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ベーシック・レベル 5

レベル 5では、ダブルハンド艇 ( 二人乗り艇 ) の練習をしていきます。

一人で乗っている際よりも優れたパフォーマンスの

セーリングが出来るように、各ポジションの役割を明確にして

それぞれのポジションごとの動作を練習しましょう。

basic
LEVEL5

ダブルハンド講習会Level5   
目標

Goal

◦ダブルハンド艇の艤装が出来る

◦�クルーワークが出来る

◦�ジブセールとメインセールの�

トリムが出来る

◦ジェネカーが使える

◦ヒーブツー

◦メインセールを下ろして着艇
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セーリング Sailing

ジブセール
メインセールより小さく、バウ寄りにフォーステイからマスト付近まで展開される三角形の形状のセール。バウ付近の風を

受けてメインセールの風下側の風の流れを加速させる。

ジェネカー
アシメトリックスピネーカー＝ジェネカーともいう。シンメトリック（左右対称）スピネーカーの様にポールの入れ替えは

せず、ジブセールの様に張り変える事ができる。

ヒーブツー
海上でヨットを安定させ止めておくために、クローズの角度でジブセールを通常と反対にはり、メインセールは出た状態。

ジブセールに風を受けヨットは風下へ行こうとし、メインセールは風上へ行こうとするので、パワーが相殺されて、横流れ

しながら止まっていることができる。

ホイストドロップゾーン
ジェネカーを上げ下げする際の最も安定する方向のこと。

パワーゾーン
ジェネカーを張って早く走れる方向。

＜クルーの役割＞
１．�障害物や向かってきている船がないか、常にチェックしてヘルムスマンに伝える（特にクローズホール

ドでジブの裏側にいるヨット等はヘルムスマンからは見えない）。遠くのブローが来ることも伝える。

２．�大きなボートバランス（左右）ボートトリム（前後）はクルーがメインで動く。

３．�ジブセールトリム（特にクローズホールドではメインセールではなくジブセールでのぼり角が決まる

のでジブを正確に風に合わせる）。アシメトリックスピネーカートリム。ジブシートリターンの調整。

４．アシメトリックスピネーカーホイスト、ドロップ。

５．�近くにあるコントロールラインの調節。（バング、カニンガム、ジブシートリーダーなど）

６．着艇時にメインセールを降ろす。
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セーリング Sailing

陸上講習

陸上講習 1 クルーポジション

クルーのポジションは大きく 4 つ !

ヘルムスマンはセーリングしやすい場所に座ります（通常風上デッキ側）。大きなヒールバランス、ボートト

リムはクルーがメインで取ります。クルーは常にヘルムスマンがセーリングしやすい位置に移動します。

風の強さや走る角度によって乗る場所を変えましょう。

・コックピット内風上側（3 〜 5m/s くらい） ・風上側オンデッキ（中間〜強風）

※ヘルムスマンは常に風上側の操船しやすい場所に座るようにしましょう

・コックピット内風下側（軽風）・風下側のオンデッキ（微風）

姿勢を低くすると

ヘルムスマンは前方が見やすい

2 人で風上に居る時は

なるべくくっついて乗る
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セーリング Sailing

陸上講習 2 ジブセール

ダブルハンドではジブセールの引き込み角度でクローズホールドの上ぼり角が決まります。

ジブセールがあると、メインセールに流れ込む風の角度が変わり、より艇のバウ方向から流れ込むようになり

ます。

クローズホールドを走っている際は、ブームが艇の真ん中に来るところまでメインセールを引き込むようにし

ましょう。

レーザーなどの 1枚セールの艇と同じメインセールの角度だと、セール外側の風が乱れて走りづらくなります。

ジブとメインが一体となっ

てセールに風が流れると考

えましょう。
ジブセールからのバックウ

インドが入ってしまいます。

２枚セイル１枚セイル

シングルハンドのセール角度は
トランサムの角まで（ジブセールの角度と同じ）

ジブセールによって流れ込む風の角度に合わせて
メインセールをセンターまで引き込む
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陸上講習３ヒーブツー

