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１．はじめに 

 
2003年 10月、旧東京水産大学と旧東京商船大学が統合して、新たに東京海洋大学として出発し

た本学では、学生・教職員全員が環境、安全、衛生、そして健康の重要性を十分に理解することが

必要と考え、2005 年 3 月に「健康・安全手帳」を発行しました。この「健康・安全手帳」は、2007 年 3
月に第二版が発行され、全学の研究室に配布されるとともに、HP を通して、広く学内外に安全思想
の周知を図って来ました。 
しかし、残念なことにこの手帳には、乗船に関わる項目が収録されていません。乗船実習や乗船

研究は、本学の教育・研究活動の根幹をなす重要な活動の一つです。また近年は、本学研究練習

船の共同利用による他大学の乗船実習の受け入れや、国内外の研究機関との共同研究航海の実

施などの機会が増加し、これまで乗船の経験がほとんどない学生や、乗船経験の少ない研究者の乗

船も増加して来ており、これらの人々に船上での安全について、十分な予備知識を持ってもらう必要

度はますます高まっています。 
このような事情から、このたび海洋観測支援センターでは、観測実習や海洋観測・研究のために

乗船される方々を対象に、乗船時において事故に遭遇しないための心構えや、基本的な安全確保

と準備のための指針となるような、「観測実習・研究乗船時の安全の手引き」を策定することにしまし

た。もちろん、全ての状況をカバーするような手引きを作成することは不可能ですが、本学の「安全・

健康手帳」を始め、広く公開されている各種のマニュアルなども参考に、乗船時の安全について考え

る手助けとしてご利用下さい。特に、初めて観測実習等で乗船する学生や、新たに研究室に入室し

て海洋研究を始める学生、院生への、安全教育の指針としてご活用いただければ幸いです。十分に

乗船経験のある研究者の皆様も、乗船前に安全の再確認のためにご利用ください。 
 また、各研究練習船においても、それぞれの船の事情に即した船内生活の手引き（乗船時の注意）

が定められており、乗船時に担当の士官から説明があるので、その指示に従うとともに、本「観測実

習・研究安全の手引き」を船上事故の防止に役立てていただければ幸いです。 
 
 2014年 3月 
 

                            海洋観測支援センター 
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２．安全とは 

 
「ヒヤリ・ハット」という言葉を知っていますか？ これは労働安全マネジメントで用いられる言葉で、

「結果として重大な災害や事故には至らなかったものの、事故に直結してもおかしくない一歩手前の、

『ヒヤリ』としたり『ハット』したりするもの」を言います。結果的には事故に至らなかったため、多くの場

合は「ああよかった」と直ぐに忘れられてしまうことが多いのです。アメリカの安全技師ハインリッヒは、

「1 件の重大な災害や事故の下には、29 件の軽微災害や事故があり、その下には 300 のヒヤリ・ハッ
トがある」と述べています（ハインリッヒの法則）。重大な事故が発生した場合には、その前には見過ご

された「多くのヒヤリ・ハットが潜んでいる可能性がある」、という意味です。 
教育や研究の機能を十分に発揮させるためには、それなりの環境を整備することが必要ですが、

その最優先の課題は「安全性の高い環境づくり」にあるといっても過言ではありません。安全とは、何

より「危険がなく安心なこと」であり、そして安心とは「気にかかることがなく落ち着いていること」です。

つまり、安全とは「身の危険がなく、心が落ち着いていること」と言えるでしょう。このような安全な環境

は、その現場にいる人々の、安全性を確保しようする意識と努力から形成されるものです。ひとりひと

りが常に安全の向上に心がけることこそ、最も重要な事故防止対策にほかなりません。 
船上での安全を確保するには、どのようにすればよいでしょうか。危険の要素を、あらかじめ取り除

