客収容場所の通路と出入口は適切に配置しなくてはならない。



Ϩ 船舶検査機関が必要だと考えるその他の設計図と資料

（）容積トン数計算書。

づいたものを後日の調査用に提出しなくてはならない。

乗客が  人以下なら  人、 人より多いなら  人とする。出入口は片側の舷または片方の

 乗客を収容する閉囲場所から開放部分に通じる開口部に居られる乗客の数は、

 乗客収容場所の頭上空間は ｍを下回ってはならない。

 乗客収容場所

端に集中してはならず、その場所の両舷または両端にそれぞれ配置しなくてはならない。



Ϩ 保管用設計資料

⑤動力システム操作ハンドブック

մ探測系統、警報系統図

第三節 乗客収容場所と手洗い

③機械設置場所、ガスタンク置場の通風系統配置図



②ガス供給系統図

①機械設置場所、ガスタンク置場の配置図

を下回る場所を含む）の占める面積を除かなくてはならない。

（）測定で得られた面積からは、その面積のうち乗客を収容できない障害物（幅 ｍ

たベンチ席の範囲で甲板面積を測定する。

（）/3* エンジン船はこの他に以下の資料を提出しなくてはならない。

（）照明系統図と配置図

（）乗客収容場所の中に椅子席とベンチ席がある場合は、 の規定に従って区切っ

（）汚染防止設備配置図

は舷壁の内側から測り始める。

（）航行設備、信号設備、無線電信設備の系統図と配置図

始める。舷側の溝がない場合や、手すりまたは舷壁が溝の内側にある場合は、手すりまた

（）甲板暴露場所の甲板（平台）の面積を測定する場合、幅は舷側の溝の内側から測り

（）操舵系統図

（）全体配置図

$乗客収容場所の甲板（平台）の面積、㎡を表す。 を参照。

位置の水平高度で測定する。

たものを提出しなくてはならない。

（）船体、タービン、電気設備に関する設計資料。中国船級社規範の関連規定に基づい

Ϩ 審査申請用設計資料のリスト



付属文書Ⅰ

&係数を表す。第四類客船は &＝、第五類客船は &＝ とする。

1ベンチ席の乗客定員を表す。小数点以下の数値は四捨五入する。

式のうち、

くてはならない。ベンチ席の乗客定員 1 は以下の式を用いて計算する。

 ベンチ席は、乗客収容場所の甲板（平台）の面積に応じて乗客定員を計算しな

算しなくてはならない。

－ 194 －


ϩ 水位計の目盛り線は垂直な線（船首・船尾には斜めの線を使用してよい）と水平

図Ⅱ（）

59

を加えない。水位計の数字の線の太さは PP とし、数字の高さは PP、幅は PP とする。

て表示し、喫水値が整数の場合は数字の後ろに単位 0 を加え、喫水値が小数の場合は単位

ϩ 水位計の数字は数字、小数点、単位から成る。水位は ｍの倍数の喫水値によっ

長水平線の下端には ｍの倍数の喫水値を表示する。

に  本の長水平線を引き（ 本の長水平線の下端の間隔は PP）
、残りは短水平線とする。

（長水平線と略す）と PP のもの（短水平線と略す）の  種類があり、PP 隔てるごと

平な線を引く（隣り合う  本の水平線の間隔は PP とする）
。水平線には長さ PP のもの

な線から成る。垂直線（斜め線）の幅は PP とし、垂直線から PP 間隔で高さ PP の水



図Ⅱ（）

水位計表示は水位の目盛り線と水位を表す数字から成る。水位計表示の様式は図Ⅱ（）

水位計表示

と図Ⅱ（）に示したとおりとする。



付属文書Ⅱ

また、小数点を置く範囲は高さ PP、幅 PP（小数点は PPPP の中心にくる）とす
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ら左に向かって PP の位置に書かなくてはならない。

ϩ 船全長の中間点の両舷に水位計表示を書き記す場合は、満載喫水線表示の中心か

よう保証しなくてはならない。

ない。ただし、空船時（縦方向傾斜の状態を含む）も正確に船舶の喫水状態を反映できる

うに、空船喫水が ｍである場合、水位計は少なくとも ｍから書き始めなくてはなら

ｍの倍数のところから書き記さなくてはならない。すなわち、図Ⅱ（）に示したよ

ϩ 一般に平板キールの外表面から測り始め、少なくとも実際の空船喫水の ｍ下、

喫水した場合、その数字がそのまま喫水を表すことになる。

計の数字の下端と長水平線の下端は一直線にそろうようにする。水位計の数字の下端まで

ϩ 水位計の目盛り線のうち、長水平線の下端に合わせて水位の数字を表示し、水位

間を作らない。

数字と数字の間、数字と単位の間の距離は PP とし、数字と小数点を置く範囲の間には隙

る。単位は大文字の 0 で表示し、0 の高さは PP、幅は PP とする。垂直線と数字の間、

－ 195 －

Ϫ 試験目的と要件

―――試験状態下船舶の初期復原性の高さ、ｍ；横メタセンタ垂直座標、ｍ；

―――試験状態下船舶の重量、W；重心垂直方向座標と重心縦方向座標、ｍ

―――試験状態下船舶の型排水体積、㎡；浮心垂直方向の座標と浮心縦方向座

きる。

61



Ϫ 試験状態下の船舶の重量と重心位置は、以下の公式によって求めることがで

と重心位置を確定するものである。

船舶の横傾斜角を測量することによって、船舶の静力学の基本原理に基づき、空船の重量

̿̿̿Ϫ と同様。
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図Ⅲ のように、船舶を水平状態にすること。

とができる。

Ϫ 試験状態化の船舶の重量と重心は縦向き座標、以下の方法で計算して求めるこ

のである。

大きさにしたがって、モーメント平衡原理に基づき、空船の重量と重心位置を確定するも

Ϫ 重力測定試験とは、船底にある前後  つの支柱が、測量支柱点の受ける力の

Ϫ 重力測定試験

式のうち、

Ϫ 試験状態下の船舶の復原性係数は、以下の式で求めることができる。

の距離、ｍ；試験で測定した横傾斜角、°

―――試験状態下の試験移動重量、W；試験移動重量の横方向移動した力点と支点

―――試験状態下船舶の全長、ｍ；喫水、ｍ；喫水線の縦傾斜角、°

船は大きな値に、大きい船は小さな値となる。ｋ＝（繊維強化プラスチック船では、
N＝ とする）とすることが望ましい。試験水域の重量密度は、W／P

Ϫ 傾斜試験は、試験状態の船舶の喫水と、横方向に移動する既知の重量が生む

―――船舶の外板係数で、N は ～ の範囲内となる。また、一般的に小さい

̿̿̿オフセットポイントの横、縦、垂直座標、ｍ

; 軸慣性モーメントに対抗する喫水線、ｍ

標、ｍ



Ϫ 傾斜試験

Ϫ 試験原理

用する。

Ϫ 重力測定試験は、船全長 P 以下、あるいは空船重量が  トン以下の船舶に適

Ϫ 線図のない船舶は、傾斜試験で船舶の復原性係数を確定することができる。

の他いかなる液体も載せていない船である。

を積んでいないものを言い、機械や管系液体 作業時に必要な潤滑油と液体油 を除き、そ

Ϫ 空船とは正常に航行できる船舶で、消耗品、原材料、貨物、旅客、船員、荷物

とである。

Ϫ 傾斜試験と重力測定試験の目的は、船の実際の重量と重心の位置を確定するこ

（ガイダンス）

小型船舶傾斜試験と重力測定試験の実施案内要件

付属文書Ⅲ

－ 196 －

図






のみ求めればよい。
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$ 支点の垂直位置を調整することにより、図Ϫ のように船舶を傾斜させる。

Ϫ 試験状態の船舶の重心垂直座標は、以下の方法で求めることができる。

試験状態下の支点平面以上の重量がつり合う場合、

̿̿̿ 組目に得た値

̿̿̿ 組目に得た値

$ 点の水平位置を調整することにより、

̿̿̿$、% 両支点の作用する力、NJ
の  組の値を求めることができる。

―――船底基線に平行である $% 両支点の距離、PP；$ 支点から船底基線に平行で

―――支点平面以上の重量、NJ；重心垂直座標と重心縦座標、PP

ある船中までの距離、PP



支点平面

図

̿̿̿Ϫ と同様。

̿̿̿前後支点から船舶基線の垂直距離、ｍｍ

̿̿̿$ 支点から % 支点の垂直距離、ｍｍ



データが得られる。すなわち、
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Ϫ 傾斜試験の時、船舶の最初の横傾斜角は °を超えてはならない。

ため、バルブは全て閉めておくこと。

Ϫ 機械、配管、およびシステム内の液体は全て稼働状態にし、液体の流出を防ぐ

Ϫ 液体タンクは全て空にするか、満タンにしておくこと。

できるが、固定すること。

Ϫ 揺れたり移動したりする可能性のある装置や設備、物品など船上に置くことは

重量および重心位置を詳細に記入しなければならない。

Ϫ 余分や不足物、あるいは再配置が必要な物は全て、表を作成し、物体の名称、

ラストはこの制限を受けない。

量が空船重量の ％を超えてはならない。余分物の中で、試験に必要な設備、人員およびバ

の状態にすることが難しい場合、多少の余分物あるいは不足物は許されるが、それらの重

試験を行わなければならない。試験時は、船の中が空の状態である必要がある。船舶を空

Ϫ 船舶が建造あるいは改装、修理が終了した時点で、傾斜試験あるいは重力測定

Ϫ 試験時の船舶の状態

$ 支点の垂直位置を調整することで、 組の

図中の

－ 197 －

Ϫ 傾斜試験の時、船舶が最初に縦に傾いていた場合、固体バラスト方法で縦傾斜

65

の固定箇所は自然に動かすことができるようにすること。錘の動きが早く静まるように、

一般に P を下回ってはならない。紐はワイヤーかその他の単繊維材質のものとし、上部

Ϫ 紐に錘つり下げたものを測量装置として用いる場合、紐は十分な長さにし、

意があれば測量装置は一つでよいが、できるだけ船の中央に設置すること。

部位の適当な位置に設置すること。全長が P 未満の船舶については、船舶検査技師の同

測量装置を用い、測量装置は少なくとも  つ必要である。船舶の状況により、船舶の前後
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いようにすること。8 型管測量装置は図Ⅲ の通りである。

