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「航海科四級・五級運用合格テキスト」初版(海文堂)のサポートページ 

 

ここでは、２００７年１１月１５日初版発行の「航海科四級・五級運用合格テキスト」(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２０１０/３/１０－４/２３－２０１０/６/２０－２０１１/３/２５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 

１９行目 (誤)模擬体験 

(正)疑似体験 

２３行目 (誤)頭が良い 

(正)頭脳
あ た ま

が良い 

ⅢＰ、 １行目 (誤)根本的な条件 

(正)基本的な条件 

本書の使い方 

ⅣＰ、１０行目 (誤)海技従事者国家試験 

(正)海技士国家試験 

目次    ⅨＰ、 ５行目 (誤)(一軸右回り船の運動特性) 

(正)(一軸右回り船の操船上の運動特性) 

 

第 1章   ５Ｐ下～８行目 (誤)① 船体の横強度を保っている。 

              ② 外板を、直接、支えている。 

(正)① ビームの両端を支えると共に、船体の横強度を保 

っている。 

② 外板を直接支え、外板が水圧で変形するのを防いでい

る。 

（テキストに赤字の部分を追記してください。) 

        下～２行目 (誤)① 船体の横強度を保っている。 

(正)① フレームの両端を正横に連結し、船体の横強度を

保っている。 

（テキストに赤字の部分を追記してください。) 

６Ｐ下～５行目 (誤)① 船体の横強度を保っている。 

         ② 外板を、直接、支えている。 

(正)① ビームの両端を支えると共に、船体の横強度を保

っている｡ 
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② 外板を直接支え、外板が水圧や貨物の圧力で変形する

のを防いでいる。 

下～２行目 (誤)① 船体の横強度を保っている。 

(正)① フレームの両端を正横に連結し、船体の横強度を

保っている。 

１０Ｐ、１４行目 （テキストの１４行から１６行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

ビルジキールは、船体の横揺れの軽減を効果的に発揮でき

る船体中央部のビルジ外板の外側に、船の長さの 1/3～3/5

にわたって縦方向に取り付けられた部材である。ビルジキ

ールは、船体の横揺れ（ローリング）を軽減する役目をし

ている。 

１７行目 （テキストの１７行目から２５行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

参考 ビルジキールは縦強度材ではない 

ビルジキールは、若し障害物に接触した場合には損傷が船

体に及ばないように、ビルジ外板との溶接を必要な程度に

とどめ、接触した場合にその溶接部から破損するようにし

ている。従って、ビルジキールは、船体の横揺れを軽減す

る効果はあるが、船体の縦強度までは保っていない。なお、

ビルジキールを取り付ける方向は、船体重心に向かうよう

にし、また、損傷を防ぐためビルジキールの先端は、船側

外板の外面の延長線と船底外板の外面の延長線との外側に

出ないように配置されている。 

下～４行目 （テキストから「(１)フレーム (２)ビーム」を削除して

ください。) 

下～３行目 (誤)ビルジキールは、ビルジ外板に縦方向に配置された部

材で、その長さは船の長さの 1/3～3/5に達している。ビル

ジキールは、船のローリングを軽減する役目をしている。 

(正)ビルジキールは、船体の横揺れを効果的に軽減できる

船体中央部のビルジ外板の外側に、船の長さの 1/3～3/5に

わたって縦方向に配置されている部材である。ビルジキー

ルは、船の横揺れ(ローリング)を軽減する役目をしている｡ 

１１Ｐ、 ２行目 (誤)ハッチ(倉口)は、 

(正)ハッチ(倉口)とは、 

４行目 （テキストの４行目から１１行目までの文章を、次の文章
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に書き換えてください。) 

補強と水密対策 

甲板にハッチを開けると、その部分の船体強度が落ちると

ともに、水密が壊される。そのためハッチを設けた甲板は、

補強のためにハッチの周囲を二重張りの甲板とし、更にハ

ッチの前後端にそれぞれ特設ビームを配置する。また、ハ

ッチの周りの縁には縁板（ハッチコーミング）を設け、甲

板を補強すると共に、船倉内への海水の浸入を防ぐ。なお、

ハッチの四隅の角は、応力が集中しないように甲板を丸く

切り取る。ハッチの水密対策は、縁板の上部に閉鎖装置を

設けて行う。貨物船では、一般にサイドコーミングの受け

金にハッチビームを載せ、その上にハッチボードを敷き、

更にこれをハッチターポリンで完全に被った後、その縁を

バッテンダウンしてハッチを水密に保って閉鎖する。鉱石

や石炭専用船では、ハッチコーミングの上にハッチビーム

とハッチカバーを一体にした鋼製ハッチカバーを被せてハ

ッチを水密に保っている。 

１１行目 （テキストの１１行目と１２行目の間に、新たに次の例題

とその解を追記してください。） 

例題 鋼船のハッチについて述べた次の文の〔  〕内に

あてはまる語句を、番号とともに記せ｡  

倉内に貨物や漁獲物を積みおろしするための甲板口をハッ

チという。甲板に大きな開口を設けると船の〔（１）〕が著

しく低下するため、開口の四隅の甲板を厚板にしたり甲板

口の前後の〔（２）〕を増強するなどの対策を施す｡また、開

口の周囲には〔（３）〕を設けて甲板の補強と波浪の浸入を

防ぐのに役立たせる｡更に、ハッチには海水の浸入を防ぐた

め〔（４）〕が設けられる｡           ４級 

（解） 

（１）強度（２）ビーム（３）コーミング(縁板)（４）ハ

ッチカバー（閉鎖装置） 

１３Ｐ、 ５行目 （誤）① 舵柱材（ラダーポスト） 

（正）① 舵心材（メインピース） 

１５Ｐ、 ６行目 （テキストの６行目の下方に、新たに次の２つの問題とそ

の答を追記してください。） 

５ 下図は鋼船の外板の配置を示している。 
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次の問いに答えよ。 (新規) 

(１) ①～④の名称をそれぞれ記せ。 

              (２) 平板キール     船楼甲板  

              の場合、上記①～   上甲板(強力甲板) 

             ④で一番厚い外板              船楼外板 

             はどれか。番号で               ① 

             示せ。   

(３) 図中のビル               ② 

              ジキールの役目及   

  び船首尾方向の取 

             け位置を述べよ。               ③ 

                ４級             ビルジキール 

                       キール      ④ 

              答 (１) ① 舷側厚板(シヤーストレーキ) 

② 船側外板 ③ ビルジ外板 ④ 船底外板 

(２) ①（舷側厚板） 

(３) 役目：ビルジキールは、船体の横揺れ(ローリング)

を軽減している。 

取り付け位置：ビルジキールは、その効果をよく発揮する

船体中央部のビルジ外板の外側に、船の長さの 1/3～3/5 に

わたって縦方向に取り付けられている。 

６ 下図は、鋼船の船尾骨材（船尾材）を表した 

ものである。次の問いに答えよ。 (新規) 

(１) ①～⑤の名称を番号とともに答えよ。 

(２) 下図の船尾骨材は、不つり合い舵、つり合い舵のう

ちどちらに採用されるか。 

                             アーチ 

                       ①        プロペラ孔 

 

                       ②         ③ 

  

                                プロペラポスト 

  

                                ④ 

                             ⑤      ４級 

              答 (１) ① 舵柱(ラダーポスト) 
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② つぼ金(ラダーガジョン) 

③ ボス 

④ キールピース(又はヒールピース) 

⑤ シューピース(又はソールピース) 

(２) 不つり合い舵に採用される。 

１８Ｐ、 ２行目 （テキストの２行目の文章を、次の文章に書き換えてくだ

さい。） 

船の長さ、幅、深さ及び喫水等を船体の要目といい、船の

大きさを表すのに必要なものである。 

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。） 

船舶の長さ、幅及び深さを主要寸法という。 

１９Ｐ、 ３行目 (誤)キールに垂直に下ろした垂線 

(正)キールの延長線に垂直に下ろした垂線 

５行目 (誤)キールに垂直に下ろした垂線 

(正)キールの延長線に垂直に下ろした垂線 

下～４行目 (誤)船首尾喫水、満載喫水、乾舷とは 

(正)船首尾喫水、満載喫水及び乾舷とは 

２１Ｐ、１５行目 （テキストの１５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。） 

参考 国際総トン数とは、国際航海に従事する船舶が用い

るトン数で、これは船の囲閉された部分の総外法容積に、

その容積による係数を掛けて表すトン数である｡ 

下～７行目 （テキストの下から７行目と１０行目までの文章を、次の

文章に書き換えてください。） 

 用語説明 排水量とは、船が水面に浮くために船体が排除

した水の総重量をいう。「排水量は浮力に等しい」というの

がアルキメデスの原理である。従って、水面に浮いて静止

している船の総重量は、力のつり合い関係から、船の総重

量＝浮力＝排水量となる。 

２２Ｐ、 ５行目 （テキストの５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。) 

用語説明 軽荷排水トン数及び満載排水トン数とは 

① 軽荷排水トン数とは、軽荷状態における船の排水量のこ

とで、次に掲げる（a）の重量となる。ただし、軽荷状態の

基準は、明確に規定されていないので、新造の際に造船所
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で決める。 

（a）軽荷排水トン数＝（船体＋機関＋諸設備＋法定属具＋

缶水）の総重量 

② 満載排水トン数とは、満載状態における船の排水量のこ

とで、次に掲げる（b）の重量となる。 

（b）満載排水トン数＝（a）＋航海に必要な重量＋貨物重

量 

（注）載貨重量トン数は、船に積載できる貨物の最大重量

ではない 

載貨重量トン数は、上記の（b）から（a）を差し引いた重

量トンである。これを数式で示すと、載貨重量トン数＝（b）

－（a）＝航海に必要な重量＋貨物重量 となり、載貨重量

トン数には、貨物重量の他に航海に必要な重量が含まれる

ことに注意しなければならない。従って、船積み貨物を集

貨するときは、載貨重量トン数からその航海に必要な重量

を差し引いた量で貨物を集めないと、貨物を積み残すこと

になる。そのため船に積載できる純粋の最大貨物重量は、

純載貨重量トン数と呼び、載貨重量トン数とは区別して取

り扱う。なお、航海に必要な重量には、食料、清水、燃料、

潤滑油、バラスト、缶水、荷敷き、船用品、乗組員とその

携行品等の各重量及び不明重量（コンスタント）がある。 

１８行目 (誤)各運河独特の測度規程により 

(正)各運河独自の測度規程により 

２０行目 （テキストの２０行目から２１行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

参考 トン数の比較：一般に船舶の総トン数を１００とす

ると、純トン数は約６０、排水トン数は約２１０、載貨重

量トン数は約１６０となる｡ 

２５Ｐ、１７行目 (誤)機関室や賄室から温水が排出される排水口の周辺、船

尾部船底外板 

(正)機関室付近の船底外板、賄室等から温水が排出される

排水口の周辺 

２６Ｐ、１７行目 (誤)ウォシュプライマーは、鋼材にビニール樹脂ペイント

を塗装する場合の下地塗料として用いる｡ 

(正)ウォシュプライマーは、鋼材に密着しにくいビニール

樹脂ペイントを塗装する場合の下地処理剤として用いる｡ 



7 

 

３０Ｐ、１３行目 (誤)どのように行うか。４級 

(正)どのように行うか。４級・５級 

（テキストに「・５級」を追記してください。) 