くことが最も重要であることは言うまでもありません。私たちの身の回りには、さまざまな危険が存在し

ていますが、特に船上では、私たちが日ごろ活動している陸上の研究室とは異なる、多くの危険の

要素があります。事故が発生してからでは遅すぎるのです。どのような危険の要素が身の回りに存在

するのかを、乗船に先立って詳細に検討し、また乗船後も作業内容の危険度を常に意識し、点検す

ることが必要です。どのような状態が危険であるのか、どうすれば安全な状態にできるのか、十分に

知り理解しておく必要があるのです。このためには、日頃から意識的にヒヤリ・ハットを収集し、ひとつ

ひとつのヒヤリ・ハットを分析し、危険を排除するために役立てる心構えが重要です。 
 
 
３．船を利用するに当たっての基礎知識 

 
船を利用して、観測実習や海洋観測・研究を行う場合、多くの点で陸上の研究室とは異なる制約

があります。大型船の場合は、基本的には陸上の実験室と同じような実験条件を設定することも可能

ですが、船上という制約から利用できる空間は限られており、常に危険と隣り合わせであることは避け

られません。また海上に浮いている船舶では、常に気象の変化等の影響、波浪の影響による動揺が

あり、船酔のために判断力が低下する場合もあることに留意しなければなりません。乗船に当たって、

陸上環境とは異なる船の特性を、あらかじめ知っておくことは重要です。 
 
（１） 陸上とは異なる指揮・命令系統の秩序があります。 

1) 船は、船長を頂点とした縦の命令系統によって運航されている。乗船者は、船長または担
当士官の指示に従って行動しなければならない。 

2) 実習計画や観測計画は余裕のあるものとし、乗船前に船側と十分に打ち合わせを済ませ
ておく必要がある。急な状況の変化に臨気に対応できるよう、第 2案、第 3案の計画を用意
しておくことが望ましい。 

3) 船内外の状況は、天候その他の事情により刻々と変化しているので、ある瞬間の指示は、
次の瞬間には別の指示に変わることもある。船内放送や掲示等に常に注意をはらうことが
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必要である。 
4) 計画の変更や作業手順の変更などが必要な場合は、必ず乗船者側の代表者（実 習教員、

首席研究員など）を通して、船側に要請・打ち合わせを行わなければ 
ならない。 

5) 船側への希望を、個人的に士官や乗組員に要請してはならない。必ず乗船者側の代表者
に相談し、代表者を通して要請すること。 

 
（２）船上は、陸上の研究室と異なり、狭いところで効率的に作業を行うためや、海水 の浸入等の不

測の事態に備え、さまざまな工夫がなされています。船の構造にはおおむね次のような特徴が

あります。 

1) 出入り口は狭く、浸水を防止するために出入口には大きな段差がある。また、 天井も低
い。 

2) 船内の通路や階段は狭く、階段は傾斜が急である。 
3) デッキ（甲板）には傾斜がある。 
4) 船内の至る所に突起があり、また様々な機器・機材が置かれている。 
5) レーダーや無線用の機器など、高圧がかかっている機器が甲板上に設置されている。 
6) 機材の昇降作業中や観測中には、作動中のワイヤー等が、甲板・通路を塞いでいる。  

 
（３）船上では、普段あまり耳にしたことのない用語が多く用いられます。このような用語を理解してお

くことも重要です。付録に簡単な解説を付してあります。 

1) 船の各部の名称を、最小限理解しておくことが、船上作業を円滑に行うためや、緊急時に

迅速に行動するために重要である。 
2) 船ではさまざまな職階があり、通常個人名でなく職階の英語読み、またはその略呼称で呼

ばれることが普通である。各職階の呼称と、職務分掌を知っておく必要がある。 
3) 船上で用いられる主な船乗り用語を知っておくと便利である。 

 
４．船内生活上の注意 

 
船内では、狭い範囲に多くの人々がさまざまな目的で起居し、行動しています。船を 24 時間運航

するため、多くの船では航海中は 3 交代制の勤務体制を取っています。また、長期にわたる観測航
海では、乗船者（実習生、観測乗船者等）も、当直（ワッチ）体制をとって観測に当たることが多くなり

