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国土交通省令の改正により、平成３０年２月１日から小型船舶の甲板上では、原則、全ての乗船者が認証（桜マーク付

き）ライフジャケットを着用することが義務化されます。 

それに対して、国土交通省、海上保安庁と折衝の結果、上記のように日本セーリング連盟及びその加盟する団体の主催

する大会および練習中については、小型船舶であるレース艇および運営艇・審判艇・救助艇・コーチボート等について、ヨット

界の基準での個人用浮揚用具(ライフジャケット)でよい、と言う特例が認められました。 

大型艇(機関付き)の場合は World Sailing の定めた外洋特別規定に基づく基準があります。 

小型艇(機関無し)の場合、クラス規則、それぞれの大会で基準を設けている場合もありましたが、全ての大会・練習中を

包括しての日本セーリング連盟としての基準は無かったので、この度、上記の「個人用浮揚用具(ライフジャケット)に関する基

準(小型艇(機関無し))」を定めました。 

 

 

個人用浮揚用具（ライフジャケット）に関する基準（小型艇（機関なし）） 

１． 個人用浮揚用具についてクラス規則、大会での基準がある場合はそれに従うこととする。 

２． クラス規則、大会での基準がない場合の個人用浮揚用具は、ISO１２４０２-５、レベル５０または同等の基準に

従うこととする。 

なお、未成年ユア身体の軽いセーラーの場合は、自分の体重を支えるのに充分な浮力があり、ISO等による浮

力表示がされているものとする。 

 

なお、大会中または練習中に動力を有する小型船舶（運営艇、審判艇、救助艇、コーチボート等）に乗船する場

合には、必ず上記基準または認証された個人用浮揚用具（ライフジャケット）を着用することとする。 

 

日本セーリング連盟  平成 29年 12月 2日理事会承認 

 

 

 

 

 

  



■桜マークライフジャケットの着用義務が適用除外・着用に努める義務となる場合  

国土交通省 HPより 

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html 

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000011.html 

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html 

平成 30年２月１日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準に適合したライフジ

ャケット（桜マークあり）を着用させることが、船長の義務になります。 

注）桜マークのないライフジャケットであっても、努力義務や適用除外の場合のほか、小型船舶操縦士免許を

必要としないミニボートやカヌー等の手漕ぎ船に乗船している場合は違反になりません。 

 

原則として、モーターボート、水上オートバイ、漁船など、操船に

小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶（注）の乗船者

が、ライフジャケットの着用義務の対象となります。 

ただし、次の[1]から[10]までの場合には「適用除外」又は「着用

に努める義務」となります。 

※[4]から[9]までは 12歳未満の小児、水上オートバイの乗船

者、１人乗り漁船で漁ろうに従事する者には適用されません。（従

来どおり着用義務となります。） 

注）小型船舶とは、総トン数 20 トン未満の船舶及び全長 24 メートル未満のプレジャーボートをいいます。 

[1]船室内にいる方  

屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外になります。 

※屋根だけを有するスペースのような風雨にさらされる場

所は適用除外になりません。 

※船室の窓や扉、甲板上のハッチが一時的に開いていて

もその内部は適用除外になります。 

[2]命綱・安全ベルトを着用している方  

命綱・安全ベルトを着用している方は適用除外になりま

す。  

[3]船外で泳ごうとする方  

泳ぐためにライフジャケットを着脱したり船外へ移動したりす

るなど、船外へ移動することを目的とした必要最小限の動

作を行っている場合は適用除外になります。 

[4]船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方  

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000011.html
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html


