
年度 西暦 表　　　　　題 副　　　　　題

Ｓ５１ 1976 海上コンテナの型式承認試験要領及び検定基準（案）

コンテナの型式承認試験要領及び検定基準（案）

船灯に関する型式承認のための試験方法及び性能基準並びに検定基準（案）

汽笛、号鍾及びどらに関する型式承認のための試験方法及び性能基準
並びに検定基準（案）

油吸着材検定基準（案）

航海用レーダー検定基準（案）

倉口覆布用布地の耐候性について

オイルフェンス委員会報告書

倉口覆布の経年使用による諸性能変化の実態調査について

Ｓ５２ 1977 防火構造材料に関する調査研究中間報告書

水噴霧装置の基準及び検査の方法並びに噴霧ノズルの型式承認試験基準等
に関する調査研究報告書

蛋白泡原液の経年変化に関する調査研究報告書

固定式粉末消火装置の技術基準及び検査基準に関する調査研究報告書

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 油水分離器

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 油分濃度計

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 物理化学式ふん尿処理装置

内外諸基準、検査方法に係る資料の収集及び整理報告書

国際的要件に関する調査研究報告書

FRP製耐火救命艇の型式承認試験要領（案）及び検定基準（案）

乙種膨張式救命いかだ用固体式ガス発生器の検査に関する基準
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Ｓ５３ 1978 防火構造材料に関する調査研究中間報告書

ハロン消火装置に関する調査研究報告書

耐圧防爆型照明灯に関する調査研究報告書

測程機械に関する調査研究報告書

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究中間報告書 油排出監視制御装置

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 油水分離器用付属処理装置

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 焼却式ふん尿処理装置及びばっ気式ふん尿処理装置

内外諸基準、検査方法に係る資料の収集及び整理報告書

国際的要件に関する調査研究報告書

油分濃度計に関する検定基準（案）

磁気コンパスの型式承認試験及び検定等に関する基準（案）

Ｓ５４ 1979 防火構造材料に関する調査研究報告書

消火設備に関する調査研究報告書 消火ホース、ホース金物ノズル及び水噴霧放射器

耐熱防火服に関する調査研究報告書

音響測深機に関する調査研究報告書

ジャイロコンパスに関する調査研究報告書

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 原油洗浄用タンク洗浄機

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書
バラスト用及びビルジ用油排出監視制御装置、バラスト用流量
計並びに油水境界面検出器

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 ふん尿処理装置

内外諸基準、検査方法に係る資料の収集及び整理報告書

国際的要件に関する調査研究報告書



Ｓ５５ 1980 防火構造材料の性能試験方法に関する調査研究報告書

衝突予防装置に関する調査研究中間報告書

船位測定装置に関する調査研究中間報告書

船用品の性能試験基準等の見直しに関する調査研究報告書（その一） 救命索発射器、自己点火灯、自己発煙信号、信号紅炎　等

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 原油洗浄用タンク洗浄機の性能試験方法

内外諸基準、検査方法に係る資料の収集及び整理報告書

国際的要件に関する調査研究報告書

救命器具に取り付けられた再帰性反射テープの効力に関する調査研究報告書

膨張式救命いかだの架台と自動離脱装置に関する調査研究報告書

Ｓ５６ 1981 衝突予防装置に関する調査研究報告書

船位測定装置に関する調査研究報告書

救難食糧に関する調査研究報告書

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書 流量計空気混入試験方法

国際的要件に関する調査研究報告書

シーアンカーの性能基準に関する調査研究報告書

液化ガスばら積運搬船に設置する水噴霧装置及び窒素ガス消火装置
の基準等に関する調査研究報告書

油ゲル化剤に関する調査研究報告書

シーアンカーの性能基準に関する調査研究報告書 中間報告

消防員個人装具の概要 耐熱防火服

船舶用油水分離装置の概要



Ｓ５７ 1982 救難発光信号装置に関する調査研究報告書

人身保護具・呼吸保護具に関する調査研究報告書

油排出監視制御システムに関する調査研究報告書

粉砕装置に関する調査研究報告書

濃度測定装置に関する調査研究中間報告書

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

ハロン消火装置技術基準に関する調査研究報告書

海洋汚染防止関係機器に関する調査研究報告書

Ｓ５８ 1983 人身保護具・呼吸保護具に関する調査研究報告書 型式試験・検定基準案

濃度測定装置に関する調査研究中間報告書

非常用位置指示無線標識装置に関する調査研究報告書

可搬式動力換気装置に関する調査研究報告書

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

Ｓ５９ 1984 83年改正SOLAS条約関係船用品基準改正のための調査研究報告書(その１)