Ϫ 傾斜試験の横傾斜角を測るには、一般的に紐に鉛をつり下げたものか 8 型管

いようにすること。貯水タンク、ガラス管、目盛りはしっかりと固定し、試験中に動かな

と。

し、貯水タンクの水平断面積はガラス管断面積の  倍以上でなければならない。透明

P 程度のガラス管と、ミリメートル単位の目盛りを設置する。左舷には貯水タンクを設置

 Ϫ 8 型管測量装置を用いる場合、同一の横断面上の右舷に直径 ～PP、長さ

なチューブ内には気泡が出来ないようにし、甲板上に置いた時に回ったり曲がったりしな







規則的な形の物を用い、実際の重量は個数に応じて計量し、船舶検査技師の許可を得るこ

図

二組の分け方

図

液体タンク

目盛り

―――錘につけたワイヤーの長さ、PP； ―――揺れ幅（目盛り上をワイヤーが移動した距離）
、PP



測量装置は図Ⅲ のようなものである。

る。目盛りと液体タンクはしっかりと固定し、試験中に一切動かないようにすること。錘

錘を液体タンクの中に浸け、ぶつからないように、ミリメートル単位の目盛りまで近づけ

Ϫ 試験の移動重量には、一般的に鋳鉄塊、インゴットあるいはセメント塊など



四組の分け方

定すること。試験移動重量の配置は、図Ⅲ のようにすること。

け船の中央に配置すること。試験移動重量の配置および移動距離は正確に測り、船上で確

ることが難しい場合は、船舶検査技師の同意の下、二組にしてもよい。ただし、できるだ

Ϫ 試験移動重量は一般的に移動モーメントに近い四組に分かれる。四組に分け

Ϫ 試験に用いる移動重量については、各舷の横傾斜角を °～°までとする。

つなぐ。

の大きいほうを見て決める）
。船舶を係留するワイヤーはできるだけ長くし、中縦断面上に

Ϫ 試験時には、風向きあるいは流れの向きの反対側に船首を向けること（影響

ようにすること。

方および船底に適当な水があり、船舶が試験中に自由に動ける状態にして、障害物がない

Ϫ タラップ、ケーブル、チューブなど接岸器具は全て取り除くこと。船舶の四

Ϫ 試験は水面や水流が穏やかで、試験を妨害されない場所で行うこと。

小さい時に行われること。

Ϫ 傾斜試験は天候が穏やかな日、つまり風力がビューフォート風力階級  より

Ϫ 傾斜試験

Ϫ 試験条件と測量装置

値を減らすこと。

－ 198 －



図

柱

昇降台
前方スタンド

前方支点装置

クッション

Ϫ 前方スタンドは垂直に昇降可能なもの、前方支点装置は水平スクロールが可

秤

支点平面

前方ジグ
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てはならない。

67

ること。喫水状態での船舶を測量する場合は、試験開始時の状態とまったく同じにしなく

だけ前方スタンドの中心線上にし、昇降台上を水平スクロールできるようにすること。

央部分および船尾各舷の喫水を測量・記録し、試験水域の水温と重量密度を測量・記録す

Ϫ ボートに乗って、目盛りのある標尺のガラス管を用い、船舶の船首部分、中

表にそれらの重量および重心位置を記録すること。

Ϫ 試験移動重量、試験器具、乗船する試験人員は規定位置に配置し、余分物品

たしているか確認する。

Ϫ 風向、風速、流向、流速および周囲水域状況を測量・記録し、試験条件を満

確認できてはじめて、試験に取り掛かることができる。

代表者が共同で船舶に対して全面的な検査を行う。船舶状態が試験条件を満たしていると

Ϫ 試験の前には、試験責任者によって、船舶検査技師および試験に参加する各

Ϫ 傾斜試験

Ϫ 試験手順

注：線図のない船舶は、全体レイアウト図のみでよい。

（）船室容積曲線図あるいはデータ（余分な液体物がある場合）

（）全体レイアウト図

（）線図

Ϫ 重力測定試験時に必要な図面は以下の通りである。

後方支点装置と後方ジグは固定し、作用点は秤の中心線上にする。前方支点装置はできる

Ϫ 前後ジグは船舶を固定するのに用い、一般的に三角形の構造のものを用いる。

に接触するように調節する。また、クッションは一般に硬い木材を使用する。

に水平スクロールし、垂直昇降は平衡を保てること。クッションは水平にし、前後のジグ

能なものでなければならない。スクロール装置と昇降装置は適度な強度があり、自由自在



後方スタンド

クッション

後方支点装置

後方ジグ

注：線図のない船舶は、全体レイアウト図のみでよい。

（）船室容積曲線図あるいはデータ（余分な液体物がある場合）
（）喫水表示図

（）ボンジャン曲線図あるいはデータ

Ϫ 試験器具は秤（電子秤あるいは台秤）
、スチール製の物差し（直定規あるいは

前後ジグ（必要な場合）
、クッション等、測量装置は図Ⅲ の通りである。

（）流体静力曲線図あるいはデータ

Ϫ 重力測定試験は地面が平たんで、日当たり良好な場所で行うこと。

（）全体レイアウト図

（）線図

Ϫ 傾斜試験時に必要な図面は以下の通りである。

Ϫ 試験に必要となる図面

試験状態下の船舶重量は、試験付属部品の重量を含む。

後ジグ、前方クッションと後方支点装置の総称のことを言う。Ⅲ の計算に基づいた

Ϫ 重力測定試験において、試験付属部品とは前後の支点を結んだ線より上の前

ョン、支点とクッションが滑ったり、船舶が横転しないようにすること。

Ϫ 試験時、前方支点と地面、後方スタンドと地面、秤とスタンド、秤とクッシ

るだけ均等にすること。

方支点の変化の範囲は船全長の  倍を下回ってはならず、毎回移動する水平距離はでき

Ϫ 重力測定試験

ガラス管水面の昇降距離）、PP

Ϫ 試験前には、船の側面 船底 で船中、後方支点、前方支点の位置を定めるこ
と。後方支点はできるだけ船尾に近づけ、前方支点の位置は測量回数により決定する。前

巻尺）、前後のスタンド、前後支点装置、水平を調整する透明チューブあるいは水平さし、



図

透明チューブ

目盛り

――ガラス管の中心線から貯水タンクの中心線までの水平距離、PP； ――昇降値（目盛り上の

貯水タンク

ガラス管

－ 199 －

Ϫ 試験責任者の合図でワイヤーを放し、重量の移動および測量、記録を行う。

の解決方法もいくつか存在する。
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図Ⅲ  から図Ⅲ  の中で、外因が試験結果に影響した例があるが、問題

やり直す必要があるか判断すること。

れ幅 揺れ幅とは起点の揺れ幅値 がある場合は、原因を分析し、一部または全ての試験を

まで以下同様にする。各点の中間には検査線を引く。交点が検査線から離れ、％以上の揺

交点②に基づき次の移動モーメントと揺れ幅値の交点③として描く。これを最後の交点⑨

上において、起点①から出発し、第一次移動の移動モーメントと揺れ幅値を交点②とし、

Ϫ  のように、 組の移動重量を例にすると、モーメントと揺れ幅値座標の検査図

Ϫ 測量結果の信頼性を確保するため、試験過程では誤差検査を行う。図

  船上の試験人員は規定位置に配置すること。

  船舶の揺れは穏やかにし、船舶は自然に浮かせ、自然な横傾斜状態にすること。

に基づいて配置しなければならない。

  試験移動重量の移動位置は、できるだけ正確にすること。確定した位置は元の形状

とに、測量前に船舶検査技師が以下の内容を検査し確認すること。

Ϫ 傾斜試験の重量移動の順序は、図Ⅲ の通りである。重量を移動するご

測量装置 の目盛りあるいはガラス管水面 8 型管測量装置 の目盛り。

容は、移動した重量と、移動した力点から支点までの距離、往復  回の測定錘ワイヤー 錘

い、各移動試験で重量を  回動かすごとに、それぞれ測量と記録を行う。測量と記録の内

試験開始時は、まず初期位置 まだ試験移動重量を移動していない状態 で測量と記録を行

図

二組の試験移動重量


こと。
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とともに、船舶の全面検査を行い、船舶状態が試験条件を満たしているかどうか確認する

Ϫ 試験前には、試験責任者が船舶検査技師および試験に参加する各方面の代表

Ϫ 重力測定試験

四組の試験移動重量

－ 200 －


は初期積載が対称でない

図
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右側から突風が吹いた場合（･ について再度確認する）

深を測り、ワイヤーを放した状態にし、･･ について



右側から一定の風が吹いているか、あるい



までの垂直距離もそれぞれ測量・記録しなくてはならない。測量後は前方支点をもとの位

型幅 %＝            P

垂線間の長さ /SS＝       P

船全長 /＝           P
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Ϫ 船舶傾斜試験報告と重力測定試験報告
Ϫ 船舶傾斜試験報告
一、船舶の主な尺度



原性係数を算出することができる。

Ϫ 線図がない船舶は、傾斜試験の測量データに基づき、船舶が空船状態の時の復

を使用することができる。

船首と船尾の型が喫水の変化により小さくならない限り、正しく浮いた時の静水力データ

づき計算すること。船舶の縦傾斜値が垂線間の長さの ％より小さくならない限り、また、

Ϫ 傾斜試験報告では、静水力パラメータは試験時の船舶の実際の縦傾斜状態に基

量データおよび計算結果から試験報告を作成すること。

よび初期データに基づき、空船状態の船舶の重量および重心位置を算出すること。試験測

Ϫ 試験が終了したら、Ⅲ で述べたとおりの署名確認が行われた測量データお

相応の試験データ表に氏名と日時を記入すること。

Ϫ 試験が終了したら、試験責任者、船舶検査技師、船主代表および試験測量員が

全に記入すること。

Ϫ Ϫ の表の書式にしたがって、試験測量データおよび初期データをそれぞれ完

Ϫ データ処理と試験報告作成

量すること。また、データは三組より多くなくてはならない。

ぶ線を水平に保つこと。Ⅲ とⅢ にしたがって、さらにもう一組のデータを測

Ϫ 前方支点の縦位置を調整し、Ⅲ にしたがって船底基線と前後支点を結

置まで下ろす。

距離、前方支点から船中までの船底の基線と平行にした距離、前後の支点から船底の基線

要な場合は排水し、全ての試験をやり直し、喫水の目盛りを再確認する）

た際に、前後の支点の位置に変化があった場合は、前後の支点を船底の基線と平行にした

Ϫ 前方支点を高くし、上昇値と上昇後の秤の目盛りを測量・記録する。上昇し

な距離、前後支点から船底基線までの垂直距離、秤の目盛りを測量・記録する。

Ϫ 前後支点の船底基線に平行な距離、後方支点から船中までの船底基線に平行

記録表には、後方のクッション ある場合 の重量を記録する。

Ϫ 余分物品表中に、試験に関連する重量と重心位置を記録する。重力測定試験

船舶横水平と縦水平を調節し、船底基線と前後支点を結ぶ線を水平に保つこと。

自由液面が大きい時（全ての液体タンクおよび空タンクを再検査し、必

船舶の底が当たっているか、あるいはワイヤー障害（水

再度確認する）

Ϫ 船舶とジグを固定し、測量支点上に置く。透明チューブ（透明チューブ内に
適量の真水あるいは色水を注入し、チューブ内に気泡が出来ないようにする）を使って、

型深さ '＝            P



船舶係留状況

船中

船尾

喫

水

－ 201 －
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Υ





  