ます。このため、船内では常に誰かが睡眠や休息を取っています。共同生活であることを肝に銘じ、

お互いに思いやりと良識、節度をもって行動して下さい。乗船中は、次のような点に特に注意して下

さい。 
 
（１） 安全は服装から。乗船にふさわしい服装を心がけて下さい。 

1) 普段着とは別に、作業用の衣服・帽子・手袋・靴・雨具を用意する。船内の水事情により、

洗濯が制限されることもあるので、衣服類は余裕分を用意すること。 
2)  服は長ズボン（くるぶしまで覆うもの）、長袖を原則とし、船上の機器に巻き込まれないよう

袖をとめ、シャツの裾は外に出さない。また、居室以外での Tシャツやランニングシャツ、短
パン等は禁止。 

3)  作業時の服装は、作業服等安全上適した服装で、作業を行いやすく、動きのよいものを着
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  用する。また、油が着いたりする場合があるため、汚れてもよい衣服を用意する。 
4)  素足で靴を履くことは避け、必ず靴下を着用する。靴はきちんと履き、かかとをふまないこ

と。船内ではサンダル（シャワー利用時のみ可）・ハイヒールは禁止。 
5)  居室以外では原則として帽子を着用する。特に、暴露デッキおよびブリッジ（船橋）では必

ず帽子を着用する。帽子は頭すべてを覆うものを用意する（サンバイザーは不可）。また、

長髪は頭の後ろで束ねる。 
6) ピアス・ネックレス・腕輪・指輪などの装身具が事故の原因となり、また事故を重大なものに

する場合があるので、乗船中は身につけないようにする。 
 
（２） 船内生活上の注意 

1) 狭い船内でも、なかなか人を捜すのは困難でもある。乗船中は常に自分の居場所を明確

にしておくこと。 
2) 船内の避難経路、緊急時の集合場所等を確認しておくこと。 
3)  立ち入り制限区域、繋船作業中の船首部や船尾デッキ・コンパスデッキ等へは、許可がな

い限り絶対に立入らないこと。 
4)  ドアの開閉は、最後までノブをもって確実に閉めること。 
5)  原則として単独で甲板へ出ないこと。特に夜間は、必要がない限り暴露デッキへは出ない

こと。船酔い・酒気を帯びている場合は特に危険である。 
6)  船からの転落を防ぐために、船酔いで嘔吐するときは絶対に舷外へ身を乗り出して吐いて

はならない。必ず船内において行うこと。トイレで嘔吐する場合は、必ず大便器を用いるこ

と。船酔いの不安のある者は、ビニール袋を用意しておくとよい。 
7)  船内通路やデッキ上を走らないこと。また、大声を発したり、さわいだりしないこと。 
8) 研究室内・デッキ・衛生区画などの清掃、整理・整頓を常に心がけること。 
9)  食事時間をはじめとする、決められた生活時間を厳守すること。 

   10)  常に節水に心がけること。特に清水は貴重である。近年は、雑用水を船内で造水するよう
  になってきたが十分ではない。また、タンクの清水が減少すると、船の 
    重心が上がり、船体動揺が激しくなる。 
   11)  飲酒は決められた時間、場所でのみ行ない、翌日の作業に支障のない範囲で行うこと（最
  近は禁酒とする船が増えている）。泥酔、二日酔い等はもってのほかである。 
   12)  喫煙は定められた場所でのみ可。 
 
（３） 海上に浮いている船は、風や波浪の影響を受け、絶えず動揺しています。 

 1)  動揺による船外への転落等に気をつけること。また、いつでも手すり等を掴めるように、ポケ
  ットに手を入れることはしてはならない。 
   2)  船内に積み込んだ研究機材、私物等は、船の動揺によって荷崩れしたり、移動しないよう
  に、責任を持って管理すること。積み込んだ機材の固縛（ラッシング）用の素材は、余裕を