海上でとまる際、ジブセールがある艇の場合、ヒーブツーという形で止まります。

・風上側のジブシートをいっぱい引いて、ジブセールがマストに張り付いていた状態にする

（裏ジブ）

・メインセールをいっぱいまで出す（バングはゆるめておく）

・ラダーを風上に向かう方向にきる

セーリング Sailing

風上側のジブシートを引いて
マストにセールが張り付いた状態

メインセールを
いっぱいまで出す
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陸上講習４メインセールを下して着艇

強風の海風（オンショア）で波がある時は、メインセールを海上で下ろしてから、ジブセールだけでセーリン

グして着艇します。

１．着艇場所より風上で、（ヒーブツーで）とまる

２．メインセールを下す

セーリング Sailing

３．センターボード、ラダーを半分あげる

４．�ジブセールだけでセーリングして着艇。オフショア（岸から海に向かう風）の時は、波打ち際でセールを

下します。

波のない時
・クルーがおりる（バウを持ち風位に向ける）

・ヘルムスマンがメインをおろす

波がある時
バウを波に向ける。

陸へ上げる時に船台の向きを変える時があるので、風を受けない様メインセールをおろしてから上げる。
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セーリング Sailing

ダブルハンドのタッキング

ダウルハンドのタッキングはヘルムマンとクルーの協力が不可欠です。ヘルムスマンの動きはシングルハンド

と同じです。クルーはヘルムスマンの動きやすいタイミングで、ヘルムスマンはクルーが体重移動とジブシー

トを返しやすいスピードでティラーを切ります

ステップ１

ヘルムスマンは肩越しに振り返って周りにボートなどがいないか

確認し、タッキング用意とクルーに声をかけます。

クルーも周りを確認して、ジブシートの絡み、次に引くシートの

たるみ、フットベルトの足をはずせる事を確認しクリートを外す

準備をして、準備 OK、と伝えます。

ヘルムスマンはタッキング、と言ってボートをゆっくり回し始め

ます。

ステップ２

ブームが真ん中に来るのを見計らってボートの中に入ります。ク

ルーはボートが回ってジブがフラップ（シバー）し始めたら持っ

ていたジブシートをはなし新しいタッキングでのジブに持ち替え

ます。ジブがフラップしたタイミングが移動の目安になります。

ヘルムスマンは風位を超えたらメインセールを緩め風が入りやす

くします。

ステップ３

クルーは新しいタッキングでジブがはらんだら、ジブシートを引

き込み新しいコースに合わせてジブセールをトリムし、ボートの

バランスを取ります。

ヘルムスマンはタッキングを終え、ボートが新しいコースを維持

し始めたらシートをエクステンションを持った手を入れ替え、必

要ならセールをトリムします。タッキングが終わったらシートが

絡まらないように整理しておきましょう。
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セーリング Sailing

タッキング時のセールのトリム

タッキング後はボートスピードが遅くなる為アパレントウインドウが後ろに周りますので、セールを出します。

（ジブシート（１〜２㎝））。メインシート（５〜 10㎝）。

タッキング完了後スピードが速くなったら合わせて引き込みます。

波がある時などはボートスピードがかなり遅くなります。その場合はタッキング後に角度を少しおとし、セー

ルをもう少し出す事になります。スピードが速くなったらセールをゆっくり引けば自然に角度も元に戻ります。

slow
Quick

slow

W
IND

タッキング時のティラーの切り方

最初はゆっくり風位を超える時は素早く、そしてゆっくり元に戻します。

W
IND

クローズ
ホールド

クローズ
ホールド

フ
ラ
ッ
ト フラット

ジブが
フラップ

ジブに
風が入るジブカムを

はずさなければ
裏風が入る

ゆっくり
ゆっ
くり

リー
ワー
ドヒ
ール

ウインドワードヒール

ここで次のタックでの
ヒール（リーワード）

体重移動を
素早く

メインが
フラップ 風位

メインが
中央にあれば
風が入る

メインが
中央にあれば
風が入る
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セーリング Sailing