１６行目 (誤)１号船底ペイントを下塗りし、 

(正)１号船底ペイントを２回下塗りし、 

３１Ｐ下～１行目 (誤)強固に船体を支える（Shore Up）ようにする。 

(正)船体を支柱で強固に固定する（Shore Up）。 

３２Ｐ、 ５行目 (誤)センハウススリップを開放し、各シャックルのピンを

抜いて、船首錨とともに渠床に並列に並べておく。 

(正)センハウススリップを解放し、全てのジョイニングシ

ャックルを取り外してから、船首錨とともに各節を渠床に

並列に並べておく。 

２３行目 (誤)シームやリベットで 

(正)シームやリベット継ぎ手で 

２６行目 (誤)シームやリベットで 

(正)シームやリベット継ぎ手で 

３３Ｐ、 ６行目 (誤)シームやリベットで 

(正)シームやリベット継ぎ手で 

１０行目 (誤)シームやリベットで 

(正)シームやリベット継ぎ手で 

３４Ｐ下～７行目 （テキストの下から７行目と１０行目までの文章を、次の

文章に書き換えてください。） 

ウインドラスが使用できる間に、センハウススリップを開

放し、錨鎖を全節渠床に巻き出し、庫内を空にする。そし

て庫内は、泥土を取り除いてから水洗いして清掃し、十分

に乾燥させた後、発銹部のさびを落とす。次いで庫の内面

をさび止めペイント及び瀝青塗料で防銹塗装する。 

３５Ｐ、 １行目 (誤)センハウススリップを開放し、庫内を空にする。内張

りを取り除き、腐食部を錆打ちし、泥やごみを庫外に運び

出し、水洗いして清掃する。その後、十分乾燥させ、内張

りを張り直しておく。 

(正)センハウススリップを開放し、庫内を空にする。そし

て庫内は、泥土を取り除いてから水洗いして清掃し、十分

に乾燥させた後、発銹部のさびを落とす。次いで庫の内面

をさび止めペイント及び瀝青塗料で防銹塗装する。 

６行目 （テキストの６行目から１４行目までの文章を、次の文章に
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書き換えてください。） 

ドックのドライアップと同時に、錨鎖は全節渠床に巻き出

して、全てのジョイニイングシャックルを開放し、各節を

渠床に並列に並べる。 

リンク及びジョイニングシャックルは、ワイヤーブラシ、

チッピングハンマー等で銹を落とす。そしてこれらは１個

ずつテストハンマーで叩きながら、欠損、亀裂、変形又は

摩耗の状態を点検し、異状のあるものは修理又は新替えす

る｡このときリンクのスタッドの緩み又は抜け及びジョイ

ニングシャックルのピンの摩耗の状態を特に注意して点検

する。 

船舶設備規程によると、錨鎖は、摩耗の著しい箇所のリン

クの平均の径が、原形の１割以上摩耗により減尐したとき

は、その節を新替えしなければならない。 

銹を落とし点検を終えた錨鎖は、防銹塗料を塗った後、内

端のものと摩耗の激しい末端のものを振り替えて連結し、

節数マークを新しく塗り直し、出渠前に錨鎖庫に収める｡な

お、錨鎖を連結する際、ジョイニングシャックルのピンの

止栓は全て新しく打ちかえておく。 

１５行目 （テキストの１５行目から始まる例題とその解を、一部変

更して、次のように書き換えてください。） 

例題 鋼船の入渠中の作業に関する次の問に答えよ｡ 

（１）錨鎖庫の手入れはどのように行うか｡ 

（２）錨鎖の点検整備はどのように行うか。  ４級 

（解） 

(１) 省略：上記(４)の錨鎖庫の手入れを参照のこと。 

(２) ① 錨鎖は全節渠床に巻き出して、全てのジョイニ

イングシャックルを開放し、各節を渠床に並列に並べる。 

② リンク及びジョイニングシャックルは、ワイヤーブラ

シ、チッピングハンマー等で銹を落とす。 

③ そしてこれらは１個ずつテストハンマーで叩きながら、

欠損、亀裂、変形又は摩耗の状態を点検し、異状のあるも

のは修理又は新替えする｡このときリンクのスタッドの緩

み又は抜け及びジョイニングシャックルのピンの摩耗の状

態を特に注意して点検する。 

④ 船舶設備規程により、錨鎖は、摩耗の著しい箇所のリ
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ンクの平均の径が、原径の１割以上摩耗により減尐したと

きは、その節を新替えしなければならない。 

⑤ 銹を落とし点検を終えた錨鎖は、防銹塗料を塗った後、

内端と末端のものを振り替えて連結し、節数マークを塗り

直し、錨鎖庫に収める｡なお、錨鎖を連結する際、ジョイニ

ングシャックルのピンの止栓は全て新しく打ちかえておく。 

２３行目 (誤)担当技士 

(正)担当技師 

２８行目 (誤)亜鉛板 

(正)亜鉛合金 

３６Ｐ、 ２行目 (誤)① 船首部船底外板の損傷箇所の有無 

② 船首部船底外板のシームやリベットからの漏水箇所の

有無 

③ ホースパイプ直下の外板の損傷、腐食及びペイントの

剥脱状況 

(正)① 船首部の上部外板は、錨作業や岸壁との接触によ

る損傷状況 

② 船首部船底外板は、波浪の衝撃による外板の損傷状況

及びシームやリベット継ぎ手からの漏水の有無 

③ 船首部外板の全般にわたる腐食及びペイントの剥脱状 

況 

３９Ｐ、２２行目 (誤)真反対 

(正)正反対 

４０Ｐ、１５行目 (誤)真反対 

(正)正反対 

４１Ｐ、１１行目 (誤)真反対 

(正)ま反対 

２１行目 (誤)真反対 

(正)ま反対 

５４Ｐ下～２行目 （テキストの下から２行目と７行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

① クラッチをつないで、ケーブルホルダーにメインシャ

フトの回転力が伝達されるようにする。 

② アンカーチェーンを引き止めていたデッキストッパー

を解放する。次いでアンカーチェーンの移動を抑止してい

たコントローラーのレバーを上げる。 
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③ ブレーキを緩め、ウインドラスを逆回転(Walk back)さ

せて､錨を海面近くまで巻き出す｡ 

④ ウインドラスのブレーキを締め、次いでクラッチを切

って、ケーブルホルダーをウンドラスのメインシャフトか

ら絶縁する｡（以降、ウインドラスのブレーキを緩めるだけ

で、錨は自重で落下する。） 

 

第２章  ５５Ｐ、 ９行目 (誤)３満際喫水線 

(正)３満載喫水線 

６０Ｐ、 ５行目 （テキストの５行目から１２行目までの文章を、削除して

ください。） 

１３行目 （テキストの１３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。赤字の部分は新たに追記したも

のです。） 

用語説明 偶力、偶力のモーメント、復原挺及び横メタセ

ンター高さとは 

① 偶力とは、等量で向きがま反対の２つの力をいう。偶

力は､物体を回転させる作用をする｡ 

② 偶力のモーメントとは､物体を回転させる能力を表す

もので､その大きさは、挺に加わっている偶力の１つと挺の

長さとの積で表す｡単位は､ｔ－ｍとなる。 

③ 復原挺(GZ)とは、船体重心 G から浮力の作用線に下ろ

した垂線の足を Zとすると、線分 GZをいう。復原挺 GZは、

①式より明らかなように、船舶の復原力に正比例するため、

復原力の大きさを判断する重要な資料となる｡ 

④ 横メタセンター高さ(GM)とは、船体重心 G から測った

横メタセンターM までの高さをいう。横メタセンター高さ

GM は、次の②式より明らかなように、船舶の初期復原力に

正比例するため、初期復原力の大きさを判断する重要な資

料となる。 

下～７行目 （テキストの下から７行目と１３行目までの文章を、次の

文章に書き換えてください。） 

船体の横傾斜角θが約１５°以下の場合における復原力を

初期復原力という。初期復原力 S’は、次式で求める｡ 

初期復原力＝排水量×横メテセンター高さ× sinθ

(t-m)・・・② 



11 

 

〔S’＝W×GM×sinθ〕ただし、０°≦θ≦１５°とする。 

②式は､船の排水量と横傾斜角θを一定とすれば、初期復原

力 S’は横メタセンター高さ（GM）に正比例することを示し

ている｡ 

下～６行目 （テキストの下から６行目と、これに続く次ページ(６１頁)

の４行目までの文章と付図を、削除してください。） 

６１Ｐ、 ５行目 （テキストの５行目から７行目までの文章を、次の文章に

書き換えてください。） 

 (イ)初期復原力 S’を求める式の導き方 

船体の横傾斜角が１５°以下の場合は、船舶の横メタセン

ターM の位置は定点と見なせるから、復原挺 GZ と横メタセ

ンター高さ GMとの関係は、    M  メタセンター 

それぞれ右図に示す平面直      θ 

角三角形の垂辺と斜辺の長 

さに一致する。従って、三  

角関数を使用すると、                          Z 

sinθ＝GZ÷GM の等式が成立       G 

するので、この式の両辺に           浮力 

GMを掛けて GZ＝GM×sinθを     重力 

求め、これを前述の S＝W×GZ式に代入すれば、   

S＝W×GM×sinθ（θ≦１５°）となり、初期復原力を求め

る式を導くことができる。 

８行目 （テキストの８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。） 

 (ウ)初期復原力と GMとの関係 

前述の②式より明らかなように、初期復原力 S’は、船の排

水量 W と横傾斜角θを一定とすれば、横メタセンター高さ

GMに正比例する。この場合の GMの値は、Mが定点なので船

体重心 Gの高さのみで決定される。従って、 

① 船体重心が低くなると、GM が大きくなり、船舶の初期

復原力は強くなる｡ 

② 船体重心が高くなると、GM が小さくなり、船舶の初期

復原力は弱くなる｡ 

下～６行目 （テキストの下から６行目と１２行目までの文章を、次の

文章に書き換えてください。） 

 (エ)初期復原力と横揺れ周期との関係 
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船体の横揺れ周期は、√GMに反比例する。従って、 

① 初期復原力が強くなると、船の横揺れ周期は短くなる｡ 

② 初期復原力が弱くなると、船の横揺れ周期は長くなる｡ 

(参考) 

              初期復原力    G の高さ     GM   横揺れ周期 

                強い      低い     大きい   短い 

               弱い       高い     小さい   長い 

               初期復原力と船体重心の高さ等との関係 

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（６２

頁）の７行目までの文章を全て削除してください。） 

６２Ｐ、８行目 （テキストの例題１を、例題に書き換えてください。） 

１５行目 （テキストの１５行目から２１行目までの例題２と、その

解を削除してください。） 

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３行

目までの文章を、次の文章に書き換えてください。） 

      船体の横傾斜角θが 1５°を超えると、横メタセンターが浮

心曲線の曲率中心へ大きく移動するため、船舶の復原力を

数式で判断するのが難しくなる。そのため大傾斜に対する

船舶の復原力は、通常、造船所で作成した復原力曲線図を

見て判断する。復原力曲線図は､縦軸を復原挺 GZ、横軸を船

体の横傾斜角θとする直交座標で復原力曲線を描いた図表

である。同図の復原力曲線は、船舶の軽荷状態､満載状態そ

の他の基準状態ごとに複数本描かれているので、この図表

を見れば、船体傾斜角に対する復原挺の大きさ、復原力範

囲､最大復原力角及び復原力消失角などを載貨状態ごとに

簡単に判断することができる。 

６３Ｐ下～１１行目 （テキストの下から１１行目と１２行目の間に、次の文章

(用語解説、例題及びその解を含む。)を追記してください。） 

５ 復原力に及ぼす自由水の影響 

船内のバラストタンク､燃料油タンクその他のタンク内の

液体に自由表面が現れると､タンクが満タンのときに比べ

て船舶の復原力が著しく減尐する｡この現象を自由水の影

響という。自由水の影響は、船体が横傾斜したときにタン

ク内の液体が傾斜舷側へ流動するために起こる。これはマ

ストの頂部からロープを垂らし、その先端に重量物を吊る

したときに起こる現象と同じである。大量の自由水が流動
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すると、タンクの側壁や頂板が破損するばかりでなく､船舶