ダイビング、水上スキー、ウェイクボード、シーウォーカーな

どの船外において行うスポーツ・レクリエーションを行うため

に、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重

ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害

する場合に限り、適用除外になります。 

※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする

場合は適用除外になりません。 

 [5]船外において、専用の装備を用いた作業をする方  

潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、そ

の上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になりま

す。 

※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。 

[6]安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方  

国際又は国内で統一された安全基準に基づき、落水防止

設備の設置、救助設備 の設置、救助体制の構築などの安

全措置が講じられているヨットレースの競技中は適用除外

となります。 

※競技と同等の安全措置を講じて行う練習も適用除外とな

ります。 

※ヨットを競技・練習以外に使用する場合は適用除外にな

りません。 

 [7]安全措置が講じられた船上における神事等  

船上において、儀式、祭礼、神事などを行うために必要な服

飾を着用することにより、 

ライフジャケットを着用することが適当でない方は、別の船

舶からの監視・救助体制が整っている場合に限り、適用除

外になります。 

[8]防波堤内に係留された船にいる方  

防波堤の内側にある岸壁、桟橋、係船くいなどに係留中の

船の上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。 

 ※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする

場合は適用除外になりません。 

[9]船長が定めた安全場所の範囲内にいる方  

船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所（安全場所）」の範囲内にいる方は、船長の了

解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。 

ただし、安全場所を指定する場合には、次の要件をすべて満たす必要があります。 

(1) 安全場所が 75センチメートル以上の手すりや固定された堅牢な椅子などで囲まれていること 

(2) 次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること 

(a) 安全場所の範囲を表した図 



(b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと 

(c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見

されない場合に限り了承すること 

(d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること 

(e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと 

(f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業※をしないこと 

※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること 

(g) 椅子の上で立ち上がらないこと 

(h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること 

(i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャ

ケットを着用すること 

(3) 安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること  

 

 [10]その他  

次の方は適用除外になります。 

・ 負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方 



・ 著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない方 

・ 大人が保護及び監督をしている１歳未満の小児 

あなたが着用するライフジャケットはどのタイプ？ 

様々なタイプのライフジャケット（救命胴衣）が登場しています。  

• これらのライフジャケットには、タイプ毎にそれぞれの特徴があり、 乗船する小型船舶の用途、航行区

域及び構造によって、適当なものとそうでないものとがあります。 

購入する際には十分な注意が必要です。 

• また、１２歳未満のお子さまが着用する小児用救命胴衣は、次の３種類に分類されています。 

(1)体重 40kg以上の小児用 

(2)体重 15kg以上 40kg未満の小児用 

(3)体重 15kg未満の小児用 

そのため、お子さまの体格に合うものを選ぶ必要があります。 

あなたが着用するライフジャケットのタイプ 

（なお、船舶検査を要する小型船舶は、この一覧表で示したタイプのライフジャケットを、法定備品として搭載する

ことができます。） 

乗船する小型船舶の種類 
乗船者 

ライフジャケット

のタイプ 
着用 

船検 用途 航行区域 構造 

   

有 

漁船 
海岸より 12 海里 

を超える区域 
――― 

１人で乗船 TYPE A 着用義務 

複数人で乗船 TYPE A 努めて着用 

旅客船 

（旅客定員が 12 人を超える

船舶） 

――― ――― 
小児 

TYPE A（小児

用） 
着用義務 

12 歳以上の者 TYPE A 努めて着用 

特殊小型船舶 

(水上オートバイ等) 
――― ――― 

小児 
TYPE A、D、F、

G（小児用） 
着用義務 

12 歳以上の者 
TYPE A、D、F、

G 
着用義務 

その他の小型船舶 

沿海区域以遠 ――― 
小児 

TYPE A（小児

用） 
着用義務 

12 歳以上の者 TYPE A 努めて着用 

沿岸区域 

限定沿海区域 

――― 
小児 

TYPE A、D（小児

用） 
着用義務 

12 歳以上の者 TYPE A、D 努めて着用 

不沈性能有 

キルスイッチ有 

小児 
TYPE A、D、F

（小児用） 
着用義務 

12 歳以上の者 TYPE A、D、F 努めて着用 

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_g
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_g
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ


平水区域 

――― 
小児 

TYPE A、D（小児

用） 
着用義務 

12 歳以上の者 TYPE A、D 努めて着用 

不沈性能有 

キルスイッチ有 

小児 
TYPE A、D、F

（小児用） 
着用義務 

12 歳以上の者 
TYPE A、D、F、

G 
努めて着用 

無 

漁船 12 海里以内 ――― 

１人で乗船 
TYPE A、D、F、

G 
着用義務 

複数人で乗船 
TYPE A、D、F、

G 
努めて着用 

その他の小型船舶 ――― ――― 

小児 
TYPE A、D、F

（小児用） 
着用義務 

12 歳以上の者 
TYPE A、D、F、

G 
努めて着用 

 

ライフジャケット（救命胴衣）の用途別分類 

 

a.小型船舶用救命胴衣 

小型船舶で使用されている一般的なライフジャケットで、身体の動き

をあまり妨げないように作られています。また、7.5kg の鉄片を水中

に吊り下げて浮いている程度の浮力を持っており、頭部を水面上に

出し、リラックスして浮いていることができます。 

 

 

b.作業用救命衣 

船上で作業する方のためのライフジャケットで、作業性を重視しているこ

とから、動きやすい、汚れにくい、磨耗に強い等の特徴があります。また、

小型船舶用救命胴衣を兼ねる製品が多く、このような製品は、小型船舶

で使用することができます。 

 

  

c.小型船舶用浮力補助具（平成 14年 10月導入） 

小型船舶用救命胴衣より、浮力の要件を緩和することで、着心地が良く、常時

着用に適したものとなっています。ただし、浮力が比較的小さいことから、海岸

近くの静穏な水域を航行する等の一定の条件を満たす小型船舶（水上オート

バイ）での使用に限られます。 

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
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http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
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http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_a
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ
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http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_ｆ
http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_g
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http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
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http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_d
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http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk6_000017.html#type_g


ライフジャケット（救命胴衣）のタイプ別分類 

ライフジャケットの関する要件が緩和され、色彩豊かなもの、着易いもの

等、様々なものが作られています。これらには、それぞれの特徴があり、

その特徴を判別し易くするために、最近のライフジャケットには、『ＴＹＰＥ 

Ａ』等のタイプ表示がされています。 

ここでは、現在市販されているタイプの特徴を確認することができます。  

 

 

１. TYPE A 

全ての小型船舶に法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴

があります。  

• 黄色やオレンジ色などの発見されやすい色です。 

• サーチライトを反射する反射材がついています。 

• 存在をアピールするためのホイッスル（笛）がついています。 

• 浮力が 7.5kg 以上あります。(小児用は「※1」を参照下さい。) 

 

 

２. TYPE D 

平水区域、２時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とする小

型船舶（旅客船を除く。）及び水上オートバイ等に法定備品として搭

載することができるタイプで、次のような特徴があります。  

• 黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。 

• サーチライトを反射する反射材がついています。 

• 存在をアピールするためのホイッスル（笛）がついています。 

• 浮力が 7.5kg 以上あります。(小児用は「※1」を参照下さい。) 

 

 

３. TYPE F 

平水区域、２時間限定沿海区域及び沿岸区域を航行区域とし、かつ、一定の諸

条件（「※２」参照下さい。）に適する小型船舶（旅客船を除く）及び水上オートバ

イ等に法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴がありま

す。  

• 黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。 

• 浮力が 7.5kg 以上あります。(小児用は「※1」を参照下さい。) 

 

http://www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/02/index.html#a1
http://www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/02/index.html#a1
http://www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/02/index.html#a2
http://www.mlit.go.jp/maritime/lifejacket/02/index.html#a1


 

４. TYPE G 

小型船舶用浮力補助具のことです。 

これは、平水区域を航行区域とし、かつ、一定の諸条件（※2参照下

さい。）に適する小型船舶（旅客船を除く。）及び水上オートバイ等に

法定備品として搭載することができるタイプで、次のような特徴があ

ります。  

• 黄色やオレンジ色に限らず自由な色です。 

• 浮力が 5.85kg 以上あります。（小児用はありません。） 

 