ダブルハンドのキャプサイズリカバリー

１　�多くの場合、ボートがヒールしすぎて風下側に沈

をします。ジブ、メインシートがクリートされて

いたら外します。

　　�またジェネカーを張っていたら、ジェネカーのク

リートを外してジェネカーを下ろして収納します。

２　�ヘルムスマンは安全のためメインシートを持って、

反対側に移動します。

　　�クルーはラダーが外れていないか確認します。ま

たセンターボードがもし完全に降りていなかった

らクルーが押し込みます。

　　�センターボードに乗るのが大変な人は、ブームに

足をかけてデッキを掴んでセンターボードに乗り

移ります。マストにフロートがついている場合の

み有効です。

３　�次にクルーは上側にあるジブシートのエンドを見

つけて向こう側のヘルムズマンに投げます。

　　�ヘルムスマンはジブシートを掴んでセンターボー

ドに立ち体を反らせます。

４　�ボートがゆっくり起き上がり、マストとセールが

海面から上がり始めます。クルーはボートにすく

われるように乗り込み、ボートが起きたらヘルム

スマンがスターンから中に入るのを手伝います。

１

２

３

４
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セーリング Sailing

陸上講習５ジェネカーのホイスト・ドロップゾーン

ジェネカーは上げ下ろしする角度、ジェネカーを張って走る事の出来る角度がそれぞれ決まっています。

ランニングより少し風上の角度をホイストドロップゾーンと呼びます。

ジェネカーの上げ下ろしは、艇を必ずホイストドロップゾーンに向けて行います。

艇をホイストドロップゾーンに向けると、艇のバウのあたりがメインセールのカゲになり、アシメトリックス

ピネーカーに風を受けずに上げ下ろしを行えます。

陸上講習６パワーゾーン

ホイストドロップゾーンから、ビームリーチくらいまでの方向をパワーゾーンと呼びます。

走る時は艇をパワーゾーンに向けます。

ランニングから少しヘディングアップして

安定して走れる角度がホイストドロップ

ゾーンの目印 !

アシメトリックスピネーカー ＝ ジェネカー

ディンギーセーリングは長年にわたり、様々な変化を遂げてきました。

30 年代には、プレーニング・ディンギーが登場し、60 年代には風上に向かってプレーニングする技術ができ

ました。

80 年代にはアシメトリックスピネーカー（ジェネカー）が開発され、これらの開発の多くは、機材の軽量化

や素材の改善によって進化してきました。対称スピネーカーを一般的にはスピネーカー、非対称スピネーカー

をジェネカーと呼びます。

ディンギーの高速化に伴い、ディンギー、カタマラン、ウィンドサーフィンの理論と実践が融合され、アパレ

ントウィンド（見かけの風）を利用するようになりました。

ここでは、ジェネカーセーリングのパワーゾーンとホイストドロップゾーン、ハンドリング、トリミング、ジャ

イビング、アップ＆ダウンについて理解していきましょう。

アシメトリックは
非対称という意味です！

アシメトリックスピネーカーは
ジェネカーとも言います！
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RUN

HOIST
DROP
ZONE

HOIST
DROP
ZONE

POWER
ZONE

POWER
ZONE

NO GO
ZONE

セーリング Sailing

ジェネカーセーリングも他の艇と同様に大切な２つのルールがあります。

１．パワーゾーンでのステアリング（舵の操作）はガスト（ブロー）に入っているときはベアウェイして、風

が弱い海面ではヘディングアップして、艇をフラットに保ちます。

２．軽量で高速なディンギーほど見かけの風（アパレントウインド）の影響を受けやすくなりますので

見かけの風にセールを合わせて走ります。
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陸上講習７パワーゾーンおよび見かけの風