が転覆する危険がある｡従って、タンクに貯蔵された燃料や

清水を消費する際は、できるだけ複数のタンクに自由水を

つくらないように工夫すべきである。例えば､止むを得ず２

箇所のタンクに自由水が生じたときは、一方のタンクから

他方のタンクへ液体を移動して、タンクを満タンと空タン

の状態に調節する。また､どうしても自由水の発生が避けら

れないタンクには制水板を設置する｡自由水の影響はタン

クの容積ではなく自由表面の広さに比例して強くなるため、

制水板によって自由表面を数区画に分割するとこの影響は

激減する。 

（用語説明）自由水(又は遊動水)とは､タンク内で自由表面が

現れた液体をいう。 

例題 復原性について述べた次の（A）と（B）の文について、

それぞれの正誤を判断して下のうちからあてはまるものを

選べ｡ 

 

（A）復原力は、排水量 Wと復原てこ GZとの積（W×GZ）で表

される｡ 

           （B）重心の位置が低いタンクの自由水は、復原力に影響しな

い｡ 

 

（１）（A）は正しく、（B）は誤っている｡ （２）（A）は誤っ

て、（B）は正しい｡ 

（３）（A）も（B）も正しい｡（４）（A）も（B）も誤っている｡ 

                         ５級 

（解） 

（１）（（A）は正しく、（B）は誤っている｡） 

下～５行目 （テキストの下から５行目と１１行目までの文章を、次の

文章に書き換えてください。） 

６ 復原性と船体重心の高さ 

船体重心の高さは､船体の上下のつり合いを変化させるば

かりでなく、船舶の復原性に重大な影響を及ぼす。 

（項目の番号を、５から６に変更してください。) 

６５Ｐ下～６行目 （テキストの下から６行目以下の文章を、次の文章に書き

換えてください。） 
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上述したように、貨物の船積みに際しては、船舶をトップ

ヘビーやボットムヘビーの状態に積み付けるのは危険であ

る。この危険を避けて安全な航海を確保するためには、船

体重心の位置をトップヘビーとボットムヘビーの中間の高

さに保ち（下図 G₂）、GM が適度な値になるように調整して

貨物等を積み付けなければならない。このように GMの値が

適度に調整された船体の上下のつり合い状態を「適度な安

定のつり合い」という。船舶は、船体の上下のつり合いを

適度な安定のつり合い状態に保つことで、安全な航海に不

可欠な適度な復原力を確保できる｡ 

６６Ｐ、 ５行目 （テキストの５～６行目の文章を、次の文章に書き換えて

ください。） 

参考 通常、船舶は GMを船幅の４～５パーセントに保てば、

適度な安定のつり合い状態となる｡小型船では､この値より

多尐上回る。 

６７Ｐ、１４行目 (誤)① 高速航行中に大舵を取ると、船体が大きく外方傾

斜する。このとき積載貨物が荷崩れを起こして、船舶が転

覆する危険がある｡ 

② 荒天航行中に突風や横波を受けると、船体が大きく横

傾斜する。このとき積載貨物が荷崩れを起こして、船舶が

転覆する危険がある。 

(正)① トップヘビーの状態の船舶が、高速航行中に大舵

を取ると、船体が大きく外方傾斜する。このとき積載貨物

が荷崩れを起こすと、船体の傾斜が益々大きくなり、船舶

が転覆する危険がある｡ 

② トップヘビーの状態の船舶が、荒天航行中に突風や横

波を受けると､船体が大きく横傾斜する。このとき積載貨物

が荷崩れを起こすと、船舶が転覆する危険がある｡ 

６８Ｐ下～８行目 (誤)マストの動きをよく見ながら、船体の横揺れが一往復

するのを測定する。 

(正)マストの傾きをよく見ながら、船体の横揺れが左右に

一往復する経過時間を測定する。 

下～３行目 （テキストの下から３行目と６行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

（２）航行中の場合 

航行中の船体の横揺れ周期は、船体の個々の横揺れ周期を
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時間を掛けて何度も測り、それらの平均値を採用する。そ

うすることで波浪による周期の誤差を消去することができ

る｡ 

６９Ｐ、１５行目 (誤)周期の乱れ 

(正)周期の誤差 

７０Ｐ、１０行目 (誤)及び季節等に応じて満載喫水線を指定し、 

(正)及び季節等に応じて適用される満載喫水線を指定し、 

７２Ｐ、 １行目 (誤)船舶が表示すべき 

(正)船舶が標示すべき 

７３Ｐ、 ７行目 (誤)航行の安全に必要な予備浮力 

(正)航海の安全に必要な予備浮力 

７４Ｐ、 ９行目 (誤)船首と船尾の両側外面に 

(正)船首と船尾の外部両側面に 

１２行目 (誤)船首と船尾の両側面に 

(正)船首と船尾の外部両側面に 

７７Ｐ、１０行目 (誤)航海に最も適するトリムは、トリムの量が船の長さの

２．５パーセント以下となる適度な船尾トリムである。 

(正)航海に最も適するトリムは、船の長さの２．５パーセ

ント以下の船尾トリムである。これを「適度な船尾トリム」

という。 

２７行目 (誤)船船のトリムに関する 

(正)船舶のトリムに関する 

７９Ｐ、 ９行目 (誤)② 積載物の種類と積載方法が同じ場合は、前航海の

GMを参考にして、 

(正)② 貨物の積載状態が前航海と同じ場合、前航海の GM

の記録を参考にして、 

１２行目 (誤)通過船 

(正)通航船 

２７行目 (誤)そのため船舶の復原力は、悪条件を重ねた状態で減尐

する。 

(正)そのため船舶の復原力が重複して減尐することになる。 

８０Ｐ、 ７行目 (誤)転覆することがある。 

(正)転覆する危険がある。 

１１行目 (誤)液体貨物は、制水板を施す。 

(正)液体貨物には制水板を施す。 

１５行目 (誤)復原力を消失して、転覆の危険に陥る。 
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(正)復原力を消失して転覆する危険がある。 

２０行目 (誤)復原力が減尐する。 

(正)復原力が減尐する危険がある。 

８１Ｐ、 ２行目 (誤)まず船舶の強度を考慮 

(正)船体の強度や運航能率等を考慮 

８２Ｐ、 ３行目 (正)例題２ 

(誤)例題３ 

 

第３章  ８５Ｐ、 ３行目 (誤)竜巻及び雷は、大気中で天気の特性を表す代表的なも

のである。従って、これらは全て気象要素である。 

(正)竜巻及び雷などは、大気中で天気の特性を表す代表的

なものであり、これらは全て気象要素である。 

８８Ｐ、 １行目 (誤)(３)日本近海へ 

(正)(ウ)日本近海へ 

９０Ｐ下～５行目 （温帯低気圧の水平構造を表した付図の中にある雲の天気

図記号が間違っています。Cs を As、As を Cs に、それぞ

れ訂正してください。） 

９１Ｐ下～１６行目 (誤)・通過に伴う気象変化〕 

(正)・通過に伴う気象変化 

（気象変化の後の「 〕 」を取り除いてください。） 

下～８行目 (誤)⑥ 前線が通過すると 

(正)⑥ 温暖前線が通過すると 

下～６行目 (誤)風向が南西よりに変わる。 

(正)風向が南東から南西よりに変わる。 

９２Ｐ、１３行目 (誤)風向は、南～南東。 

(正)風向は、南～南西。 

９７Ｐ、 ６行目 (誤)過熱 

(正)加熱 

１０３Ｐ、１０行目 (誤)対照的 

(正)対称的 

１０５Ｐ、１０行目 (誤)(１)風の軸線 

(正)(１)台風の軸線 

１３３Ｐ、 ７行目 (誤)③気温の最も高いと思われる地点を記せ。  

(正)③C地点及び E地点の天気記号は、それぞれ何を表して

いるか｡ 

（テキストの③の問題を、赤字で示した文章に変更してく



17 

 

ださい。) 

１１行目 (誤)③Ｄ地点 

(正)③C地点：雷雤 E地点：霧 

１４１Ｐ、 ２行目 (誤)海陸風は、陸地が海水に比べて温まりやすく冷めやす

い性質をもつことが原因で吹く風である。 

(正)海陸風の吹く原因は、陸地が海水に比べて温まりやす

く冷めやすい性質をもっているためである。 

６行目 (誤)気温は海上よりも陸上の方が先に低くなるため、海上

の気圧が陸上よりも低くなる。 

(正)気温は海上よりも陸上の方が先に低くなるため、陸上

の気圧が海上よりも高くなる。 

１４５Ｐ下～１３行目 (誤)これらの雲の特徴は、次の通りである。 

(正)これらの雲は、一般に次のように見える｡ 

１４６Ｐ、 ３行目 (誤)これらの雲の特徴は、次の通りである。 

(正)これらの雲は、一般に次のように見える｡ 

４行目 (誤)層雲は、灰色の一様な層状の雲で、全天を覆い、山霧

がそのまま上空に持ち上げられたように見える。 

(正)層雲は、空一面に低くたれこめた白色又は薄灰色の雲

の層(高度３００ｍ～６００ｍ以下)で、霧雲とも呼ばれて

いる。層雲は、雤上がりによく現れ、霧が地面から離れて

帯状の雲となり、山の中腹にかかっているように見えるこ

とが多い。 

１３行目 (誤)これらの雲の特徴は、次の通りである。 

(正)これらの雲は、一般に次のように見える｡ 

 

第４章 １５２Ｐ、 ８行目 (誤)次のイ～ハの３つの作用 

(正)次の(ア)～(ウ)の３つの作用 

２４行目 (誤)最大有効舵角３５°で舵を取ると、 

(正)舵を一杯（舵角３５°）に取ると、 

１５３Ｐ下～９行目 （テキストの下から９行目と１１行目までの文章を、次の 

文章に書き換えてください。） 

旋回圏とは、前進中の船舶が一方へ転舵してから、船体重

心が描く移動軌跡をいう。旋回圏は、船舶の旋回性能を判

断する資料として使用される。船舶の旋回性及び追従性等

の良否は、旋回試験の成績に基づいて描いた旋回圏(下図)

を見て判断する。 
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１５５Ｐ、 ８行目 (誤)船体重心が原針路から偏位した量で測った場合は船長