※１：小児用ライフジャケットでは、次のように小児の体重毎に浮力を分けています。  

体重 40kg以上 浮力 7.5kg以上  

体重 15kg以上 40kg未満  浮力５kg以上  

体重 15kg未満  浮力４kg以上  
 

※２：「一定の諸条件」とは、次の条件のことです。  

• 不沈性能（船内に十分な浮力体があり沈まない構造）があること。 

• キルスイッチ機能（操船者が落水時にエンジンが自動停止するもの）があること。 

• 音響信号器具（笛、ホーン等）を装備していること。 

ライフジャケット（救命胴衣）の構造・形状別分類 

ア：固型式 

浮力体に発砲プラスチック等の固型物を使用しており、シンプルな構造のものです。また、形状としては、チョッ

キ式、首掛け式、ジャンパー式があります。 

 

 

ア－１：チョッキ式 

衣類のチョッキ（ベスト）と同様の形状をしており、両腕を通して、身体の

前にて、紐、ファスナー又はバックル等で留めます。また、腹部のベル

ト、または、両脇の寸法調整部で、身体にフィットさせるように調整しま

す。 

 

 

ア－２：首掛け式 

マフラーのように首に掛け腹部のベルトで身体に固定します。 

 



 

ア－３：ジャンパー式 

ジャンパーの形状をしていますが、内側に薄い浮力材が入っています。ま

た、防寒性もあるため、寒い時期での着用に適しています。 

 

 

ア－４：小児用 

年齢が１歳以上 12 歳未満までのお子様を対象としたもので、お子様の

体重毎に数種類のサイズが用意されています。そのため、身体に適当

なサイズのものを着用する必要があります。 

 

イ：膨脹式 

浮力体として炭酸ガス等を使用するため、通常は、非常に薄くコンパクトです。膨脹方法としては、自動

式（水に浸かると自動的に膨脹）又は手動式（膨脹作動用の紐を引くことで膨脹）の２種類があり、作動

すると、内臓のボンベから気密袋にガスが充填され膨らみますが、万一、膨らみが足らない場合には、

息で補充することもできます。 

また、形状としては、首掛け式、ポーチ式、ベルト式、ジャンバー式のものがあります。 

 

 

イ－１：首掛け式 

膨脹する気密性の袋をマフラーのように首に掛け腹部のベルトで身体

に固定して使用します。通常時は、気室が畳まれた状態であるため、固

型式よりかさばりません。また、小児用のものもあります。 

 



 

イ－２：ポーチ式 

膨脹する気密性の袋が畳まれて入っているケース（袋）をウエストポー

チのように腹部にベルトで装着しておきます。そのため、通常時はウエ

ストポーチと同様の装着感でかさばりません。また、落水した場合は、

自動又は手動で膨脹させ、膨脹した気室を首に掛けて使用します。 

 

 

イ－３：ベルト式 

膨脹する気密性の袋が畳まれて入っているケース（袋）をベルトのよう

に腰に巻きつけて装着します。そのため、通常時は、非常にコンパクト

でかさばりません。また、落水した場合は、自動又は手動で膨脹させ、

膨脹した気室が浮輪のような役目をはたします。 

 

 

イ－４：ジャンパー式 

内部に膨脹する気密性の袋が畳まれており、落水すると、着用したまま

の状態でも内部の気室が膨脹し、浮力が生まれます。 

 

ウ：気体密封式 

気体を密封した気密性の袋を内蔵したもので、外観上は固型式と見間違う

ほどですが、非常に柔らかくて軽く作られています。また、気密性の袋を保

護するため、表面に薄い固型の浮力材を併用しています。 

 

 



エ：ハイブリット式 

固型式の要素と膨脹式の要素の両方を持つもので、固型の浮力材だけでも

最低限の浮力を有していますが、膨脹させると十分な浮力を得ることができ

ます。これは、固型式のものより、固型の浮力材が少ないことから、コンパク

トになっています。 

 

 


