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「航海科四級・五級法規合格テキスト」初版(海文堂)のサポートページ 

 

ここでは、２００８年１月２０日初版発行の「航海科四級・五級法規合格テキスト」(海文

堂)の正誤表及び追記を掲載しています。 

（最終更新日は２００９/１２/３１－２０１０/５/１０-７/１０です。） 

 

正誤表・追記 

はしがき  ⅡＰ、１０行目 (誤)海技従事者国家試験 

(正)海技士国家試験 

下～７行目 (誤)模擬体験 

(正)事前に疑似体験 

下～３行目 (誤)頭が良いとか、 

(正)頭脳
あ た ま

が良いとか、 

ⅢＰ、 ３行目 (誤)受験参考書 

(正)受験参考書等 

４行目 (誤)身に付けることが大事 

(正)身に付けておくことが大事 

５行目 (誤)根本的な条件 

(正)基本的な条件 

本書の使い方 

ⅣＰ、１１行目 (誤)海技従事者国家試験 

(正)海技士国家試験 

ⅤＰ、 ８行目 (誤)目次中又は本文中に書かれた指示 

(正)本文中に書かれた指示 

              （テキストから「目次中又は」を削除してください。) 

目次     ⅦＰ、１６行目 (誤)特殊な状況に対する注意義務(第３９条) 

(正)注意等を怠ることについての責任(第３９条) 

ⅪＰ、 ４行目 (誤)海洋の汚染等及び海上災害の防止(第２条) 

(正)海洋汚染等及び海上災害の防止(第２条) 

１８行目 (誤)第４章の４ 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防

止緊急措置手引書等の検査等並びに大気汚染防止検査対象設

備の検査等 

(正)第４章の５ 船舶の海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防

止緊急措置手引書等並びに大気汚染防止検査対象設備の検査

等 

２４行目 (誤)大量の特定油が排出された場合の防除措置等（第３９条） 
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(正)大量の油又は有害液体物質の排出があった場合の防除措

置等（第３９条） 

ⅫＰ、１１行目 (誤)船舶検査証書等の船内掲示(第４０条) 

(正)船舶検査証書等の備付け(則第４０条) 

 １２行目 (誤)揚貨装置等の使用制限等(第５９条) 

(正)揚貨装置等の使用制限等(則第５９条) 

 ２１行目 (誤)海技従事者がなることができる船舶職員(第２１条) 

(正)海技士がなることができる船舶職員(第２１条) 

 ２２行目 (誤)海技免状の携行(第２３条) 

(正)海技免状又は操縦免許証の携行(第２５条) 

        ２３行目 (誤)海技免状の譲渡等の禁止(第２４条) 

(正)海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止(第２５条の  

２) 

 ２６行目 (誤)海難の発生(第２条) 

(正)定義(第２条) 

  ２７行目 (誤)裁決(第４条) 

(正)懲戒(第３条) 

 ２８行目 (誤)懲戒(第５条) 

(正)懲戒の種類(第４条) 

ⅩⅢＰ、  ６行目 (誤)標識(第５条の７) 

(正)危険物を積載している船舶の標識(第５条の７) 

  ９行目 (誤)荷役前の注意(第９２条) 

(正)荷役前の注意(第３２６条の２) 

 

Ⅰ 海上衝突予防法 

第１章   ２Ｐ、１６行目 (誤)次にあげる(ア)～(キ) 

(正)次にあげる(１)～(１２) 

第２章   ６Ｐ、 ４行目 (誤)この章 

(正)この節 ＜重要＞ 

８Ｐ、 ８行目 (誤) レーダーを使用している船舶は、当該レーダーを適切

に用いなければならない。 

(正) レーダーを使用している船舶は、他の船舶と衝突する

おそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレン

ジによる走査、探知した物件のレーダープロッティングそ

の他の系統的な観察等を行うことにより、当該レーダーを

適切に用いなければならない。 
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（テキストに赤字の部分を追記してください。） 

９Ｐ、 ８行目 (誤)第４項前段の規定 

(正)第４項後段の規定 

１２Ｐ、 ３行目 （誤）右側端によって航行 

（正）右側端に寄って航行 

４行目 (誤)動力船と帆船が接近した場合の航法 

(正)動力船と帆船が接近する場合の航法 

８行目 (誤)一般船舶と漁ろうに従事している船舶が接近した場合

の航法 

(正)一般船舶と漁ろうに従事している船舶が接近する場合

の航法 

１３Ｐ、 ４行目 （テキストの４行目の文章を、次の文章に書き換えてくだ

さい。） 

（１）第１項の「狭い水道」とは、両岸までの水路幅が概

ね２～３海里以下の水道をいう。例えば、明石海峡や関門

海峡がこれに該当する。狭い水道は、必ずしも長さを必要

としない。防波堤の入り口のようなところがあれば、狭い

水道とみなされる。 

１１行目 （誤）右側端によって航行 

（正）右側端に寄って航行 

１２行目 （誤）右側端によって航行 

（正）右側端に寄って航行 

１７行目 （テキストの１７行目から２４行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

（５）「進路を避けなければならない」の意味 

第２項及び第３項の規定で使用されている「進路を避けな

ければならない」という用語の意味は、次のようになる。

例えば、「A は B の進路を避けなければならない」という条

文があった場合、これは A と B との間に衝突するおそれが

生じたときは、Aは Bの進路を避けなければならないという

意味である。従って、この場合 Bは、Aが避航動作をとって

いる間、そのままの針路と速力を保持しなければならない。 

２５行目 （テキストの２５行目から次ページの１行目までの文章を、

次の文章に書き換えてください。） 

（６）「通航を妨げてはならない」の意味 

第２項及び第３項の規定で使用されている「通航を妨げて
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はならない（＝通航を妨げることができることとするもの

ではない）」という用語の意味は､次のようになる。例えば､

「Aは Bの通航を妨げてはならない」という条文があった場

合、これは B が狭水道等をそのままの進路で通航できるよ

うに、Aは Bの進む前方水域に進入してはならないという意

味である。ただたんに、Aは Bの通航妨害をしてはならない

という意味である。従って、この場合、Aは Bに対して避航

義務を負うことはなく、また、Bも Aに対して保持義務を負

わない。２船間に避航義務と保持義務が発生するのは、両

船に衝突のおそれが発生したときに限られる。狭い水道等

において、Aと Bが接近し、若し Bが Aの前方でブレーキを

踏むような動作をとったとすれば、Aは既に Bの通航を妨げ

ていることになるので注意しなければならない。 

１４Ｐ、 ２行目 (誤)(７) 狭い水道等において追越し船の追越しの意図を

示す汽笛信号 

(正)(７) 追越しの意図を示す汽笛信号 

９行目 (誤)(８) 追い越される船舶が他船の追い越しの意図に同

意したことを示す汽笛信号 

(正)(８) 追越しの意図に同意したことを示す汽笛信号 

１２行目 （テキストの１２行目から１７行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

〔注〕予防法第９条「狭い水道等」において注意すべき事

項 

① 第４項前段の規定で、狭い水道等において追越し船が 

追越しの意図を示す汽笛信号を鳴らさなければならないの

は、追い越される船舶が自船（追越し船)を安全に通過させ

るための動作をとらなければこれを追い越すことができな

い場合に限定されていることである。従って、当該追越し

船は、追い越される船舶が自船を安全に通過させるための

動作をとらなくてもこれを追い越すことができる場合は、

追い越しの意図を示す汽笛信号を鳴らしてはならない。 

② 第９項の規定で、船舶の錨泊が制限されている水域は、

狭い水道のみである。 

１５Ｐ、１８行目 (誤)(３)他の船舶に追越されることに同意した場合 

(正)(３)追越し船の追越しの意図に同意した場合 

１６Ｐ下～２行目 (誤)(動力船と帆船が接近した場合の航法) 
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(正)(動力船と帆船が接近する場合の航法) 

１７Ｐ、 ３行目 (誤)漁ろうに従事していない船舶と漁ろうに従事している

船舶が接近した場合の航法) 

(正)一般船舶と漁ろうに従事している船舶が接近する場合

の航法) 

１８Ｐ下～１２行目 (誤)例題１ 

(正)例題 

（テキストの例題１から、数字１を削除してください。） 

１９Ｐ、 ３行目 (誤)衝突するおそれがあるがある場合の航法 

(正)衝突するおそれがある場合の航法 

２３Ｐ下～４行目 (誤)航法規定の原文 

(正)航法規定の条文 

２５Ｐ、 ２行目  (誤)やむを得ないときを除き、針路を左転してはならない。 

(正)やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向

を横切ってはならない。＜重要＞ 

４行目 (誤)横切り船の具体的なパターン 

(正)横切り船の具体的な避航パターン 

２６Ｐ下～５行目 （テキストの下から５行目と、これに続く次ページの１２ 

行までの文章を、次の文章に書き換えてください。） 

（２）避航船との衝突を避けるための動作 

第２項の規定は､保持船が第一義務から離れて、避航船との

衝突を避けるための動作をとることができる時期及びその

動作をとるときの制限事項について定めたものである。保

持船が避航船との衝突を避けるための動作をとることがで

きる時期については、同項前段に「避航船がこの法律の規

定に基づく適切な動作をとっていないことが明らかになっ

たとき」と定めている。従って、この時期は保持船が避航

船の避航動作に漠然とした不安を感じているときではなく、

保持船が第３４条に定める警告信号(短音５回以上の汽笛

信号)を発したにもかかわらず、なお避航船が避航動作をと

らないときと解釈すべきである。また、保持船がこの動作

をとるときの制限事項については、同項後段に「保持船が

避航船との衝突を避けるための動作をとる場合において、

これらの船舶に“横切り船の航法（第１５条第１項）”が適

用されているときは、保持船は、やむを得ない場合を除き、

針路を左転してはならない」と規定している。当該保持船
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にこのような制限を課した理由は、横切り関係の避航船は、

針路を右転して避航動作をとる確率が高いので、そのよう

な船舶に対して保持船が針路を左転すると、衝突の危険を

一層増すことになるからである。この場合は、保持船は針

路を右転又は減速するのが最良の方法である。 

２９Ｐ、１２行目 （テキストの１２行目から次ページの４行目までの文章 

を、次の文章に書き換えてください。） 

１５ 各種船舶間の航法 (第１８条) 

