


basic
LEVEL1

< シーマンシップ >

< コース内容の説明 >

Sailing technic　- セーリングテクニック -
【キーワード】
・ヘディングアップ

・クローズリーチ

・クローズホールド

・ベアリングアウェイ

・ブロードリーチ

・セーフティランニング

・ジャイビング

【プラクティス】
プラクティス 1　インストラクターと同乗してビームリーチを走る

プラクティス 2　インストラクターと同乗して風上・風下の目標物に向って走る

プラクティス 3　インストラクターと同乗してビームリーチブイを 8 の字

プラクティス 4　インストラクターと同乗して斜めブイを走る

プラクティス 5　インストラクターと同乗して上下ブイを走る

プラクティス 6　一人で乗ってボートの後ろを追いかける　

プラクティス 7　一人で乗ってビームリーチブイを 8 の字

【チェックポイント】
・ヘディングアップの手順

・クローズホールドの練習

・ベアリングアウェイの手順

・ブロードリーチの姿勢

・ジャイビングの手順

・風位を向いて止まってしまったときの対処

【設問】

Rigging - 艤装 -
■ロープワーク　( リーフノット、エイトノット )

■各部名称

■艤装

【キーワード】

・艇の重心

・艤装時はバウを風向に向ける

【チェックポイント】

・船台の乗せ方、運び方について確認

【設問】
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- 出着艇 -
【キーワード】
・バウを風・波の方に向ける

