
   

The dangers of power-operated watertight doors                 20                                   Gard News 207 August/October 2012 

機械式水密戸の危険について 
The dangers of power-operated watertight doors 

 

Gard News 本号では、次の 4 つの記事で、船内における機械式水密戸の使用に伴う危険（人が扉を

通行する際の危険と浸水した場合に船にもたらされる危険）について考察します。機械式水密戸に

挟まって乗組員が死傷したケースや、開放された扉や扉の隙間から水漏れが起こって船が転覆・沈

没してしまったケースもあります。 

 

水密戸は新しい発明品というわけではありま

せん。蒸気船タイタニック号にも垂直に開閉

する水密戸がありました。同船を襲ったかの

有名な惨事の場合、扉自体に問題があったの

ではなく、氷山との衝突によって船体が大き

く切り裂かれて、区画隔壁――隔壁甲板に連

結していない区画隔壁、今日では連結してい

ることが必須――が破壊されたことが問題だ

ったのです。 

 

船舶は、水密隔壁で分割することで、座礁や

衝突による浸水から船体を守っています。水

密隔壁が多ければ、水面下の船体部分に穴が

開いても、船舶が転覆・沈没する危険性は低

くなります。しかし、隔壁が多いと、船内の

スペースが有効に使えなかったり、船員たち

が分割された場所を行き来しにくくなります。

そのため、区画隔壁には水密戸が設けられて

います。水密戸は、船を保護するという観点

から、ブリッジから閉鎖操作ができるように

なっています。乗組員が通行する際や非常時

に避難路を確保する際には、ローカル側で開

閉が行えます。船舶の保護が重要であるため、

ブリッジで全ての扉の開閉が制御できるよう

になっているのです。 

 

多数の水密戸 

水密隔壁に設置する水密戸の数は増えていま

す。ここ数年、大型クルーズ船では水位線下

に位置する機関室、執務スペース、居住区な

どに標準で 30～40 の扉が設置されるようにな

ってきており、その数は、大型船になるほど

増える傾向にあります。5,000 人以上収容でき

る 大級のクルーズ船では、2,000 人以上のス

タッフが働いています。上方の甲板はショッ

ピングモールやカジノ、ホール、特別室やレ

ストラン等に使用され、下方の甲板は食品の

貯蔵や運搬、ゴミ処理、下水処理設備、洗濯

室等の設備や、乗組員の船室に使用されます。

水位線や隔壁甲板より下にあるこれらの場所

は、水密戸が設けられた隔壁で分割されてお

り、浸水のおそれがある場合には、2 トンの力

で閉鎖できるようになっています。現在建造

中の 2 隻の大型クルーズ船の場合、これまで

の 大数となる 74 もの水密戸が設置される設

計仕様となっています。 

 

ほとんどの貨物船の機関室は、タンクトップ

から煙突まで吹き抜け構造になっていますが、

大型クルーズ船の場合、上方の甲板は乗客が

使用するため、機関室は 下部の甲板 2 層分

のスペースに収容されています。そのため、

機関室の天井は低く、奥行きが長くなってい

るのが特徴で、大型クルーズ船の中には、奥

行き 200 メートルもの機械室内に、主機、デ

ィーゼル発電機、船上に必要な全ての補助設

備や支援装置などが収容されているものもあ

ります。このように長さのある機関室は、貫

通する 5～6 つの横置水密隔壁の全てに機械式

水密戸が設置されています。予備として 2 つ

の機関室を備えている船舶の場合には、縦通

隔壁があるため、さらに多くの水密戸が存在

します。このように機械類の設置場所では、

船員たちは業務の遂行に際して多数の扉を往

来する必要があり、その都度、扉の開閉の安

全手順を実行しているのです。何度も往来し

なければならないので、安全手順を省略した
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り、扉が完全に開く前に通過したりする者が

出てくる可能があります。 

 

RO-RO 客船や大型補給船、特殊用途船、起重

機船、石油探査船、移動式海洋装置にも多く

の扉が設置されています。 

 

水密戸は、船の安全性を高めるという触れ込

みではあるものの、扉が設置された隔壁は水

密構造であることが求められ、さらに、隔壁

に設置されたあらゆる扉や開口部が水密性の

保持という点で弱点となってしまうことは覚

えておくべきです。 

 