この条は、操縦性能の異なる２隻の船舶が互いに接近する

場合の航法について規定したものである。この条における

各航法規定は、操縦性能の優れた船舶が操縦性能の劣る船

舶の進路を避けるという航法の原則に基づいて定められて

いる。 

１８条 航行中の動力船は、下の（注）に掲げている①～

⑤の船舶のうち、②、③、⑤の船舶の進路を避けなければ

ならない｡ 

２項 航行中の帆船は、第１項で掲げた船舶のうち、③、

⑤の船舶の進路を避けなければならない。 

３項 航行中の漁ろうに従事している船舶は、できる限り、

第１項で掲げた船舶のうち、⑤の船舶の進路を避けなけれ

ばならない｡ 

４項 (喫水制限船に対する航法)：第１項で掲げた船舶の

うち、①、②、③、④の船舶は、やむを得ない場合を除き、

喫水制限船の安全な通航を妨げてはならない｡ 

５項 (喫水制限船の航法)：喫水制限船は、十分にその特

殊な状態を考慮し、かつ、十分に注意して航行しなければ

ならない｡ 

６項 水上航空機等は、できる限り、全ての船舶から十分に

遠ざかり、かつ、これらの船舶の通航を妨げないようにし

なければならない｡ 

（注）各種船舶の操縦性能の優先順位 

① 動力船  

② 帆船  

③ 漁ろうに従事している船舶  

④ 喫水制限船 

⑤ 操縦性能制限船及び運転不自由船 
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３２Ｐ、 ２行目 （テキストの３２ページの全ての文章を、次の文章に書き

換えてください。） 

【注】航法の履行に当たって確かめておくべき事項 

① 見合い関係の種類 

２隻の船舶間に発生する「見合い関係」には、次表の左欄

に掲げる４種類がある｡  

追越し関係又は追

越し船の関係 

予防法第１３条の「追越し船の航

法」が適用されている２船の関係を

いう。 

行会い関係又は行

会い船の関係 

予防法第１４条の「行会い船の航

法」が適用されている２船の関係を

いう。 

横切り関係又は横

切り船の関係 

予防法第１５条の「横切り船の航

法」が適用されている２船の関係を

いう。 

行過ぎ関係 

衝突のおそれが生じていない２船

の関係をいう。（この場合、航法の

適用はない。） 

② 航法の適用が開始される時期 

互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法(予防法第１

１条から第１８条までの航法規定、第９条の第２項から第

６項までの航法規定及び第１０条の第６項から第８項まで

の航法規定)の適用が開始される時期は、２船間に衝突のお

それが発生し、両船が互いに舷灯の最小視認距離(２～３海

里)以内に接近したときからである。その理由は、夜間にあ

っては他船の舷灯を視認してからでないと、船舶は互いに

見合い関係の判断ができないからである。見合い関係の判

断ができない船舶については、当該航法は適用しない。 

③ 航法の適用が終了する時期 

②で掲げた航法の適用が終了する時期は､２船間に発生し

た衝突のおそれが完全に解消したときである｡ 

④ 最初の見合い関係は変わらないのが原則 

２船間に発生した「最初の見合い関係」は、その衝突のお

それが完全に解消するまでは、途中、如何なる事情が発生

しても変わることはない。この原則は、航法が適用されて

いる間、必ず守らなければならない事項である。若し､航法



8 

 

適用中に見合い関係が途中で変わると、避航船と保持船の

関係が入れ替わり、かえって衝突の危険を増す場合がある｡ 

３４Ｐ、 ８行目 (誤)(当該船舶に自船が追い越される船舶である) 

(正)(当該船舶が自船に追い越される船舶である)＜重要＞ 

１３行目 (誤)正横より前方に聞いた船舶の航法 

(正)正横より前方に聞いた場合の措置 

１５行目 (誤)(予防法第３５条に規定する  ) 

(正)(法第３５条に規定する  ) 

下～１０行目 （テキストの下から１０行目と、これに続く次の次のペー

ジの４行目までの文章を、全て次の文章に書き換えてくだ

さい。） 

（１）適用船舶（第１項） 

第１項では、第１９条の規定は視界制限状態にある水域又

はその付近を航行している船舶(互いに他の船舶の視野の

内にあるものを除く。)について適用すると規定している。

従って、この条は、視界が制限されている水域又はその付

近を航行している船舶について適用するが、当該水域又は

その付近を航行している船舶であっても「互いに他の船舶

の視野の内にある船舶」については適用しない。この場合、

当該船舶には、第２節の航法（互いに他の船舶の視野の内

にある船舶の航法）が適用される。 

なお、第１項の規定における「又はその付近を航行してい

る船舶」とは、船舶の前方又は側方２～３海里を超えない

範囲に存在する霧堤等を見ながら航行している船舶を指す。 

（２）動力船は機関用意（第２項） 

第２項は､動力船は、視界制限状態においては、機関を直ち

に操作することができるようにしておかなければならない

と定めた規定である。従って、航海中の当直職員は、霧の

発生等により視界が悪くなったときは、機関室の当直員に

機関用意を発令し、機関を直ちに操作できる態勢にしなけ

ればならない。 

（３）視界制限状態を含むその時の状況を考慮（第３項） 

第３項は、船舶は、第１節の規定による措置を講ずる場合

は、その時の状況及び視界制限状態を十分に考慮しなけれ

ばならないと規定したものである。参考のため、この規定

が適用される実例を１乃至２挙げると、次のようになる。 
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① 航行中の船舶は、視界が悪くなったときは、視界制限

状態を含むその時の状況を十分に考慮し、見張り員を増や

す等の措置をとり「より適切な見張り」を開始しなければ

ならない。 

② 航行中の船舶は、視界が悪くなったときは、視界制限

状態を含むその時の状況を十分に考慮し、船速を適度に落

とし「より安全な速力」で航行しなければならない。 

（４）他の船舶の存在をレーダーのみにより探知した船舶

の航法（第４項） 

第４項は､霧中航行中に他の船舶の存在をレーダーのみに

より探知した船舶は、次の２つの事項について判断し、 

① 当該他の船舶に著しく接近することとなるかどうか。 

② 当該他の船舶と衝突するおそれがあるかどうか。 

更に、①又は②の状況にあると判断した場合は、十分に余

裕のある時期にこれらの事態を避けるための動作をとらな

ければならないと定めた規定である。 

この規定における「他の船舶の存在をレーダーのみにより

探知した船舶」とは、「他船の霧中信号を聞く前にその船舶

の存在をレーダーにより探知した船舶」という意味である。

また、「他の船舶に著しく接近すること」とは、｢他の船舶

との最接近距離が２～３海里以下になることを指す。なお、

他船との最接近距離(CPA:Closest point of approach の略)

については、通常、レーダプロッティングを行うか、又は

ＡＲＰＡを使用して求める。 

（５）一定方向の針路の変更を禁止（第５項） 

第５項は、第４項の規定を補足するもので、同項の規定に

より「これらの事態を避けるための動作」をとる船舶は、

やむを得ない場合を除き、次に掲げる針路の変更を行って

はならないと規定したものである。 

① 他の船舶が自船の正横より前方にある場合(当該他の

船舶が自船に追い越される船舶である場合を除く。)におい

て、針路を左に転ずること｡ 

② 自船の正横又は正横より後方にある他の船舶の方向に

針路を転ずること｡ 

この規定の趣旨は、自船が上記の針路変更をすることによ

り、自船が当該他の船舶に接近する危険を避けることであ
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る。 

次の図は、上記の針路変更の制限を具体的に図示したもの

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

針路の左転が制限される場合      他の船舶の方向へ針路を転ずること 

が制限される場合 

（６）他船の霧中信号を自船の正横より前方に聞いた場合

の措置（第６項） 

第６項は､霧中航行中の船舶が「他の船舶の霧中信号を自船

の正横より前方に聞いた場合」又は「自船の正横の前方に

ある他の船舶と著しく接近することを避けることができな

い場合」は、他の船舶と衝突するおそれがないと判断した

場合を除き、次に掲げる①～③の動作をとらなければなら

ないと定めた規定である。 

① 速力を保針できる最小限度まで減速すること。 

② 必要に応じて速力を停止すること。 

③ 衝突の危険がなくなるまで、十分に注意して航行する

こと。 

この規定の趣旨は、自船が速力を減じ、又は停止すること

により、他船と衝突したときの損害を少なくし、又は自船

を他船と衝突しない状態にすることである。 

第３章  ４１Ｐ下～９行目 （テキストの下から９行目と１０行目との間に、次の例題

とその解を新規に追記してください。） 

例題４ 船尾灯の定義を述べて、その射光範囲を図示せよ。 

(海上衝突予防法)  ５級 

(解) 

船尾灯とは、１２点にわたる水平の弧を照らす白灯であっ

て、その射光が正船尾方向から各舷６点までの間を照らす

ように装置されるものをいう。 

左正横 右正横 左正横 右正横 

自船 

他船 

可 

自船 

他船 

他船 

可 
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船尾灯の射光範囲：図示 

 

                   ○       

           

             ６点        ６点 

                 正船尾方向 

４３Ｐ、 ３行目 (誤)(１)曳航物件の後端までの距離が２００ｍを超える場 

合 

(正)(１)曳航物件の後端までの距離が２００ｍを超えてい

る場合の引船 

２１行目 (誤)(２)曳航物件の後端までの距離が２００ｍ以下の場合 

(正)(２)曳航物件の後端までの距離が２００ｍ以下の場合

の引船 

４６Ｐ、１６行目 (誤)動力船 

(正)漁ろう船(トロール従事船) 

４７Ｐ、１４行目 (誤)緑色全周灯 

(正)紅色全周灯 

４９Ｐ、 ４行目 (誤)②船の長さに応じたマスト灯 

③舷灯一対   マスト灯、舷灯及び船尾灯は、対水 

④船尾灯１個  速力を有するときのみ表示する。 

(正)②船の長さに応じたマスト灯 

③舷灯一対          マスト灯、舷灯及び 

④船尾灯１個         船尾灯は、対水速力 

を有するときのみ表示する。 

（中括弧の中にマスト灯も含めてください。) 

２７行目 (誤)黒球菱形 

(正)黒色菱形 

 ５０Ｐ、 ７行目 (誤)  １００ｍ以上５０ｍ未満 

(正)  ５０ｍ以上１００ｍ未満 

１４行目 (誤)(４)航行中又は錨泊中の掃海作業に従事している操縦

性能制限船の灯火及び形象物 

(正)(４)航行中の操縦性能制限船であって掃海作業に従事

しているものの灯火及び形象物 

５１Ｐ、１７行目 (誤)(５)航行中の進路から離れることが著しく制限される

操縦性能制限船の灯火及び形象物 

(正)(５)航行中の操縦性能制限船であって困難な曳航作業

２点 ２点 
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に従事しているものの灯火及び形象物 

５２Ｐ、 ４行目 (誤)黒球菱形   黒球菱形(最も見えやすい場所) 

(正)黒色菱形   黒色菱形(最も見えやすい場所) 