・出艇前に確認すること

【チェックポイント】
・出艇手順の確認

・着艇手順の確認

【設問】

- 安全 -
【キーワード】
・キャプサイズリカバリー

・気象情報

・止まっているボートを避ける

【チェックポイント】
・キャプサイズ時の注意事項と基本的な起こし方

・キャプサイズリカバリー　~ パワーのある人 ~

・キャプサイズリカバリー　~ パワーのない人 ~

・気象情報の入手方法

・止まっているボートを避ける際は

【設問】

- セーリングエリア -
【キーワード】
・リーショア

【チェックポイント】

・リーショアにならないようにする

【設問】
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シーマンシップ

セーラーとして自立したセーリングライフを過ごし、海という自然のフィールドで

安全・安心に楽しむことのできる意識を持ちましょう

気象の変化と自然の力
気象情報を事前に把握し、海上では天候変化の予兆 ( 風・雲・温度 ) をみつけ「~ だろう」ではなく

「~ かもしれない」という姿勢で判断しましょう。

大荒れの海には技術や経験をもっても対応できません。自分の技術や経験を過信しないようにしましょう。

協力しあうセーリングライフ
他人のセーリングスタイルを尊重し、お互いのセーリングライフを助け合い、気持ちよく過ごすことの

できるように気遣いましょう。

人によってスキルや体力が異なります。一人で出来ないことはメンバー同士で手伝い合って解決しましょう。

ビーチを歩く一般の人は全くセーリングを知らない人がいます。

ビーチでは自分たちの常識が全く使えないこともあります。安全には十分注意をお願いします。

・出着艇の連絡
出艇と着艇を家族やクラブに伝え、海上では携帯電話を常備して緊急時に連絡を

とれるようにしておきましょう。

・衣類
ライフジャケットを適切に着用しましょう。

雨が降ったり風が吹いたりした際に寒くならないウエアを選びましょう。

・セーリングエリア
常に風上で練習し、沈して流されても対応できるだけの余裕を風下に持ちましょう。

basic

セーラーとして大切なこと
現在の自分の技術を把握して、自己責任の範囲で無理のないコンディションで計画的にセーリングを楽しみま

しょう！
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ベーシック・レベル 1

スタートコースでは、インストラクターと一緒に乗って、

ヨットの動きやセールの役割、バランスの取り方、ビームリーチ、

タッキング、ストップなどを練習しました。

ベーシックレベル 1 では、ビームリーチより風上、風下に向う走り方、

風下への方向転換（ジャイブ）、ヨットの艤装・解装・出艇・着艇なども

学んでいきましょう。

Sailing technic

basic
LEVEL1

Level1  
セーリングテクニックでは、「インストラクターと一緒に風上・風下を走る」

「1 人乗りでビームリーチを走れる」をゴールに練習を行っていきましょう！

Goal

目標

5



ヘディングアップ
現在の進路より風上に向って方向を変えること

クローズリーチ
ビームリーチよりも風上に向いた角度で走ること。ビームリーチからクローズホールドのあいだ

クローズホールド
風に対して最も風上に向える角度で走ること。一般的に風に対して 45°

ベアリングアウェイ
現在の進路より風下に向って方向を変えること

ブロードリーチ
ビームリーチよりも風下に向いた角度で走ること。一般的には風に対して 90°~140°くらい

セーフティランニング
風に対して 140°~170°くらいで、風を後ろから受けて走っている状態

ジャイビング
風下に向って回り、風の受けているサイドを変えること

一人でヨットに乗って、ビームリーチのブイを 8 の字に走れるようになることが目標です。

プラクティスを順番に練習していきましょう。

6



7

インストラクターと同乗でビームリーチを走る

- practice 1 -

        

ビームリーチ

色々な目標を見つけて
走ってみましょう

スタートコースの復習です。

インストラクターと同乗で、ビームリーチを走ってみましょう。

インストラクターと同乗で、ヘッドアップやベアウエイの手順を確認して、

風上や風下にある目標物に向って走る練習をしてみましょう。

インストラクターと同乗して風上・風下の目標物に向かって走る
- practice 2 -
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- practice 3 -
思い通りの場所に艇を動かす練習です。

インストラクターと同乗で、ビームリーチのブイを 8 の字に走ってみましょう。

インストラクターと同乗してビームリーチブイを 8 の字

- practice 4 -
インストラクターと同乗して斜めブイを走る
風上や風下に向う練習をしてみましょう。

インストラクター同乗で、風に対して斜め方向に設置したマークの周りをまわってみましょう。

ジャイビング

ブロードリーチ

( クローズリーチ )

クローズホールド

タッキングタッキング

ビームリーチ

タッキング
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インストラクター同乗で風上、風下に設置してあるマークをまわってみましょう。

風上に向かう際は、タッキングを繰り返しながらジグザグに走っていきます。

タック

タック

タック

ジャイブ

- practice 5 -
インストラクターと同乗して上下ブイを走る
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1 人乗りの練習です。インストラクターが乗るボートの後ろを追いかけてみましょう。

ボート ( リーダー艇 ) の後ろを追いかけるように走ります。

良い姿勢、ボートトリム、ヒールバランス、セールトリムに

気を付けながら走りましょう。

ボートに追いつきそうになったら、セールを出して減速。

距離が空いたら、再びセールをトリムして加速。

タッキングの際は、急にスピードが減速するので

早めにタッキング。

- practice 6 -

※常にボートの後を追いかけるようにしましょう。

一人で乗ってボートの後ろを追いかける
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1 人乗りでビームリーチマークを 8 の字に回ってみましょう。

これが出来たら、ベーシックレベル 1 のセーリングテクニックは合格になります。

- practice 7 -
一人で乗ってビームリーチブイを 8 の字
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ヘディングアップの手順を確認してみましょう！

1. 艇を少しだけヒールさせる
身体を少し艇の内側に入れて、艇を少しだけヒールさせるとスムーズに風上に向かいます。

※アンヒールしていると艇は風下に向おうとします。アンヒールにならないように。

※風が強い場合は、徐々に身体を風上に移動する
　風が強い場合は、セールを引き込むと

　　艇が大きくヒールしてしまいます。

　　沈しないように、風上側へ移動して

　ヒールバランスをとりましょう。

。

ワンポイント上級者編（ウェザーヘルムを使う）
艇を少しヒールさせ、セールを引き込むと艇が風上に自然に向おうとします。

この動きをウェザーヘルムといいます。

ティラーもそれに合わせて ( 手の力を抜いて ) 自然にきっていくと、　

よりスムーズにヘッドアップができます。

現在の進行方向より風上に進行方向を変更することをヘディングアップと言います。

ティラーをゆっくりと少しだけきって、艇を風上に向けていきます。

急激にティラーを使って艇を急に風上に向けると

セールがフラッピングして失速してしまいます。

ゆっくりと艇を風上へ向け、同時に

セールを引き込んで失速しないようにしましょう。

2. ティラーをゆっくり使い、艇が風上に向かうのに合わせてセールを引き込む
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クローズホールドの練習