計算喫水



水深 +



 

斜値 P 

初期傾傾

P





 

  

  

計算喫水

舶の計算喫水

最初から縦傾斜がある船





た時の型喫水

の推算（P）


板キールの厚さが減少し



キールの高さあるいは平

び船尾垂線の喫水



船首垂線、
船中およ

水の温度 7









試験水域の水の密度Ț W㎥

船尾

船首

 

（ｍ）

型喫水








ｍ／ｓ

㔞⨨

 

位置







平均

船主代表

流速

㹓ᆺ⟶



算 型喫水の計算







左舷





㔞⨨

計

船首

の

右舷

査技師

船舶検

流向

ヨ㦂ჾලᩘ㔞࠾ࡼࡧ⨨




1R

1R

1R

1R

第四組

第二組
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第一組

位置

位置









重心縦座標     P

の水平距離

ら貯水タンクまで

ガラス管中心線か

の長さ

測定錘のワイヤー


    PP

    PP



    PP

    PP

重心縦座標     P

重心垂直座標    P

位置

第三組

重量     ｔ
位置

重量     ｔ

重心垂直座標    P

重心縦座標     P

重心縦座標     P

重心垂直座標    P

位置

重心垂直座標    P

位置

右舷
重量      ｔ

重量     ｔ

左舷

移動重量類型            移動した総重量＝

試験移動重量および測量装置配置表

㗽

時

験

喫水標準尺度（P）



試験参加者

位置



試験責任者

試



水流状況

風力



天気状況





試験場所

風向

年 月 日 時 分から 開始、日 時 分に完了

試験日時および時間

試験環境条件と係留状態記録表

二、試験時の状況



設計喫水 G＝           P

ヨ㦂⛣ື㔜㔞ࡢ㓄⨨ᅗ

























－ 202 －

















合計

























注：重量の縦座標；船中前が正、船中後が負。







番号 物品名称 物品位置 重量 W
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P 













W･P 













P 













W･P 

メント

点の距離

メント

点の距離

縦座標













重量モー













支点と力

垂直座標













W･P 

重量モー













P 

支点と力

注：重量の縦座標：船中前が正、船中後が負。

合計











W･P 

メント

点の距離

メント

点の距離

P 

重量モー

支点と力

重量モー

縦座標

支点と力

垂直座標























運転中 － 試験時 

小計

































W 

重量















 

位置









 

㎥ 

容量

合計









 

量 W 

積載重

Ǽ―――試験状態下の船舶の排水量、W
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あるいは自由液面の復原性係数に対する修正値

②自由液面の安定性の高さに対する修正値









 





ーメント









































P 

点の距離

度











 















  



モーメント

自由液面慣性





















W･P 

メント

重量モー

縦座標
支点と力

液体重量密



W･P 

メント

横向慣性モ





















P 

点の距離

重量モー

垂直座標
支点と力

注：①満載タンクは自由液面として計算しない。

Ȋ






 


名称

船室

 

番号

．液体タンク積載および自由液面

注：重量の縦座標：船中前が正、船中後が負。

合計





小計



位置

名称



状態 番号

物品

物品

．再配置が必要な物品表

㐠㌿୰

．試験時における船上の不足物品表













番号 物品名称 物品位置 重量 W

試験時における船上の余分物品表

ヨ㦂

－ 203 －

右舷

移動重量

離

支点間距
メント

ント

傾斜モーメ

ղ



ձ



ձ

ձղ

ձ

右舷











W 

移動重量



















W･P 



メント

離 P 

移動モー

支点間距

移動力点











ト W･P 

 錘測量装置目盛り記録表 PP 

．測量装置目盛りの記録
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注：傾斜モーメントの計算時、移動重量の右に移動するモーメントは正、左に移動するモーメントは負。

ղ

ձղ







ղ



左舷

１

番号

試験移動重量位置
傾斜モーメン

注：傾斜モーメントの計算時、移動重量の右に移動するモーメントは正、左に移動するモーメントは負。

左舷

試験移動重量位

移動モー

．移動重量における２組の移動モーメントと傾斜モーメント表



番 号

移動力点

１．移動重量における４組の移動モーメントおよび傾斜モーメント表

三、傾斜試験記録

目盛り

傾斜角

測量員           

重量移動番号

78

ガラス管中心線から貯水タンクの水平距離

昇降値 b（目盛り平均値の差）

往復回数

U 型管番号：

 8 型管測量装置目盛り記録表（PP）



重量移動番号

錘のワイヤーの長さ

（目盛り平均値の差）

目盛り平均値

目盛り

傾斜角

揺れ幅

往復回数

錘番号：

測量員           





             D あるいは E



᩿㠃✚

ࢩࣥࣉࢯࣥಀᩘ

注：表中の第 

号

番



༙ᖜỈ⥺

㠃✚

ࣔ䤀࣓ࣥࢺ

－ 204 －
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 項は縦傾斜喫水線によりボンジャン曲線と線図に分けて求める。



 縦傾斜状態の船舶の排水量、浮心位置および横メタセンタ垂直座標の計算

．試験状態下での静水力データ

四、試験データ計算





                  0

0－D（あるいは 0－E）図

．試験誤差検査図

୰Ⅼ㊥㞳ಀᩘ





























浮心垂直座標

80

 G により静水力曲線を調べる 

排水量Ǽ G により静水力曲線を調べる 

喫水の計算式 

浮面心縦座標  G により静水力曲線を調べる 

平均喫水 

縦傾斜角の

船尾喫水 

船首喫水 

番号 項目



P







P
O





P
P





P




P



数値







単位

 浮いた状態下での船舶の排水量、浮心位置および横メタセンタ垂直座標の計算



浮心縦座標               

横メタセンタ垂直座標        

横メタセンタ半径           

喫水線面慣性モーメント        





排水量                 
浮心垂直座標              



型排水体積               

ポートの距離              

－ 205 －

べる 







復原性係数の実測

初期復原性の実測

 















－

 

法

最小二乗

平均

算 術

















－

















－

 

合計

傾斜角

平均傾斜角

第二測

量地点 量地点

第一測

初期復原性の実測







Ȋ





















 

－



ト

ーメン

移動モ



番号
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－

 

平均

傾斜角



Ȋ 















－

 

 

 

 G により静水力曲線を調

 G により静水力曲線を調べる 

横メタセンタ垂直座標

浮心縦座標

．初期復原性の高さと復原性係数の実測・計算









Ȋ 















－

 





Ȋ  















－

 

   

計算データ



P

Ȋ  















－

 

Ǽ

*0  













重心垂直座標
重心縦座標






自由液面修正後の初期復原性の高さ
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自由液面の復原性係数に対する修正量








自由液面修正後の復原性係数

項目
復原性係数の実測

番号





自由液面の初期復原性の高さに対する修正量

初期復原性の高さの実測

浮心縦座標

浮心垂直座標



項目

 試験状態下の船舶における復原性係数の計算







横メタセンタ垂直座標

排水量Ǽ

縦傾斜角の

船尾喫水 

船首喫水 























番号

 試験状態下の船舶の重量と重心位置の計算

．試験状態の船舶に関連するデータ計算















数値



単位
























数値





P

P

O

P

P

P



P

P

単位

－ 206 －

番号





項目









単位















技師

船舶検査

ント

直重量モーメ

不足物品の垂

ント

直重量モーメ

余分物品の垂

数

船舶復原性係

試験状態下の

項目







単位

垂線間の長さ /SS＝      P



設計喫水 G＝         P

型深さ '＝           P

型幅 %＝            P







データ

船全長 /＝           P

一、船舶の主な尺度

Ϫ 船舶重力測定試験報告









番号

．空船復原性係数の計算
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空船復原性係数

重量モーメント

要な物品の垂直

測定が新たに必













データ


































離





基線に平行な距



番号

前後支点型船舶基線の垂直距離

傾斜状態

水平状態

船舶状況

前後支点の船底
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PP

距離



















垂直距離

前後支点の

船主代表





















NJ



秤の目盛り

後ろ側クッションの重量

















底基線に平行な

ら船中までの船

後ろ側の支点か

．再配置が必要な物品表（付属文書  参照）

．試験時の船上不足物品表（付属文書  参照）

．試験時の船上余分物品表（付属文書  参照）

況

状

舶

船

試験参加者

試験責任者

三、重力測定試験記録（測量記録表）











メント

  年  月  日  時  分開始    日  時  分終了
















支点まで
の距離 P 

ント

離 P 

点までの距

試験地点

試験日時と時間



＋  ＋  

空船  － 

定めた物品







重量 W

重量モー

注：重量の縦座標は船中前が正、船中後が負。





不足物品

新しく位置を

余分物品



船舶

試験状態下の

項目





番号

力点から

重量モーメ

力点から支

試験説明
縦座標

．空船重量重心位置の計算

垂直座標

二、試験時の状況

五、空船の計算

－ 207 －























 



離









   



基線に平行な距

船中までの船底

前側の支点から









 

盛り

秤の目









 



の重量

ッション

後ろ側ク











  



点の作用力

後ろ側の支




．試験状態下での船舶の重心垂直座標計算

重心垂直座標を求めることができる。
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傾斜状態の測量データと水平状態で算出された船舶重量および重心縦座標により、 つの

＋  ＋  

空船  － 

定めた物品

新しく位置を

不足物品

余分物品

船舶

試験状態下の

項目











重量 W
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の距離 P 

支点まで

ント
点までの距
離 P 













メント

重量モー

縦座標
力点から

重量モーメ

垂直座標



力点から支

注：重量の縦座標は船中前が正、船中後が負。











番号

空船計算



．試験状態下での船舶の重量と重心位置の単位換算





 つの重量と  つの重心縦座標の平均値をとると、



測量データに基づき  つの連立方程式をたて、
三組の重量と重心縦座標の結果を求めると、



 

 

基線に平行

平行な距離

な距離

までの船底

船底基線に



番号

点から船中

前後支点の

後ろ側の支

．試験状態下船舶の重量と重心縦座標の計算

四、空船の計算

－ 208 －

 / は船全長 の断面部分で、検査基準線が中心縦断面上にあ
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動いたり変形したりしないようにすること。

ϫ 基準線の両端は船体としっかり固定し、全ての測量過程において、基準線が

るかどうか確認する。

と

' は型深さ の間の距離 記録しやすいように、間隔
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は少数点にならないようにする を決める。