１０行目 (誤)(６)潜水夫による水中作業に従事している操縦性能制

限船 

(正)(６)操縦性制限船であって潜水夫による水中作業に従

事しているものの信号板 

１２行目 （テキストの１２行目から１５行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

操縦性制限船であって潜水夫による水中作業(その作業が

他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるものに限る。)に

従事しているものは、その船体の大きさのために第２７条

第４項第５号の規定によることができない場合は、次に掲

げる信号板を表示することをもって足りる。 

（信号板）国際信号旗のＡ旗を表す信号板を、舷縁上１メ

ートル以上の高さの位置に周囲から見えるように掲げるこ

と。 

１９行目 (誤)他の船舶の通航を妨害するおそれのある操縦性能制限

船 

(正)操縦性制限船であって潜水夫による水中作業に従事し

ているもの 

２３行目 (誤)②紅色全周灯３個連掲 

(正)②紅色全周灯３個連掲(任意) 

（テキストに赤字の部分を追記してください。） 

５３Ｐ、 ７行目 (誤)黒色円筒形１個 

(正)黒色円筒形１個(任意) 

５９Ｐ下～６行目 （テキストの下から６行目と７行目の間に、新規に次の例

題とその解を追記してください。次いでテキストの例題１

０を１１、例題１２を１３、例題１３を１４、例題１４を

１５と、問題番号を１つずつ増やしてください。） 

例題１０ 下図(１)～(３)に示す灯火及び形象物は、それ 

ぞれどのような船舶のどのような状態を表すか。ただし、

図中の  は白灯、 は紅灯、 は緑灯を、また、(３)は形

象物を示す。                (新規) 
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（海上衝突予防法） ５級 

 (解) 

(１) 省略 

(２) 省略 

(３) 昼間、航行中の操縦性能制限船であって、困難な曳航

作業に従事しているもので、その進路から離れることが著し

く制限されている状態を表している。曳航物件の後端までの

距離は２００メートルを超えている。 

６１Ｐ下～２行目 (誤)黒球菱形 

(正)黒色菱形 

６２Ｐ、１３行目 (誤)替えて 

(正)代えて 

６５Ｐ、 ２行目 (誤)次の①～②の霧中信号 

(正)次の○a ～○b の霧中信号 

第４章  ６９Ｐ、２６行目 (誤)非常用の位置無線標識による信号をイパーブから発射

する。 

(正) 非常用位置指示無線標識（EPIRB）から衛星に向けて

信号を発信する。 

第５章  ７１Ｐ、１１行目 (誤)特殊な状況に対する注意義務(第３９条) 

(正)注意等を怠ることについての責任(第３９条) 

 

Ⅱ 海上交通安全法 

第１章  ７５Ｐ、１８行目 (誤)(２)用語の定義 

(正)(２)用語の意義 

２２行目 (誤)工事又は作業を行っているため接近してくる他の船舶

の進路を避けることが容易でない船舶であって国土交通省

令で定める灯火又は標識を表示しているもの 

(正)工事又は作業を行っているため接近してくる他の船舶

の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める船

舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を表

示しているもの 

(１) (２) (３) 
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７６Ｐ、 １行目 (誤)白色全周灯 

(正)マスト灯 

２５行目 (誤)②工事又は作業を行っているため接近してくる他の舶

の進路を避けることが容易でない船舶であって国土交通省

令で定める灯火又は標識を表示しているもの 

(正)②工事又は作業を行っているため接近してくる他の船

舶の進路を避けることが容易でない国土交通省令で定める

船舶で国土交通省令で定めるところにより灯火又は標識を

表示しているもの 

第２章  ７７Ｐ、２０行目 (誤)(１)航路に沿って航行していない船舶(漁ろう船等は除

く。)が航路に沿って航行している船舶を避航(第１項) 

(正)(１)航路に沿わないで航行している船舶(漁ろう船等

を除く｡)が航路をこれに沿って航行している船舶を避航

(第１項) 

２４行目 (誤)航路に沿って航 

行している船舶 

(正)航路をこれに沿って航 

行している船舶 

２６行目 (誤)(漁ろう船等は除く) 

(正)(漁ろう船等を除く) 

７８Ｐ、１０行目 (誤)(２)航路に沿わないで航行している漁ろう船等及び航

路で停留している船舶は航路に沿って航行している巨大船

を避航(第２項) 

(正)(２)航路に沿わないで航行している漁ろう船等及び航

路で停留している船舶が航路をこれに沿って航行している

巨大船を避航（第２項) 

１５行目 (誤)航路に沿って 

航行している 

巨大船 

(正)航路をこれに沿って 

航行している 

巨大船 

２９行目 (誤)(３)物理的に航路に沿って航行している船舶であって

も、次にあげる①～③の各船舶は、海交法において航路に

沿って航行している船舶とはみなされない。(第３項) 

(正)(３)物理的に航路をこれに沿って航行している船舶で
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あっても、次にあげる①～③の各船舶は、海交法では航路

をこれに沿って航行していない船舶とみなされる。(第３

項) 

７９Ｐ、 ２行目 (誤)定められた船舶の航行方向と逆方向に 

(正)定められた船舶の進行方向と逆の方向に 

１１行目 （テキストの１１行目から１５行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

【注】海交法第３条第１項規定は、航路をこれに沿って航

行している船舶(巨大船を除く｡)を避航すべき義務から漁

ろう船等を除外している。そのため漁ろう船等と航路をこ

れに沿って航行している船舶(巨大船を除く｡)が互いに接

近して衝突するおそれが生じたときは、海上交通安全法で

は、これを処置することができない。従って、この場合は

海上衝突予防法で処置しなければならない。 

８０Ｐ、２０行目 (誤)国土交通省令で定める二つの地点の間 

(正)国土交通省令で定める二つの地点の間（則第３条、別

表第１を参照） 

８３Ｐ、 ９行目 （テキストの９行目から２６行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。 

(１) 国土交通省令で定める行先信号の原則 

① 航路の途中から針路を右転（Starboard）して航路外に

出、又は航路内に入ろうとする場合 

a 昼間は、第１代表旗の下に S旗を表示する。 

b 夜間は、｢長長短長｣の汽笛信号を鳴らす。 

② 航路の出入口の境界線を出てから３,５００ｍ以内で

針路を右転（Starboard）しようとする場合 

a 昼間は、第２代表旗の下に S旗を表示する。 

b 夜間は、｢長長長短｣の汽笛信号を鳴らす。 

③ 航路の途中から針路を左転（Port）して航路外に出、

又は航路内に入ろうとする場合 

a昼間は、第１代表旗の下に P旗を表示する。 

b夜間は、｢長長短短長｣の汽笛信号を鳴らす。 

④ 航路の出入口の境界線を出てから３,５００ｍ以内で

針路を左転（Port）しようとする場合 

a 昼間は、第２代表旗の下に P旗を表示する。 

b 夜間は、｢長長長短短｣の汽笛信号を鳴らす。 
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⑤ 航路を横断（Cross）しようとする場合 

a 昼間は、第１代表旗の下に C旗を表示する。 

b夜間は、｢長長長長｣（長音４回）の汽笛信号を鳴らす。 

（テキストの下から３行目と４行目の間に、次の文章を追

記してください。） 

(２) 中ノ瀬航路を航行する船舶の揚げ替えの負担を軽減

するため、平成１９年に見直された行先信号  

① 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航

路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、

同航路の東側の側方の境界線を横切って木更津港の区域に

入ろうとする船舶の行先信号 (富津、木更津方面) 

○a  昼間は、第１代表旗の下に N 旗及び S 旗を表示する。 

○b  夜間は、則６条、別表第２に掲げる地点で、「長長短

長」の汽笛信号を鳴らす。 

② 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航

路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、

同航路の北側の出入り口の境界線を横切って航行し、同航

路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延

長線３５００ｍの地点まで引いた線を横切って航行しよう

とする船舶の行先信号 (東京、千葉、木更津方面) 

○a  昼間は、第２代表旗の下に N旗及び S旗を掲げる。 

○b  夜間は、則６条、別表第２に掲げる地点で、「長長長

短」の汽笛信号を鳴らす。 

③ 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航

路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、

同航路の北側の出入り口の境界線を横切って航行しようと

する船舶の行先信号 (扇島、川崎方面) 

○a  昼間は、第２代表旗の下に N旗を表示する。 

○b  夜間は、則６条、別表第２に掲げる地点で、「長長短

長」又は「長長長短短」の汽笛信号を鳴らす。 

④ 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航

路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、

同航路の北側の出入り口の境界線を横切って航行し、同境

界線の西端から３４０°３５００ｍの地点まで引いた線を

横切って航行しようとする船舶の行先信号 (鶴見方面) 

○a  昼間は、第２代表旗の下に N 旗及び P 旗を表示する。 
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○b  夜間は、則６条、別表第２に掲げる地点で「長長短長」

の汽笛信号を鳴らす。 

              (参考) N旗は、中ノ瀬航路を示す。 

８５Ｐ、 １行目 (誤)船舶は、下図に示す航路の区間(斜線で示す部分)にお

いては、当該航路へ出入りし又は当該航路を横断(浦賀水道

航路においては航路の中央線を、来島海峡航路においては、

Ａ線及びＢ線をそれぞれ横切る出入りと横断に限る。)をし

てはならない。 

(正)船舶は、来島海峡航路の一部の区間(下図の斜線で示す

航路の区間)においては、航路外から航路に入り、航路から

航路外に出、又は航路を横断する航行（A線及び B線を横切

ることとなる場合に限る。）をしてはならない。 

                 （第３海堡の撤去により、平成２０年１月１日、浦賀水道

航路の一部区間における航路への出入り及び横断の制限規

定が削除されました(則第７条)。テキストの８５頁にある

浦賀水道航路の付図を削除してください。） 

８６Ｐ、 ３行目 (誤)①浦賀水道航路 

            ②来島海峡航路 

(正)来島海峡航路 

８７Ｐ、 ７行目 (誤)第１２条 航行し又は停留している巨大船以外の船舶

は、浦賀水道航路から変針して中ノ瀬航路へ入ろうとして

いる巨大船と衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の

進路を避けなければならない。 

(正)第１２条 航行し又は停留している船舶（巨大船を除

く。）は、浦賀水道航路をこれに沿って航行し、同航路から

変針して中ノ瀬航路へ入ろうとしている巨大船と衝突する

おそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければな

らない。 

１４行目 （テキストの１４行目から１６行までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

第 1２条は、巨大船が、航路をこれに沿って航行し、同航路

から変針して他の航路へ入ろうとしているときは、変針動

作で精一杯となるため、付近を航行し又は停留している他

の船舶の進路を避けることができなくなることを考慮した

航法規定である｡ 

下～１行目 （テキストの下から１行目と、これに続く次のページの４
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行目までの文章を、全て次の文章に書き換えてください。） 