水密戸については、船員の通行時や船内への

浸水が起こった場合の安全性を確保するとい

う観点から、SOLAS 第 2 章「構造―構造―区

画および復原性並びに機関および電気設備」

において各種事項が規定されています。これ

には、扉、操作室、警報および信号、停電時

の予備電源、非常時の開動作に関する安全な

操作についての規定や指示が記述されていま

す。 

 

水密戸に関する SOLAS 規則 

以下で説明する SOLAS 規則は、1992 年 2 月 1

日以降に建造された船舶に適用されます。 

 

SOLAS 第 2-1 章のパート B では「区画と復原

性」について規定しています。第 4 条 3 項で

は「船舶は、その意図するサービスの本質を

考慮して、できる限り効率的に区分するもの

とする」という一般的な要求事項が規定され

ています。区画と損傷時復原性に関する新し

い SOLAS 規則は、確率的概念に基づいている

ためやや難解であるものの、簡単に言うなら

ば、船の全長が長くなればなるほど多くの乗

客が運べるが、より多くの区画が必要となる

ということです。横隔壁についてはパート B-2

の第 12 条で、船首から一定の距離離れた位置

に船首隔壁を設置し、機関室の両端に隔壁を

設置しなければならないと規定されています。

隔壁甲板の下の船首隔壁に扉や開口部を設け

ることはできません。しかし SOLAS では、機

関室の隔壁は隔壁甲板に達するところまで水

密性が保持されていることと、機械室が貨物

スペースや居住スペースと隔離されていなけ

ればならないことを除いては、詳細なところ

まで規定していません。 

 

第 13 条 1 項では、客船の隔壁甲板下の水密隔

壁にある開口部について、｢水密隔壁の開口部

の数は、船舶の設計と適切な動作に支障のな

い範囲で 小限に留めるものとする｣と規定し

ています。しかし結果的に多くの扉を取り付

けられた場合でも、船の設計者と設計承認者

は、この「 小限に留める」という要求事項

を果たして遵守しているのでしょうか。 

 

貨物スペースを分割する横隔壁には原則とし

て扉の設置が禁止されているにもかかわらず、

「主管庁が不可欠であると判断した」場合に

は、取り付けることが可能であるとされてい

ます（第 13 条 3 項および第 13 条 9.1 項）。 

 

第 13 条 1.1 項では貨物船および客船における

隔壁の開口部について規定しており、「水密

区画における開口部の数は船舶の設計と適切

な動作に支障のない範囲で 小限に保つべき

である」という確固たる規定で始まっていま

す。 

 

このようなことから、規制機関は当初から水

密戸を危険性のあるものとして認識し、区画

隔壁には可能な限り少なく設置することを意

図していたことが分かります。しかしこれは、

旗国の方針によって、比較的簡単に緩和され

てしまうことがあるのです。 

 

SOLAS 規則に加えて、1966 年の満載喫水線条

約の第 27 条では、損傷および浸水後の船の復

原性に関する要求事項が規定されています。  
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高さ 2000mm、幅 900mm の油圧式水密戸。ク

ルーズ船の隔壁甲板のすぐ下の甲板の船員室

へつながる廊下に取り付けられている。埋込

み式の扉であるため、下部に凹部がなく、使

用者の妨げにならない。下部のハンドルは通

常操作用で、上部のハンドルは非常時の手動

開放操作用。 

 

海洋施設の水密戸 

移動式海洋施設には、数多くの機械式水密戸

があり船と同様の問題を抱えています。しか

し、規制は SOLAS 条約よりも弱く、また国際

的な要求事項も存在しません。移動式海洋掘

削装置に対しては、2009 年移動式海洋掘削装

置の構造設備規則（MODU コード）がありま

すが、SOLAS ほど詳細ではなく、ほとんどの

旗国は単なるガイダンスとみなしています。

旗国と大陸棚国は独自の国内規制を持ち、そ

の中には SOLAS の原則を採用しているものも

あります。 

 