  もって準備しておくことが必要である。 
 3)  研究室やデッキ上など、作業場所は常に整理整頓し、必要な機材は決められた場所に確
  実に置き、動揺による移動がないように処置すること。 
   4)  実験のために薬品類を積み込む場合は、必ず所定の場所に保管し、使用しない期間は、
  卓上等に放置しないこと。 
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５．船上作業に当たっての注意点（着岸時の積込・積下ろし作業を含む） 

 
（１） 作業時の服装に注意し、安全装備を適切に使用して下さい。 

 1) 作業時には、必ず長袖、長ズボンの作業着を着用し、作業用救命胴衣、ヘルメット（作業

  用救命胴衣とヘルメットは船側で用意されている）を着用すること。 
 2) 私物の救命胴衣、ヘルメットを用いる場合は、必ず安全基準を満たしていることを確認する

  こと。 
 3) ヘルメットは、必ず直接頭に被り、帽子の上から被ってはならない。 
 4) 舷側際・舷外の作業、床面より 2m 以上の高所作業を行うものは、必ず安全ベルトを着用

  すること。 
 5) 安全ベルトは、腰骨の上で正しく締める。また、ランヤードを使用しない時は袋に入るか、

  肩に掛けるなど適切に処理する。 
 6) 作業靴は、安全靴や安全長靴を使用することが望ましい。 
 7) 手袋は、軍手や革製の安全手袋を用いる。 
 
（２）作業中または観測中は以下の点に注意して下さい。 

   1)  作業中または観測中は、船側の作業指揮者（一等航海士または他の士官）の指示に従が
  って行動し、個人の判断を優先させないこと。 
   2)  観測責任者（実習担当教員、首席研究員、観測班リーダー等）は、事前に船側の作業指
  揮者と、観測の順序や方法について十分に打ち合わせを行い、これらを観測員（実習生、

  乗船研究者等）に確実に周知すること。 
   3)  観測責任者は、作業前、作業後には、人員の点呼を行うこと。また、作業中も必要に応じ
  適宜人員の点呼を行うこと。 
 4)  観測責任者は、観測の内容、使用する観測機器の特徴、安全な取扱い法などをよく熟知
  し、作業開始前に観測員に対し、作業の役割、分担、引き継ぎなどについてよく周知させ

  ることが必要である。このため、作業開始前には、作業安全ミーティング（ワッチ・ミーティン

  グ）を行うことが望ましい。 
 5)  観測員は、デッキ上にある時は、常に身の回りの状況に目を配り、自己または他者の安全
  に留意すること。 
 6)  デッキ上は、常に整理整頓に努め、使用中の道具や機材を放置しないこと。 
 7) 作業中は作業指揮者と作業者の間、ウインチマンと対象物（観測機器等）の間に入らない

  こと。 
 8)  作業中、次のケースは特に危険である。 
  a) 稼働しているクレーン等の旋回域、稼働しているウインチに近づくこと。 
  b) 昇降作業中の機材、資材等の下に入ること。 
  c) CTD-RMS 装置の昇降や、ネット類の曳網中に、緊張したワイヤーロープの内角に入る
    こと。 
  d) 吊下中の機材や資材の振れ止めロープに近づくこと。 
 9)  クレーンやウインチを用いた昇降、牽引作業時は、これらが静止し、作業指揮者の指示・許
  可を受けてから作業を行うこと。 
   10)  以下の作業を行う場合は、安全のために単独作業を避け、複数人で作業を行うこと。 
  a) ハッチなど、開口部付近で作業を行うとき。 
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  b) 魚艙に入るとき。また、必ず乗組員または船橋へ連絡すること。 
  c) 航行中に暴露デッキで作業を行う必要があるとき。作業中は、必ず作業用救命胴衣を
    着用すること。 
   11) デッキ海水や、甲板照明が必要でなくなった時は、速やかに船橋へ連絡すること。 
   12) 用便や研究の都合などで、作業現場を離れる場合は、必ず観測責任者に申し出、戻った