ジェネカーが上がったら艇をパワーゾーンに向けていきます。

セーリング Sailing

パワーゾーンに艇を向けるとジェネカーに風が入り、

艇が加速していきます。

見かけの風が前方に変化するのに伴い、パワーゾーンの方向が風下方向に変わります。

ガスト（ブロー）に入った瞬間にベアウェイして加速させます。

ガストの対処が遅れると沈をすることもあります。

ガストが過ぎたら速度を維持するために再びヘディングアップします。

これを繰り返しながら、スピードをキープします。

ガストでベアウェイ

ガストでベアウェイ

ラルでヘッドアップ

IN POWER

DECREASE
IN POWER

（見かけ風）

艇が加速するのに伴い、セールに入る風が前方に変化

していきます（見かけの風）
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セーリング Sailing

できるだけ
早く通過！

アシメトリックスピンネーカーハンドリング

①�クローズからブロードリーチに向きを変えるときに

ビームリーチを通過しますが、この時にパワーが増加

するため強風時にはこのゾーンを出来るだけ早く通過

する必要がある。

②�ホイスト・ドロップゾーンであるブロードリーチ・ラ

ンニングになったらクルーはジェネカーをホイストで

きる

③�ハリヤードを引くことによりジェネカーをホイストす

るとともにポールを引き出すことができる。出来るだ

け早くホイストする、動作が遅いとジェネカーがバウ

で海に落ちてしまうことがある

１．ホイストすると、セイルは大きなパワーを持つため、ボートのステアリング（舵操作）を正しくすること

が重要です。ステアリング（艇操作）によりボートのパワーのバランスを適切に取らなければなりません。ホ

イストする時はクルーは艇がベアウェイしてヒールの力がおさまるまで中に入って来ないように注意してくだ

さい。（P.30 のパワーダイアグラム参照）。

ジェネカーのホイスト・ドロップ、ジャイブをする時は必ずホイスト・ドロップゾーンまでベアウェイしパワー

をおとします。実際の角度は風、ボートによって違うのですが、風が強くボートスピードがあるほど、風下に

向ける必要があります。

風が強い時はクルーが中に入ってホイストをするためにほぼランニング近くに向ける必要があります。
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セーリング Sailing

⑤�ジェネカーがホイストされたらヘルムスマン

は艇を、風上に向けてパワーゾーンに入り（メ

インのブランケットに入らないところまで）、

ジェネカーを展開する同時にクルーはジェネ

カーシートを引きラフがカールするまでセイ

ルをゆるめる。（ジェネカートリム参照）

ホイストの注意点はジェネカーの１/ ３まではゆっくり確実に上げ、そこからは素早く一気に上げます

ボートが加速するにつれてクルーとヘルムスマンはそれぞれハイクアウトまたは艇によってはトラピーズで

ボートのバランスをとります。風上に向かうようにステアリングするほどヒールするので、抑えるためにバラ

ンスを取る必要があります。メインセールとジェネカーは適切にトリムすることが必要です。そうしなければ

ボートは加速せずに低スピードのまま大きくヒールする力が働いてしまうので常にトリムに集中して下さい。

もしジェネカーを上げた時に砂時計の様によじれてしまった状態でホイストされたら、ジャイブして解消しま

す。またはホイストゾーンまで落とし、ジェネカーシートをすべて引きパワーゾーンに向けてジェネカーシー

トの出し入れを繰り返すと解消することがあります。

上位のねじれなら解消しやすいですが、ねじれの中心が下の部分 1/ ３だと解消は難しいでしょう。

その場合は１度おろしてからもう１度上げます。

※ホイスト前にジェネカーハリヤード、ジェネカーシートのたるみを取っておくと絡みが少なくなります。

ジェネカーが上った時にシートをいっぱいに引きそこからゆるめると絡みにくいです。

ジェネカーハリヤードのクリートする箇所にホイストポジションのマーキングをしておく。ジェネカーが完全

に上がっていないことを防ぐことができる。

④�もし海に落ちてしまったらボートが減速する

前に出来るだけ急いでジェネカーをホイスト

する。
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この手順をコンスタントに繰り返すことによりダウンウィンドレグでジェネカーは常に風の角度に適正にトリ