の目盛りは、底端部から始まり、

測量竿の長さは基準線から断面底線の高さの値より大きくなくてはならない。測量竿上

この方法は二線定点法といい、図Ⅳ の通りである。

フセットを測量する際には、その線を基準線とする。図Ⅳ の通りである。

ϫ

ϫ 横断面の中縦断面線上に、 つの高さの異なる補助点を取り、オフセットポイ
ント（測量地点）から  つの補助点までの距離を測り、船体ラインに対して測量を行う。

ϫ 船舶の中心縦断面上で、船首から船尾まで単繊維素材の細い紐またはワイヤ

せた方法を用いて測量し、その他の数学原理の方法も用いることもある。

ϫ 断面のオフセットは、一般的に二線定点法と水平線測量法および両者を合わ

舶については、トンネル部分の測量地点の数が  ケ所を下回ってはならない。

線断面の測量地点の数は、対角線の数プラス  を下回ってはならない。トンネルのある船

ーを引っ張る。紐は甲板よりも高くし、船体基線（あるいは水面）と平行にすること。オ

ϫ 基準線の設定

できるだけ船舶を正常に浮いた状態にさせること。

ϫ 船舶を係留して水中でオフセットの測量を行う場合、バラスト方法によって

にする。

通常、断面の測量地点の数は  ケ所（船底と甲板を含む）を下回ってはならない。対角

ことを原則とする。選んだ測量地点の位置には印をつけておくこと。

ϫ 船舶を傾けた後、クッションを通して船舶状態を調整し、船舶を水平な状態

ϫ 船舶状態の調整

ϫ 断面図のオフセットポイント 測量地点 は、断面形状、その型深さ、船幅、
船室内構造および配置などの状況により決定し、測量地点の数は正確な断面形状が書ける

ϫ 船型オフセットの測量準備作業

れる。

ϫ 船型オフセットの測量
ϫ 断面オフセットポイントの設定および測量方法

ϫ 本測量・製図方法は開放された、一重の船底、一重の外板を持つ船舶に適用さ

面が必要である。

ϫ トンネルのある船舶については、トンネル部分は少なくとも  つの測量横断

し、増設すること。

ϫ 作製した線図は、船舶製図の条件を満たしていること。

ϫ オフセットの測量をする際は、船体外板の内表面量からデータを取る。

せ行うこと。

条件の制限を受ける場合、船舶検査技師の同意の下、穏やかな水域において船舶を係留さ

ϫ 船体ラインの縦方向のわん曲に大きな変化が見られた場合は、横断面を測量

ばならない。

船舶の運行と検査に対する依拠を提供することである。

ϫ オフセットの測量をする際は、船舶を傾けた後、平たんな場所で実施すること。

ϫ オフセットを測量する際は、一般的に中央の横断面 客室の壁を含む を測量



横断面とし、測量横断面の数は  つより多く、かつ断面の間隔はできるだけ均等でなけれ

図Ⅳ

基線

線図を作成することであり、船舶の静水力性能の計算と復原性計算などの問題を解決し、

ϫ 測量する横断面の選択

基線

ϫ 一般規定

（ガイダンス）

船型オフセットの測量と製図方法

基準線

ϫ 船型オフセットの測量と製図の目的は、資料のない船舶のオフセットを測量し



付属文書Ⅳ

－ 209 －

図Ⅳ



ϫ 船体のアウトラインの変化、船室内の構造と配置、測量方法の限界性等の理

図Ⅳ

測量竿

基準線



る。
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量する。順次、全てのオフセットポイントを測量し、相応の表に測量したデータを記録す

の補助線を作り、基準線から水平補助線までの高さと左右のオフセットポイントの幅を測

単独の繊維素材から作られた細い紐で左右のオフセットポイントをつなぎ合わせて、水平

点に置き、もう一端を基準線上にぴったりつける。そのうえで、標尺を適切に固定する。

センチメートルとミリメートルの目盛りがある標尺の一端を、断面図の底線の幅の中間

基準線

基線
船底線

水平参考線

ϫ 横断面図の作成

使用する。
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甲板線

基線

ϫ 水平参考線と断面底線から基線までの距離を測り、横断面図を作成する際に

たキールを持つ船舶については、基線の確定方法を別途考慮する。

切断線にする。一般状況下では、船底切断線を基線とし、甲板切断線を修正する。傾斜し

ϫ 船中部分での、船底の高さを示す線と甲板の高さを示す線をそれぞれ  本の



とおり。

測量竿

それぞれの端の点をつなげば、それが甲板線の高さを示す線となる。図Ⅳ に示した

量する。その方法は水平線測量法といい、Ⅳ の通りである。



また、垂直線上で水平参考線から下に向かって、基準線から甲板までの高さの値を測り、

量地点 を測り、相応する表に測量データを記録すること。

つけ、左から右に水平補助線を引き、測量水平補助線の高さと幅を測り、船体ラインを測

での高さの値を測り、それぞれの端の点をつなげば、それが船底の高さを示す線となる。

上の補助点までの距離を測り、補助点の高さ値を記録する。全てのオフセットポイント 測

ϫ 横断面上で、オフセットポイント 測量地点 の位置により、左右対称に印を

ϫ  本の水平な線を参考線とし、水平参考線上に測量する横断面の位置をマーキ
ングし、垂直線を引く。垂直線上で水平参考線から下に向かって、基準線から断面底線ま

に対して、測量竿上に  つの補助点を取り、オフセットポイント（測量地点）から測量竿

ϫ 船体の基線の確定

ϫ 線図の作成

地点）のデータを測量し、記録する。

ϫ ϫ またはⅣ で述べた方法に基づき、オフセットポイント（測量

記録する。甲板の縁の線から基準線までの高さと甲板の幅も直接測量してよい。

ϫ 基準線から断面底線までの高さ、断面底線の幅を直接測量し、測量データを

ϫ ϫ の規定に基づいて断面の測量箇所数を選び、測量箇所に印をつける。


つけたうえで、横断面の位置を測量し、記録する。

ϫ ϫ の規定に基づいて測量する横断面を選び、選んだ横断面の位置に印を

ϫ 船全長、船幅、型深さの測量と記録を行う。

ϫ オフセット値の測量の手順

い。

所のオフセット値については、外見の形状に基づき、同型の船舶を参考にして処理してよ

由から、一部の箇所では直接オフセット値を測量できない可能性があるが、そのような箇

固定 固定の程度は測量時に動かない程度でよい する。各オフセットポイント 測量地点

測量竿の底端を断面底線の幅の中点に置き、上部は基準線に近づけ、その後、測量竿を

測量竿

基準線

－ 210 －

測量点 

測量点位置
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での距離

での高さ



測量点ま

測量竿補助点 

断面底線ま





断面底線の幅

の高さ



での高さ


の距離

測量点まで

測量竿補助点 
断面底線ま




備考

単位PP

表Ⅳ

肋骨位置番号：    船尾（船中、船首）までの距離：

基準線から底線まで

断面位置

ϫ 二線交点法の記録表

ϫ オフセット値を測量製図する際の表の書式

ること。

角切断線の検査を行った後、オフセットと船舶の主な寸法を測り、オフセット表を記入す

ϫ ϫ の方法に基づき、あらためて ' フェアリング検査と修正を行い、対

にしたがって、横断面図を描く。

 あるいは  等分にしてポート番号を振る。各ポート番号上の喫水線半幅と断面の高さ

ϫ 半幅喫水線図と縦断面図上では、船の長さ方向に沿って、垂線間の長さを

ϫ 喫水線の位置により垂線間の長さを確定する。

ϫ 標準線図の作成

査と修正を行うこと。

半幅喫水線図と縦断面線図を描く。公正性、協調性と投影一致性などを確保しながら、検

ϫ 横断面図、喫水線位置と縦断面線位置により、横断面図からデータを取り、

より多いこと。

水より高くなくてはならない。縦断面線図を描く時、中縦断面線以外の縦断面線数は  本

はならない。喫水線の間は一般的に等間隔とし、最も高い喫水線は、満載出港時の対応喫

ϫ 半幅喫水線図を描く時、基線と甲板線以外の喫水線数は  本より多くなくて

ϫ 半幅喫水線図と縦断面線図

の厚さの影響を計算しなければならない。

ϫ 木造船、セメント船など非金属で作られた船舶に対しては、線図は船体外板

ϫ 測量記録に基づき、横断面図を描く。

と測量基準線の位置を確定する。

ϫ 垂直方向で  上から基線から断面底線と水平参照線の距離を測り、断面底線
























































甲板縁線
測量点 
測量点 
測量点 
測量点 
測量点 
測量点 
測量点 
測量点 

基準線までの距離
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幅

肋骨位置番号：   船尾（船中、船首）までの距離：

断面底線

測量点位置

断面位置

ϫ 水平線測量法の記録表



測量点 

測量点 

測量点 

測量点 

測量点 

測量点 

点は  である。

測量点 

図Ⅳ

ϫ 垂線と交わる十字線を作ると、水平方向が基線、垂直方向が中縦断面線、交





































備考

単位：PP

表Ⅳ















半幅

ϫ オフセット表

高さ
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入してよい。
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注：各ポートの中点距離（中間点からの距離）
、終点の中点距離、起点の中点距離の三項目の単位はｍで記
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ッ

セ



セ



フ



オ



フ
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単位PP












表Ⅳ

㉳Ⅼ

－ 213 －
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しながら、起点が遅かったこともあり、現状、海南島の経済社会発展の全体レ

２０年あまりが経過した。この間の経済社会発展は目覚しいものがある。しか
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を図る。

の一層のレベルアップを図り、観光インフラとサービスインフラの更なる向上
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᭛࣪儙⣀⡍ǃ⼒Ӯ᭛ᯢ⼹ⱘᓔᬒПቯǃ㓓㡆Пቯǃ᭛ᯢПቯǃ䇤ПቯǄ

ሩ⼒ӮџϮˈࡴᖿ䖯ජеऎඳण䇗থሩˈ䗤ℹᇚ⍋फᓎ䆒៤Ў⫳ᗕ⦃๗Ӭ㕢ǃ

᳝⍋फ⡍㡆ǃ䖒ࠄ䰙ܜ䖯∈ᑇⱘᮙ␌ѻϮԧ㋏˗⊼䞡ֱ䱰ᬍ⇥⫳ˈথ

Ў啭༈ǃ⦄ҷ᳡ࡵϮЎЏᇐⱘ⡍㡆㒣⌢㒧ᵘ˗ⴔᦤ催ᮙ␌Ϯথሩ䋼䞣ˈᠧ䗴

⾥ᄺথሩП䏃˗⿃ᵕথሩ᳡ࡵൟ㒣⌢ǃᓔᬒൟ㒣⌢ǃ⫳ᗕൟ㒣⌢ˈᔶ៤ҹᮙ␌Ϯ

䴽ˈᠽᓔᬒˈᵘᓎⱘ⌏ԧࠊᴎࠊˈ䍄⫳ѻথሩǃ⫳⌏ᆠ㺩ǃ⫳ᗕ㡃དⱘ

Ͼҷ㸼ā䞡㽕ᗱᛇЎᣛᇐˈ⏅ܹ䌃ᕏ㨑ᅲ⾥ᄺথሩ㾖ˈ䖯ϔℹ㾷ᬒᗱᛇˈ⏅࣪ᬍ

  ˄ϔ˅ᣛᇐᗱᛇǄ催ВЁ⡍㡆⼒ӮЏНӳ᮫Ᏸˈമᣕҹ䙧ᇣᑇ⧚䆎Āϝ
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ܼᷛޚ䴶䔼ˈ߱ℹᓎ៤Ϫ⬠ϔ⌕ⱘ⍋ቯӥ䯆ᑺ؛ᮙ␌㚰ഄǄ（ 年までに観