２. 丁度良いヒールバランスを見つける
　クローズホールドより風上へ向かうと No-sail-zone に

　　入り、セールに裏風が入って失速してしまいます。

　　同時にヒールもしなくなります。

　　またセールを引いたままクローズホールドより風下に

　向かうと、風が強い場合はオーバーヒールをします。

　実際に風の強さによってスピード、ヒール、

角度の変化を確認してみましょう。

１．艇をクローズホールドに向ける
艇をヘッドアップさせて、クローズホールドに向けます。

( ヘッドアップの手順を確認しましょう )

セールを全部引いた状態でセールのラフに裏風が入る直前まで

風上に向かいます。

※ビームリーチ→クローズホールドを何度も練習してみましょう
クローズホールドの角度を見つけるのは難しいので、ビームリーチからヘッドアップしてクローズホールドに向ける練習を、

何度もやってみましょう。

ヘッドアップの手順を確認しながら、セールとヒールバランスに注意しながらやってみてください。

クローズホールドより風上へ向かうと急にスピードがなくなります。

クローズホールドとはスピードと風に対する高さのバランスが一番よいところを言います。

一般的にはメインセールを引き込みセールの表と裏のテルテールが両方なびく角度です。※風速、波により変化します。

もっとも風上に向って走ることをクローズホールドと言います

( ほとんどの艇は風に対して 45°です )
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【補足】強風時のベアウエイ
風が強い際は、身体を急激に動かさず、セールでボートバランスをコントロールするようにしま

しょう。

少しずつセールを出して、ほぼフラット ( ほんの少しだけアンヒール ) をキープすると艇は風下へ

向かおうとします。ティラーはほとんど真っ直ぐのままにしておきます。

1. セールをゆっくり出し、ティラーで風下に向ける
まず初めに、セールをゆっくりと出していきます。

セールを出していく動きに合わせて、ティラーを少しだけきり、

セールに裏風が入らないように艇を風下に向けていきます。

セールを出さずティラーだけで艇の方向を風下へ

　変えようとすると、セールが風に合わないので

　　失速してしまいます。

　　( 風が強い時はヒールして沈をする )

　　また、風上側のデッキに座ったまま、セールを

　　急激に出しすぎると、アンヒールしすぎて一気に

に　風下に向かってしまいます。

現在の進行方向より風下に進行方向を変更することをベアリングアウェイと言います。

2. 艇の内側に入り、バランスをとる
風下に向けるにつれて、艇のヒールが小さくなっていきます。

フラット、また少しアンヒールになるように、ヨットの内側

に体重を移動してバランスをとります。

ベアリングアウェイの手順を確認してみましょう！
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ブロードリーチ ( およびセーフティランニング ) で走る際の姿勢と乗艇位置を確認してみましょう。

風下に向かう際は、ヒールが小さくなります。

クローズホールドやビームリーチと同じようにデッキに座っていると、艇がアンヒールしてしまいます。

艇のヒールバランスに合わせて、艇の内側に移動するようにしましょう。

< ポイント >
①スターン側の足を前に踏み出して、フットベルトを跨ぐ。

( 座っている位置、前足、後ろ足で三角形を作ると体が安定します )

②上体は斜め前方を向く

③艇の内側に移動する時は、下半身から移動する

ブロードリーチの姿勢を確認してみましょう！
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< ジャイビングの手順 >
ジャイビングで大事なことは安全に風下へ方向転換することです。

1. ジャイビング後の方向の確認
ジャイビング後に進む方向の確認と、その方向に障害物等が無く安全であることを確認しておきます。

2. セールを引きこむ ( ブロードリーチの状態まで )
セールをすべて出した状態でジャイビングしようとすると、

・反対のビームリーチの角度まで艇が向かないとセールに風が入らず、ジャイビングができない

・ブームが大きくスイングして危険

3. ティラーで艇の方向を変えて、ブームをかえす
ティラーをきり、艇の方向をゆっくり変えていきます。

ブームが返ったらボートバランスに合わせて身体を移動します。

4. セールを出す
ジャイビング前に引き込んだセールをジャストトリムの

位置まで出します。

5. ティラーの持ち換え
艇が安定して走る事ができたら、シートとティラーを

持ち換えます。

ジャイビングの手順を確認してみましょう！
ジャイビングは風下回りで、タックを入れ替える ( 風の受けているサイドを変える ) 動作です。

ブームが急激に返るので、バランスを崩して沈をしないように注意しましょう。
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ブームが返るタイミングを見つけましょう！
1. 艇をフラット（少しアンヒール）にします。