の約１パーセントとなるといわれている｡ 

(正)船体重心が原針路から偏位した量で測った場合は船長

の約１パーセントとなる｡ 

１５６Ｐ下～１行目 （テキストの下から１行目と４行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

船長、又は当直航海士は、船橋において操舵号令を発する。

命令を受けた操舵手は、直ちに復唱して命令を実行に移す｡

そしてその実行が完了したときに、再び命令を復唱する。

通常、二度目の復唱の直後には「サー」を付ける。操舵号

令を発する者は、態度を正し､明確に発音することが大事で

ある｡ 

１５７Ｐ下～７行目  （テキストの下から７行目と８行目の間に、次の例題２と

その解を新規に追記してください。そしてテキストの例題

２を例題３、例題３を例題４、例題４を例題５に書き換え

てください。） 

              例題２ 旋回圏に関する用語について述べた次の文にあて

はまるものを、下のうちから選べ。 

｢舵を取ったときの船体重心から、９０°回頭したときの船

体重心までの原針路上の進出距離をいう。｣ 

(１) 旋回横距  (２) 旋回縦距  (３) 最大横距  

(４) 最大縦距                ５級 

（解） 

（２）旋回縦距 

１５８Ｐ下～９行目 （テキストの下から９行目と、これに続く次ページの５行

目までの文章を、次の文章に書き換えてください。） 

          推進器（スクリュープロペラ）は、これを水中で回転させ

ると、船舶を前後に移動させる推力と、船舶の船尾を左右

に偏向させる力を発生する。前者は船舶の速度に変化を与

える作用をし、後者は、舵と同様、船舶を回頭させる作用

をする。ここで学ぶ推進器の作用とは、後者の方である。

機関を使って推進器を水中で回転させると、即時に推進器

に流れ込む水流と、推進器から放出される水流が発生する｡

これらの水流は一連の流れで推進器流と呼び、特に前者は

吸入流､後者は放出流という。推進器流は、舵板や船底に当

たると、船舶を積極的に回頭させる作用をする。また、推
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進器を水中で回転させると、その上下の羽根に加わる水の

抵抗力に差を生じ、この力は船尾を常に推進器の回転方向

へ偏向させる。この力を推進器の横圧力と呼ぶ。更に､推進

器から推力を受けて船体が水上を移動し始めると、船体と

水との間に摩擦が生じ、船舶の周りに船体の運動を追従す

る水流が発生する。この流れを伴流と呼ぶ。伴流は、前進

中の船舶の回頭と舵効に大きな影響を及ぼす。以上述べて

きた吸入流、放出流、横圧力及び伴流の４つは、推進器の

回転に伴って、船舶を積極的に回頭させる主要な要素であ

る。 

１５９Ｐ、 １行目 (誤)船体の移動方向に船体の運動を追従する水流が発生 

(正)船舶の周囲に船体の運動を追従する水流が発生 

１９行目 (誤)転舵舷側へ船尾を偏向。 

(正)転舵舷側へ船尾を偏向させる。 

１６０Ｐ下～２行目 （テキストの下から２行目と、これに続く次ページの５行

目までの文章を、次の文章に書き換えてください。） 

一軸右回り船が機関を後進に使用すると、推進器の下翼か

ら放出された放出流の大部分が右舷船尾船底に突き当たる。

これに対して推進器の上翼から放出された放出流の殆ど全

てが船底下を通過する。そのため右舷船尾船底が下翼から

の放出流で強く押されて、船尾が著しく左偏する｡この作用

を放出流による側圧作用と呼び、一軸右回り船の操船に重

大な影響を及ぼす｡ 

１６１Ｐ下～４行目 (誤)船尾を右偏。 

(正)船尾を右偏させる。 

下～４行目 (誤)船尾を左偏。 

(正)船尾を左偏させる。 

１６２Ｐ、 ２行目 （テキストの２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。） 

推進器の推力を受けて船舶が水上で移動を始めると、船体

と水との間に摩擦が生じる。また、船体が移動した跡の空

積に後方から水流が流れ込む。そのため船舶の周囲に船体

の運動を追従する水流が発生する｡この流れを伴流（Wake 

Current）と呼ぶ｡船舶が前進中に発生する伴流の流速分布

は、船尾部で最も強く船首に近づくにつれて弱くなる｡また、

水面近くで最も強く水深が増すと急激に弱くなる。更に、
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伴流は船体から離れると急に弱くなる｡船舶が後進中に発

生する伴流の流速分布は、船首部で最も強く船尾に近づく

につれて弱くなる。 

下～４行目 （テキストの下から４行目と５行目の間にある「伴流の流

速分布」を示す付図の中に描かれた矢印を、下図のように

訂正してください。） 

 

 

 

 

                        伴流の流速分布 

下～２行目 (誤)船尾を左偏。 

(正)船尾を左偏させる。 

１６３Ｐ、 ４行目 （テキストの４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。） 

伴流の流速は、水深が増すと急に弱くなる。そのため前進

航走中の一軸右回り船の推進器翼に加わる伴流による水の

抵抗力は上翼で強く下翼で弱くなる。それが原因で前進中

の一軸右回り船の船尾は左偏する。（横圧力と正反対とな

る。）なお、後進中の船舶の船尾付近には、伴流が生じない

ためその影響はない。 

１３行目 (誤)５ 舵と推進器の総合作用(一軸右回り船の運動特性) 

(正)５ 舵と推進器の総合作用 

（テキストから「（一軸右回り船の運動特性）」を削除して

ください。） 

１６行目 (誤)下表は、停止中の一軸右回り船が、舵と推進器を同時

に使用したときの総合作用の結果を、 

(正)下表は、停止中の一軸右回り船が、舵と推進器を同時

に使用した場合の総合作用とその結果を、 

下～３行目 （テキストの下から３行目と、これに続く次の次のページ

（１６５頁）の３行目までの文章を、次の文章に書き換え

てください。なお、項目６は、新規に追記したものです。） 

６ 一軸右回り船の操船上の運動特性 

(ア) 停止中の一軸右回り船が、舵中央又は転舵して機関

を前進に始動した場合の操船上の運動特性 

（１）舵中央で、機関を前進に始動した場合 
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① 停止中の一軸右回り船は、舵中央で機関を前進に始動

すると、横圧力の作用が放出流の作用より強いため、船尾

を右偏(船首を左転)させて前進を始める｡ 

② 船舶に行き足がつくと、伴流が流れ始め、その流速が

徐々に増してくる。そのため暫くすると伴流と放出流によ

る作用が横圧力の作用とつり合う。このとき一軸右回り船

は、真直ぐ前進し始める。 

③ その後更に行き足が増すと、伴流の作用が一層強くな

るため、伴流と放出流による作用が横圧力の作用より強く

なる。そのとき一軸右回り船は、船尾を左偏(船首を右転)

して前進し始める。 

（２）舵を右転して、機関を前進に始動した場合 

 停止中の一軸右回り船は、舵を右転して機関を前進に始動

すると、放出流が舵板を強く圧して舵効が横圧力の作用よ

り強くなるため、船尾を左偏(船首を右転)させて前進を始

める。 

（３）舵を左転して、機関を前進に始動した場合 

停止中の一軸右回り船は、舵を左転して機関を前進に始動

すると、放出流と横圧力による作用並びに舵効が共に船尾

を右偏させるため、船尾を大きく右偏（船首を大きく左転）

させて前進を始める。 

(イ) 停止中の一軸右回り船が、舵中央又は転舵して機関

を後進に始動した場合の操船上の運動特性 

（１）舵中央で、機関を後進に始動した場合 

停止中の一軸右回り船は、舵中央で機関を後進に始動する

と､放出流による側圧作用と横圧力の作用が共に船尾を左

偏させるため、船尾を大きく左偏（船首を大きく右転）さ

せて後退を始める｡ 

（２）舵を右転して、機関を後進に始動した場合 

① 停止中の一軸右回り船は、舵を右転して機関を後進に

始動すると、初めは放出流と横圧力の作用が吸入流の作用

より強いため、船尾を左偏させて後退を始める。 

② その後船舶に行き足がつくと、吸入流の作用と舵効が

ともに増してきて、両者による作用が放出流と横圧力によ

る作用とつり合う。このとき船舶は真直ぐ後退し始める。 

③ 更に後退の行き足が増すと、吸入流の作用と舵効が放
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出流と横圧力による作用より強くなる。このとき一軸右回

り船は、船尾を大きく右偏(船首を大きく左転)させて後退

し始める。 

（３）舵を左転して、機関を後進に始動した場合 

停止中の一軸右回り船は、舵を左転して機関を後進に始動

すると、吸入流、放出流及び横圧力による作用並びに舵効

の全てが船尾を左偏させるため、船尾を最も大きく左偏(船

首を最も大きく右転)させて後退を始める。（そのため一軸

右回り船は、左舷小回りよりも右舷小回りの方が有利とな

る。） 

１６５Ｐ、 ３行目 （テキストの３行目の下にある表中の各項目を、それぞれ

次の矢の指し示す語句に書き換えてください。） 

          (ア) (１)舵中央：前進→舵中央で前進 

(２)右舵：前進→右舵で前進 

(３)左舵：前進→左舵で前進 

(イ) (１)舵中央：前進→舵中央で後進 

(２)右舵：後進→右舵で後進 

(３)左舵：後進→左舵で後進 

下～７行目 (誤)一軸右回り船の運動特性を表す図 

(正)一軸右回り船の操船上の運動特性を表す図 

１６６Ｐ、２４行目 (誤)更に、後退の行き足 

(正)後退の行き足 

（テキストから「更に、」を削除してください。) 

下～４行目 (誤)６ 最短停止距離 

(正)７ 最短停止距離 

          （項目の番号を６から７に書き換えてください。) 

１６８Ｐ、１７行目 (誤)７ 操船に及ぼす外力の影響 

(正)８ 操船に及ぼす外力の影響 

（項目の番号を７から８に書き換えてください。) 

１８行目 （テキストの１８行目から２０行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

既に、舵と推進器の作用や一軸右回り船の操船上の運動特

性も解説している。ここではそれを踏まえたうえで、操船

に及ぼす風、波浪、潮流などの外力の影響(これらには一定

のルールがある。)について学び、これを巧みに利用して、

より軽妙な操船ができるようにしよう。 
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下～８行目 （テキストの下から８行目以下の文章を、次の文章に書き

換えてください。） 

風が操船に及ぼす影響は、次に掲げるとおりである｡ 

 

① 前進中の船舶は､船速に比べて弱い風を船側に受ける

と､船首が風上に切り上がる｡（向風性） 

② 前進中の船舶は､船速に比べて強い風を船側に受ける

と､船首が風下に落とされる｡（離風性） 

③ 後進中の船舶は､風を船側に受けると､船尾が常に風上

に切り上がる｡ 

④ 停止中の船舶は、風を正横後２～４点に受けてそのま

ま風下側へ圧流される｡ 

 

１６９Ｐ、 ４行目 （テキストの４行目から１８行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

           前進中の船舶は、その船体周りの水圧分布が船首部で最も

高く、船体中央部で低く、また船尾部でやや高くなってい

る。その原因は、前進中の船舶は、船首部に船首波、船体

中央部に波の谷、また船尾部に船尾波がそれぞれできるた

めである。（下図参照） 

船体周りの水圧分布（海面の高さ）がこのようになってい

る船舶は、前進中に船速に比べて弱い風を船側に受けると、

風圧中心が船体中央より後方にあるため、船体に向風性の

モーメントが働いて、船首が風上側へ切り上がる。 

また、この船舶が、前進中に船速に比べて強い風を船側に

受けると、今度は船体が風下側へ大きく圧流され始める。

このとき初めて船底下を風上側に向かう水流が相対的に発

生し、これが抵抗の大きい船尾部船底を強く押し始める。

この圧力により船体に強い離風性のモーメントが働いて、

船首が船尾より先に風下側へ落とされ始める。 

ただし、以上述べてきた風による船首の回頭方向は、一般

船舶の標準的な傾向に過ぎないので注意を要する。風によ

る船首の回頭方向は、船型、船速、相対風向、風力、トリ

ム、その他転心位置等によって変化するものである。因み

に、前進航走中の船尾機関室型船では、風の強弱に関係な

く常に船首が風上側へ切り上がる｡ 
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下～６行目 (誤)風圧中心と水圧中心の移動 