伊良湖水道航路（又は水島航路）は、本来、二分航路(二分

航路にするためには、少なくとも１,４００ｍの幅員が必要

である。)とすべき航路であったが、周囲の海域が狭く、航

路の周辺に険礁、浅瀬及び島が存在するため、やむを得ず

航路幅を狭くして設定された航路である。そのため同航路

内で対面通航する船舶の全てが、同航路の中央から右の部

分を航行できなくなった事情を考慮して、この条の規定は

｢できる限り｣としたのである。 

８９Ｐ、 ３行目 (誤) ○a  毎２秒の単閃白光 

(正)  ○a  Ｎの文字の点滅 

５行目 (誤) ○b  毎２秒の単閃紅光 

(正) ○b  Ｓの文字の点滅 

９０Ｐ、 １行目 (誤)航明石海峡航路について： 

(正)明石海峡航路について： 

下～８行目 (誤)下にＳ旗を掲げるもの 

(正)下にＳ旗を表示した標識 

９３Ｐ、 ６行目 (誤)第１９条 水島の巨大船・漁ろう船等以外の船舶 

(正)第１９条 水島の巨大船及び漁ろう船等以外の船舶 

１４行目 (誤)(１)水島の巨大船・漁ろう船等以外の船舶とは 

(正)(１)水島の巨大船及び漁ろう船等以外の船舶とは 

２７行目 (誤)(７)変針して他の航路へ入ろうとしている巨大船とは、

海交法第１９条第４項に定める１つの航路から変針して他

の航路入ろうとしている巨大船 

(正)(７)変針して他の航路へ入ろうとしている巨大船とは、

航路をこれに沿って航行し､同航路から変針して他の航路

へ入ろうとしている巨大船をいう。 

９５Ｐ下～８行目 (誤)西水道から小島と 

波止浜の間の水道 

へ向かう船舶また 

は同水道から西水 

道へ向かう船舶 

(正)西水道を来島航路に沿って 

航行して小島と波止浜の間 

の水道へ出ようとする船舶 

又は同水道から来島海峡航 
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路に入って西水道を同航路 

に沿って航行しょうとする船舶 

下～３行目 （誤)(３)来島海峡航路に沿って航行している船舶とみなされ

ない場合 

(正)(３)来島海峡航路をこれに沿って航行している船舶と

みなされない場合 

下～２行目 (誤)来島海峡航路に沿って航行している船舶であっても､海

交法第２０条の航法規定に違反して航行している船舶は､航

法上は航路に沿って航行している 

(正)来島海峡航路をこれに沿って航行している船舶であっ

ても､海交法第２０条の航法規定に違反して航行している

船舶は､航法上は航路をこれに沿って航行している 

９６Ｐ、 ３行目 （テキストの３行目から１１行までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

潮流が南流の場合、東行船は来島海峡航路をできる限り大

島及び大下島側に近寄って航行し、西行船は同航路をでき

る限り四国側に近寄って航行するため、両船は同航路を航

行中は右舷対右舷で航過しなければならない。一方、両船

は来島海峡航路の出入り口の外側においては、常用航路を

左舷対左舷で航過しなければならない。このため潮流が南

流の場合、来島海峡航路の東口付近又は西口付近において、

航路に入ろうとする船舶と航路から出ようとする船舶が互

いに進路を交差させて、衝突の危険が発生しやすくなる。

潮流が北流の場合には、このような状況は発生しない。従

って、南流時に来島海峡航路に出入りする船舶は、同航路

の出入り口付近において、他の船舶と進路を交差させない

ように十分注意しなければならない。 

９８Ｐ下～１６行目 （テキストの下から１６行目と１７行目の間に、次の問題

とその答を新規に追記してください。次いで、練習問題の

４番の問題番号を、５に変更してください。） 

              ４ 海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問いに

答えよ。 

(１) 船舶は、航路においては原則として錨泊をしてはな

らないが、どのような事由があるときに限り、例外的に認

められるか。 

(２) 航路をこれに沿って航行する船舶が、航路の全区間
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において、法第５条(速力の制限)の規定を守らなければな

らない航路を４つあげよ。 

(３) 来島海峡航路をこれに沿って航行するとき、潮流の

流向に関係なく西水道を航行できるのは、西水道を航行中、

転流があった場合のほかどのような場合か。   ４級 

             答 

(１) ① 海難を避けるためやむを得ない事由があるとき。 

② 人命若しくは他の船舶を救助するためにやむを得な

い事由のあるとき。 

(２) ① 中ノ瀬航路 

② 浦賀水道航路 

③ 伊良湖水道航路 

④ 水島航路 

(３) 西水道を来島海峡航路に沿って航行して小島と波止

浜の間の水道へ出ようとする場合又は同水道から来島海峡

航路に入って西水道を同航路に沿って航行しようとする場

合 

９９Ｐ、 ４行目 (誤)（もし、そのような西行船がいれば、題意の針路でし

ばらく直進し、西行船が通過した後に針路を右転して海峡

の右側端に寄せる。) 

(正)（若し、そのような西行船がいたときは、西行船が針

路を左転して四国側に寄せたあとから、針路を右転して前

方の常用航路に就く。） 

１０２Ｐ下～１行目 （テキストの最下行の下に、次の例題とその解を新規に追

記してください。） 

例題５ 海上交通安全法及び同法施行規則に関する次の問

いに答えよ。 

本法の適用海域において、下図(ア)及び(イ)を掲げている 

のはそれぞれどのような船舶か。        ４級 

             (ア)      (イ) 

                                       青  

                        白 黄   

                                    

                                 赤  

              (解) 

(ア) 昼間、海上保安庁長官の許可を受けて航路及びその
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周辺海域で工事又は作業を行っているため、接近してくる

他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶 

(イ) 昼間、 航行し、停留し、又は錨泊している危険物

積載船 

 

Ⅲ 港則法 

第１章 １０６Ｐ、１０行目 (誤)（１）「雑種船」とは、汽艇、端舟、はしけ及びろかい

船をいう。 

(正)（１）「雑種船」とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろ

かいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転

する船舶をいう。 

１１行目 (誤)（２）「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入りできる

港又は外国船舶が常時出入りしている港をいう。 

(正)（２）「特定港」とは、喫水の深い船舶が出入りできる

港又は外国船舶が常時出入りしている港であって、港則法

施行令で定めるものをいう。 

第２章 １０７Ｐ、１２行目 (誤) ① 総トン数２０トン未満の船舶 

(正) ① 総トン数２０トン未満の船舶及び端舟その他ろ

かいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運

転する船舶 

１４行目 (誤) ③ 旅客定期航路事業に使用される船舶であって、あ

らかじめ港長に必要な書類を提出しているもの 

(正) ③ 旅客定期航路事業に使用される船舶であって、港

長の指示する入港実績報告書及び命令で定める書面を港長

に提出しているもの 

１８行目 (誤) ① 総トン数２０トン未満の船舶 

(正) ① 総トン数２０トン未満の船舶及び端舟その他ろ

かいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運

転する船舶 

２０行目 (誤) ③ 旅客定期航路事業に使用される船舶であって、あ

らかじめ港長に必要な書類を提出しているもの 

(正) ③ 旅客定期航路事業に使用される船舶であって、港

長の指定する入港実績報告書及び命令で定める書面を港長

に提出しているもの 

２６行目 (誤)別表１を参照) 

(正)別表第１を参照) 
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第３章 １１２Ｐ、 ３行目 (誤)〔航路航法〕(第１４条～第１８条)〕 

(正)〔港内航法〕（第１４条～第１９条)〕＜重要＞ 

４行目 (誤)港則法の第１４条～第１８条までを、｢港内航法｣とい

う。 

(正)港則法の第１４条～第１９条までの規定を｢港内航法｣

という。 

１１３Ｐ、１７行目 (誤)船舶は、次の①～③の航路においては、安全に代わり

行く余地を有する場合は、他の船舶を追い越すことができ

る。 

(正)船舶は、次の(１)の①～③に掲げる航路においては、

周囲の状況を考慮し、(２)に掲げる①及び②の何れにも該

当するときは、他の船舶を追い越すことができる｡ 

（１）航路内での追い越しが認められる航路 

① 京浜港の東京西航路 

② 名古屋港の東航路、西航路(湾曲部を除く。)及び北航

路 

③ 関門港の関門航路 

(２) 追い越すことができる条件 

① 当該他の船舶が、自船を安全に通過させるための動作

をとることを必要としないとき｡ 

② 当該他の船舶が、自船以外の船舶の進路を安全に避け

られるとき｡ 

１１４Ｐ、１６行目 (誤)（２）安全に代わり行く余地がない場合 

(正)（２）周囲の状況を考慮し、次に掲げる①及び②のい

ずれかに該当する場合 

① 当該他の船舶が、自船を安全に通過させるための動作

をとることを必要とするとき｡ 

② 当該他の船舶が､自船以外の船舶の進路を安全に避け

られないとき｡ 

１１５Ｐ、２０行目 （テキストの下から１２行目と、これに続く最下行までの

文章を、次の文章に書き換えてください。) 

（１）この条の制定趣旨 

第１５条は、入航汽船と出航汽船が、港の防波堤の入口又

は入口付近で出会うおそれのあるときは、入航汽船が防波

堤の外側で出航汽船の進路を避けて、出航汽船を優先的に

出航させることにより、両汽船が港の防波堤の入口又は入
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口付近で出会うおそれが生じないようにするための規定で

ある。この規定で入航汽船を避航船とした理由は、入航汽

船は、水域の広い防波堤の外側にあって行動が比較的自由

であり、かつ、船舶の混み合う内港にいる船舶を先に出航

させて、内港の水面に余裕ができてから入航した方が安全

であるためである。これが第１５条の制定趣旨であるので、

防波堤の入り口を形成するものは必ずしも人工的な防波堤

である必要はなく、これに代わって自然の岬の先端等が代

替されていても、それにより内港と外港が明らかに形成さ

れている港であれば、当該港の入航汽船に対してこの条の

適用はある。 

１１９Ｐ、１５行目 （テキストの１５行目から最下行までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

（１）雑種船の航法 

第１項の航法規定は、雑種船は、港内においては、雑種船

以外の船舶の進路を避けなければならないと定めている。

従って、雑種船が港内で他の雑種船と接近して衝突するお

それがあるときは、海上衝突予防法の航法規定で処置しな

ければならない｡ 

（２）小型船の航法  

第２項の航法規定は、小型船は、国土交通省令の定める船

舶交通が著しく混雑する特定港内においては、小型船及び

雑種船以外の船舶の進路を避けなければならないと定めて

いる。従って、国土交通省令の定める船舶交通が著しく混

雑する特定港内において、小型船は、他の小型船と接近し

て衝突するおそれがあるときは、海上衝突予防法の航法規

定で処置し、他の雑種船と接近して衝突のおそれがあると

きは、保持船となる｡ 

（３）小型船とは 

第２項の「小型船」とは、総トン数５００トン以下の雑種

船以外の船舶をいう。ただし、関門港においては、総トン

数３００トン以下の雑種船以外の船舶とする｡ 

（４）国土交通省令の定める船舶交通が著しく混雑する特

定港とは  

第２項の国土交通省令の定める「船舶交通が著しく混雑す

る特定港」とは、① 京浜港 ② 名古屋港 ③ 四日市港（第
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１航路及び午起航路に限る。）④ 阪神港（尼崎西宮芦屋区