2. セールを引き込み、メインシートを固定

3. ティラー少しだけきって、そのまま固定。艇をゆっくり回していきます

4. セールに反対側から風が入って、ブーム返るタイミング（角度）を見つけましょう

ポイント
ブームが軽くなり返る瞬間（または少し手前）で、メインシートを

思いっきり引くとブームが返るポイントが早くなります。

アドバイス（上級者向け）
・波に乗った時には艇速が増して、セールの風圧が少なくなり、ブームを返しやすくなります。

・ブームが返る瞬間に少しだけアンヒールをさせるとブームが返るポイントが早くなります。

ブロードリーチからブローリーチのジャイブ 

ブロードリーチで走っている場合は、そのままメインを返す。
ランニングからランニングのジャイブ  

ランニングで走っている状態から、メインシートを

引き込みブロードリーチに向ける。

ブロードリーチからブロードリーチでジャイブ。

セールを出して再びランニングに向ける。
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1. 艇が完全に止まってしまうと、ラダーがきかなくなります。

   まず、シートを緩め、ラダーを真っ直ぐにしてしばらく待ってみましょう。

風位を向いて止まってしまったとき ( インアイアン ) の対処方法

2. 艇は風に押されて、ゆっくりバックし始めます。

ティラーを行きたい方向に大きくきってしばらく待ち、

バウを行きたい方向に向けます。

   ※後ろに進んでいるので、ティラーのきり方が逆になります。

3. 艇がクローズリーチくらいまで向いたら、ティラーを真っ直ぐに戻します。

セールを引き込んで走り出しましょう。

   

        
タックに失敗した時など、風位に向いて止まってしまったときの対処方法を確認しておきましょう。
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< 実技 >

・インストラクターと同乗で、上下に設置したブイを一周しなさい

・1 人乗りで、止まった状態から走り出し、ビームリーチに設置したブイを 8 の字に回り、ライイン
グトゥで止まりなさい

< ワーク >
問題 1
アクシデンタルジャイブの危険を答えなさい

問題 2
ウェザーヘルムとは何かを説明しなさい

問題 3
ポイントオブセールの図を埋めなさい

ポイント

   オブ

 セール

デ

ッ

ド

ラ

ン

ノーセールゾーン
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艤装Level1  
目標

Goal

艤装では下記の内容をマスターし、

1 人で出艇準備ができることを目標とします！

memo
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リーフノット

エイト・ノット

- Ropework -

「ロープワーク」「艇の名称」「艤装」「船台の使い方」「ラックの使い方」を覚えて、一人で準備が

出来るようになることが目標です。

よく使う結び方も覚えましょう。



ハル

センターボード
ドレンプラグ

ティラー

マスト
セール

ラダー

グースネック

ブーム

ボトム スターン

カニンガ ム アウトホー ル

ブームバン グ

メインシー ト

ブームタ イ

バウ

スターボード

ポート

マストホール

ガンネル

スターン

デッキ リーチラフ

フット

クリュー
タック

ピーク

バテ ン

コントロールロー プ

艇の部分名称 セールの部分名 称

艇の部分名称

その他

風見

シャックルキー

マストフロート

シーナイ フ

アンカー

ヘルメット

- Names of parts -

22
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- rig a ship -



艇の重心
船台などに艇を乗せる際は、艇の重心を意識しましょう。

センターケースの位置が、おおよそ艇の前後の重心になります。

風にバウを向ける
艤装時は、風向にバウを向けて置いておきましょう。

風を横から受けると、ひっくり返る恐れがあります。

・船台の乗せ方
船台に乗せる位置によって、艇の重さが大きく変わります。

艇の重心の下に船台の受けが来るように乗せます。

船台の乗せ方、運び方について確認しましょう！

・船の運び方
セールが上がっている艇を運ぶときは風上に向って運ぶようにします。

24



< 実技 >
・インストラクターと協力して、艇をラックから出して艤装を完成させなさい

・ロープワーク　エイトノットを作りなさい　リーフノットを作りなさい

< ワーク >
問題 1
艇を乗せた船台を運ぼうとしたら、重たくて持ち上がりません。

どうすればよいでしょうか？

問題 2
浜で艤装をする際、艇のバウはどこに向けますか？

運び方

センターボード・ラダー・マストの置き方

セールのたたみ方

25



出着艇Level1  
目標

インストラクターのサポートがある状態で、

正しい出着艇の手順を覚えることが目標です !

memo

Goal
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インストラクターのサポートがある状態で、正しい手順で出着艇を繰り返し行い