  üüࠄ  ᑈˈᮙ␌᳡ࡵ䆒ᮑǃ㒣㧹ㅵ⧚᳡ࡵ∈ᑇϢ䰙䗮㸠ⱘᮙ␌᳡ࡵ

ӮџϮথሩ∈ᑇᯢᰒᦤ催ˈ㓐ড়⫳ᗕ⦃๗䋼䞣ֱᣕܼ乚∈ܜᑇǄ

⫳ѻᘏؐǃජеሙ⇥ᬊܹ䖒ࠄܼЁϞ∈ᑇˈᬭ㚆ǃि⫳ǃ᭛࣪ǃ⼒Ӯֱ䱰ㄝ⼒

⫳ѻᘏؐ↨䞡䖒ࠄ ҹϞˈϝѻϮҢϮҎ᭄↨䞡䖒ࠄ ҹϞˈѝܼⳕҎഛ

㨫ᦤछǄᮙ␌Ϯࡴؐऴഄऎ⫳ѻᘏؐ↨䞡䖒ࠄ ҹϞˈϝѻϮࡴؐऴഄऎ

  üüࠄ  ᑈˈᮙ␌ㅵ⧚ǃ㧹䫔ǃ᳡ࡵѻકᓔথⱘᏖഎ࣪ǃ䰙࣪∈ᑇᰒ

  ˄ϝ˅থሩⳂᷛǄ

⏨Ϯߎষഄ✊‵㛊ഄǄ

ᏺ⦄ҷݰϮˈՓ⍋फ៤Ўܼހᄷ㦰㇂ᄤഄǃ⛁ᏺ∈ᵰഄǃफ㐕㚆ࠊ⾡ഄǃ

  üüᆊ⛁ᏺ⦄ҷݰϮഄǄߚܙথ⍋फ⛁ᏺݰϮ䌘⑤Ӭˈথሩ⛁

⠽䌘կᑨǃ㓐ড়߽⫼ѻક䖤䫔ഄǄ

ᑺˈࡴᔎ⍋⋟⾥ⷨǃ⾥᱂᳡ࡵֱ䱰ԧ㋏ᓎ䆒ˈՓ⍋फ៤Ў៥फ⍋䌘⑤ᓔথⱘ

  üüफ⍋䌘⑤ᓔথ᳡ࡵഄǄࡴफ⍋⊍⇨ǃᮙ␌ǃ⏨Ϯㄝ䌘⑤ⱘᓔথ

ᑇৄǄ

ঞ催ሖⱘѸџ⌏ࡼˈՓ⍋फ៤Ў៥ゟ䎇Ѯ⌆ǃ䴶Ϫ⬠ⱘ䞡㽕䰙Ѹᕔ

ձᠬम加Ѯ⌆䆎യⱘક⠠Ӭˈܼᮍԡᓔሩऎඳᗻǃ䰙ᗻ㒣䌌᭛࣪Ѹ⌕⌏ࡼҹ

ዄኁㄝ  ໘ᆊ㑻㞾✊ֱᡸऎܹ߫ᆊ⫳ᗕ㸹ٓ䆩⚍Ǆ

⍋फⱘ⫳ᗕ㸹ٓᑺˈᇚ  ϾቅऎᏖওܹ߫ᆊ⫳ᗕࡳ㛑ऎ䕀⿏ᬃҬ㣗ೈˈᇚᇪ

ऎݰᴥሙ⇥ජ䬛䖕⿏Ǆᇚ⍋फЎܼ⫳ᗕ㸹ٓᴎࠊ䆩⚍ⳕˈࡴЁ༂䋶ᬓᇍ

䌘⑤ˈᦤ催䌘⑤ᓔথ߽⫼∈ᑇᬜⲞǄᅲᮑᬭ㚆ᡊ䋿⿏⇥Ꮉˈࡼ⫳ᗕ㛚ᔅഄ

ֱᡸㅵ⧚ˈ᳝ᑣᓔথ߽⫼ഄǃỂᵫǃⷓѻǃ⍋ǃኌ㒓ǃ⍋ቯǃ∈ඳㄝ䞡㽕

Ǆࡴᔎ∈ֱᣕᎹǄࡴᔎ㞾✊ֱᡸऎǃỂᵫ݀ುǃ䞡⚍∈⑤ഄǃ䞡㽕⍋ඳⱘ

Ꮍ䗔㗩䖬ᵫ៤ᵰˈᅠ⍋फᆊ㑻݀Ⲟᵫ㸹ٓᴎࠊˈ ᑈỂᵫ㽚Ⲫ⥛ᦤ催ࠄ

  ˄Ѩ˅ࡴᔎ⫳ᗕᓎ䆒Ǆ㒻㓁䖯⍋䰆ᵫᘶᓎ䆒Ꮉǃ✊ᵫֱᡸᎹˈ

㋏Ǆࡴᇍ⸈ണ⫳ᗕ⦃๗㸠Ўⱘᚽ໘ᑺǄ

ࠊˈᡞ⫳ᗕ⦃๗ֱᡸ㒇ܹ㒣⌢⼒Ӯথሩ㓐ড়䆘Ӌԧ㋏乚ᇐᑆ䚼㓐ড়㗗Ḍ䆘Ӌԧ

ᕅડ䆘Ӌࠊᑺˈᅲ㸠ࡴϹḐⱘ⫳ᗕ⦃ֱᷛޚǄᅠ⫳ᗕ⦃๗ֱᡸ䋷ӏࠊ䯂䋷

␌ᅶᔎֱᡸ⫳ᗕ⦃๗ⱘ㞾㾝ᗻ䋷ӏᛳǄࡴᔎ⫳ᗕ⦃๗ֱᡸゟ⊩ˈ⦃ܼع๗

  ˄ಯ˅ϹḐᅲ㸠⫳ᗕ⦃๗ֱᡸࠊᑺǄᑓ⊯ᓔሩ⫳ᗕ᭛ᯢᅷӴᬭ㚆ˈᓩᇐሙ⇥

  Ѡǃࡴᔎ⫳ᗕ᭛ᯢᓎ䆒ˈᔎৃᣕ㓁থሩ㛑

ৃᣕ㓁থሩ㛑䖯ϔℹᔎǄ

⇥ᬊܹ⫳⌏䋼䞣䖒ࠄܜݙ䖯∈ᑇˈ㓐ড়⫳ᗕ⦃๗䋼䞣㒻㓁ֱᣕܼ乚∈ܜᑇˈ

↨䞡䖒ࠄ ˈϝѻϮҢϮҎ᭄↨䞡䖒ࠄ ˈѝܼⳕҎഛ⫳ѻᘏؐǃජеሙ

ᮙ␌Ϯࡴؐऴഄऎ⫳ѻᘏؐ↨䞡䖒ࠄ ҹϞˈϝѻϮࡴؐऴഄऎ⫳ѻᘏؐ

上げ、世界一流の島嶼方ホリデイリゾートしての地場を初歩的に築き上げる）。

ⱘ᭛ᯢথሩП䏃ˈՓ⍋फ៤ЎܼҎ⇥ⱘಯᄷ㢅ುǄ

  üü䰙㒣⌢ড়᭛࣪Ѹ⌕ⱘ䞡㽕ᑇৄǄথ⍋फᇍᓔᬒᥦ༈݉ⱘ⫼ˈ

光サービスインフラ、経営管理とサービスレベルを国際的なレベルにまで引き

থሩЁֱᡸˈ䖯䌘⑤㡖㑺ൟ⦃๗টདൟ⼒Ӯᓎ䆒ˈ㋶ҎϢ㞾✊䇤Ⳍ໘
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䞣ࠊˈড়⧚Ꮧሔˈ㾘㣗থሩ催ᇨᮙ␌Ǆথሩ㑶㡆ᮙ␌⇥ᮣǃ⇥֫亢ᚙ
᭛࣪ᮙ␌Ǆ
  ˄б˅ᠧ䗴㊒કᮙ␌᱃ऎǄ⾥ᄺ㾘ߦᏗሔ᱃ऎ᱃⚍ˈ㊒ᖗ䆒䅵ᮙ␌㒓䏃ˈ
Ӭ࣪ᯊ䯈ǃぎ䯈䜡㕂ˈ䗤ℹᔶ៤ऎඳ⡍㡆ᯢᰒǃቅ⍋Ѧ㸹ⱘᮙ␌Ḑሔˈล䗴Ā䰇
ܝ⍋फǃᑺ؛ූāⱘᭈԧᮙ␌ᔶ䈵Ǆ䖯ϔℹᅠѮ啭ᆊᮙ␌ᑺ؛ऎǃϛᅕ
݈䱚⏽⊝ᑺ؛ऎǃ⨐⍋म加Ѯ⌆䆎യ∌ЙӮഔㄝЏ㽕᱃ऎ᱃⚍ⱘᮙ␌᳡ࡵࡳ㛑Ǆ
催∈ᑇᓔথᓎ䆒⍋Ẵǃ⏙∈ǃẟᄤǃᇪዄኁǃ䴌⥟ኁǃѨᣛቅㄝϔᡍ㊒ક