海洋施設の水密戸は、火災やガス検知など人

間に副次的な危険がある場合に、遠隔操作モ

ードの時と同様に作動して閉鎖されるように

なっています。開動作の後に、操作ハンドル

を放すと、扉は直ちに閉じ始めます。 

 

しかし、ノルウェーの官庁は海洋施設に対す

る新しい規制を、船舶に対するものより厳し

くしようとしているようです。依然として、

既得権条項の恩恵を受けて旧式の水密戸の操

作システムを使い続けている船舶もあります。

しかし、ノルウェーの管海官庁は、移動式海

洋施設に対しては、 新の規制を遵守して検

査合格証を 5 年ごとに更新することを求めて

います。 新の検査合格証の発行後に規制が

変更された場合には、ギャップ分析報告書を

作成の上、官庁に提出しなければなりません。 

 

水密戸の操作と制御 

機械式水密すべり戸には、油圧式と電気式が

あります。油圧式の場合、全ての扉を閉鎖で

きる 2 つの独立した電源（それぞれにモータ

ーとポンプがある）を備えるか、または各扉

が独立した油圧系統を備えていなければなり

ません。どちらもケースでも、不利な方向へ

の 15 度の傾斜に対して少なくとも 3 回（閉-開

-閉）の操作が可能な電力を蓄えられる油圧蓄

電池が必要です。一方、電気式の場合、各扉

は独立した電気系統とモーターを備え、それ

らは非常用電源から自動的に供給されるよう

な電源を備えている必要があります。主電源

または非常用電源のどちらかに障害が発生し

た、油圧式の扉と同様に、少なくとも 3 回の

操作が可能でなければなりません。油圧式の

場合の油容器には低位警報が、電気式の場合

の蓄電池にはガス圧低下警報が備え付けらま

す。また、電気系統には、電源供給用の監視

システムと警報システムが設置されます。 

 

隔壁甲板下にある水密戸はブリッジから閉鎖

操作が可能であり、ローカル側でも開閉でき

るようになっています。貨物船でも客船でも、

水密戸の中央操作制御盤はブリッジにありま

す。この制御盤にはそれぞれの扉の位置を示

す略図が備えられています。そこでドアの開

閉の状態を視覚的に確認することができ、赤

ランプは扉が完全に開放されていることを、

緑ランプは完全に閉鎖されていることを示し

ます。遠隔操作で閉操作が行われた場合には、

閉鎖動作中であることを赤ランプの点滅で示

します。残念ながら古いシステムでは赤・緑

のランプについて定義がありませんでした。

SOLAS の第 2-1 章、第 13 条 8.3 項には、「中

央操作制御盤による遠隔操作では、いかなる
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扉も開けないものとする」と明確に規定され

ています。古いシステムはこの規制に従って

いない可能性があります。 

 

規制では、船の安全確保の観点から、機械式

水密すべり戸の単一の電気的不全やや制御シ

ステムの不良によって、閉鎖された扉が開く

ことがないように予防策を施すことも要求し

ています。電気モーター、回路、測定器、警

報を浸水から保護し、電源喪失の場合は中央

操作盤の音声警報や視覚警報が発動するよう

にします。 

 

中央操作盤上で非常に重要なのは「マスター

モードスイッチ」という装置で、これには

「ローカル操作」と「扉閉動作」（ブリッジ

での遠隔操作）の 2 つのモードがあります。

「ローカル操作」モードでは人が通行する際、

全ての扉をローカル側で開閉することが可能

です。ただし、このスイッチがブリッジ側で

「扉閉動作」モードに切り替えられると、全

ての開放された（または開放途中の）扉は、

自動的に閉鎖されます。SOLAS 第 13 条 5.1 項

では、船舶が直立状態にある場合には、ブリ

ッジでの操作で全ての機械式水密戸を 60 秒以

内に一斉閉鎖できる機能を備えることを義務

付けています。遠隔操作で扉が閉鎖される際

には、扉が動き始めてから完全に閉まるまで

の間、5～10 秒間隔で、扉の位置で明瞭に聞き

取れる警報を鳴らすようにしなければなりま

せん。上述のとおり、ブリッジからの遠隔操

作では扉を開放することはできないものの、

「扉閉動作」モードでは、避難者の安全確保

のため、ローカル側で扉を開けるようになっ

ており、ローカル側で操作レバーを放すと、

自動的に閉じ始める仕組みになっています。 

 