(正)風圧中心と水圧中心の位置 

１７０Ｐ下～２行目 (誤)(２)潮流の流速分布が異なる場合 

(正)(２)潮流の流速分布が不規則な場合 

１７１Ｐ、 ３行目 （テキストの３行目と４行目の間に、次の新規の項目と文

章、及び例題１、例題２を追記してください。) 

             (エ) 水深の影響  

航行中の船舶は、水深が船の喫水の約２倍以下になると、

次のような操船上の影響が現れる。 

① 船速が低下する｡ 

② 舵効きが悪くなる｡ 

③ 船体の付加質量が増して､著しく操船が困難となる｡ 

④ 水深が喫水の１．２倍以下になると、スコート（Squat）

によって底触の危険が発生する｡ 

これらの現象を浅水影響（Shallow Water Effect）と呼び、

この影響は港内や狭水道等において、船舶が必要以上に水

深の浅い箇所へ接近すると現れる。浅水影響が強くなると、

底触の危険が発生するで注意を要する。 

（注）浅水影響が現れる原因 

水深が喫水の約２倍以下になると､ ① 船底下を流れる

推進器流の流速が増すため船体が沈下する。② 船体の沈

下量は船尾の方が船首より大きいため、船尾トリムがつく。 

③ 伴流が強くなる。 ④ 船体の付加質量が増す｡ 

上記の①～④のうち、①と④は船速を低下させ、①～③は

舵効を悪化させる原因となっている。 

（用語説明）スコートとは、浅水影響によって船体が沈下し、

船底下の余裕水深が減尐することをいう。 

例題１ 喫水に対して水深の浅い(船底下の余裕水深の尐な

い)水域を航行する場合に現れる影響について述べた次の文

のうち、誤っているものはどれか。 

(１) 船体が沈下しトリムが変化する。 (２) 速力が増

加する。 (３) 舵効きが低下する。 (４) 旋回性能が

低下する。                  ５級 

（解） 

              （２）（速力が増加する。） 

例題２ 喫水に対して水深の浅い(船底下の余裕水深の尐な
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い)水域を航行する場合に現れる影響について述べた次の

（Ａ）と（Ｂ）の文について、それぞれの正誤を判断し、下

のうちからあてはまるものを選べ。 

(Ａ) 一般に、喫水は増加するがトリムは変化しない。 

(Ｂ) 一般に、速力は低下し、舵効きが悪くなる。 

(１) (Ａ)は正しく、(Ｂ)は誤っている。 (２) (Ａ)は

誤っていて、(Ｂ)は正しい。 (３) (Ａ)も(Ｂ)も正しい。       

(４) (Ａ)も(Ｂ)も誤っている。        ４級 

（解） 

（２）（(Ａ)は誤っていて、(Ｂ)は正しい。） 

４行目 (誤)８ 航過する船舶間の相互作用 

(正)９ 航過する船舶間の相互作用 

（項目の番号を８から９に書き換えてください。) 

６行目 （テキストの６行目から２２行目までの文章を、次の文章

に書き換えてください。） 

前にも述べたように、前進航走中の船舶の周りの水圧分布

は、船首部で最も高く、船体中央部で最低、また船尾部で

やや高くなっている｡それは前進する船体が水位を盛り上

げて船首部に船首波ができ、前部の水が急速に船尾方向へ

流れ去るとき船体中央部で水位が下がり、また、船体が移

動した跡の空積を埋めるために周囲から流れ込む水流が水

位を高めて船尾部に船尾波ができるからである。 

船舶の周りの水圧分布がこのような状態になっている２隻

の船舶が、互いに接近して行き会い又は追い越しの関係に

なると、２船間の水流が急激に流速を増すと同時に、両船

の周りの水圧分布が複雑に変化するため、２船は互いに吸

引、反発し、又その結果として回頭し始める。これらの作

用を航過する船舶間の相互作用と呼ぶ。この作用は船舶の

接触又は衝突の原因となるおそれがあるので注意を要する。 

１７２Ｐ、 １行目 (誤)(イ)相互作用の強さに影響する要素 

(正)(イ)相互作用が発生する条件等 

１２行目 (誤)(ウ)相互作用の経過 

(正)(ウ)相互作用の経過図 

１３行目 (誤)次の図は、並航する２船間に起こる相互作用の経過を

｢行き会い関係｣と「追い越し関係」に分けて表したもので

ある。 
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(正)次の図は、並航する２船間に起こる相互作用の経過を

｢行会い関係｣と「追越し関係」の場合に分けて表したもの

である。 

１８行目 (誤)(１)行会い船の相互作用 

(正)(１)行会い関係の場合の経過図 

１７３Ｐ、 １行目 (誤)(２)追越し船の相互作用 

(正)(２)追越し関係の場合の経過図 

下～９行目 (誤)９ 操船上の推進機関の特徴 

(正)１０ 操船上の推進機関の特徴 

（項目の番号を９から１０に変更してください。) 

１７５Ｐ、 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。） 

一般運用では、操船の基本で学んだ事項を応用して、港内

における船舶の離着岸、入港投錨・抜錨出港（及び浮標係

留・解らん出港）に関する実践的な操船法を学びます。こ

れらの操船法には､先人の築いた安全確実をむねとする定

石があるので、そこをマスターしょう。 

１１行目 （テキストの１１行目から次ページの６行目までの文章を、

次の文章に書き換えてください。） 

港内は、地形的に狭くて水深も浅い制限水域である。その

うえ船舶交通が輻輳し、付近には停泊船、浮標、浅瀬等の

航路障害物が存在する。また、不規則な急潮流の影響を受

けることも尐なくない。このような危険な港内で船舶を安

全確実に操船するためには、法規を遵守するのは当然であ

るが、まず船舶の操船性能を熟知し､船舶運用術の原則に従

って慎重に操船することが肝要である｡次に掲げる①～⑥

は、港内で操船する場合の一般的な注意事項である｡ 

① 見張り：港内航行中における見張りは、船舶の前方のみな

らず､全方位に対する厳重な見張りを行わなければならない。

そのため甲板部の乗組員は､オール・ハンズ・オン・デッキの

見張り態勢をとる。なお、レーダーは、視界の良否に関係なく

S/B（用意）としておく。 

② 速度：速度は、他の船舶に危険を及ぼさないように、ま

た、操船に支障をきたさないように、舵が効く程度に減速し

て航行する｡なお、５ノット以下では舵効が悪くなるので注意

を要する。また、減速するほど風圧差、流圧差が大きくなる
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ことにも注意する。 

③ 針路：針路は､交通法規の遵守、風潮流等の外力の影響、

付近の障害物との接近距離などを考慮して定める。風潮流に

対しては、きるだけこれを船首尾線方向に受けて船の偏位を

小さくする。また､港内における変針は､変針角をできるだけ

小さくして行う。 

④ 保安：港内を航行中の船舶は、緊急事態に備えて常に錨

を S/B としておく。また機関、測深機も S/B とし、汽笛は前

もってテストしておく。 

⑤ 外力：港内を航行している船舶は、減速しているため、

風潮流等の外力の影響を受けると偏位が特に大きくなること

に注意する。港内における風向・風力は、船舶の周囲にでき

た風波の到来方向と波高を観測して判断するか、付近の煙突

から流れ出る煙や旗のはためく状態を見て判断する。また、

潮流の流向・流速は、付近に存在する浮標の傾き具合やその

周辺の渦流の状態を見て判断する。なお、風や流潮などの外

力の総合方向は、近くに存在する錨泊船の船首方向を見て判

断する。 

⑥ 信号：港内航行中の船舶は、操船信号、注意喚起信号、そ

の他旗旒によるバース信号などを確実に行う。 

１７６Ｐ、１４行目 (誤)(２)港内における風潮流は、浮標の傾き具合、錨泊船

の船首方向、煙や旗のなびき方を見て判断するのがよい。 

(正)(２)港内における風向と風力は、風波の来る方向と波高を

観測して判断するか、または、煙突から流れ出る煙の方向や旗

のはためき方を見て判断する。潮流の流向・流速は、付近の浮

標の傾き具合や渦流の状態を見て判断する｡なお、風と潮流に

よる外力の総合方向は、近くの錨泊船の船首方向を見て判断す

る。 

１７８Ｐ、 １行目 (誤)① 合成繊維ロープは滑りやすいので、ボラードヘッ

ドに巻き付けるときは、巻き回数を増やしておく｡ 

② 合成繊維ロープを、ウインチやキャプスタンのドラム

に巻いて巻き取るときは、巻き回数を増やして滑らないよ

うにする｡ 

(正)① 合成繊維ロープは滑りやすいので、ビットやボラ

ードヘッドに巻き付けるときは、巻き回数（４～５回以上）

を増やして巻き締め、その索端に戻り止めをしておく。 
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② 合成繊維ロープを、ウインチやキャプスタンのドラム

に巻いて船を引き寄せるときは、巻き回数を増やして滑ら

ないようにする。また、このとき強く巻き込むと合成繊維

ロープは伸び過ぎて、その反動があることに注意する｡ 

（テキストの１９行目と２０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。） 

例題３ 岸壁係留中に荒天が予想されるとき、船舶はどのよ

うな処置が必要か。        ４級・５級 (新規) 

（解) 

① 上陸中の乗組員に帰船を促す。 

② ヘッドライン、スターンライン及びその他の係船索の

増し掛けをして、係駐力を補強する。 

③ 船体と岸壁が接触する部分にフェンダーを当て、舷側

の保護に万全を期す。 

④ 風力が強くなったときは、機関を用意として何時でも

これを使用できるようにする。 

⑤ 台風並みの荒天が予想されるときは、離岸して港外避

泊地で荒天錨泊する。 

１８１Ｐ、 １行目 （テキストの１行目から９行目までの文章を、次のように

書き換えてください。） 

 解 (１) 

                  左舷横付けの場合       右舷横付けの場合 

                  ○ア   岸壁と約１５°～２０°の角度  岸壁と殆ど平行な角度     

                  ○イ   前進行き足を残す         前進行き足を殆ど残さ 

                                    ない 

(２)一軸右回り船を左舷横付けする場合は、船が予定岸壁

と間近に接近したとき、機関を後進に使用して、船尾を左

偏させながら行き足を減じ、船を予定岸壁と平行に止める

ためである｡また、一軸右回り船を右舷横付けする場合は、

船が予定岸壁と間近に接近したとき、機関を後進に使用す

ることなく、船が自然に予定岸壁と平行になって止まるよ

うにするためである｡ 

１８４Ｐ下～７行目 （テキストの②と③の順番を、前後に入れ換えてください。） 

１８５Ｐ、 １７行目 （テキストの①と②の順番を、前後に入れ換えてください。） 

１９４Ｐ、 ４行目  （テキストの１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。） 
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① シャンクがホースパイプに引っ掛かってないか確かめ