ᬊᬓㄪˈᓎゟ∵⊏ܼع䆒ᮑℷᐌ䖤㧹ֱ䱰ᴎࠊǄᓔሩܹ⍋⊇⌕ǃⳈᥦ∵ᶧ⑤फ

⍋⍋ඳ⦃๗ⲥ⌟ˈᓎゟ⦃๗䋼䞣՟㸠ⲥ⌟݀䞡⚍⍋ඳ∵ᶧ⠽ᥦ⍋ᘏ䞣ࠊࠊ

ᑺǄ

  ϝǃথ⍋फ⡍㡆Ӭˈܼ䴶ᦤछᮙ␌Ϯㅵ⧚᳡ࡵ∈ᑇ

  ˄ܿ˅ᓎ䆒ᆠ᳝⍋फ⡍㡆ⱘᮙ␌ѻકԧ㋏ǄձᠬӬ䌘⑤ˈথሩ⡍㡆ᮙ␌ѻ

કˈ䖯ϔℹӬ࣪ᮙ␌ѻક㒧ᵘǄথሩ⛁ᏺ⍋ቯހᄷ䰇ܝᮙ␌ǃ⍋Ϟ䖤ࡼǃ┰

∈ㄝᮙ␌乍ⳂˈЄᆠ⛁ᏺⒼ⍋⍋⋟ᮙ␌ѻકǄ⿃ᵕ〇ཹ䖯ᓔᬒᓔথ㽓≭ᮙ␌ˈ

拡大、（許可を要する）海外から海南入りするボート停泊向けサービスࡴᔎᵫ

  ˄ϗ˅ᔎ࣪⦃๗∵ᶧ䰆⊏Ǆࡴᔎफ⏵∳ǃϛ⊝⊇ǃᯠ࣪∳⌕ඳᢙ䋳佂⫼∈

ᵫ⫳ᗕ⦃๗ǃ㓈ᡸ⇥ݰড়⊩ᴗⲞᑊձ⊩ࡲ⧚⫼ഄ㓁ⱘࠡᦤϟˈ⾥ᄺ㾘ߦˈᘏ

務の批准と発展、ボート管理規則の研究・整備、条件整備を通じた水域の開放

ߚ㾷ϟ䖒㒭⍋फⳕⱘ㡖㛑ޣᥦӏࡵǄ

ᬍ∈ᬍ३ˈ䗤ℹᓎゟᴥ䬛⫳⌏ൗഒᬊ䲚䕀䖤໘⧚ԧ㋏Ǆᅠ∵∈ǃൗഒ໘⧚䌍ᕕ

ズ企業の海南における経営性機構設置の許可、国際クルーズラインサービス業

㡖㛑ޣᥦ㒳䅵ⲥ⌟㗗Ḍᅲᮑࡲ⊩ˈᔎ࣪㡖㛑ޣᥦⳂᷛ䋷ӏࠊˈ⹂ֱᅠ៤ᆊ

ヺড়ഄ߽⫼ᘏԧ㾘ߦජе㾘ߦǃϡऴ⫼㗩ഄ⡍߿ᰃᴀ⬄ݰǃ᳝ᬜֱᡸỂ

島観光の開発、クルーズ産業の積極的発展、クルーズ母港の建設、海外クルー

⠽㓐ড়߽⫼ǃ㫫⏷߽⫼ǃЁ∈ಲᬊ߽⫼ㄝᕾ⦃㒣⌢Ǆࡴᔎ⦃๗ⲥㅵ㛑ᓎ䆒ˈᅠ

ᶧ⊏⧚䆒ᮑⱘ䖤㸠ⲥㅵǄࠊݰϮ䴶⑤∵ᶧǄࡴᔎݰᴥ⦃๗㓐ড়ᭈ⊏ˈ㒻㓁㸠

気を醸す海浜観光商品を生み出す。節度ある西沙諸島の開発、秩序だった無人

ࡴĀҹ༪ҷ㸹āϧ乍䕀⿏ᬃҬǄ⿃ᵕᬃᣕ⍋फথሩݰᴥ⊐⇨ǃ⬰⾑ݏⅪϮᑳᓗ

ࡵǄ⿃ᵕথሩ㞾偒䔺㾖␌ܝǃ⡍㡆᠓䔺␌ԧ㚆ӥ䯆乍ⳂˈᅠⳌ݇䜡༫᳡ࡵǄ

᳡ࡵᎹǄ（水上スポーツ、ダイビング等のプロジェクト、トロピカルな雰囲

ᑨ⫼Ꮉˈᅲᮑ㡖㛑ᮄ㛑⑤≑䔺⼎㣗ᎹǄ䖯㉏ޣᥦᎹ䆒ᮑᓎ䆒ˈ

ජ䬛∵∈໘⧚⥛䖒ࠄ ˈජ䬛⫳⌏ൗഒ᮴ᆇ࣪໘⧚⥛䖒ࠄ Ǆᔎ࣪ᇍᏆᓎ៤∵

␌㠛ㅵ⧚ࡲ⊩ˈ߯䗴ᴵӊ䗖ᔧᠽᓔᬒ∈ඳˈخད㒣ᡍⱘޚ๗␌㠛⊞ذ⍋फⱘ

催㗫∈ǃ催ᥦᬒ㨑ৢѻ㛑ⱘᑺǄࡴᔎ⏙⋕⫳ѻǃ㡖㛑ޣᥦᡔᴃѻકⱘᑓ

ऎ⸔䆒ᮑᓎ䆒ˈࡴᖿথሩỂᵫ⫳ᗕᮙ␌Ǆড়⧚ᓔথ⏽⊝䌘⑤ˈথሩᒋԧֱع᳡

ৌ⍋फ⊼ݠ䆒ゟ㒣㧹ᗻᴎᵘˈᓔሩ㒣ᡍⱘޚ䰙㟾㒓䚂䕂᳡ࡵϮࡵǄⷨおᅠ

䞣ࠊˈϹ⽕催㗫㛑ǃ催㗫∈ǃ催ᥦᬒѻ㛑䖛࠽㸠Ϯথሩˈࡴ⎬≄催㗫㛑ǃ

䲚Ёկ∈ӏࡵ∈ᑧⱘ∈∵ᶧ䰆⊏Ǆࡴᔎජ䬛∵∈ൗഒ໘⧚䆒ᮑᓎ䆒ˈࠄ  ᑈ

᳝ᑣথሩ᮴ሙ⇥ቯቓᮙ␌Ǆ⿃ᵕথሩ䚂䕂ѻϮˈᓎ䆒䚂䕂↡␃ˈܕ䆌๗䚂䕂݀

  ˄݁˅䖯㡖㛑ޣᥦǄϹḐᠻ㸠⦃๗ࠊܹޚᑺˈϹḐЏ㽕∵ᶧ⠽ᥦᬒᘏ
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ഄѻϮˈ⾥ᄺ㾘ߦ᠓ഄѻϮথሩⱘ㉏ൟǃ㾘䗳ᑺˈ哧ࢅ᳝ᅲǃֵ᳝䁝ⱘӕ
Ϯথሩᆠ᳝⍋फ⡍㡆ǃ催ક䋼ⱘ᯳㑻ᆒ佚ǃᑺ؛ᴥㄝ᠓ഄѻ乍ⳂǄࡴᔎѻᴗᓣᑺ
؛䜦ᑫⱘᓔথǃᓎ䆒ǃ䫔ଂㄝ⦃㡖ⱘ㾘㣗ㅵ⧚Ǆ〇ℹথሩ⒵䎇䙓ᆦǃ⭫ݏㄝϡৠ
䳔∖ⱘᑺ؛ሙԣൟ᠓ഄѻǄ哧ࢅথሩᆊᒁᮙ佚㒣㧹᠓ሟ⾳䌕㒣㧹Ǆࡴᔎֱ䱰ᗻ
ԣ᠓ᓎ䆒ˈ䗤ℹᬍජеሙ⇥ⱘԣ᠓ᴵӊǄᴵӊ៤❳ᯊˈ⍋फᓔሩ᠓ഄѻᡩ䌘
ֵᠬ䞥䆩⚍Ǆ
  ˄कѨ˅ࡴᖿথሩ䞥㵡ֱ䰽ϮǄ哧ࢅ䞥㵡ᴎᵘ䇗ᭈӬ࣪㔥⚍Ꮧሔˈᅠ᳡