レーダー反射器に関する調査研究報告書

濃度測定装置に関する調査研究報告書

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

イマーション・スーツ（B型）の性能試験基準に関する調査研究報告書

航海用レーダー性能試験基準に関する調査研究報告書

S６０ 1985 83年改正SOLAS条約関係船用品基準改正のための調査研究報告書(その２)

イマーション・スーツ及び保湿具の性能試験基準に関する調査研究報告書

ハロン消化器及び自動拡散型消化器の性能基準に関する調査研究報告書



危険物運搬船に使用する貨物ホース及びCOW用ホースの性能試験基準
に関する調査研究報告書

1983年改正SOLAS条約に基づく救命艇の型式承認試験基準（案）

1983年改正SOLAS条約に基づく救助艇の型式承認試験基準（案）

1983年改正SOLAS条約に基づく進水装置の型式承認試験基準（案）

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

S６１ 1986 危険物容器及び包装の検査試験基準に関する調査研究報告書

油排出監視制御装置に関する調査研究報告書

有害液体物質ばら積船用タンク洗浄機の調査研究報告書

旋回窓の性能基準に関する調査研究報告書

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

S６２ 1987 自蔵式呼吸具用空気圧縮機に関する調査研究報告書

無線救命設備の性能基準に関する調査研究報告書

救命設備艤装品に関する調査研究報告書（１）

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

Ｓ６３ 1988 廃棄物処理装置に関する調査研究報告書 小型焼却炉

無線救命設備の性能基準に関する調査研究報告書（その２）

救命設備艤装品に関する調査研究報告書（２）

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

Ｈ１ 1989 船用品要覧編集に関する報告書（中間報告）

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

救命設備艤装品に関する調査研究報告書（３）

無線救命設備の性能試験基準に関する調査研究報告書（その３）



Ｈ２ 1990 船用品要覧編集に関する報告書

船用品の性能試験方法に関する調査研究報告書（中間報告）

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

救命設備艤装品に関する調査研究報告書（４）

濃度測定装置の性能基準に関する調査研究報告書

小型船用無線救命設備の性能試験基準に関する調査研究報告書

Ｈ３ 1991 救命艇の基準に関する調査研究報告書

船用品の性能試験方法に関する調査研究報告書（中間報告）

救命設備艤装品に関する調査研究報告書（５）

濃度測定装置の性能基準に関する調査研究報告書（その２）

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

H４ 1992 船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

船用品の試験基準に関する調査研究報告書 防火服及び自蔵式空気呼吸具、自由降下式救命艇（中間報告）

船用品の性能試験方法に関する調査研究報告書

新規船用品の評価基準に関する調査研究報告書 GPS（中間報告）

H５ 1993 船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

船用品の試験基準に関する調査研究報告書 自由降下式救命艇、廃棄物焼却炉

新規船用品の評価基準に関する調査研究報告書 GPS（中間報告）

日本語ナブテックスの評価基準に関する調査研究報告書

H６ 1994 新規船用品の評価基準に関する調査研究報告書 電子海図装置（中間報告）、GPS受信装置

船用品等の国際的基準に関する調査研究報告書

船用品の試験基準に関する調査研究報告書 船用ジャイロコンパス

外国製船用品の性能評価 救命胴衣

粉末ゲル化剤の試験基準



危険物の容器及び包装に関する調査研究報告書 V容器

H７ 1995 新規船用品の評価基準に関する調査研究報告書 電子海図装置

スプリンクラーヘッドの試験基準に関する調査研究報告書

H８ 1996 型式承認試験基準と国際基準との調和に関する調査研究報告書（第１部）

H９ 1997 防火用材料に関する調査研究報告書

型式承認試験基準と国際基準との調和に関する調査研究報告書

H１０ 1998 船用品の性能劣化に関する調査研究報告書 イマーションスーツ

自動操舵装置（船首方位制御システム）の型式承認試験基準（案）

船橋集中管理システムの型式承認試験基準（案）

H１１ 1999 消防員装具（個人装具）の型式承認試験基準見直しに関する調査研究報告書

船上焼却炉型式鑑定試験基準

H１２ 2000 非常脱出用呼吸具の型式承認試験基準の作成等に関する調査研究報告書

音響測深機の型式承認試験基準（案）に関する報告書

自動操舵装置（ヘデイング・コントロール・システム）の型式承認試験基準（案）
に関する報告書

局所消火装置の型式承認試験基準（案）に関する報告書

舶用レーダーの型式承認試験基準（案）に関する報告書

電子海図表示情報システム（ECDIS）型式承認試験基準（案）

電子プロッテイング装置（EPA）型式承認試験基準（案）

自動追跡援助装置（ATA）型式承認試験基準（案）

H１３ 2001 救助艇用コンパスの型式承認試験基準の見直しに関する調査研究報告書

舶用平面情報表示装置に関する調査研究報告書

船速距離計型式承認試験基準（案）

船用レーダー、自動衝突予防援助装置(ARPA)、自動トラッキン
グ装置（ATA）、電子プロッテイング装置（EPA）、船速距離計
（SDME）電子海図表示情報システム（ECDIS）