る。 

② クラッチをつないで、ケーブルホルダーにメインシャ

フトの回転力が伝達されるようにする。 

③ アンカーチェーンを引き止めていたデッキストッパー

を解放する。次いでアンカーチェーンの移動を抑止してい

たコントローラーのレバーを上げる。 

④ ブレーキを緩め、ウインドラスを逆回転させて､錨を海

面近くまで巻き出す｡ 

⑤ ウインドラスのブレーキを締める。次いでクラッチを

切って、ケーブルホルダーをウンドラスのメインシャフト

から絶縁する｡ 

１９行目 (誤)④ 振れ止め錨は､風向が右転するときは右舷側､左転

するときは左舷側の錨をそれぞれ選定する｡ 

(正)④ 振れ止め錨は､風向が右転するときは右舷錨､左転

するときは左舷錨をそれぞれ選定する｡ 

１９９Ｐ、 ２行目 (誤)その位置から適度な行き足を保って投錨する。 

(正)その位置から錨の上に錨鎖が重ならない程度の行き足

を保って投錨する。 

２０１Ｐ、 ３行目 (誤)③ ウインドラスのクラッチをケーブルホルダーに噛

ませ、錨鎖を抑止しているコントローラのストッパーを開

放した後､ウインドラスのブレーキを緩めて錨の巻き上げ

を開始する｡ 

(正)③ クラッチをつないで、ケーブルホルダーにメイン

シャフトの回転力が伝達されるようにする。次いで錨鎖の

移動を抑止していたコントローラのレバーを上げる。そし

てウインドラスのブレーキを緩めてから、錨を巻き上げ始

める。 

９行目 (誤)コントローラーのストッパーを止め、デッキストッパ

ーをケーブルに掛け、ケーブルホルダーをメインシャフト

から絶縁しておく｡ 

(正)コントロラーのレバーを下ろして錨鎖の移動を抑止す

る。次いでデッキストッパーのスリップを錨鎖のリンクに

通して止め、これをターンバックルを回して甲板上のスト

ッパーボルトに引き締めておく。クラッチは切って、ケー

ブルホルダーをメインシャフトから絶縁する｡ 
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２０２Ｐ下～３行目 （テキストの下から２～３行目の文章を、次の文章に書き

換えてください。） 

錨泊中の当直員は、安全な錨泊が維持できるようにあらゆ

る注意を払い、万全の措置をとる。これを守錨（Anchor Watch）

という。 

２０４Ｐ、 ８行目 (誤)機関を前進に使用して錨鎖に加わる張力を和らげる。 

(正)船のトリムをやや船首トリムとし、機関を前進に使用

して錨鎖に加わる張力を和らげる。 

１０行目 (誤)ブローアップを確認する｡ 

(正)ブロートアップを確認する｡ 

２０５Ｐ、 ７行目 (誤)③ 錨鎖を巻き出すか、または、他舷錨を投下して、

錨の把注力を増す。 

④ 機関が使用できる状態になったとき、機関を始動して

走錨を止める｡ 

(正)③ 必要に応じて、他船や障害物との接触事故に備え

て、フェンダーを用意する。 

④ 錨鎖を巻き出すか、または他舷錨を投下して、錨の把

注力を増強する。 

⑤ 機関が使用できる状態になったとき、機関を始動して

走錨を止める｡ 

２０６Ｐ、１１行目 （テキストの１１行目と１２行目の間に、次の例題２、例

題３、例題５及びそれらの解を、新たに追記してください。

なお、例題４には、テキストの例題２の問題と解を使用し

てください。） 

例題２ 単錨泊中に、走錨していると判断できる状態は、次

のうちどれか。 

(１) 錨鎖が時々たるむ。 

(２) 片舷からのみ風を受けている。 

(３) 船体が、ほぼ規則的に振れ回っている。 

(４) 錨鎖に触っても、振動が感じられない。  ５級 

(解) 

(２) 片舷からのみ風を受けている。 

例題３ 錨泊中の走錨に関する次の問いに答えよ。 

(１) 走錨するのはどのような原因によるか。４つあげよ。 

(２) 自船の走錨に気付いたときは、どのようにしなけれ

ばならないか。                ４級 
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（解) 

(１) 

① 錨鎖の伸出量の不足 

② 底質不良 

③ 錨泊中に起こる絡み錨 

④ 振れ回り運動による錨鎖への急張 

⑤ 風潮流の増強 

⑥ 波浪による船体動揺 

⑦ ブロートアップの未確認 

(以上のうちから４つ答える) 

(２) 

① 直ちに、機関室に機関用意を発令する｡ 

② 汽笛による注意喚起信号を鳴らして、周囲の船舶に自

船の走錨を知らせる｡ 

③ 必要に応じて、他船や障害物との接触事故に備えて、

フェンダーを用意する。 

④ 錨鎖を巻き出すか、又は他舷錨を投下して、錨の把駐

力を増強する｡ 

⑤ 機関が使用できる状態になったとき、機関を始動して

自船の走錨を止める。 

例題４ (テキストの例題２の問題と解を使用してくださ

い。) 

例題５ 錨泊中に荒天が予想されるとき、船舶はどのよう

な処置が必要か。           ４級・５級 

（解) 

① 上陸中の乗組員に帰船を促す。 

② 風力が強くなる前に、錨鎖を伸出して把駐力を増強す

る。また、振れ止め錨を投下して、荒天中に船体が大きく

振れ回らないようにする。 

③ 双錨泊中の場合は、転錨するか、又は錨を投下し直し

て、風向が変化したときに錨鎖が絡まないように、また、

風力が強くなったときに有効に荒天錨泊ができるように、

両舷錨の間隔と配置及び錨鎖長をそれぞれ適度に調節する。 

④ 強風に耐えられるように船の喫水を深くし、トリムを

適度な船首トリムとする。また、海水の奔入に備えて航海

中に準ずる荒天準備をする。 



32 

 

⑤ 風力が強くなったときは、直ちに機関を用意とし、何

時でもこれを使用できる状態にする。 

２１０Ｐ、 ８行目 (誤)まず本船の操縦性能と荒天の程度を 

(正)まず本船の航海性能と荒天の程度を 

１１行目 (誤)本船の操縦性能が明らかに上回っていると確信 

(正)本船の航海性能と状態が明らかにこれを上回っている

と確信 

１５行目 （テキストの１５行目から次ページの１８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）波浪の衝撃による船体破壊 

① 荒天海面で船舶が波浪を船首に受けて高速航行すると、

波浪による強烈な船首船底衝撃（この衝撃をスラミングと

いう。）を受けて、船首部船底外板が破壊される危険がある。 

② 荒天海面で船舶が波浪を船尾に受けて順走すると、巨

大な追い波が船尾部上甲板に覆い被さって、船尾構造物が

破壊(これをプープダウンという。)される危険がある。 

③ 荒天海面で船舶が巨大な波浪を船首尾線方向に受けて

航走すると、船体が大きくベンディングして、船体中央部

に亀裂を生じる危険がある。 

（２）機関・舵の故障に伴う操縦不能 

① 荒天海面で船舶が波浪を船首尾線方向に受けて高速航

行すると、船体が激しく縦揺れするため、それに伴って推

進器が空転（レイシング）して機関の一部や推進器の羽根

に損傷を受ける危険がある。 

② 荒天海面で船舶が波浪を船尾に受けて順走すると、追

い波の衝撃で舵板が破損する危険がある。 

（３）船体動揺に伴う荷崩れ転覆 

             ① 荒天海面で船舶が巨大な波浪を正横またはその付近に

受けて航走すると、船体が激しく横揺れし、又は同調横揺

れを起こし、船舶は大傾斜と共に荷崩れを起こして急激に

転覆する危険がある。 

② 荒天海面で船舶が巨大な波浪を船尾斜め後方に受けて

順走すると、船舶は舵効きが悪くなるばかりでなく、船首

揺れ（ヨーイング)が大きくなるため、船体が波の谷間で一

方に傾き、荷崩れと共に横転（これをブローチング・ツー

という。）する危険がある。 
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（４）浸水と沈没事故 

① 荒天海面を航行中の船舶は、激しい船体動揺に伴って

巨大な波浪が上甲板に打ち上げてハッチを破壊すると、船

倉内に大量の海水が浸水して船体が傾き、ビームエンド(舷

側が海面に浸かること)の状態になって舷側から海水を掬

い転覆又は沈没する危険がある｡ 

② 荒天海面を航行中の船舶は、激しい船体動揺で船内重

量物が移動して外板に破損を生じると、そこから浸水事故

を起こす危険がある｡ 

（５）人身事故 

           荒天海面を航行中の船舶は、甲板上を歩行する乗組員が高

波に流される等の人身事故を起こす危険がある。 

２１１Ｐ、１９行目 （テキストの１９行目から次ページの１２行までの文章を、

全て次の文章に書き換えてください。） 

(ウ) 洋上における荒天準備 

洋上を航行中の船舶が荒天突破を決断したときは、上記の

危険を踏まえ、万全の準備をしなければならない｡この準備

を、所謂、洋上での荒天準備といい、これは天候が荒れ始

める前に完了させていなければならない｡ 

（１）船体の動揺と復原力の回復に対して 

① 船倉の上部に積み上げた不安定な貨物は、船倉の下層

に移動させて固定する。また、その他の移動貨物は荷崩れ

を起こさぬように固縛や荷敷きの状態を点検して調整する。 

② 自由表面が現れたディープタンクや二重底タンク等は、

タンク内の液体を移動させて満タンと空タンに調整する。 

③ 必要に応じてバラストタンク等にバラスティングして、

荒天突破に必要な排水量と復原力を確保する。また、船体

の傾斜やトリムを適度に調整して、船舶の復原性と操縦性

を良くする。 

④ デリックブームはチョックに収め、これを補助ワイヤ

ーで確実に固縛しておく。 

（２）防水に対して 

① 倉口（ハッチ）から浸水しないように、バッテンダウ

ンの状態を確認した上、ハッチカバーが浮き上がらないよ

うにこれをロープで縦横に縛っておく。 

② 舷窓（サイドスカッツル）、天窓（スカイライト）、通
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風筒（ベンチレータ）、チェーンパイプ口、タンクのエアー

パイプ孔、水密ドアーの付いた船内の開口部、その他船舶

内の諸開口を厳重に密閉する｡ 

（３）排水に対して 

① 上甲板に打ち上げた海水が直ちに船外に排出されるよ

うに、両舷側の排水口（スカッパー）や放水口（フリーイ

ングポート）の機能について点検する｡ 

② 排水口に詰まるおそれのある上甲板のゴミ、布切れ等

は予め清掃して取り除いておく｡ 

③ 機関室に連絡してビルジポンプの試運転を行ってお

く｡ 

（４）作業員の安全に対して 

           作業員の歩行を安全にするため、上甲板に命綱（ライフラ

イン）を張る｡ 

２１４Ｐ、２０行目 (誤)落とされて危険がある。 

(正)落とされる危険がある。 

２１５Ｐ、 ８行目 (誤)波が小さくなった時期に、 

(正)波が小さくなった時機を見計らって、 

１２行目 （テキストの１２行目と１３行目の間に、次の例題とその

解を新たに追記してください。） 

              例題 復原力の小さい船が、風浪の激しい洋上を航走する

場合に関する次の問いに答えよ。 

(１) 風浪を正横から受けると、どのような危険があるか。 

(２) 速力の増減と針路のとり方については十分な注意が

必要であるが、なぜか。 

(３) 操舵については、どのような注意が必要か。４級 

(解) 