を除く｡）⑤ 関門港（響新港区を除く。）とする。 

（５）標識  

第３項の標識は、国際信号旗の「数字旗１」とする。 

１２１Ｐ、 ７行目 (誤)航路に寄らなければ・・・ 

(正)航路によらなければ・・・ 

１０行目 (誤)(２)安全にかわりゆく余地がある場合に限り、 

(正)(２)港則法施行規則の特定航法により、 

１５行目 (誤)(１)航路に寄らなければならない 

(正)(１)航路によらなければならない 

２０行目 (誤)(３)①総トン数２０トン未満の船舶 

(正)(３)①総トン数２０トン未満の船舶及び端舟その他ろ

かいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運

転する船舶 

２２行目 (誤)旅客定期航路事業に使用される船舶であって、あらか

じめ港長に必要な書類を提出しているもの 

(正)旅客定期航路事業に使用される船舶であって、港長の

指示する入港実績報告書及び命令で定める書面を港長に提

出しているもの 

１２２Ｐ、１６行目 (誤)(港則法１４条１項) 

(正)(港則法第１４条第１項) 

第４章 １２４Ｐ、 ３行目 (誤)危険物を積載した船舶、 

(正)爆発物その他の危険物を積載した船舶 

４行目 （テキストの４行目と５行目の間に、次の文章を新規に追

記してください。） 

この条の規定による危険物の種類は、危険物船舶運送及び

貯蔵規則第２条第１号に定める危険物及び同条第１号の２

に定めるばら積液体危険物のうち、これらの性状、危険の

程度等を考慮して告示で定めるものをいう。 

１２７Ｐ、 ６行目 (誤) ４級 

(正) ４級・５級 

第７章 １２９Ｐ、 ３行目 (誤)航舶交通の妨げとなる 

(正)船舶交通の妨げとなる 

１５行目 (誤)港港則法の規定によると、 

(正)港則法の規定によると、 

１３０Ｐ、１９行目 (誤)できるだけこれに近づき 
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(正)できるだけこれに近寄り 

 

Ⅳ 船員法 

第１章 １３４Ｐ  ４行目 (誤)日本船舶（又は日本船舶以外の国土交通省令の定める

船舶）に乗り組む船長、海員及び予備船員をいう。 

(正)日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船

舶に乗り組む船長、海員及び予備船員をいう。 

（テキストから()を削除してください。) 

１３９Ｐ、１０行目 (誤)船舶全てが・・・ 

(正)船舶の全てが・・・ 

１５行目 (誤)上の③の場合 

(正)上記の③の場合 

１４５Ｐ、２３行目 (誤)次の各号(①～③)に掲げる事項 

(正)次に掲げる①～③の事項 

１４６Ｐ、 ３行目 (誤)その監督の下に行なわなければならない。 

(正)その監督の下に行なわせること。 

１３行目 (誤)その監督の下に行なわなければならない。 

(正)その監督の下に行なわせること。 

１４８Ｐ、１４行目 （テキストの１４行目から２０行までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

船長は、法第１９条の規定による「航行に関する報告」を

しようとするときは、遅滞なく、最寄りの「地方運輸局等

の事務所」において、「地方運輸局長等」に対し、航行に関

する報告書３通を提出し、かつ、航海日誌を提示しなけれ

ばならない。 

（参考）「地方運輸局等の事務所」とは、①地方運輸局の事

務所(地方運輸局、海運監理部、運輸支局及び海事事務所を

指す。)及び②指定市町村長の事務所(法第１０４条の規定

に基づき国土交通大臣の事務を行う市町村長の事務所を指

す。)をいう。また、「地方運輸局長等」とは、地方運輸局

長又は指定市町村長をいう。 

下～５行目 (誤)最寄りの地方運輸局等の事務所(実際には、地方運輸局

又は海運支局となる場合が多い。)に、航行に関する報告を

しなければならない｡ 

(正)最寄りの地方運輸局等の事務所において航行に関する

報告をしなければならない｡ 
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（テキストから「（実際には、地方運輸局又は海運支局とな

る場合が多い。）」を削除してください。） 

１４９Ｐ、１５行目 (誤)最寄りの地方運輸局又は海運支局(又は指定市町村長の

事務所)に、 

(正)最寄りの地方運輸局等の事務所において、 

第４章 １５３Ｐ、 ８行目 (誤)次の場合、遅滞なく最寄りの地方運輸局等において、 

(正)次の①と②の場合、遅滞なく最寄りの地方運輸局等の

事務所において、 

１３行目 (誤)次の①及び②にあげる場合、遅滞なく最寄りの地方運

輸局等において、 

(正)次の①と②の場合、遅滞なく最寄りの地方運輸局等の

事務所において、 

第９章 １５６Ｐ、 ９行目 (誤)最寄りの地方運輸局又は海運支局において、 

(正)最寄りの地方運輸局等の事務所において、 

 

Ⅴ 船員労働安全衛生規則 

第１章 １５８Ｐ、 ８行目 (誤)・・聴いて、安全担当者を選任しなければならない。 

(正)・・聴いて、甲板部､機関部､無線部、事務部その他の

各部について当該部の海員の中からそれぞれ安全担当者を

選任しなければならない｡ 

１５行目 (誤)次の①～⑥に掲げる事項 

(正)次に掲げる事項 

１５９Ｐ、 ５行目 （テキストの５行目の例題とその解に、次の赤字で示した

部分を追記してください。） 

例題 安全担当者は、次の（１）～（３）の事項に関して、

それぞれどのような業務を行わなければならないか｡ 

（１）作業設備及び作業用具 

（２）発生した災害  

（３) 作業の安全    （船員労働安全衛生規則） 

４級・５級 

（解） 

（１）作業設備及び作業用具の点検及び整備に関すること｡ 

（２）発生した災害の原因の調査に関すること｡ 

（３）作業の安全に関する教育及び訓練に関すること｡ 

２２行目 (誤)次の①～④にあげる事項を 

(正)次に掲げる事項を 
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１６０Ｐ、 ６行目 (誤)次の①～⑥にあげる事項を 

(正)次に掲げる事項を 

第２章 １６３Ｐ、 ３行目 (誤)次に掲げる①～⑯の作業 

(正)次に掲げる作業 

 

Ⅵ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 

第１章 １７１Ｐ、１５行目 (誤)第４章の４船舶の海洋汚染防止設備等及び・・・ 

(正)第４章の５船舶の海洋汚染防止設備等及び・・・ 

１７２Ｐ、１１行目 (誤)海洋の汚染等及び海上災害の防止 

(正)海洋汚染等及び海上災害の防止 

１２行目 (誤)何人も、油、有害液体物質等又は廃棄物の排出、船舶

からの排出ガスの放出その他の行為により・・・ 

(正)何人も、船舶、海洋施設又は航空機からの油、有害液

体物質等又は廃棄物の排出、油、有害液体物質等又は廃棄

物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出その他の行為

により・・・ 

１６行目 (誤)発生した場合において、排出された油 

(正)発生した場合において排出された油 

下～４行目 (誤)第２項の防除とは､排出油の広がりを防ぎ、引き続く排 

出油等の排出を防止し、排出された油等を除去することを

いう。（則第３９条第１項を参照） 

(正)第２項の排出された油又は有害液体物質等(以下排出

油等という。)の防除とは､排出油等の広がりを防ぎ、引き

続く排出油等の排出を防止し、排出された油等を除去する

ことをいう。（第３９条第１項） 

（「（則第３９条第１項）」から、先頭の「則」を削除してく

ださい。) 

１７３Ｐ下～９行目 （テキストの下から９行目以下の文章を、全て次の文章に

に書き換えてください。なお、（６）、（９）及び（１４）は、

新規に追記したものです。） 

（５）「廃棄物」とは、人が不要とした物(油及び有害液体

物質等を除く。)をいう。 

（６）｢オゾン層破壊物質｣とは、オゾン層を破壊する物質

であって、政令で定めるものをいう。 

（７)「排出ガス」とは、船舶において発生する物質であっ

て､大気を汚染するものとして政令で定めるもの及びオゾ
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ン層破壊物質をいう。 

（８）「排出」とは、物を海洋に流し、又は落とすことをい

う。 

（９）｢海底下廃棄｣とは、物を海底下に廃棄すること(貯蔵

することを含む。)をいう。 

（１０)「放 出」とは､物を海域の大氣中に排出し、又は

流出させることをいう。 

（１１）「ビルジ」とは、船底にたまった油性混合物をいう。 

（１２）「廃油」とは、船舶内において生じた不要な油をい

う。 

（１３）「危険物」とは、原油、液化石油ガスその他の政令

で定める引火性の物質をいう。 

（１４) ｢海洋環境の保全等｣とは、海洋環境の保全並びに

船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン

層の破壊に係る環境の保全をいう。 

第２章 １７５Ｐ、 ３行目 (誤)何人も、船舶から油を排出してはならない。 

(正)何人も、海域において、船舶から油を排出してはなら

ない。 

９行目 (誤)次の①～③に掲げる事項が、政令で定める基準に適合

している場合は、「ビルジ等」を船舶から排出することがで

きる。 

(正)前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる①～③の事

項が、政令で定める基準に適合しているものについては、

船舶から「ビルジ等」を排出することができる。 

１５行目 (誤)（タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出が

認められる場合）：次の①～④に掲げる事項が、政令で定め

る基準に適合している場合は、「水バラスト等」をタンカー

から排出することができる。 

(正)（タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出が

認められる場合）：第１項本文の規定にかかわらず、次に掲

げる①～④の事項が、政令で定める基準に適合するものに

ついては、タンカーから貨物油を含む「水バラスト等」を

排出することができる。 

２５行目 (誤)第２項の政令で定める基準〔船舶からのビルジその他

の油の排出基準)（令第１条の８を参照） 

(正)第２項の政令で定める基準（船舶からの「ビルジ等」
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の排出基準)（令第１条の８） 