以前には、甲板部士官らが、水密戸の全体管

理はブリッジ側で行うべきであると理解して、

確実に水密戸を閉鎖しておくために、マスタ

ーモードスイッチを「扉閉動作」、すなわち

ブリッジ操作にしていたということがありま

した。しかし、これは間違いです。SOLAS 第

13 条 7.8 項には、「『マスターモード』スイ

ッチは通常、『ローカル操作』モードにする

ものとする。『扉閉動作』モードは非常時ま

たは点検目的でのみ使用するものとする。

『マスターモード』スイッチの信頼性は慎重

に考慮しなければならない」と記載されてい

ます。 

 

 
クルーズ船の船員エリアにある幅 900mm の水

密戸。AH タイプの扉で 40mm 厚の枠があり、

セメントの廊下に埋め込まれている。甲板に

凹部が生じない 新式の埋込み式扉。 

 

ローカル操作では、各水密戸を扉の両側から

開閉動作させることができなければなりませ

ん。船が直立状態にある場合、扉は必ず 20 秒

～40 秒で閉鎖するものとされています。操作

ハンドルは、取付高さを床上 1.6 メートル以上

とし、通行者が誤って閉操作しないで両側の

ハンドルを開位置に保ったまま通行できるよ

うに配置することとされています。操作ハン

ドルの動作方向は、扉の動作方向と一致させ、

それを明示することとされています。 

 

また、各扉は手動操作可能な仕組みを組み込

み、非常時には扉のどちら側からでも手動で
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開閉できるものでなければなりません。加え

て、客船の場合には、隔壁内の水密戸は隔壁

甲板上のアクセス可能な場所から手動で閉じ

られなければなりません。また、その位置に

おいて、扉の開閉状態を明示することも必要

です。船が直立状態の場合、手動による扉の

閉鎖に要する時間は 90 秒を超えてならないと

されています。 

 

水密戸の定期操作と検査 

SOLAS 規則第 21 条のパート B-4 では、客船の

水密戸を毎週の訓練の際に操作すること、ま

た、航海が 1 週間を超える場合は出港前にそ

の訓練を終えておくことを求めています。さ

らに、航海中には、水密隔壁の全扉を毎日操

作することも義務付けています。航海中、水

密戸、全装置と表示器は、1 週間に 1 回以上検

査しなければなりません。この規制が要求す

る訓練と検査の結果はすべて、発見した不備

事項の詳細と併せて、航海日誌に記入するも

のとされています。 

 

水密戸は、その重要性から、毎年、船級、安

全構造および満載喫水線証書の更新検査時に、

サーベイヤーによる入念な検査を受けなけれ

ばなりません。 

 

海上では、扉は常時閉めること 

SOLAS 規則第 22 条のパート B-4「浸水の予防

と制御等」では、海上では全ての水密戸は閉

鎖しておかなければならないとしています。

ただし、例外として、乗客や乗組員の通行時

や扉のすぐ近くで作業を行う必要がある時は、

開放することが認められています。扉は通行

や作業が済んだら直ちに閉鎖しなければなり

ません。規制では、1.2 メートル幅を超える扉

に対して特に厳しい規定を設けています。ま

た旗国政府は、絶対的に必要であると考えら

れる場合や、船上の機械類を安全かつ効率的

に操作するために不可欠であると判断した場

合、または、乗客が乗客エリア内を自由に通

行することを目的とする場合には、「船の操

縦と生存性への影響を慎重に考慮した後のみ」

という条件付きで、特定の扉を航行中に開放

しておくを認める場合があります。ただし、

この場合、開放が許可された扉は、船の復原

性情報に明示し、いつでも直ちに閉鎖できる

状態にしておくものとされています。 

 

旗国政府が不可欠と考える場合（貨物船用

SOLAS 規則第 13 条 1.4 項、客船用第 13 条 9.1

項）、貨物スペースを分割する水密隔壁にの

み水密戸を取り付けることができます。これ

は、航海の開始前に閉鎖して、航海中は常に

閉鎖しておかなければならないとされていま

す。この水密戸は遠隔での操作は行わず、許

可なく開放することを防止するための装置を

備えなければなりません。入港中に扉を開放

した時刻と出港前に扉を閉鎖した時刻を航海

日誌に記入するものとされています（第 22 条

6 項および第 24 条 3 項）。 

 