  際もその旨報告すること。 
   13)  船内での分析作業等については、東京海洋大学「健康・安全手帳」に示されている実験室
  での注意に準じ、さらに船体の動揺に注意すること。 
  
 
６．緊急時の注意点 

 船上での緊急の事態としては、火災の発生、船を退避しなければならない場合、洋上への転落な

どが考えられます。いずれの場合にも、船長および乗組員の指示に従い、冷静に対応しなければな

りません。 
 
 1) 乗船時に、担当士官から緊急時に当たっての諸注意がある。非常配置（緊急時の集合場

  所や乗船者が使用する救命艇（筏）等）は掲示されているので、必ず確認しておくこと。 
   2)  乗船後、各自のヘルメット、救命胴衣およびイマージョンスーツ等の保管場所、救命艇（筏） 
   の配置、および避難経路などを必ず確認しておくこと。（救命胴衣やイマーションスーツは、
  居室ロッカー内に収納されている）。 
 3) 乗船中は、緊急時の船内放送に常に注意し、緊急時命令が発令された場合は、船長およ

  び乗組員の指示に従って、冷静に行動すること。 
 4) 火災発生時には、長音 5 回の非常ベルの後に「総員消火配置につけ」の放送がある。ヘ
  ルメットを着用し、指定された場所に避難すること。 
 5) 非常退船時には、短音 7 回、長音 1 回の非常ベルの後に「総員退船配置につけ」の放送
  がある。ヘルメットおよび救命胴衣を着用し、イマーションスーツをもって、迅速に指定され

  た場所に集合すること。 
 6) 航海中、異常な事態が発生した場合は、直ちに大声で周囲の人に知らせるとともに、迅速

  に船橋へ通報すること。 
 7) 万一船から洋上に転落した場合は、慌てず、体力の消耗を避けるため、できるだけ動かな

  いようにして、低体温状態に陥らないように努める。動くと体温が急激に奪われる。 
 8) 乗船前に、緊急時の連絡先（乗船する船名、寄港先等）を、家や研究室に残しておくこと。 
 
 
７．健康管理 

 
 乗船時は、船酔いや経験不足からくる急激な体力の消耗、閉鎖的な空間やなれない食事、不慣れ
な生活リズムに対する適応不足、などによって体調不良となり、事故に繋がる危険性が常に潜んで

います。従って、自己の健康管理には常に心がけていなければなりません。乗船中は以下の点に注

意して下さい。 
 
 1) 狭いところでの共同生活であり、種々の軋轢も生じ、精神的な負担が大きくなるので、それ
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  を理解し自らを律すること。 
 2) 健康状態の思わしくない者は、早めに実習教員や首席研究員に申し出るとともに、船側の

  衛生担当者の指示または処置を受けること。 
 3) 常用している薬がある者は、余裕量を持参する。また、健康保険証またはその写しを必ず

  持参する。 
 4) 集中力はそれほど長くは続かないので、可能な限り長時間作業を避け、適度な休息を取る

  よう心がける。 
 5) 観測責任者は観測員の作業量を把握し、適宜休息を取らせるよう努めること。 
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安全は正しい服装から

甲板作業時の服装
ヘルメット

作業用救命
胴衣

安全ベルト

安全靴

軍手

作業服
長袖
長ズボン

ヘルメットは正しくかぶろう

真直ぐかぶる

あご紐はきちんと
締める

ヘッドバンドは頭
の大きさに合わ
せる

安全ベルトは確実に

×

○

×

フックはＤ環より
高い位置に取り
付けています
か？

安全ベルトは腰骨
の上で正しく締め
ていますか？

ベルトは正しく
バックルに通っ
ていますか？

ランヤードを使
用しない時は、
袋に入れるか
肩にかけるなど
適切にしょりし
ていますか？

休止フック掛け
を使うこと

附 録
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あなたの周りには危険がいっぱい 
（この項は三菱重工業下関造船所「危険予知 6 項目」をもとにしています） 