２７行目 (誤)一般海域における船舶からの「ビルジ等」の排出基準

は、次の通りである｡ 

① 排出される油中の油分の濃度は、１５ppm以下であるこ

と。 

② 排出海域は、全ての国の領海の基線から１２海里を超

える海域で排出すること。 

(正)一般海域における船舶からの｢ビルジ等｣の排出基準は、

次の通りである｡ 

① 排出される油中の油分の濃度は、希釈しない状態で１

５ppm以下であること。 

② 排出海域は、南極海域(南緯６０度以南の海域をいう。)

以外の海域で排出すること｡ただし、当該ビルジ等の排出は、

できる限り、海岸から離れて排出するよう努力しなければ

ならない。 

１７６Ｐ、 ７行目 (誤)（３）第３項の「水バラスト等」とは、タンカーの水

バラスト、貨物倉の洗浄水及びビルジをいう。 

(正)（３）第３項の貨物油を含む「水バラスト等」とは、

タンカーの貨物油を含む水バラスト、貨物倉の洗浄水及び

ビルジをいう。 

９行目 (誤)（４）第３項の政令で定める基準〔タンカーからの貨

物油を含む水バラスト等の排出基準（令第１条の９を参

照）〕 

(正)（４）第３項の政令で定める基準(タンカーからの貨物

油を含む「水バラスト等」の排出基準)（令第１条の９） 

１７７Ｐ、 ２行目 （テキストの２行目から１２行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、

当該船舶が貸し渡されているとき船舶借入人。以下同じ。)

は、船舶(ビルジ等が生じることのない船舶を除く。)にビ

ルジ等排出防止設備（船舶内に存在する油の船底への流入

の防止又はビルジ等の船舶内における貯蔵若しくは処理の

ための設備をいう。）を設置しなければならない。 

第２項 前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラ

スト等排出防止設備（貨物油を含む水バラスト等の船舶内

における貯蔵又は処理のための設備をいう。）を設置しなけ
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ればならない。 

第３項 前２項に定めるもののほか、国土交通省令で定め

るタンカーには、分離バラストタンク〔タンカーの貨物艙

(ばら積みの液体貨物を輸送するものに限る。以下同じ。)

及び燃料タンクから完全に分離されているタンクであって

水バラストの積載のために常置されているものをいう。以

下同じ。〕又は貨物艙原油洗浄設備（原油により貨物艙を洗

浄する設備をいう。）を設置しなければならない。 

１３行目 (誤)国土交通省令で定めるタンカーとは（技術上の基準を

定める省令第１４条参照） 

      上記の国土交通省令の定めるタンカーとは、次の①及び②

をいう。 

(正)第３項の国土交通省令で定めるタンカー及び当該船舶

が設置すべき分離バラストタンク又は貨物艙原油洗浄設備

に関する規定は、下記のとおりである。（技術上の基準を定

める省令第 1４条） 

１７８Ｐ、 ２行目 (誤) 総トン数４００トン以上の船舶は船首隔壁より前方に

あるタンク（船首水槽）に油を積載してはならない。 

(正) 総トン数４００トン以上の船舶(載貨重量トン数が６

００トン以上のタンカーにあっては総トン数が１００トン

以上の船舶)は、船首隔壁より前方にあるタンク（船首水槽）

に「油」を積載してはならない。(則第８条の９) 

４行目 (誤)第２項 次に掲げる①及び②には「水バラスト」を積

載してはならない｡ 

(正)第２項 次の①に掲げるタンカーの貨物艙及び②に掲

げる船舶の燃料油タンクには「水バラスト」を積載しては

ならない｡ 

１１行目 （テキストの１１行目から２４行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

水バラストを積載できる場合 

第２項但し書きにより、同項の①に掲げるタンカーの貨物

艙及び②に掲げる船舶の燃料油タンクに水バラストを積載

できる場合(則第８条の１１) 

① 載貨重量トン数２万トン以上の原油タンカー及び載貨

重量トン数３万トン以上の精製油運搬船の貨物艙に水バラ

ストを積載できる場合は、次のとおりである。 
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○a  悪天候下において、船舶の安全を確保するためやむを

得ない場合 

○b  ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタ

ンカーが港湾荷役機械の下で固体貨物の荷役を行うため

やむを得ない場合。 

○c  船舶が桁下高の小さい橋その他の障害物の下を安全

に航行するためやむを得ない場合。 

○d  港湾、運河等において船舶の安全を確保するため特別

の喫水が要求される場合 

② 総トン数１５０トン以上のタンカー及び総トン数４,

０００トン以上のタンカー以外の船舶の燃料油タンクに水

バラストを積載できる場合は、次のとおりである。 

○a  悪天候下において、船舶の安全を確保するためやむを

得ない場合 

○b  船舶の復原性を確保するためやむを得ない場合。 

１７９Ｐ、 ２行目 (誤)この条の国土交通省令で定める分離バラストの排出方

法とは、分離バラスとの排出方法のことで、次に掲げる①

及び②の２つの方法がある。(則第９条を参照) 

(正)この条の国土交通省令で定める分離バラストの排出方

法は、次に掲げる①又は②の方法によらなければならない。

（則第８条の１３） 

１７行目 (誤)(則第９条を参照) 

(正)(則第９条) 

１９行目 (誤)第２項の「国土交通省令で定める油の取扱いに関する

作業の経験その他の要件」とは、油濁防止管理者の要件の

ことで、次に掲げる①と②である。（則第１０条を参照） 

(正)第２項の「国土交通省令で定める油の取扱いに関する

作業の経験その他の要件を備えた者」とは、油濁防止管理

者の要件に関する規定で、次に掲げる①及び②の条件を満

たした者でなければならない。（則第１０条） 

２２行目 (誤)海技従者の免許を受けている者であること。 

(正)海技士の免許（通信及び電子通信の資格を除く。）を受

けている者であること。 

１８０Ｐ、 ４行目 (誤)この条の「国土交通省令で定める船舶」とは、油濁防

止規程を定めるべき船舶のことで､次の①と②に掲げる船

舶である｡（則：第１１条を参照） 
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(正)この条の「国土交通省令で定める船舶」とは、油濁防

止規程を定めるべき船舶のことで､次に掲げる①と②の船

舶である｡（則第１１条） 

９行目 (誤)この条の「国土交通省令に定めるところにより」とは、

次の通りである。（則１１条の２を参照） 

(正)この条の「国土交通省令で定めるところにより」とは、

下記のとおりである｡(則第１１条の２) 

１１行目 （テキストの１１行目から１４行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

油濁防止規程に定めるべき事項は、次に掲げる①～③の事

項とし、その内容は、当該船舶に乗り組む船員が油の不適

正な排出を防止するために遵守すべきものとして適切なも

のでなければならない。 

① 油濁防止管理者の選任及び解任の手続き､職務並びに

権限に関する事項 

② 油濁防止規程の変更の際の手続きに関する事項 

③ 油の不適正な排出の防止のためにとるべき措置に関す

る事項 

２２行目 (誤)次の①と②に掲げる船舶である。 

(正)次に掲げる①と②の船舶である。 

１８１Ｐ、２０行目 (誤)② 船舶の燃料油タンクからの水バラスト又は洗浄水

の排出又は処分 

(正)② 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は

洗浄水の排出又は処分 

２１行目 (誤)③ 船舶におけるスラッジの収集及び処分 

(正)③ 船舶におけるスラッジその他の油性残留物の収集

及び処分 

第３章 １８４Ｐ、 ４行目 (誤)次の①及び②②該当する廃棄物の排出については、 

(正)次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出について

は、 

第４章の５ 

１８５Ｐ、 ２行目 (誤)第４章の４ 

(正)第４章の５ 

１１行目 (誤)この条の｢検査対象船｣とは、 

(正)この条の｢検査対象船舶｣とは、 

２１行目 (誤)この条の｢海洋汚染防止設備｣とは、 
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(正)この条による｢海洋汚染防止設備｣とは、 

２５行目 (誤)この条の｢海洋汚染防止設備等｣とは、検査対象船舶に

設置された海洋汚染防止設備(タンカー又は第９条の３第

３項に規定する船舶にあっては、その貨物艙を含む。)をい

う。 

(正)この条による「海洋汚染防止設備等」とは、検査対象

船舶に設置された海洋汚染防止設備にタンカー又は第９条

の３第３項に規定する船舶の貨物艙を含めたものをいう。 

２８行目 (誤)この条の｢海洋汚染防止緊急措置手引書等｣とは、当該

船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書、

有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染防止緊急措

置手引書をいう。 

(正)この条による「海洋汚染防止緊急措置手引書等」とは、

検査対象船舶に備え置き､又は掲示された油濁防止緊急措

置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書又は海洋汚染

防止緊急措置手引書をいう。 

１８６Ｐ、 １行目 (誤)この条の「大気汚染防止検査対象設備」とは、 

(正)この条による「大気汚染防止検査対象設備」とは、 

１７行目 (誤)（１）定期検査の結果、海洋汚染防止設備等が技術基

準に適合すると認められた場合は、海洋汚染等防止証書が

交付される｡ 

(正)（１）定期検査の結果、海洋汚染防止設備等、海洋汚

染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備が、

それぞれの技術基準に適合すると認められた場合は、海洋

汚染等防止証書が交付される｡ 

第６章 １８７Ｐ、１０行目 (誤)油が、1万平方メートルを超えて 

(正)油又は有害液体物質が、1０,０００平方メートルを超

えて 

１３行目 （テキストの１３行目から２２行までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

第１項の「次に掲げる油その他の物質（以下この条におい

て油等という。）の排出があった場合」とは、次に掲げる場

合をいう。 

① 大量の特定油(１００リットル以上の特定油をいう。)

の排出があった場合 

② 特定油以外の油（濃度及び量が国土交通省令で定める
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基準以上であるものに限る。）の排出があった場合 

③ 有害液体物質等（国土交通省令で定める量以上である

ものに限る。）の排出があった場合 

④ 海洋環境に特に悪影響を及ぼすものの排出があった場

合 

(則第２８条) 

１８８Ｐ、 １行目 (誤)海次の文の   内に・・・ 

(正)次の文の   内に・・・ 

６行目 (誤)大量の特定油が排出された場合の防除措置等(第３９

条) 