ムされる。

�

ステアリングとバランス

クルーがコンスタントにジェネカーを適正にトリムし、ヘルムスマンがステアリングによってバランスをと

る。デザインの違うディンギーごとにコンディションによって最適な角度を持っているので、デザイン特性ご

との経験が求められます。知識を得るには似たようないろい

ろなヨットに乗ってみるとよいでしょう。

ガストを見極め、ヒールが来ることを予測し、ボートが加速

する瞬間にベアウェイで回避する技術が大切です。ガスト（=

ブロー）でベアウェイ、ラル（風が弱い海面）でパワーがな

くなったら、上らせてパワーを付けスピードにのる。大きな

ジェネカーでガストに入るとハイクアウトでは間に合わない

ため、瞬間的にベアウェイする必要があります。

A はラルで一度風上に向かい接近するガストを発見し、ガス

トが来た時点で、ベアウェイして加速している。

ガストが通過してしまう時に、A は速度を維持するために再

びヘディングアップすべきである。

B はベアウェイするのが遅れて調整に失敗しキャプサイズ。

セーリング Sailing

ジェネカートリム

�ジェネカーのトリムは簡単に考えずセイルのラフに集中する。パワーを得られるようにシートをゆるめジェ

ネカーのラフが約 15 ｃｍほどロールオーバーしたら引き込む。（不安定だがこれを繰り返すことでスピード

を得る）

WIND

A

沈！

B

ラフがロールするまでジェネカー

を出す

正しくトリムされフルパワーの状

態をキープする
シートの引きすぎは風の流れをブ

ロックしてしまうので注意する
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セーリング Sailing