३᠔䆒ᮑᓎ䆒Ǆᓎゟܼعᮙ␌ᅝܼ乘䄺ᑨᗹᴎࠊˈᅠᑨᗹᬥᧈǃ݀݅ए⭫ǃ

ि⫳Ẕ⭿䰆⭿ㄝᅝܼᬥࡽԧ㋏Ǆ

  ಯǃথሩϢᮙ␌Ⳍ݇ⱘ⦄ҷ᳡ࡵϮˈ֗䖯᳡ࡵϮ䕀ൟछ㑻

  ˄कѠ˅ࡴᖿথሩ᭛࣪ԧ㚆ঞӮሩѻϮǄࡴᖿথሩ᭛࣪ѻϮˈᓩ䖯߯ᛣѻϮ

Ҏᠡˈথሩ᭛࣪߯ᛣǃᕅ㾚ࠊǃⓨ㡎စФǃ᭛࣪Ӯሩࡼ⓿␌៣ㄝ㉏᭛

࣪ѻϮˈ⿃ᵕ㚆᳝⍋फഄඳ⇥ᮣ⡍㡆ⱘ᭛࣪ѻϮ㕸Ǆ哧ࢅВࡲൟᮙ␌᭛

࣪ⓨߎ㡖ᑚ⌏ࡼˈЄᆠⓨ㡎᭛࣪Ꮦഎˈᬃᣕ⍋फВࡲ䰙Ꮪ㠍ᢝ䌯ǃ䰙

फ㝍ഄⱘ㟾䖤ᵶ㒑ǃ⠽⌕ЁᖗߎষࡴᎹഄǄᅠⲥㅵࠊᑺ᳝ᬜ䰆ℶ偫প

ゟܼعᬓᑰᓩᇐǃ㸠Ϯ㞾ᕟǃӕϮձ⊩㞾Џ㒣㧹ⱘᮙ␌ㅵ⧚ԧࠊ䖤㸠ᴎࠊǄࡴ

  ˄कಯ˅ֱᣕ᠓ഄѻϮᑇ〇عᒋথሩǄ⿃ᵕᓩᇐথሩϢᮙ␌ϮⳌ䗖ᑨⱘ᠓

Ϯࡵᬃᣕᬓㄪˈᅠ⦄ҷ⠽⌕Ϯথሩⱘ䜡༫ᬃᣕᬓㄪˈᠧ䗴䴶ϰफѮǃ㚠䴴ढ

  ˄कϔ˅ࡴᔎᮙ␌݀݅᳡ࡵԧ㋏ᓎ䆒Ǆ䖯ϔℹ䕀বᬓᑰ㘠㛑ˈ⏅࣪ᬍ䴽ˈᓎ

݀݅᳡ࡵ㔥㒰Ǆᅠᮙ␌ᷛ䆚㋏㒳Ǆᔎ࣪ㅵ⧚㾘㣗ǃ⏙⋕ि⫳ǃᮍ֓␌ᅶⱘᮙ␌

থሩ㟾䖤ǃЁ䕀ㄝϮࡵˈ֗䖯䰙⠽⌕ֱ⠽⌕ࡴᖿথሩǄᅲᮑ䰙㟾䖤Ⳍ݇

Ўⱘᚽ໘ᑺǄᔎ࣪⼒Ӯⲥⴷ㟚䆎ⲥⴷǄ

ᮙ␌ජ䬛ӥ䯆ᑺ؛ऎⱘଚϮ䜡༫䆒ᮑˈ䗤ℹᇚ⍋फᓎ䆒៤Ў䰙䌁⠽ЁᖗǄ

  ˄कϝ˅ࡴᖿথሩ⦄ҷ⠽⌕ϮǄձᠬ⋟⌺ֱ␃ऎ⍋ষ㓐ড়ֱऎˈ

ゲѝ㸠ЎǄ䖯ᮙ␌㓐ড়ᠻ⊩ˈᓎゟܼعᮙ␌ᡩ䆝໘⧚ᴎࠊˈࡴᇍ䖱⊩䖱㾘㸠

ᓎ䆒᳝ᅷӴ֗䫔ǃ䆶ǃ乘䅶ǃᡩ䆝ㄝࡳ㛑ⱘ㓐ড়ᗻᮙ␌᳡ࡵᑇৄˈܼعᮙ␌

⦃๗ˈᇍܹ๗খሩଚકձ⊩㒭ќᬊӬᚴ䗮߽݇֓Ǆ

㣗᱃ऎ䮼⼼ӋḐˈᭈ⊏Ā䳊䋳ಶ䌍āǃ㰮؛ᑓਞㄝˈϹढ़ᠧߏӋḐℎ䆜ϡℷᔧ

⠽ଚഎǃϧϮଚકᏖഎǃક⠠ᡬᠷᑫ⡍㡆ଚϮ㸫ऎˈᓎ䆒㒣㧹དܡᑫˈᅠ

म加䰙ᮙ␌䆎യ䰙ᮙ␌ଚકम㾜Ӯˈ㚆䰙Ӯሩક⠠ǄӬ࣪ӮሩϮথሩ

ゟϢ䰙䗮㸠㾘߭Ⳍ㸨ⱘᮙ␌᳡ࡵᷛޚԧ㋏Ǆࡴᔎᮙ␌㸠Ϯ䆮ֵԧ㋏ᓎ䆒ˈ㾘

∈ᑇǄѸ䗮ᵶ㒑ǃ᱃ऎǃජᏖᑓഎㄝ␌ᅶ䕗Ў䲚Ёⱘഎ᠔䆒ゟ␌ᅶ᳡ࡵЁᖗǄ

Ѯ⌆䆎യᑈӮˈᅠम加Ӯሩ᳡ࡵ䆒ᮑˈ⿃ᵕᕩᡓࡲ⾡ϧ乬Ӯ䆂ሩ㾜ˈВࡲ

ᮙ␌令佂ǃԣᆓǃѸ䗮ǃ᱃ऎǃᮙ㸠⼒ǃᇐ␌ǃ䌁⠽ঞᑨᗹㅵ⧚ㄝᮍ䴶ˈࡴᖿᓎ

ߎষ䗔ᮑⱘࠡᦤϟˈ⋟⌺ֱ␃ऎᅲᮑਃ䖤␃䗔ᬓㄪǄ⿃ᵕথሩൟ䌁

␌ԧ㚆စФ乍Ⳃˈ㋶থሩゲ⣰ൟԧ㚆ᔽ⼼ൟ䰙䌯џेᓔᔽ⼼Ǆࡲདम加

  ˄क˅䖯ϔℹ㾘㣗ᮙ␌Ꮦഎ⾽ᑣǄ䖯ᮙ␌᳡ࡵᷛ࣪ޚ䰙䋼䞣䅸䆕ˈ

ᔎᮙ␌ゟ⊩Ꮉˈᅠᮙ␌Ⳍ݇⊩㾘Ǆձᠬֵᙃᡔᴃˈᦤछ⍋फᮙ␌ㅵ⧚᳡ࡵ

݀䏃㞾㸠䔺䌯ǃ催ᇨ⧗㘠ϮᎵಲ䌯ㄝԧ㚆䌯џǄ⍋फ䆩ࡲϔѯ䰙䗮㸠ⱘᮙ

᱃ऎǄ催ᷛޚ㾘ߦᓎ䆒⍋⋟ǃ⛁ᏺ䲼ᵫㄝᮙ␌Џ乬݀ುǄ
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ü۟Ꮂü⋟⌺ഄᮍ催䗳݀䏃ˈᦤछ⦄᳝䘧ǃⳕ䘧ᡔᴃㄝ㑻ˈࡴᔎ䗮ᕔᮙ␌᱃ऎ
ⱘѸ䗮䆒ᮑᓎ䆒ˈᬍݰᴥ䘧䏃Ѹ䗮ᴵӊǄ
  ˄कб˅ࡴᔎ㛑⑤ǃ∈߽ㄝ⸔䆒ᮑᓎ䆒Ǆ䖯ϔℹӬ࣪㛑⑤㒧ᵘˈᦤ催⏙⋕
㛑⑤↨䞡Ǆ䖯ᯠ∳Ḍ⬉乍ⳂǄ⿃ᵕথሩ亢ǃ䰇㛑ǃ╂∤ǃ⫳⠽䋼ㄝᮄ㛑⑤Ǆ
ࡴᖿ䖯ජе⬉㔥ᬍ䗴ˈ䗖ᯊਃࡼ䎼⍋⬉㔥㘨㔥ѠᳳᎹˈᦤ催⬉ֱ䱰㛑Ǆ
ࡴᖿ䖯⋟⌺⎆࣪✊⇨乍Ⳃˈ䗤ℹᓎ៤䖲ቯݙජ䬛Џ㽕᱃ऎⱘ䕧⇨ㅵ
㔥ˈᐙᑺᦤ催⇥⫼➗⇨㽚Ⲫ⥛Ǆ䖯∈߽⸔䆒ᮑᓎ䆒ˈخད⦃๗ᕅડ