(１) 復原力の小さい船舶は、激しい風浪を正横から受けて

航走すると、船体が風下側へ大傾斜し、積載貨物が移動又は

荷崩れを起こして転覆する危険がある。また、船体の横揺れ

周期と波浪の到来周期が一致して同調横揺れを起こす危険

もある。 

(２) 風浪の激しい洋上を航走している復原力の小さい船

舶は、船体に大きな傾斜や激しい動揺を与えると転覆する危

険があるので、慎重に操船しなければならないからである。

船舶は増速すると船体の動揺が激しくなり、減速すると保針



35 

 

が困難になる危険がある。又、風浪を正横又は船首尾線方向

に受ける針路をとると、船体の傾斜と動揺を大きくする危険

がある。この場合、題意の船舶は、風浪を船首から斜め２～

３点前方に受ける針路をとり、速力を適度に減速して、船体

の動揺と傾斜を最も緩和させる操船を行う必要がある。 

(３) 決して大舵を取ってはならない。また、取っている舵

を急に戻してはならない。復原力の小さい船舶は船体を傾斜

させると危険なので、操舵は常に小舵角で小刻みに行う。 

２１７Ｐ、 ７行目 (誤)順走（Scudding）すると､船首揺れが大きくなって保針

が困難となる｡ 

(正)順走（Scudding）すると､舵効が低下するほか、船首揺

れが大きくなって保針が困難となる｡ 

２１８Ｐ、 ４行目 （テキストの４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。なお、テキストの④の答は適当で

ないので削除しました。） 

（２）① 波浪を船首に受けて航行すると、波浪による船

首船底衝撃（スラミング）を強く受けて、船首部船底外板

が破壊される危険が生じる｡ 

② 波浪を船尾に受けて航行すると、船体の縦揺れと共に

追い波の強い衝撃を受けて、舵板や推進器の羽根が破損す

る危険が生じる｡ 

③ 波浪を船首尾線方向に受けて航行すると、船が大きく

縦揺れするため、それに伴って推進器が空転して機関の一

部や推進器に損傷を受ける危険が生じる。 

④ 軽喫水船はボットムヘビーなので、荒天海面を高速航

行すると、波浪による船体の動揺、特に横揺れが異常に激

しくなるため、海水の奔入、船内の重量物の移動、又は航

海計器の故障の多発等による危険が生じる。 

１４行目 （テキストの１４行目から２３行目までの文章を、全て次

の文章に書き換えてください。書き換えた後の箇条書きの

の数は、⑥から④に減尐します。） 

船舶は、軽喫水状態（空船状態)で航行すると、次のような

弊害が現れて危険である。 

① 軽喫水船は、船体の受風面積が増し、風圧差による偏

位が異常に大きくなる危険がある。 

② 軽喫水船は、著しい船尾トリムとなるため、航行中に
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船側に風を受けると船首が著しく風落ちして操縦性を失う

危険がある。また、荒天航行中は、波浪による船首船底衝

撃を強く受け、船首部船底外板が破壊される危険がある。 

③ 軽喫水船は、舵板と推進器翼の一部が水面上に露出す

るため、舵効きが悪くなると同時に、推進器の横圧力が過

大となり、船の偏位が異常に大きくなる危険がある。また、

荒天航行中は、推進器が空転して機関の一部や推進器に損

傷を受ける危険もある。 

④ 軽喫水船は、ボットムヘビーとなるため、荒天航行中

は船体の横揺れが激しくなり、海水の奔入、船内重量物の

移動、又は航海計器の故障が多発する等の危険がある。 

下～４行目 （テキストの下から４行目と９行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

           狭水道は、概して船舶交通量が多く、必ず急潮流が存在す

る。更に沿岸部では浅瀬や様々な構築物が存在し、これら

の多くが航路障害物となっている。そのため狭水道を通過

する船舶は、まず見張りを厳重にし、急潮流が存在する海

域ではその影響に注意しながら、他船との衝突や浅瀬等へ

の乗揚げ事故を起こさぬように、十分警戒して操船しなけ

ればならない。そのほか狭水道通過中には、浅水影響、側

壁影響又は他船との相互作用の影響等にも注意して航行し

なければならない。 

２１９Ｐ、 ２行目 (誤)潮汐表、天測暦、水路図誌及び船用航海日誌 

(正)水路誌、潮汐表、天測暦及び船用航海日誌 

（テキストから「水路図誌」を削除し、「水路誌」を新たに

追記してください。) 

２３行目 (誤)(３)針路の設定 

(正)(３)針路の選定 

２４行目 (誤)平行な針路を設定する。 

(正)平行な針路を選定する。 

２６行目 (誤)針路設定をする。 

(正)針路選定をする。 

２７行目 (誤)見通しの効く針路を設定する。 

(正)見通しの効く針路を選定する。 

２８行目 (誤)船首目標を設定する。 

(正)船首目標を選定する。 
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下～２行目 （テキストの下から２行目と３行目の間に、次の項目と本

文を新規に追記してください。） 

(４) 操舵法 

狭水道通過時の操舵は、次に掲げる事項を考慮して行なう。 

① 操舵員には、経験者を配置する。 

② 操舵号令は、操船者が自ら操舵するつもりで、舵角を

指定して発する。 

③ 操舵は、コンパスのみに頼らず、前方に操舵目標を選

定して確実に行う。 

④ 操舵は、大舵を避け、小舵角で小刻みに行う。 

⑤ 変針点での転舵は、時機を逸することなく確実に行う。 

下～１行目 (誤)通峡部署の配置につけ、 

(正)通峡部署につけ、 

（テキストから｢の配置｣を削除してください。) 

２２０Ｐ、 ４行目 (誤)速力は、通常減速する。 

(正)速力は、通常やや減速する。 

下～１２行目 (誤)水路の見通しが効く 

(正)水路の見通しが利く 

下～１行目 （テキストの下から１行目の下方に、次の例題とその解を

新たに追記してください。次いでテキストの例題に番号１

を付けてください。) 

例題２下図は、右舷からの風潮を受けて北方向に航行してい

るＡ船、Ｂ船及びＣ船の航跡(・・・・)と船の体勢を示す略

図である。 

これについて、次の問いに答えよ。 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

                       Ａ船    Ｂ船    Ｃ船 
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(１) Ａ船、Ｂ船及びＣ船は、それぞれどのような操舵法

により航行しているか。次の(ア)～(ウ)から選べ。 

(ア) コンパスの示度に針路を指定し、そのコンパスを見

ながら操舵している。 

(イ) 船の前方に適当な重視目標を選び、これを操舵目標

として操舵している。 

(ウ) 船の前方に適当な船首目標を選び、目標を常に正船

首に見るように操舵している。 

(２) Ｃ船のとっている操舵法は、どのような場合に適す

るか。２つあげよ。              ４級 

(解) 

(１) A船は (ア)、 B船は (ウ)、 C船は (イ) 

(２) (次のうちから２つ答える) 

① 潮流の速い狭水道で予定の針路線を直進しなければな

らない場合 

② 周囲に険礁が散在する水域で、予定の航路から船を逸

らさないで航行しなければならない場合 

③ 指定された投錨地点に正確に投錨しなければならない

場合 

２２１Ｐ、 ８行目 (誤)海面の状況等を調査し、 

(正)海面の状況等を考慮して、 

１１行目 （テキストの１１行目から３０行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。） 

(イ) 被曳船の堪航性及び復原性等の確認 

損傷を受けた被曳船をそのまま曳航するのは危険である｡

被曳船にも通常の航海に耐えるだけの十分な堪航性が要求

される。また、被曳船は曳航中に引き船から前方へ引かれ

る力を受けるだけでなく､船首を左右に振リ出す力と船体

を横傾斜させる力を同時に受ける｡曳航中に後者が強く働

くと､被曳船は船首揺れが大きくなるとともに、船体が横転

する危険が発生する。そのため被曳船は単独で航行すると

き以上に復原力を保っておく必要がある｡これらの事情を

考慮すると、引き船は曳航を開始する前に､被曳船に関し次

の（１）～（４）に掲げる事項を慎重に確かめることが重

要である。 

（１）排水量の確認 
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被曳船が空船状態では、曳航中に船首が風落ちして、船首

揺れを誘発させて危険である｡そのため被曳船の排水量は、

夏季満載排水量の尐なくとも５０～５３パーセント確保す

る必要がある。若し、これが不足しているようであればバ

ラストを漲って調整する｡ 

（２）トリムの確認 

被曳船が、極度な船尾トリムでは、曳航中に船首が風落ち

して、船首揺れを誘発して危険である。また、船首トリム

では、船の保針性が悪いため、前者と同様に船首揺れを誘

発して危険である｡そのため引き船は、曳航を開始する前に

被曳船のトリムを確かめ､必要に応じて被曳船のトリムを

適度な船尾トリムに調整しておく。 

２２２Ｐ、 ２行目 (誤)被曳船は船首揺れを起こすと同時に、船体が大きく横

傾斜させる｡従って、被曳船は、 

(正)被曳船は船首揺れを始めると同時に、船体が大きく横

傾斜する｡そのため被曳船は、 

９行目 (誤)転覆させる原因ともなりかねない。被曳船は、曳航開

始前に必ず直立状態にしておく。 

(正)転覆させる原因になりかねない。被曳船は、曳航開始

前に必ず船体を直立状態にしておく。 

下～１０行目 (誤)また、曳航中に曳索が海面上に浮上すると切断しやす

いので、海面下に没し懸垂部を形成する重量のあるものが

よい。従って、一般には、引き船は船尾から 

(正)また、曳索は、曳航中に海面上に浮上すると切断しや

すいので、水面下に没して懸垂曲線を描く重量のあるもの

がよい｡そのため、通常、引き船は船尾から 

２２３Ｐ、１８行目 (誤)変針点に達して変針した後、被曳船はしばらくそのま

ま直進し、 

(正)変針点に達して変針し、その後、被曳船はしばらくそ

のまま直進して、 

２２４Ｐ、 ３行目 (誤)一直線に結ぶ線と重なるように引くことである｡ 

(正)一直線に結ぶ線と一致するように引くことである｡ 

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たに追

記してください。次いでテキストの例題に番号１を付けて

ください。) 

例題２ 曳航時における曳索について述べた次の文のうち、
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適当でないものはどれか。 

(１) 曳索の長さは、その一部が常に水中に没する程度が

適当であるが、荒天時は曳索の長さを縮めたほうが安全で

ある。 

(２) 曳索は、曳航用の鋼索と曳航される船の錨鎖を結合

して用いるのがよい。 

(３) 曳索の太さは、主として曳航速力や航行海面の風浪

を考慮して決める。 

(４) 曳索は、曳船の船尾付近の構造物を大回しにして係

止し、船体との接触部には木材などを当てる。  ４級                            

(解) 

(１) ( 曳索の長さは、その一部が常に水中に没する程度

が適当であるが、荒天時は曳索の長さを縮めたほうが安全

である。) 

２２５Ｐ、１３行目 (誤)乗上げの場合における措置 

(正)乗揚げの場合における措置 

 