 
・立っている物は倒れる ・・脚立、クレーン、仮置きした機材  
 → 固縛したか？ 不要な物は出ていないか？ 
・吊っている物は落下する ・・クレーンの吊荷、ワイヤー、投入・撤収時のネット 
     → 吊り荷の下ではないか？ クレーンの可動範囲ではないか？ 
・高いところにある物は落ちる ・・工具、人間 
     → 安全索はとっているか？ 片付けしたか？ 
・丸い物は転がる。 ・・台車、錘（RMT）仮置きした機材 
     → 固縛しているか？ ストッパーはとっているか？ 
・動いている物には挟まれる ・・搭載中の機材（観測中、積込み、積下ろし）ドア 
     → 機材の可動範囲は？ 逃げ場はあるか？ ドアは固定されているか？ 
・回転している物には巻き込まれる ・・ウインチ（観測ウインチ、ターボマップ） 
     → ウィンチは稼働するか？ ロープの周りはクリアか？ 
さらに 
・張力が掛かっている物は切れる ・・ワイヤー（観測ワイヤー、係留系）、ロープ 
     → ワイヤー周りはクリアか？  
振れ止め索が切れても吊荷の周囲はクリアか？ 
 ・係留索は張力がかかる ・・係留系のロープ、ネットのロープ、振れ止めロープ 
     → 係留索の周りはクリアか？ 
     コイルダウンした索の中に入っていないか？ 
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知っておくと便利な船の知識 

 

１． 船の各部の名称

船首・おもて
( Bow )

船尾・とも
( Stern )

右 舷
( Starboad )

左 舷
( Port )

Ａフレーム

煙突
( Funnel )

甲 板
（ Deck ）

船 橋
（ Bridge ）

 
２．乗組員の職階と職務分掌 
 
 船舶の乗組員は、通常次に挙げる 5 つの部門に分けられていています。本学の研究・練習船に設

けられている職階とその職務分掌、船で通常用いられる呼称を紹介します。 
これらは、あくまで東京海洋大学研究練習船における役職・呼び方であり、他の船舶によっては異な

る場合もあることに注意して下さい。 
 
【A】 甲板部（Deck department） 
(1) 職員 
 船長（Captain, [Capt.]）：キャプテン 
   一船を統括し、船員を指揮監督し、乗船者に対してもその職務を行うために必要な命令を

 下すことができる。 
 一等航海士（Chief officer, [C/O], [1/O]）：チョッサー 
   船長を補佐し、船内の規律・船務の遂行に責任を持って直接監督に当り、万一の場合は

 船長代理として乗組員を指揮する。大型船で一等航海士が 2 人乗っている場合は、首席

 一等航海士を Chief officer、次席一等航海士を First officer という。また、学生の教育に

 対する責任者として、一等航海士に準ずる講師を専任教育員（Senior professor）と呼ぶ。 
 二等航海士（Second officer, [2/O]）：セコンドオフィサー 
   大型船では首席二等航海士（Senior second officer）と次席二等航海士（Junior second 
 officer）の 2 人を置くことがある。 
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 三等航海士（Third officer, [3/O], [Jr.3/O]）：サードオフィサー 
   観測機器や研究室をサポートしている。次席を置く場合はこれを四等航海士（Fourth 
 officer）と呼ぶこともある。  
 
(2) 部員 
 甲板長（Boatswain, [B/S]）：ボースン 
   甲板部部員の長として部員を統括し、上司の命を受けて繋船作業や機材の積降作業、船

 体の手入れ、その他を行う。 
 甲板次長（Deck storekeeper, [S/K]）：ストーキー 
   甲板長を補佐し、甲板作業を遂行する。 
 操舵手（Quarter master, [Q/M]）：コーターマスター 
   航海中は航海当直として操舵に当たる外、信号関係を受け持つ。 
 甲板員（Sailer） 
   甲板長の指揮のもとに様々な甲板作業に従事する。航海中は操舵の補助や見張員に出る