ݰѻક䲚ᬷЁᖗǄࡴᔎϢৄⱘݰϮড়Ǆ⿃ᵕࡼ⛁ᏺ⡍㡆ݰϮϢᮙ␌Ⳍ㒧ড়ˈ

ࠊᅮᅲᮑ㾖ݰܝϮǃӥ䯆ݰϮᬃᣕ䅵ߦˈᓎ䆒⼎㣗ഄˈᢧሩݰϮথሩ⇥ݰ

ᬊぎ䯈Ǆ

  ˄कϗ˅ࡴᖿ䖯ජеϔԧ࣪Ǆḍ䌘⑤⦃๗ᡓ䕑㛑㓐ড়থሩᴵӊˈ⾥

ᄺ⹂ᅮࡳ㛑ߚऎˈӬ࣪ऎඳぎ䯈ᏗሔǄᅠජᏖᓎࠊ䆒㕂ˈࡴᔎऎඳЁᖗජᏖᓎ

䆒ˈᔎ㓐ড়᳡ࡵࡳ㛑ˈ֗䖯ѻϮҎষ䲚㘮ˈᦤ催ජᏖⱘ㓐ড়থሩᅲ䕤ᇘ

ᏺࡼ㛑ǄߚܙথⳕⳈㅵ⧚ও˄Ꮦ˅ԧࠊⱘӬˈࡴᖿথሩ⡍㡆ওඳ㒣⌢ˈ

݀䏃ᓎ䆒Ǆᓎ䆒དϰ⦃䪕䏃ˈ䗖ᯊਃࡼ㽓⦃䪕䏃ᠽ㛑ᬍ䗴ҹঞ⋟⌺ᬃ㒓䪕䏃乍ⳂǄ

⠽Ẕ⭿ᗻ䰆Ꮉˈᦤ催फ㐕ഄ㚆ࠊ⾡⫳ѻ㛑Ǆࡴᔎ⍋फࡼỡ⠽ֱᡸᎹᓎ

用ポートの建設を進める。）ࡴᖿᓎ䆒⍋ষüѨᣛቅüϝѮഄᮍ催䗳݀䏃ϛᅕ

䆒ᮑᴵӊˈ䖯⨐Ꮂ⍋ኵ䎼⍋䗮䘧ᎹࠡᳳᎹǄࡴᖿ⍋ষ㟇ᑓᎲǃ㟇फᅕ催䗳

˄ ᑈ˅Ǌˈ㒳ㅍफ㐕㚆ࠊ⾡ഄᓎ䆒Ϣㅵ⧚ˈخད䕀⫳⠽ᅝܼỡ

ક⌕䗮᳡ࡵԧ㋏ᓎ䆒ˈࡼᓎ䆒⦄ҷ࣪ൟݰѻક㓐ড়ѸᯧᏖഎˈ֗䖯ᔶ៤⛁ᏺ

  ˄कܿ˅ᵘᓎᅝܼǃᮍ֓ǃᖿ᥋ⱘ㓐ড়Ѹ䗮䖤䕧ԧ㋏Ǆᅠ䖯ߎቯѸ䗮⸔

કǃ㢅झㄝ⦄ҷ⡍㡆ݰϮǄ㒧ড়ᅲᮑǉܼᮄ  ғ᭸㊂亳⫳ѻ㛑㾘ߦ

䕂ǃ␌㠛ⷕ༈ᓎ䆒Ǆ（可能な限り早期に港湾の整備を進め、クルーズ、ボート

  ݁ǃࡴᔎ⸔䆒ᮑᓎ䆒ˈᔎ᳡ࡵֱ䱰㛑

  ˄क݁˅⿃ᵕথሩ⛁ᏺ⦄ҷݰϮǄথሩ⛁ᏺ∈ᵰǃ⪰㦰ǃ⬰ѻકǃ∈ѻ

ⱘ䰘ࡴؐ㓐ড়㒣⌢ᬜⲞǄࡴᔎݰѻક䌂㮣ֱ剰⸔䆒ᮑᓎ䆒ˈᅠݰ䌘ǃݰѻ

ӊǄࡴᖿ䖯ݰൺԧࠊᬍ䴽ˈߚܙথ⍋फݰൺ䰙ᮙ␌ቯᓎ䆒Ёⱘ⫼Ǆ

  Ѩǃ⿃ᵕথሩ⛁ᏺ⦄ҷݰϮˈࡴᖿජеϔԧ࣪䖯

ষ⸔䆒ᮑ䲚⭣䖤ԧ㋏ᓎ䆒ˈሑᖿᔶ៤ࡳ㛑䜡༫唤ܼⱘ␃ষḐሔˈ⿃ᵕ䖯䚂

䗤ℹᓎゟජе㒳ϔⱘ݀݅᳡ࡵԧ㋏Ǆ䖯᠋㈡ࠊᑺᬍ䴽ˈᬒᆑජᏖජ䬛㨑᠋ᴵ

ᓔሩ⾏ኌ䞥㵡Ϯࡵ䆩⚍Ǆ

ѻ⼎㣗ഄǄࡴᖿথሩ⦄ҷ䆒ᮑݰϮǃ㊒㒚催ᬜݰϮݰѻકࡴᎹϮˈᦤ催ݰϮ

ㅍජе⸔䆒ᮑᓎ䆒ǃࢇࡼህϮ⼒ӮџϮথሩˈ⿃ᵕ䖯ᴀ݀݅᳡ࡵഛㄝ࣪ˈ

ᵘǄᬃᣕヺড়ᴵӊⱘᮙ␌ӕϮϞᏖ㵡䌘Ǆ哧ࢅֱ䰽ᴎᵘ߯ᮄᮙ␌ֱ䰽ѻકǄ㋶

㒳ㅍⷨお⍋फቯ㽓䚼⇥⫼ᴎഎᏗሔӬ࣪ᓎ䆒䯂乬ˈ䗖ᯊᓎ䆒म加ᴎഎǄࡴᔎ␃

ቅऎǃᇥ᭄⇥ᮣഄऎ䋿ೄഄऎⱘᡊᣕᑺˈ䖯ϔℹᬍ㕸ӫ⫳ѻ⫳⌏ᴵӊǄ㒳

ᓔሩሙ⇥ϾҎᴀᏕܥᤶ⡍䆌Ϯࡵ䆩⚍Ǆࡼᓎ䆒ݰᴥଚϮ䫊㸠ㄝഄᮍᗻ䞥㵡ᴎ

䆒Ǆᓎゟ㽚Ⲫܼⳕⱘݰѻક䋼䞣ᅝܼẔ偠Ẕ⌟ԧ㋏ˈᓎ䆒ᷛ࣪ޚ᮴݀ᆇݰѻક⫳

ᡊᣕ䞡⚍ᇣජ䬛থሩˈⴔ㚆ϔᡍ⍋फ⡍㡆ᮙ␌ජ䬛Ǆࡴᇍ䴽ੑ㗕ऎǃЁ䚼

ࡵ䆒ᮑǄࡼᓔሩ䎼๗䌌ᯧҎ⇥Ꮥ㒧ㅫ䆩⚍ˈᬍ㒧ㅫ⦃๗Ǆᅠ∛ᬃҬ⦃๗ˈ
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㒧টǃ⛁ᚙདᅶⱘ⼒Ӯ亢ᇮǄᑓ⊯ᓔሩජе⦃๗㓐ড়⊏⧚ˈܼ䴶ᬍҎሙ⦃๗Ǆ
ࡾᠽህϮˈخད⼒Ӯֱ䱰Ꮉˈ֗䖯⼒Ӯ䇤Ǆᠢᅲ䖯ᑇᅝ⍋फᓎ䆒ˈࡴ
ᔎሖ⸔Ꮉˈࡾᔶ៤ሖǃܼᮍԡǃゟԧൟⱘ⼒Ӯ⊏ᅝ䰆Ḑሔˈཹ
໘⧚߽Ⲟ݇㋏ˈ⿃ᵕᥦᶹ࣪㾷⼒ӮⳒˈ㾷އདᕅડ〇ᅮⱘग़䘫⬭䯂乬ˈᔎ
Ҏ⇥㕸ӫᑓ␌ᅶⱘᅝܼᛳǄ
  ܿǃ⫼߽ߚܙᴀഄӬ䌘⑤ˈ䲚㑺থሩᮄൟᎹϮ
  ˄ѠकѨ˅䲚㑺থሩᮄൟᎹϮǄമᣕϡ∵ᶧ⦃๗ǃϡ⸈ണ䌘⑤ǃϡ᧲䞡

䆒䰙ᮙ␌ቯ᳡ࡵⱘ催ㄝᬭ㚆㘠Ϯᬭ㚆Ǆࡴᔎ⍋फ催᷵⡍㡆ᄺ⾥ϧϮᓎ䆒ˈ

ᦤ催⍋फᄺĀāᎹᓎ䆒∈ᑇǄᅲᮑ㘠Ϯᄺ᷵⸔㛑ᓎ䆒Ꮉˈᦤछ㘠Ϯ

䰶᷵⡍߿ᰃЁㄝ㘠Ϯᄺ᷵ⱘࡲᄺ∈ᑇˈݏᡔ㛑ൟᑨ⫼ൟҎᠡǄܼعҎᠡ

ݏǃᓩ䖯ᬓㄪԧ㋏Ǆࡴᬭ㚆ᇍᓔᬒᑺˈᬃᣕ⍋फϢ䰙ⶹৡ䰶᷵ড়ᓔ

ࡲᮙ␌㘠Ϯ䰶᷵Ǆࡴᔎᮙ␌ᬭ㚆䆁ˈܼ䴶ᦤ催ᮙ␌ঞⳌ݇㸠ϮҢϮҎਬⱘ᭛ᯢ

㋴䋼᳡ࡵ∈ᑇǄ

  ˄ѠकѠ˅ࡴᖿ݀݅᭛࣪᳡ࡵԧ㋏ᓎ䆒Ǆ㒳ㅍ㗗㰥ᔧഄሙ⇥Ϣ␌ᅶⱘ䳔∖ˈ

㥃⠽ࠊᑺˈᦤ催ජеए⭫ि⫳᳡ࡵ䋼䞣∈ᑇǄᓎゟܼⳕ㒳ϔǃ催ᬜⱘさথᗻ݀

㔥㵡ড়āᓎ䆒Ǆⴔᓎ䆒᳝㒓ǃ᮴㒓ि᯳Ӵ䕧Ⳍ㒧ড়ⱘ㽚Ⲫ⍋फ᠔䕪⍋ඳⱘ䗮

ࡴᔎ⼒Ӯ݀ᖋǃ㘠Ϯ䘧ᖋǃᆊᒁ㕢ᖋϾҎકᖋᓎ䆒ˈ㚆䆆᭛ᯢǃ䞡⼐Ҿǃಶ

Ёᖗˈݰܼعᴥϝ㑻ि⫳᳡ࡵ㔥㒰ජᏖ⼒ऎि⫳᳡ࡵԧ㋏ˈ䖯ᓎゟᆊᴀ

ࡼ䗮ֵˈࡴᖿ㔥㒰छ㑻ᤶҷǄᭈড়ֵᙃ䌘⑤㔥㒰䌘⑤ˈ⿃ᵕ䖯⍋फĀϝ

䴶ᦤ催Ёᇣᄺᬭ㚆䋼䞣ˈ䖯Нࡵᬭ㚆ഛ㸵থሩǄথሩ᳝⍋फ⡍㡆ǃЎᓎ

  ˄Ѡकϝ˅ᅠජеए⭫ि⫳᳡ࡵԧ㋏Ǆ⍋ষǃϝѮㄝഄᓎ䆒ऎඳᗻए⭫

⍋फᓎ䆒ˈᅲ⦄催䗳ᆑᏺ᮴㒓㔥㒰㽚ⲪܼቯǄ⿃ᵕথሩϟϔҷѦ㘨㔥ᮄϔҷ⿏

  ˄Ѡकಯ˅㧹䗴᭛ᯢ䇤ⱘ⼒Ӯ⦃๗Ǆ⏅ܹᓔሩ㕸ӫᗻ㊒⼲᭛ᯢ߯ᓎ⌏ࡼˈ

ᣕ⍋फᓎ䆒ൟ᭛࣪ԧ㚆⸔䆒ᮑˈ䲚Ёᓎ䆒ϔᡍ䗖ড়Ѣಯᄷ䆁㒗ⱘ䖤ࡼഎ佚Ǆ

  ˄Ѡक˅ࡴᔎֵᙃ㔥㒰䆒ᮑᓎ䆒Ǆথሩ᳝㒓᮴㒓ᆑᏺ㔥㒰ˈ䖯᭄ᄫ

  ˄Ѡकϔ˅ࡴᔎҎ䌘⑤ᓎ䆒Ǆড়⧚ࠊҎষ㾘ˈࡾᦤ催Ҏষ㋴䋼Ǆܼ

फ⍋∈ϟ㗗সЁᖗ乍Ⳃࠡᳳ䆎䆕Ꮉˈࡴᔎᇍ᭛⠽ঞ䴲⠽䋼᭛࣪䘫ѻⱘֱᡸǄᡊ

ᅝܼ䯂乬Ǆ

Ϣ⍋फᓖഄएֱѦ䅸ࠊᑺǄ

⬉㾚㽚Ⲫ∈ᑇǄ⿃ᵕᓔথ߽⫼Ā⍋Ϟϱ㓌П䏃ā᭛࣪䘫ѻˈᓔሩᆊफ⍋म⠽佚ǃ

ऎǃ᱃ऎⱘկ∈Ꮉᓎ䆒Ǆࡴᖿᅲᮑݰᴥ佂∈ᅝܼᎹˈࠄ  ᑈܼ䴶㾷އ佂∈

  ϗǃ䖯ҹᬍ⇥⫳Ў䞡⚍ⱘ⼒Ӯᓎ䆒ˈࡴᖿᔶ៤Ҏ᭛ᱎᬃᩥ

ᴎᵘℷᐌ䖤㸠ⱘ㒣䌍Ҏᠡֱ䱰ᴎࠊǄࡴᖿ䖯ᑓ᪁⬉㾚᭄ᄫ࣪ℹӤˈᦤ催ᑓ᪁

ࡴᔎ䰆⋾ǃ䰆╂ǃ䰆ৄ亢䆒ᮑᓎ䆒ˈᅠ♒ᆇⲥ⌟乘䄺㋏㒳Ǆࡴᔎජ䬛Џ㽕ು

݅ि⫳џӊᑨᗹ໘⧚㋏㒳Ǆࡴᖿᴀए⭫ֱ䱰ࠊᑺᓎ䆒ˈ䗤ℹᓎゟⳕ˄ऎǃᏖ˅

䆒ᮑ䆒ᴵӊˈࡴᔎජᏖঞ⼒ऎ݀݅᭛࣪ԧ㚆䆒ᮑᓎ䆒ˈᓎゟ݀݅᭛࣪ԧ㚆

ᳳᎹˈᴀ㾷އ⍋फቯⱘᎹᗻ㔎∈䯂乬Ǆ㒻㓁ᅲᮑ䞡⚍⮙䰽∈ᑧ䰸䰽ࡴǄ

ֵ㔥㒰ˈᦤछफ⍋乚ඳⱘᑨᗹㅵ⧚∈ᑇֵᙃ᳡ࡵ㛑Ǆ

䖯е䬛㓐ড়᭛࣪キᴥ㑻᭛࣪⌏ࡼᅸᓎ䆒ˈ䖯ϔℹᅠও㑻к佚ǃ᭛࣪佚ⱘ

䆎䆕ⱘ⸔ϞˈᓔᎹᓎ䆒㑶ኁ∈߽ᵶ㒑ঞ☠ऎᎹˈخད㾦╁ǃ䖜ㄝ∈ᑧࠡ
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