IMO は、客船の操縦性と生存性に対する水密

戸の開放による影響を考慮して、SOLAS 第 2-

1 章、第 22 条 4 項に関連して、

MSC.1/Circ.1380「航行中開放状態にある客船

の水密戸に対するガイダンス」を発令しまし

た。このガイドラインの冒頭には、扉の数を

小限に留めるべきであるとする明快な要求

事項、すなわち、「水密隔壁は船の復原性と

生存性にとって必要不可欠であり、衝突や座

礁後に船体に損傷を受けた場合に人命、資産、

海洋環境の保護をもたらす。客船において開

放される水密隔壁の数は、SOLAS 規則第 2-1

章、第 13 条 1 項に従って 小限に保たれるべ

きである」と規定されています。さらに、ガ

イドラインでは、船に構造的な損傷が起こっ

た場合に水密戸が閉位置にあることの重要性

について、「水密戸の重要性についての認識

不足は、完全な水密性に大きな影響を与え、

破滅的な結末をもたらすことがある」と記載

されています。 

 



   

The dangers of power-operated watertight doors                                                        Gard News 207 August/October 2012 

同ガイドラインでは客船の浮遊度評価の手順

を規定し、どのような場合に水密戸が開放状

態にされるか（またはその可能性があるか）

に従って、A、B、C、D に分類しています。

簡単に説明すると、A タイプは航行中に開放

状態にすることが許可されているもの、B タ

イプは原則として閉鎖しておく必要があるが、

すぐ近くで作業する場合に開放することが許

可されているもの、C タイプは原則として閉

鎖しておく必要があるが、通行の後直ぐに閉

鎖することを条件に開放することが許可され

ているもの、D タイプは出航前に閉鎖し、航

行中も閉鎖したままにしておくもの、となり

ます。 

 

このガイドラインには、旗国政府が航行中の

扉の開放についての決定を行う際に作成され

た、便利なチェックリストも記載されていま

す。船舶の指示書には、上記の分類に従って

扉をどのように操作すべきかの規定を盛り込

まなければなりません。該当する分類とその

意味を、各扉の両側または扉に隣接した隔壁

に明示しておくべきです。各扉の該当する分

類は、航海ブリッジの中央操作盤にも表示し

なければなりません。 

 

水密戸と火災予防 

SOLAS 第 2-2 章、パート C では火災の鎮圧に

ついて扱い、第 9 条では火元を封じ込める方

法、船を温度境界や構造的な境界によって分

割する方法について規定しています。隔壁甲

板の下に取り付けられた水密戸は、火災試験

方法コード（IMO FP 46/5）に基づく試験は必

要ないため、鋼製（非絶縁）であるのが一般

的です。 

 

Gard は、鋼製水密隔壁に設置された水密戸が

火災の際に 1 つの弱点になっていると認識を

しています。それが通常絶縁されていないか

らではなく、扉が閉鎖されていないと、煙や、

有毒ガス、火が扉から船内の他のエリアに漏

れ出してしまうからです。船の機関室で火災

が起きた際、船員が水密戸を閉めずに機関室

を離れてしまったという事例がありました。 

 

火災等級が A-0 よりも高い場合、隔壁甲板よ

り低い位置に隔壁を設置することが求められ

ています。A-15、A-30、A-60 の場合、水密戸

は絶縁されている必要はありません。独立し

た防火扉を水密戸に順次取り付けて、求めら

れる火災等級を達成することもできますが、

そうしたことは要求されていないようです。 

 

旧式の設計の水密戸の場合、鋼と鋼が面して

いるため、完全な水密状態であるとは言えな

い場合があります。 近の扉はゴム製の密閉

材が圧縮して閉じる構造になっていますが、

ゴム製密閉材の火災耐性について、厳密な要

件はありません。例えば、機関室で火災と浸

水が同時に起こることは、規制機関が危険性

を考慮する際には考慮に入れられていないよ

うです。 

 

 

 

 

 