第５章 ２２６Ｐ、１７行目 (誤)航海当直中の一般的職務 

(正)航海当直中の職務 

（テキストから｢一般的｣を削除してください。） 

１７行目 （テキストの１７行目と１８行目の間に、次の小項目を新

規に追記してください。） 

（１）当直職員の通常の職務 

２２７Ｐ、 １行目 （テキストの１行目にある「【注】航海当直中に特に注意す

べき事項」を削除してください。） 

２行目 （テキストの「(１) 夜間」を、「(２) 夜間の航海当直中

に特に注意すべき事項」に書き換えてください。) 

１５行目 （テキストの｢(２) 狭視界時｣を、「（３）航海当直中、狭

視界となったときに特に注意すべき事項」に書き換えてく

ださい。） 

２２８Ｐ、 ７行目 (誤)④ 顕著な航海目標を初認したとき。 

(正)④ 主要な航海目標を初認したとき。 

１６行目 (誤)船長の命令で航海当直と同じ体制で停泊当直を実施 

(正)船長の命令で航海中に準ずる当直員で停泊当直を実施 

２３０Ｐ、１１行目 （テキストの１１行目と１２行目の間に、次の例題とその

解を新たに追記してください。次いでテキストの例題５と
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例題６の問題番号を、それぞれ６と７に書き換えてくださ

い。) 

例題５ 沿岸航行中、視界不良になったときに甲板部の航海

当直職員がとるべき処置を６つあげよ。   ４級・５級 

(解) 

（次のうちから６つ答える） 

① 視界が悪くなったときは、その旨を直ちに船長に報告

する｡ 

② 見張り員を増員して、一層厳重な見張りを開始する｡ 

③ 直ちに、機関､錨､レーダー及び音響測深機を用意とす

る｡ 

④ より安全な速力に減速する｡ 

⑤ 直ちに規定の霧中信号を開始する｡ 

⑥ 昼間であれば法定灯火を点灯する｡ 

⑦ 船橋の窓及びドアーは全て開放し、他船の鳴らす霧中

信号その他の音響を聞き逃さないようにする｡ 

⑧ 船内、特に船橋を静かに保つ｡必要と認めるときは､主

機の運転を止める。 

２５行目 (誤)５級 

(正)４級・５級 

          （テキストに「４級・」を追記してください。) 

２３３Ｐ、 ２行目 (誤)② 喫煙室内での喫煙は、喫煙室のドアーや窓を全て

密閉して行う｡ 

(正)② 喫煙室内での喫煙は、喫煙室のドアーや窓を全て

密閉して行う｡なお、灰皿には水を入れて吸殻の火を確実に

消せるようにしておく。 

３行目 (誤)① 入港中は、その港で特に定められた火気制限に関

する規則があれば、その規則に従って調理用ストーブを使

用する｡ 

② 調理用ストーブの煙突から火の粉を出さないように、

炎は必要最小限に調整して使用する｡ 

(正)① 入港中は、その港又は区域で定められたギャレー

ストーブの使用を制限する規則がある場合は、その規則を

遵守する。 

② 原油、ガソリンなど引火性液体類の荷役中は、ギャレ

ーストーブの使用が禁止されているバースがあるので注意
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する。 

③ 航海中にギャレーストーブを使用するときは、火の粉

が出ないように煙突に金網を被せておく。(以上のうちから

２つ答える) 

２３８Ｐ、 ２行目 (誤)衝突直後、損害の程度を調べた上でなければ機関を後

進にかけてはならない｡機関を後進にかけて、船体が他船か

ら離れると、破口から大量の海水が浸入して両船の沈没を

早め、または他船の人命救助が困難となる。 

(正)衝突直後、船舶は損害の程度を調べた上でなければ機

関を後進にかけてはならない｡慌てて機関を後進にかける

と、２船が離れたときに破口から大量の海水が浸入して船

舶の沈没を早める危険がある。また、２船が離れると、両

船間で行う人命救助が困難となるおそれもある｡ 

４行目 (誤)乗揚げの場合の措置 

(正)乗揚げの場合における措置 

１０行目 (誤)②船体の損傷の有無または程度 

(正)②船体の損傷の有無またはその程度 

１１行目 (誤)③船内への浸水の有無または程度 

(正)③船内への浸水の有無またはその程度 

 

実力テスト/修了試験（問題と解答） 

２４８Ｐ、１１行目 (誤)水線部付近の他 

(正)水線部付近のほか 

２５１Ｐ、３０行目 (誤)錨泊に利用する他 

(正)錨泊に利用するほか 

２５２Ｐ下～１３行目 (誤)(二)① 賄所、機関室等から温水が排出される排水口

の付近 ② 船尾部船底外板 

(正)(二)① 機関室付近の船底外板  

② 賄室等から温水が排出される排水口の周辺 

２５３Ｐ、 １行目 (誤)（１）① 船首部船底外板の損傷箇所の有無 

② 船首部船底外板のシームやリベットからの漏水箇所の

有無 

③ ホースパイプ直下の外板の損傷、腐食及びペイントの

剥脱状況 

(正)（１）① 船首部の上部外板は、錨作業や岸壁との接

触による損傷状況  
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② 船首部船底外板は、波浪の衝撃による外板の損傷状況

およびシームやリベット孔からの漏水の有無  

③ 船首部外板の全般にわたる腐食及びペイントの剥脱状 

況 

１２行目 (誤)ビルジキールは、ビルジ外板に縦方向に配置された部

材で、その長さは船の長さの 1/3～3/5に達している。ビル

ジキールは、船のローリングを軽減する役目をしている。 

(正)ビルジキールは、その効果がよく発揮される船体中央

部のビルジ外板の外側に、船の長さの 1/3～3/5 にわたって

縦方向に配置されている部材である。ビルジキールは、船

の横揺れ(ローリング)を軽減する役目をしている｡ 

１６行目 (誤)内張りを取り除き、腐食部を錆打ちし、泥やごみを庫

外に運び出し、水洗いして清掃する。その後、十分乾燥さ

せ、瀝青塗料を塗り、内張りを張り直しておく。 

(正)そして庫内は、泥土を取り除いてから水洗いして清掃

し、十分に乾燥させてから発銹部のさびを落とす。次いで

庫の内面をさび止めペイント及び瀝青塗料で防銹塗装する。 

２５５Ｐ下～７行目 （テキストの下から７行目と、これに続く次ページの５行

目までの文章を、次のように書き換えてください。） 

(一) (１) 

         左舷横付けの場合       右舷横付けの場合 

                 (ア)  岸壁と約１５°～２０°の角度  岸壁と殆ど平行な角度 

                 (イ)  前進行き足を残す         前進行き足を殆ど残さ 

                                    ない 

（２）一軸右回り船を左舷横付けする場合は、船が予定岸壁

と間近に接近したとき、機関を後進に使用して、船尾を左

偏させながら行き足を減じ、船を予定岸壁と平行に止める

ためである｡  

一軸右回り船を右舷横付けする場合は、船が予定岸壁と

間近に接近したとき、機関を後進に使用することなく、船

が自然に予定岸壁と平行になって止まるようにするためで

ある｡ 

２５６Ｐ、 ７行目 (誤)（一) （１）荒天航行中、変針しようとする場合に大舵

をとると、船体が大きく横傾斜し、そのとき船側に横波を受

けると、ますます船体傾斜が大きくなって、荷崩れ・転覆す

る危険がある｡ 
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（２）潮流の速い狭い水道を航行中、変針しようとする場合

に大舵をとると、船体が大きく回頭し過ぎて潮流の流線から

針路がそれ、船側に急潮流を受けて船の操縦性を失う危険が

ある｡この場合、舵による針路修正ができないと、そのまま

船が陸岸へ乗り揚げてしまうことがある｡ 

(正)（一）（１）荒天航行中、船が変針しようとして大舵を

取ると､船体が大きく外方傾斜する。このとき船側に横波を

受けると、船体傾斜がますます大きくなり、船は荷崩れを

起こして転覆する危険が生じるおそれがある。 

（２）潮流の速い狭水道を航行中、船が変針しようとして

大舵を取ると､船体が過大に回頭して、針路が潮流の流線か

ら逸れることがある。このとき船は船側に不規則な急潮流

を受けて操縦性を失う危険が生じるおそれがある。 

２６０Ｐ、１０行目 (誤)錨鎖庫内は、内張りを取り除き、腐食部を錆打ちし、

内部の泥やごみを庫外に運び出し、水洗いして清掃する｡そ

の後、十分乾燥させ、瀝青塗料を塗り、内張りを張り直し

ておく｡ 

(正)そして錨鎖庫内は、内部の泥土を取り除いてから水洗

いして清掃し、十分に乾燥させた後、発銹部を錆打ちする。

次いで庫の内面を防銹ペントと瀝青塗料で防銹塗装する。 

２６７Ｐ、１９行目 (誤)シームやリベットで漏水箇所が 

(正)シームやリベット孔から漏水箇所が 

２３行目 (誤)シームやリベットに漏水箇所が 

(正)シームやリベット孔から漏水箇所が 

２６８Ｐ、 ８行目 (誤)(４)ハッチカバー 

(正)(４)ハッチカバー(閉鎖装置) 

下～８行目 （テキストの下から８行目と、これに続く次ページの３行

目までの文章を、次の文章に書き換えてください。） 

（二）〔復原力が小さ過ぎる場合(トップヘビーの場合)の危

険〕 

① トップヘビーの船舶は、高速航行中に大舵を取ると、

船体が大きく外方傾斜する。このとき積荷が荷崩れすると、

船体傾斜がますます大きくなって船舶が転覆する危険があ

る｡  

② トップヘビーの船舶は、航行中に突風や横波を受ける

と､船体が大傾斜する。このとき積荷が荷崩れすると、船舶
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が転覆する危険がある。 

〔復原力が大き過ぎる場合(ボットムへビーの場合)の危

険〕 

① ボットムへビーの船舶は、荒天海面では激しくローリ

ングするため、積荷が荷崩れを起こして転覆する危険があ

る。  

② ボットムへビーの船舶は、荒天海面では激しくローリ

ングするため、船倉内の鉄鋼材などが移動して外板を破損

すると、浸水事故を起こす危険がある｡  

２６９Ｐ、７行目 (誤)（二）航行中、船体の固有横揺れ周期を測定するとき

は、船体の個々の横揺れ周期を時間をかけて何度も測り、

それらの平均値を採用する。そうすることで波浪による周

期の誤差を消去することができる。 

(正)（二）航行中の船体の横揺れ周期は、波浪の影響で発

生する周期の誤差を消去するために、船体の個々の横揺れ

周期を、時間を掛けて何度も測り、それらの平均値を採用

する｡ 

２７７Ｐ、２０行目 （テキストの２０行目から２８行目までの文章を、次の文

章に書き換えてください。なお、テキストの④の答は適切

でないので削除しました。） 

（２）① 波浪を船首に受けて航行すると、波浪による船

首船底衝撃（スラミング）を強く受けて、船首部船底外板

が破壊される危険が生じる｡ 

② 波浪を船尾に受けて航行すると、船体の縦揺れと共に

追い波の強い衝撃を受けて、舵板や推進器の羽根が破損す

る危険が生じる｡ 

③ 波浪を船首尾線方向に受けて航行すると、船が大きく

縦揺れするため、それに伴って推進器が空転して機関の一

部や推進器に損傷を受ける危険が生じる。 

④ 軽喫水船はボットムヘビーなので、荒天海面を高速航

行すると、波浪による船体の動揺、特に横揺れが異常に激

しくなるため、海水の奔入、船内の重量物の移動、又は航

海計器の故障の多発等による危険が生じる。 