 こともある。 
 
【B】 機関部（Engine department） 
(1) 職員 
 機関長（Chief engineer、[C/E]）：チ－フエンジニア 
   機関関係の最高責任者であり、機関部を指揮監督する。 
 一等機関士（First engineer, [1/E]）：ファーストエンジニア 
 二等機関士（Second engineer, [2/E]）：セコンドエンジニア 
 三等機関士（Third engineer,）：サードエンジニア[3/E] 
 
（2）部員 
 操機長（Number one oiler）：ナンバン 
    機関部員の長として部員を統括しで、上司の命を受けて作業を指揮する。 
 操機次長（Engine storekeeper）：ストーキー 
    操機長を補佐し、機関作業を遂行する。 
 操機手（Oiler） 
    それぞれの機関部内部の諸作業を分担し、航海中は当直機関士と共に当直に出る。 
 機関員（Oiler）  
    航海中は操機手と共に当直に入り、停泊中は上司の指示で諸機関の手入れ、保守などの

 諸作業を行う。 
 
【C】 無線（通信）部（Radio department） 
(1) 職員 
 通信長（Chief radio operator）：局長 
     航海中は、遭難緊急通信の聴取、航行警報の受信、陸上や他船からの無線連絡、気象通

 信、電報の送受信、無線ニュースの受信作業等を行う。停泊中は、気象、航行警報、ニュ

 ース受信、無線機器の手入れ等を行うと共に、事務兼任の場合は事務作業などを行う。 
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【D】 事務部（Purser’s department） 
(1) 職員 
 事務長（Purser ）：パーサー 
  事務作業全般を担当。出入港に際しての官庁手続きや書類の整備、外来者への対応等を

 行う。 
  
(2) 部員  
 司厨長（Chief steward）：シチョウジ 
   賄いに関しての全責任者で、食料の仕入れ、調理供食等の指揮監督を行う。 
 司厨次長（Junior chief steward） 
 司厨手（Steward, Cook） 
   俗に言うコックさん。現場で実際に調理を行う。 
 司厨員（Steward） 
 俗にボーイさんと呼ばれる。来客への対応、船長以下各職員の世話、食堂の掃除、給食、

 食器の手入れなど多様な仕事に従事する。 
     
【E】 医務部（Doctor’s department） 
(1) 職員 
 船医（Doctor）：ドクター 
  一部の船舶にしか乗船しないが、乗船した船舶の乗組員や乗船者の診療、健康保持、船

 内の衛生関係を掌握する。 
 保険師・看護師（Nurse）：ナース 
 
 甲板部の人たちの総称：デッキ 
 機関部の人たちの総称：エンジン 
 司厨部の人たちの総称：マカナイ 
 
【おまけ】 船上でよく用いられる船乗り用語（知っておくと便利です） 
 アスタン   ：船が後ろに下がること（後進）（Astern） 
 アヘッド   ：船を前に進めること（前進）（Go Ahead） 
 アンカー   ：錨、錨を投入してある場所に留まること（Anchor） 
 ウェス    ：ぼろ布、拭き取り用のぼろ布のこと（Waste） 
 おもて    ：船首（Bow） 
 ギャレー   ：調理室（Galley） 
 舷門     ：船の出入り口（Gang Way） 
 サンパン   ：通船、沖に停泊中船と岸壁間をつないで人や物を運ぶ小舟のこと 
 G.S.     ：甲板の雑用海水ポンプ。General Service Pump の略 
 スターボード ：右舷、船首に向かって右側 
 スタンバイ  ：用意・準備 Stand-By の略 
 タラップ     ：舷梯、停泊中船から乗下船するときに使用する（Trap） 
 デッキ      ：甲板（Deck） 
 とも        ：船尾（Stern） 
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 バウスラスター ：船首を舵以外で左右に回転させるプロペラ（Bow-thruster） 
 ピッチング  ：船が縦（上下）に揺れる状態  
 ファンネル   ：煙突（Funnel） 
 プロペラ  ：スクリュー（Propeller） 
 ポート   ：左舷（Port） 
 メスルーム ：食堂（Mess room） 
 ラッシング  ：機材や積み込み荷物を揺れても移動しないように固縛すること 
 レッコ    ：錨を降ろす時の号令、物を捨てる時などに使う。 Let go の略 
 ログブック ：航海日誌（機関日誌）(Log book) 
 ローリング  ：船が左右に揺れる状態 
 ワッチ    ：当直（Watch） 
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３．ワッチ・ミーティング記録簿と記入の例 