(正)大量の油又は有害液体物質の排出があった場合の防除

措置等（第３９条） 

７行目 （テキストの７行目から１１行までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

船舶から大量の油(１００リットル以上の油)又は有害液体

物質(同物質の区分により１リットル～１０００リットル

以上の有害液体物質)の排出があったときは､当該排出され

た油又は有害液体物質が積載されていた船舶の船長は、直

ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油

又は有害液体物質の広がり及び引き続く油又は有害液体物

質の排出の防止並びに排出された油又は有害液体物質の除

去（以下「排出油等の防除」という。）のための応急措置を

講じなければならない。 

 

Ⅶ 口述試験のみに出題される一般法規 

１ 船舶法 

１９３Ｐ、 ５行目 (誤)１０センチメートル以上の国字を以って記すこと｡ 

(正)１０センチメートル以上の漢字、平仮名、片仮名、ア

ラビア数字、ローマ字又は国土交通大臣の指定する記号を

以って記すこと｡ 

２ 船舶安全法 

１９６Ｐ下～３行目 （テキストの下から３行目と４行目の間に、次の文章を新

規に追記してください。） 

第２項 船舶検査証書は、国土交通大臣の特に定むる場合

においては、その有効期間満了後３ヶ月まではなおその効

力を有す。この場合において必要なる事項は、国土交通省
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令をもってこれを定む。 

第３項 船舶検査証書は中間検査、臨時検査又は特別検査

に合格せざる船舶については、これに合格するまでその効

力を停止する。 

１９７Ｐ、１１行目 (誤)・・・びに全国で指定された４９の水域をいう。 

(正)・・・びに全国で指定された５１の水域をいう。 

１９８Ｐ、１７行目 (誤)下表のとおりとする。(第２項) 

(正)下表のとおりとする。(則第１８条第２項) 

下～１行目 （テキストの下から１行目の下方に、次の文章を新たに追

記してください。） 

参考 検査基準日とは、船舶検査証書の有効期間が満了す 

る日に相当する毎年の日をいう。 

１９９Ｐ、 ２行目 (誤)船舶検査証書等の船内掲示（第４０条) 

(正)船舶検査証書等の備付け（則第４０条） 

３行目 (誤)船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内のみやす

い場所に掲げておかなければならない｡ 

(正)船長は、船舶検査証書及び臨時変更証を船内に備えて

おかなければならない｡ 

２００Ｐ、 ５行目 (誤)船長は、この証書をどこに掲げておかなければならな

いか｡ 

(正)船長は、この証書をどこに備えておかなければならな

いか｡ 

１３行目 (誤)船内のみやすい場所 

(正)船内 

３ 船舶職員及び小型船舶操縦者法 

２０１Ｐ、 ４行目 (誤)この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ますべき者

の資格を定め、もって船舶の航行の安全を図ることを目的

とする｡ 

(正)この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ますべき者

の資格及び遵守すべき事項等を定め、もつて船舶の航行の

安全を図ることを目的とする｡ 

１０行目 (誤)第４項 この法律において「海技従事者」とは、 

(正)第５項 この法律において「海技士」とは、 

１２行目 (誤)〔海技従事者の免許及び海技従事者国家試験〕 

(正)〔海技士の免許及び海技士国家試験〕 

下～１行目 （テキストの下から１行目と８行目までの文章を、次の文
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章に書き換えてください。） 

船舶職員になろうとする者は、海技士の免許（以下「海技

免許」という。）を受けなければならない｡ 

第２項 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験

（以下「海技試験」という。）に合格し、かつ､その資格に

応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当り

必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習

（以下「海技免許講習」という。）であって第１７条及び第

１７条の２の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの

（以下「登録免許講習」という。）の課程を修了した者につ

いて行う。 

              第３項 海技免許の申請は､申請者が海技試験に合格した

日から１年以内に行わなければならない｡ 

２０２Ｐ、 ２行目 (誤)国土交通大臣は、免許を与えたときは、海技従事者免

許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならな

い｡ 

(正)国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免

許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならな

い｡ 

１１行目 (誤)次の各号の１に該当する者 

(正)次の各号のいずれかに該当する者 

１７行目 (誤)第３号 国土交通大臣が指定する講習の課程を修了し

た者 

(正)第３号 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員と

して職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及

び能力を習得させるための「登録海技免状更新講習」の課

程を修了した者 

下～１６行目 （テキストの下から１６行目と、これに続く次のページの３

行目までの文章を、次の文章に書き換えてください。） 

国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当する

ときは、その海技免許を取り消し、２年以内の期間を定め

てその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することがで

きる｡ただし、これらの事由によって発生した海難について

海難審判庁が審判を開始したときは、この限りでない。 

１号 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反した

とき｡ 
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２号 船舶職員としての職務（又は小型船舶操縦者として

の業務）を行うに当り､海上衝突予防法その他の法令の規定

に違反したとき｡ 

第２項 国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶

職員の職務を適正にできない者と認めるときは、その海技

免許を取り消すことができる。 

第３項 国土交通大臣は、前２項の規定により海技免許の

取り消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を

聴かなければならない。 

２０３Ｐ、 ４行目 (誤)〔船舶職員〕 

(正)〔船舶職員の乗組み〕 

６行目 （テキストの６行目から８行目までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

船舶所有者は、政令で定める船舶職員として船舶に乗り組

ますべき者に関する基準（以下｢乗組み基準｣という。）に従

い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免

状を受有する海技士を乗り組ませなければならない｡ 

２項 船舶所有者は、小型船舶以外の船舶には、２０歳に

満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として

乗り組ませてはならない。 

３項 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国

土交通省令で定める電波法第４０条の資格について同法第

４１条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務

を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。(則第６０

条の８の４) 

９行目 (誤)８ 海技従事者がなること・・・ 

(正)８ 海技士がなること・・・ 

１１行目 (誤)海技従事者でなければ、 

(正)海技士でなければ、 

１２行目 (誤)９ 海技免状の携行(第２３条) 

(正)９ 海技免状の携行(第２５条) 

１３行目 (誤)海技従事者は、 

(正)海技士は、 

１５行目 (誤)海技従事者が 

(正)海技士が 

２０４Ｐ、１１行目 (誤)総トン数１,６００トン未満のもの 
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(正) 総トン数５,０００トン未満のもの 

１７行目 (誤)１０ 海技免状の譲渡等の禁止(第２４条) 

(正)１０ 海技免状の譲渡等の禁止(第２５条の２) 

１８行目 (誤)海技従事者は、 

(正)海技士は、 

２４行目 (誤)海技従事者が、 

(正)海技士が、 

２７行目 (誤)② 船舶職員として職務を行うに当たり、非行があっ

たとき。 

(正)② 船舶職員として職務（又は小型船舶操縦者として

の業務）を行うに当り､海上衝突予防法その他の法令の規定

に違反したとき｡ 

２８行目 (誤)海技従事者が、 

(正)海技士が、 

２０５Ｐ、 ４行目 (誤)海技従事者が、 

(正)海技士が、 

８行目 (誤)総トン数１,６００トン未満のもの 

(正)総トン数５,０００トン未満のもの 

１８行目 (誤)海技従事者は、 

(正)海技士は、 

２２行目 (誤)海技従事者は、 

(正)海技士は、 

２４行目 (誤)(海技従事者が・・ 

(正)(海技士が・・ 

４ 海難審判法 

２０６Ｐ、 ３行目 （テキストの３及び４行目の文章を、次の文章に書き換え

てください。） 

この法律は、職務上の故意又は過失によって海難を発生さ

せた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対する懲

戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所における

審判の手続き等を定め、もつて海難の発生の防止に寄与す

ることを目的とする。 

５行目 （テキストの５行目から１１行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。なお、第２条の名称は「定義」に

変更されました。） 

２ 定義(第２条) 
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この法律において｢海難｣とは、次に掲げるものをいう。 

① 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 

② 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 

③ 船舶の安全又は運航の阻害 

１２行目 （テキストの１２行目から最下行までの文章を、全て次の

新規の文章で上書きしてください。） 

３ 懲戒（第３条） 

海難審判所は、海難が海技士若しくは小型船舶操縦士又は

水先人の職務上の故意又は過失によって発生したものであ

るときは、裁決をもってこれを懲戒しなければならない。 

２０７Ｐ、 １行目 (誤)４ 懲戒(第５条) 

(正)４ 懲戒の種類（第４条） 

５行目 （テキストの５行目と６行目の間に、次の文章を新規に追

記してください。） 

〔裁決の執行〕 

５ 免許取り消しの裁決の執行(第４９条) 

              第４９条 免許の取り消しの裁決があったときは、理事官

は、海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を

取り上げ、これを国土交通大臣に送付しなければならない。 

６ 業務停止の裁決の執行(第５０条) 

第５０条 業務の停止の裁決があったときは、理事官は、

海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状を取り

上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。） 

８行目 (誤)この法律は、海難審判庁の審判によって海難の原因を

明らかにし、もってその発生の防止に寄与することを目的

とする。 

(正)この法律は、職務上の故意又は過失によって海難を発

生させた海技士若しくは小型船舶操縦士又は水先人に対す

る懲戒を行うため、国土交通省に設置する海難審判所にお

ける審判の手続き等を定め、もつてその発生の防止に寄与

することを目的とする｡ 

５ 検疫法 

２０８Ｐ、 ７行目 （テキストの７行目から１１行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

この法律において｢検疫感染症｣とは、次に掲げる感染症を

いう。 
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① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症 

② 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律に規定する新型インフルエンザ等感染症 

③ 前２号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症

のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためそ

の病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定

めるもの 

参考 第③号の政令で定める感染症とは、デング熱、鳥イ

ンフルエンザ及びマラリアをいう。 

１３行目 （テキストの１３行目から次のページの６行目までの文章

を、次の文章に書き換えてください。） 

次の①及び②に掲げる船舶（以下「外国から来航した船舶」

という。）の長(長に代わってその職務を行うものを含む。

以下同じ。)は、検疫済症又は仮検疫済証の交付を受けた後

でなければ、当該船舶を国内(本州、北海道、四国及び九州

並びに厚生省令で定めるこれらに附属する島の区域内をい

う。以下同じ。)の港に入れてはならない｡ただし、外国か

ら来航した船舶の長が、検疫を受けるため当該船舶を検疫

区域若しくは第８条第３項の規定により指示された場所

（検疫所長が指示した検疫区域以外の場所）に入れる場合

若しくは第５条但し書第１号の確認を受けた者（検疫感染

症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫

所長の確認を受けた者）の上陸若しくは同号の確認を受け

た物（検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らか

である旨の検疫所長の確認を受けた物）若しくは第１３条

の２の指示に係る貨物(検疫所長が、検疫感染症につき、船

舶に積載された貨物について病原体の有無の検査を行うこ

とが困難であると認め、同項の検査を行うため検疫所長の

指示する場所に陸揚げし、又は運び出すべき旨を指示され

た貨物)の陸揚げのため当該船舶を港に入れる場合は、この

限りでない。 

① 外国を発航し又は外国に寄港して来航した船舶 

② 航行中に、外国を発航し又は外国に寄港した他の船舶

から人を乗り移らせ又は物を運び込んだ船舶 

２１０Ｐ、１１行目 （テキストの１１行目から１４行目までの文章を、次の文



41 

 