危険物容器のプラスチック材質に対する影響評価試験の合理化に関する
調査研究報告書

H１４ 2002 各国船用品の比較調査研究 救命胴衣、救命胴衣灯

船首方位伝達装置（THD）型式承認試験基準（案）

危険物輸送におけるプラスチック容器の試験方法に関する調査研究報告書

H１５ 2003 各国船用品の比較調査研究 火工品、航海灯

ふん尿等浄化装置型式承認試験基準（案）

電子海図表示情報システム（ECDIS）型式承認試験基準（案）

危険物輸送におけるプラスチック容器の試験方法に関する調査研究報告書

船舶のバラスト水処理装置の承認に関する調査報告書

H１６ 2004 各国船用品の比較調査研究 レーダー・トランスポンダー

船首方位伝達装置（THD）型式承認試験基準（案）

油水分離器型式承認試験基準（案）

油分濃度計型式承認試験基準（案）

バラスト用油排出監視制御装置型式承認試験基準（案）

バラスト用油分濃度計型式承認試験基準（案）

流量計型式承認試験基準（案）

船速計型式承認試験基準（案）

液面計測装置型式承認試験基準（案）

高位液面警報装置型式承認試験基準（案）

圧力計測装置型式承認試験基準（案）

通気装置型式承認試験基準（案）

ナブテックス受信機型式承認試験基準（案）

日本語ナブテックス受信機型式承認試験基準（案）



レーダー反射器型式承認試験基準（案）

船舶のバラスト水処理装置の承認に関する調査報告書

H１７ 2005 各国船用品の比較調査研究 救命筏

船首方位伝達装置（THD）型式承認試験基準（案）改正

海水脱塩装置型式承認試験基準(案)

簡易型航海情報記録装置(S-VDR)型式承認試験基準(案)

活性物質を使用するバラスト水管理システム承認手順に必要な
データ調査報告書

バラスト水処理装置試験のための生物分析方法の調査報告書

船舶のバラスト水処理装置の承認に関する調査及び検討報告書

H１８ 2006
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
（自動離脱装置を含む）の型式承認試験基準（案）

小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
の型式承認試験基準（案）

船舶のバラスト水処理装置の認証に関する調査報告書

H１９ 2007 救命設備の型式承認試験基準の見直しに関する報告書

　　救助艇の船外機の型式承認試験基準（案）
　　救命艇又は救助艇の内燃機関の型式承認試験基準（案）
　　固型一般救助艇の型式承認試験基準（案）
　　固型高速救助艇の型式承認試験基準（案）
　　膨脹型一般救助艇の型式承認試験基準（案）
　　膨脹型高速救助艇の型式承認試験基準（案）
　　複合型一般救助艇の型式承認試験基準（案）
　　複合型高速救助艇の型式承認試験基準（案）
　　救命艇の型式承認試験基準（案）
　　救命いかだの型式承認試験基準（案）
　　自動離脱装置（救命いかだ用）の型式承認試験基準（案）
　　自動離脱装置（浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置用）
　　の型式承認試験基準（案）
　　降下式乗込装置の型式承認試験基準（案）
　　イマーション・スーツの型式承認試験基準（案）
　　救命浮環の型式承認試験基準（案）



　　固型式救命浮器（外殻にFRP材を用いたもの）型式承認試験基準（案）
　　固型式救命浮器（外装材に布地を用いたもの）型式承認試験基準（案）
　　固型式救命浮器（外装に布地､内部浮体にバルサを用いたもの）
　　型式承認試験基準（案）
　　固型式救命浮器（外殻に木材を用いたもの）型式承認試験基準（案）
　　膨脹式救命浮器（一般用）型式承認試験基準(原案)
　　膨脹式救命浮器（RoRo旅客船用）型式承認試験基準(原案)
　　キャノピー灯の型式承認試験基準（案）
　　室内灯の型式承認試験基準（案）
　　救命胴衣灯の型式承認試験基準（案）
　　救難食料の型式承認試験基準（案）
　　海水脱塩装置の型式承認試験基準（案）
　　飲料水の型式承認試験基準　(原案)
　　発煙浮信号の型式承認試験基準（案）
　　信号紅炎の型式承認試験基準（案）
　　自己発煙信号の型式承認試験基準（案）
　　落下傘付信号の型式承認試験基準（案）
　　自己点火灯の型式承認試験基準（案）
　　救命索発射器の型式承認試験基準（案）
　　救命索発射器の発射体の型式承認試験基準（案）
　　救命索発射器の救命索の型式承認試験基準（案）