 
 
【記入例】 ※進行役と書記は分けるとよい。進行役は必ずしもワッチ長でなくてよい。 

 
ワッチ・ミーティング記録簿（ 0－4， 4－8， 8－0 ） 該当ワッチに○ 

ワッチ長（現場責任者） 鷹野 海          
ワッチ員  海洋 花子， 青山 鷹雄， 神鷹 航                          
 
≪開始ミーティング≫ 
UTC： 1 月 15 日，  22 時 50 分 
気象情報（研究室 A で記録）： 
天気 くもり  ，気温 -0.3 ℃，水温 0.6 ℃，気圧 981.9  hPa，風速  8.1 m/s 
有義波高   1.6    m 
 
観測点 Stn(s).  S01     
観測内容 ・CTD SBE-A                                       
 ・Bucket sampling  ・IONESS  ・マルチプルコアラー                                
                                                      
役割の確認 
CTD オペレーター 青山          採水班長   海洋          
ワッチ長補佐（デッキ長）   鷹野         ブリッジ支援セ   橋本        
 
観測中の注意事項【予想される危険】                             
 ・重量物（CTD, IONESS, マルチプルコアラー）吊り上げ時の落下→物やワイヤーの下に入らない                                                   
 ・デッキ凍結によるスリップ、転倒→GS を流す、足元注意                                
 ・バケツ採水時の落下→安全帯着用                                                    
 ・クレーン操作時、作業指揮者とウインチマンの間に入らない！                                                    
 
≪解散ミーティング≫ 
UTC： 1 月 16 日，  10 時 50 分 
人員点呼 鷹野，海洋，青山，神鷹                               
 
ヒヤリハット・申し送り事項・その他気付き事項など                     
 ・バケツ採水時に舷側とロープの間に手を入れてしまった                                                   
 ・落ち着いて行動することができた                                                   
 ・次のワッチで CTD を清水で洗ってください                                                     
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あ と が き 

 
 この手引きは、観測実習や海洋観測・研究のために、本学の研究練習船を利用する学生・大学院

生、および研究者を念頭に作成しました。 
 今回「観測実習・研究乗船時の安全の手引き」を作成するに当たっては、船上で想定される事故や

危険をあらかじめ知っておいていただけるように、できるだけ具体的に記述するよう努めました。また、

乗船前に知っておいていただきたい船舶の基礎知識や、船内生活の注意なども、具体的に盛り込

みました。本学の研究練習船を利用される、学内外の方々には、乗船に当たって、この「観測実習・

研究乗船時の安全の手引き」に目を通していただき、十分に役立てていただくことを期待していま

す。 
 記述に当たっては、東京海洋大学研究練習船「海鷹丸」「神鷹丸」「青鷹丸」の「乗船時の注意事

項」をはじめ、海洋環境学科発行の「海洋環境学実習テキスト」等を参考にさせていただいたほか、

特に 3.(1)項および 3.(2 )項等については、北海道大学大学院地球環境科学研究科発行の「安全マ

ニュアル」を参考にさせていただきました。また、三菱重工業株式会社下関造船所の「危険予知 6 項

目」には、船上作業中の安全に関して多くを引用させていただきました。ここに記して深く御礼を申し

上げます。 
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