アシメトリックスピネーカージャイビング

ジャイビングでステアリングするスピードは、ク

ルーがボートを移動する能力に合わせなければ

なりません。もし、ボートを速く回しすぎると、

ボートにかかる力が過度のヒールを引き起こし沈

をしてしまいます。事前にヘルムスマンとクルー

はジャイビングについての確認をして、コミュニ

ケーションを取って息を合わせて操船を行うこと

が非常に重要です。

ジャイビング時のヘルムスマンの動作
ヘルムスマンは、ステアリングに集中します。ジャ

イビング中のボートスピードを上げると、リグへ

の負荷が減り、ジャイビングがしやすくなります。

風が強い場合はブームを返すために走行角度のコ

ントロールが必要。図のように M 字型を描くよ

うにブームが返りやすいように、ブロードリーチ

からブロードリーチにジャイブ後ランニングに戻

します。（Mジャイブ）メインシートを引いてブー

ムを返すタイミングはブームが軽くなるところで

す。強風時にはブームがサイドステイに届くまで

ジャイブ後、メインシートを出す必要があります。

クルー
ジャイブの前に、新しいジェネカーシートのたる

みを取って準備します。ジャイビングの準備の

ために体重を艇内に移動しながら、ジェネカーを

張り続けます（通常、ジェネカーシートをゆるめ

る）。ヘルムスマンが�"ジャイブ�"と言ったら、ボー

トの新しい上側に移動して、風下側のシートを

引っ張り、風上側のシートがフリーになるように

します。ジェネカーがはらんだら、ラフに少しカー

ルがつくまでシートを緩め、コースを維持しバラ

ンスをとるため、ハイクアウトするかトラピーズ

に出る。風が弱い場合はヘルムスマンが中に入る。

W
IN
D

W
IN
D

強風 ʻ Ｍ ʼ でのジャイブ：ベ

アウェイ、ジャイブ、そして

再度ベアウェイしバランスを

取ってからコースを調整する

また、風が強ければ強いほど、

ジャイブの角度は小さくなる。

ノーマルなコンディションで

はゆるいカーブでジャイブす

るように操舵する。
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セーリング Sailing

ジェネカーダウン

①��� �クルーがボート内に入れるように、ヘルムスマンはベア

ウェイしてホイストドロップゾーンに艇を向けます ( そうす

るとヒールが小さくなりクルーがボート内に入れる )。クルー

はジェネカーシートを引き込み、シートを足で踏んで押さえ

るか、シートをヘルムスマンに渡す。リトリーブラインのた

るみを取り、ハリヤードのクリート ( スピンロック ) を外し

ます。

②��� �クルーはジェネカーが水に落ちないように、リトリーブ

ラインをできるだけ早く引き込む。( ※※この時、シューター

を破ってしまわない様に必ずシューターのブロックの手前か

ら引くこと !) ヘルムスマンはローリングが発生しない様に

ボートのバランスをフラットに保つよう慎重にステアリング

（操舵）し続ける。→ローリングの打ち消し方はチェックポ

イント参照

③��� �ヘルムスマンはジェネカーが全部にシューターに入るま

で、ホイストドロップゾーンから艇を動かさないこと。クルー

はジェネカーがシューターに完全に収納出来たら、シートの

たるみをとり ( シートが水につかない様に )、ハリヤードを

再びクリートします。

（ローリングを安定させるコツ）

ダウンウィンドでは連続的なローリングが問題になることがあります。ジェネカーをあげている場合、セン

ターボードは全部下がっていることを確認します ( センターボードが上がっているとリーヘルムと大きなロー

リングが発生して、コントロールが効かなくなる )。ローリングが発生してしまった場合、クルーとヘルムス

マンは動き回らず、ヘルムスマンの操舵でロールを打ち消すようにする ( オーバーヒール→ベアウェイ、アン

ヒール→ヘディングアップ )。

ホイストドロップゾーンに向けている際にローリングが発生したときは、倒れそうになっている側 ( マストが

傾いている側 ) に艇を向けるようにする。( やる事は同じ。オーバーヒール→ベアウェイ、アンヒール→ヘディ

ングアップ )。
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- practice 1 -
・ビームリーチを走ろう

バランスをとりながらビームリーチを走ってみましょう。

クルーとヘルムスマンのヒールバランスの役割分担を明確にしましょう。

セーリング Sailing

海上練習

- practice 2 -
・クローズホールド、ブロードリーチを走ろう

ジェネカーなしでバランスをとりながらクローズホールドとブロードリーチを走ってみましょう。

ジブセールがある場合のメインセールの引き込む位置を確認しましょう。
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セーリング Sailing

- practice 3 -
・クローズホールド、ブロードリーチを走ろう（ジェネカー付きで）

ホイストドロップゾーン、パワーゾーンを意識しながらクローズホールドとブロードリーチを走ってみましょう。

パワーがなくなる角度、パワーが入って加速できる角度の違いを見つけましょう。

ジェネカーを上げる

ジェネカーを下ろす
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セーリング Sailing

- practice 4 （上級編）-
・ダイヤモンドマークを走ろう（ジェネカーなしで）

艇のバランス、動作に気を付けながらひし形のブイを反時計回りに走ってみましょう。

- practice  5 （上級編） -
・ダイヤモンドマークを走ろう（ジェネカー付きで）

ホイストドロップゾーン、パワーゾーンを意識しながらひし形のブイを反時計回りに回ってみましょう。

連続タッキング・ジャイブの練習。クルーの動きに合わせて連続する事で動作をマスターする。

ホイストドロップゾーン

ホイストドロップゾーン



23

セーリング Sailing

- practice 6 ヒーブツーで止まってメインを下して着艇 -
※※メインセールを下す作業は、必ず着艇したい場所よりかなり風上で !

メインセールを下ろす

センター・ラダーを
半分あげる

ジブセールだけで
セーリング

着艇