船舶用持ち運び式消火器試験基準に関する調査研究報告書
　　消火器（持ち運び式・簡易式）の型式承認試験基準（案）

航海用レーダー型式承認試験基準（案）

航海情報記録装置（VDR）の型式承認試験基準（案）

簡易型航海情報記録装置（S-VDR）の型式承認試験基準（案）

船舶のバラスト水処理装置の認証に関する調査報告書

H２０ 2008 個人用救命設備に関する調査研究報告書
　　救命胴衣（固型式、大人用）の型式承認試験基準（案）
　　救命胴衣（膨脹式、大人用）の型式承認試験基準（案）
　　救命胴衣（固型式、小児用及び幼児用）の型式承認試験基準（原案）
　　救命胴衣（膨脹式、小児用及び幼児用）の型式承認試験基準（原案）
　　イマーション・スーツの保温性能試験における参照試験具（RTD）採用
　　のための基礎調査

航海灯及び操船信号灯の型式承認試験基準に関する調査研究報告書
　　船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準（案）

電子海図情報表示装置の型式承認試験基準（原案）



浸水警報装置の検知器・警報盤の型式承認試験基準に関する調査研究報告書
　　浸水警報装置の検知器の型式承認試験基準（原案）
　　浸水警報装置の警報盤の型式承認試験基準（原案）

ふん尿等浄化装置の型式承認試験基準の改正に関する調査研究報告書
　　ふん尿等浄化装置の型式承認試験基準（案）

舟艇用油水分離器の鑑定試験基準（原案）

H２１ 2009 集団用救命設備に関する調査研究報告書救命艇の型式承認試験基準改正案
　　固型一般救助艇の型式承認試験基準改正案
　　固型高速救助艇の型式承認試験基準改正案
　　膨脹型一般救助艇の型式承認試験基準改正案
　　膨脹型高速救助艇の型式承認試験基準改正案
　　複合型一般救助艇の型式承認試験基準改正案
　　複合型高速救助艇の型式承認試験基準改正案
　　救命いかだの型式承認試験基準改正案

捜索救助用位置指示送信装置（AIS-SART）の型式承認試験基準原案

バラスト水管理システムの認証に係る調査研究報告書

H22 2010 船舶用消火ホース用ノズルの構造基準の見直しに関する調査研究報告書

船橋航海当直警報装置の型式承認試験基準原案

作業用救命衣及び救命胴衣の型式承認試験基準に関する調査研究報告書
・作業用救命衣の型式承認試験基準改正案
・小型船舶用救命胴衣(膨脹式)の型式承認試験基準改正案
・小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)の型式承認試験基
準改正案
・小型船舶用救命胴衣(呼気併用式)の型式承認試験基準改正案
・小型船舶用救命浮き輪の型式承認試験基準改正案
・小型船舶用救命クッションの型式承認試験基準改正案
・小型船舶用浮力補助具の型式承認試験基準改正案
・保温具の型式承認試験基準改正案

H23 2011 試料抽出式煙探知装置及び固定式火災探知警報装置試験基準改正案

客船居室バルコニー用固定式火災探知警報装置試験基準の紫外線耐性に関する
調査研究報告書

固定式炭化水素ガス検知装置の試験基準原案



救命設備の国際試験基準改正等
・救命艇のつり索の離脱装置試験基準原案
・膨脹式救命いかだの試験基準改正案
・その他の１９物件の試験基準改正案
　　救命艇
　　固型一般救助艇
　　固型高速救助艇
　　膨脹型一般救助艇
　　膨脹型高速救助艇
　　複合型一般救助艇
　　複合型高速救助艇
　　救命胴衣（固型式、大人用）
　　救命胴衣（膨脹式、大人用）
　　救命胴衣（固型式、小児用及び幼児用）
　　救命胴衣（膨脹式、小児用及び幼児用）
　　イマーション･スーツ
　　耐暴露服
　　自己発煙信号
　　発煙浮信号
　　室内灯
　　自己点火灯
　　救命胴衣灯
　　探照灯

H24 2012 固定式火災探知警報装置試験基準改正案

煙探知器感度測定機器の相関関係の調査研究報告書

船速距離計の型式承認試験基準改正案

高機能グループ呼出装置の型式承認試験基準改正案

H25 2013 航海情報記録装置(VDR）の型式承認試験基準改正案

防音材（遮音材）の型式承認試験基準原案

消防員装具用自蔵式呼吸具の型式承認試験基準改正案
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