章に書き換えてください。） 

船舶の長は、検疫を受けるため当該船舶を検疫区域又は第

８条第３項の規定より指示された場所に入れたときから、

検疫済証又は仮検疫済症の交付を受けるまでの間、厚生労

働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げ

なければならない｡ 

             船舶が港内に停泊中に、第１９条第１項の規定により仮検

疫済証が失効し、又は同条第２項の規定により仮検疫済症

が失効した旨の通知を受けた場合に、その失効又は失効の

通知を受けた時から、当該船舶を港外に退去させ、又は更

に検疫済証若しくは仮検疫済症の交付を受ける間も、同様

とする。 

下～３行目 （テキストの下から３行目以下の文章を、次の文章に書き

換えてください。） 

検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が

国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等

の長に対して、検疫済症を交付しなければならない｡ 

２項 検疫所長は、船舶の長が第６条の通報をした上厚生

労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事

項を通報した場合において、これらの通報により、当該船

舶を介して、検疫感染症の病原菌が国内に侵入することが

ないと認めたときは、あらかじめ、当該船舶の長に対して、

検疫済証の交付をする旨の通知をしなければならない。 

２１１Ｐ、 ２行目 （テキストの２行目から５行目までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

検疫所長は、検疫済症を交付できない場合においても、当

該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するお

それがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対

して、一定の期間を定めて、仮検疫済症を交付することが

できる｡ 

７行目 （テキストの７行目から９行目までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前条の規定により定

められた期間内に、検疫感染症の患者又は検疫感染症によ

る死者が発生したときは、当該仮検疫済症は、その効力を

失う｡この場合において、当該船舶等の長は、直ちに、その
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旨を最寄りの検疫所長に通報しなければならない。 

１４行目（誤）検疫感染症の種類を２つあげよ。 

（正）日本国内に常在しない検疫感染症の種類を２つあげよ。 

１５行目（誤）① コレラ 

② 黄熱 

（正）(次のうちから２つ答える) 

① デング熱 

② 鳥インフルエンザ 

              ③ マラリア 

６ 危険物船舶運送及び貯蔵規則 

２１３Ｐ、 ４行目 （テキストの４行目から６行目までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱

い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びそ

の標準については、他の命令の規定によるほか、この規則

の定めるところによる｡ 

８行目 （テキストの８行目から最下行までの文章を、次の文章に

書き換えてください。なお、（３）は、新規に追記したもの

です。） 

(１)この規則において危険物とは、次に掲げる９種類のも

のをいう。 

① 火薬類 

② 高圧ガス 

③ 引火性液体類 

④ 可燃性物質類  

⑤ 酸化性物質類  

⑥ 毒物類 

⑦ 放射性物質等 

⑧ 腐食性物質 

⑨ 有害性物質 

(２)この規則においてばら積み液体危険物とは、ばら積み

して運送される液体の物質であって、次に掲げる４種類の

ものをいう。 

① 液化ガス物質 

              ② 液化化学薬品 

③ 引火性液体物質：引火点が摂氏６１度以下の液体(①及
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び②に掲げるものを除く。)であって告示で定めるものをい

う。 

④ 有害性液体物質 

(３)この規則において常用危険物とは､船舶の航行又は人

命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険

物をいう。 

 (参考)この規則による危険物及びばら積液体危険物の品名

は告示で定めるものとする。(第３条第３項) 

２１４Ｐ、 ５行目 (誤)標識（第５条の７） 

(正)危険物を積載している船舶の標識（第５条の７） 

６行目 （テキストの６行目から１１行までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であって、貨物

として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒

物又は放射性物質等を積載しているものは、昼間は赤旗を夜

間は赤灯をマストその他の見やすい場所に掲げなければな

らない｡ただし、海上交通安全法第２２条第２号に掲げる危

険物積載船が海上交通安全法施行規則第２２条の表危険物

積載船の項に掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この

限りでない｡ 

１１行目 （テキストの１１行と１２行目の間に、次の例題とその解

を新規に追記してください。なお、この例題はテキストの

２１６頁にある例題１を一部修正したものです。） 

例題 湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であっ

て、貨物として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過

酸化物、毒物又は放射性物質等を積載しているものは、ど

のような標識を、どこに掲げなければならないか｡ 

４級・５級 

（解） 

昼間は赤旗を夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所

に掲げなければならない｡) 

１７行目 (誤)油タンカーのタンクに引火性液体物質を運送する場合

は、第９２条、第３２７条から第３３６条まで及び第３５1

条の規定によらなければならない｡ 

(正)油タンカーのタンクに引火性液体物質を積載して運送

する場合は、第３２６条の２～第３３６条まで及び第３５1
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条の規定によらなければならない｡ 

２１５Ｐ、 １行目 (誤)荷役前の注意（第９２条） 

(正)荷役前の注意（第３２６条の２） 

２行目 (誤)引火性液体類の荷役をする場合は、予め、消防に必要

な準備を完了しておかなければならない｡ 

第２項 引火性液体の荷役をする場合において、前項の準

備をするときは、十分な数の持運式の泡消火器又はこれと

同等以上の効力を有する消火装置を備えなければならな

い｡ 

(正)引火性液体物質の荷役をする場合においては、予め、

消防に必要な準備を完了しておかなければならない｡ 

第２項 引火性液体物質の荷役をする場合において、前項

の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する消防設

備に加え、告示で定める消火装置を備えなければならない。 

２１６Ｐ、 ２行目 (誤)低引火点引火性液体物質等を運送する油タンカーの船

長は、無線室に荷役中の使用の禁止等無線設備の使用に関

する注意事項を掲示しておかなければならない。 

(正)引火性液体物質であって引火点が摂氏２３度未満のも

の(以下「低引火点引火性液体物質」という。)を運送する

油タンカーの船長は、無線室に荷役中の使用の禁止等無線

設備の使用に関する注意事項を掲示しておかなければなら

ない。 

６行目 (誤)次の各号の１に該当する場合は引火性液体物質の荷役

をしてはならない｡ 

(正)次の各号のいずれかに該当する場合は、引火性液体物

質(第③号の場合にあっては、低引火点引火性液体物質に限

る。)の荷役をしてはならない｡ 

１２行目 （テキストの例題１とその解を削除してください。) 

１７行目 (誤)例題２ 油タンカーが引火性液体類の荷役 

(正)例題１ 油タンカーが引火性液体物質の荷役 

１９行目 (誤)引火性液体類の荷役をする場合は、予め、消防に必要

な準備を完了しておかなければならない｡ 

引火性液体の荷役をする場合において、前項の準備をする

ときは、十分な数の持運式の泡消火器又はこれと同等以上

の効力を有する消火装置を備えなければならない｡ 

(正)① 予め、消防に必要な準備を完了しておかなければ
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ならない｡ 

② ①の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する

消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えなければな

らない。 

２４行目 (誤)例題３ 

(正)例題２ 

２１７Ｐ、 ４行目 (誤)例題４ 

(正)例題３ 

１０行目 (誤)例題５ 

(正)例題４ 

 

実力テスト/修了試験（問題と解答） 

２２３Ｐ、１９行目 (誤)急速に汽笛による短音５回以上を鳴らして、 

(正)汽笛で急速に短音を５回以上鳴らして、 

下～３行目 (誤)昼間、航行中の操縦性能制限船 

(正)昼間、漁ろうに従事している船舶で､漁具を水平距離 

１５０ｍを超えて船外に出していないもの 

下～２行目 (誤)「各種船舶間に航法」 

(正)「各種船舶間の航法」 

２２４Ｐ、１２行目 (誤)短音２回鳴らさなければ 

(正)短音を２回鳴らさなければ 

１８行目 (誤)ことが容易でない船舶で、国土交通省令で定める灯火

又は標識を表示している船舶 

(正)ことが容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交

通省令で定めるところにより灯火又は標識を表示している

もの 

２３行目 (誤)浦賀水道航路、備讃瀬戸東航路、来島海峡航路 

(正)備讃瀬戸東航路、来島海峡航路 

下～８行目 (誤)航路から港外に出、 

(正)航路から航路外に出、 

下～５行目 (誤)（１）雑種船とは、汽艇、端舟、はしけ及びろかい船

をいう。 

（２）特定港とは、喫水の深い船舶が出入りできる港又は

外国船舶が常時出入りしている港をいう。 

(正)（１）雑種船とは、汽艇、はしけ及び端舟その他ろか

いのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転
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する船舶をいう。 

（２）特定港とは、喫水の深い船舶が出入りできる港又は

外国船舶が常時出入りしている港であって、港則法施行令

で定めるものをいう。 

２２５Ｐ、１０行目 (誤)船舶が狭い水道を通過するとき。 

(正)船舶が狭い水路を通過するとき。 

２２９Ｐ、 ５行目 (誤)（地方運輸局､海運監理部、海運支局並びに指定市町村

長の事務所をいう。）において､地方運輸局長または指定市

町村長に対して、 

(正)（地方運輸局､海運監理部、海運支局及び海事事務所並

びに法１０４条の規定に基づき国土交通大臣の事務を行う

指定市町村長の事務所をいう。）において､地方運輸局長等

（地方運輸局長または指定市町村長をいう。)に対して、 

２３１Ｐ、１４行目 (誤)浦賀水道航路 

(正)備讃瀬戸東航路 

２３４Ｐ下～９行目 (誤)容易でない船舶で、国土交通省令で定める灯火又は標

識を表示している船舶 

(正)容易でない国土交通省令で定める船舶で国土交通省令

で定めるところにより灯火又は標識を表示しているもの 

下～７行目 (誤)１２ノットを超えない速力で、同航路の中央から右の

部分を航行しなければならない。 

(正)速力が制限されている区間では１２ノット以下、それ

以外の区間では任意の速力で、同航路の中央から右の部分

を航行しなければならない｡ 

下～２行目 (誤)浦賀水道航路である。 

(正)備讃瀬戸東航路である。 

２３５Ｐ、１０行目 (誤)B丸に適切な避航をとるように促す。 

(正)B丸に避航動作をとるように促す｡ 

２３９Ｐ、２７行目 （ページの最下部にある浦賀水道航路の付図を、テキスト

から削除してください。第三海堡が撤去されたため、平成

２０年に浦賀水道航路の横断等制限が廃止されました。） 