手順を確実に理解しておきましょう。

バウ（ヨットの先端）を風・波の方に向ける
出着艇の際、波打ち際では常に風・波の強い方にバウを向けておきましょう。

・バウを風に向けて出艇する
・バウを波の来る方に向けて
・風と波の方向が違うときは、波を優先！バウを波に向ける

以上をしっかりと守りましょう。

出艇前に確認すること !
セーリングするために必要なものは以下の 3 つ！　

出艇する前に、この 3 つが使える状態になっていることを確認しましょう。

・センターボード
・ラダー
・セール ( メインシート )

2．艇を浮かべる
船台に艇を乗せたまま、バウを持って水深がひざくらいになるまで進みます。

1．波打ち際まで艇を運ぶ
風向を考えて、セールに風がはらまないように波打ち際まで艇を運びます。

出艇手順を確認しましょう！
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！！ヨットを海に浮かべる時の約束！！

・バウを風に向ける
・バウを波に向ける
・風と波の方向が違うときは、バウを波に向ける
※波がある時は、波をやり過ごしておさまっている時に出艇する

２．船台をバウ側から引き抜く
片手で艇のバウを少し上げて、船台を引き抜くようにします。初めは 2 人で行いましょう

！！必ずバウ側から！！

スターン側から船台を外すと、シートがタイヤにからまる、船台がラダーとぶつかる

などのトラブルが起りやすくなります。



３．艇をビームリーチの方向に向ける
船台を外したら、艇をビームリーチの方向に向けましょう。風上側のガンネルの真ん中あたりを持つと自然に艇が

ビームリーチの角度に向きます。

４．走らせる準備
膝くらいの深さの場所でセーリングに必要な 3 つの準備をします。

・センターボードを半分 ( ブームが当たらないところまで ) 入れる
・ラダーを半分下ろす
・メインシートのたるみを取る

５．乗り込む
ボートの横からバランスをとって乗り込みます。

必ず風上側から乗り込みます。
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６．深いところまで移動
センターボードとラダーは半分だけ下ろしたまま、少し水深が深いところまで移動します。

乗り込んだら、すぐにティラーとメインシートを持ち艇の方向を定め、メインシートを軽く引き込んで走り出します。

海岸に対して直角出るようにします。　　　確認！！！

コントロールを失いやすいため、メインシートを引き過ぎないように注意。

７．センターボートとラダーを下ろす
２０ｍ程走り風下に障害物がないか確認して止まります。センターボードを全部下ろし、ラダーを固定します。

※センターボードの流れ止め、ラダーストッパーが付いていることを確認しましょう。

！！障害物に近寄らない！！
障害物が近い場合は、センター・ラダーを下ろす前にタッキングをして距離をとりましょう。



１．着艇場所の確認
着艇する場所とそこへのアプローチを確認します。

風下に流されますので、着艇したい場所の少し風上を目指しましょう。

２．着艇の準備
ビーチから５０ｍくらいのところで止まり、着底の準備をします。

・センターボードとラダーを半分上げます。

・バング ( キッキングストラップ ) を緩めます。

３．ビーチに近づく
スピードを出し過ぎないように気をつけながら、ビーチにゆっくりと近づきます。

スピードが出過ぎてしまったら、慌てずにもう一度止まり、再びゆっくりと走りだします。

着艇手順を確認しましょう！
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４．艇を止める
足が届く深さまでビーチに近づいたら、セールを風上に向け艇を完全に止めます。

艇が止まったことを確認したら、センターボードを完全に外し、風上側に降ります。

！！センターボードを抜いてから降りよう！！
艇から降りてからセンターボードを外すのは大変 !

外している最中にブームがセンターボードに引っかかって沈したり、センターボードがかけちゃうことも・・・

！！風上側に降りる！！
風下側に降りると、波が来た際に艇の下敷きになってしまい
非常に危険です。必ず風上側に降りるようにしましょう。

５．上陸
ラダーを上げ、バウ側から船台に乗せ上陸します。

バウを向ける方向は出艇の際と同じです。波が高い時はラダーを破損しないように取り外します。
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< 実技 >

インストラクターと同乗で、出艇・着艇を行いなさい

< ワーク >
問題 1
波打ち際に艇を浮かべた時、バウはどの方向に向けますか？

問題 2
出艇時、艇を浮かべた後、艇に乗り込む前に必要な準備を 3 つ答えて下さい。

1. (　　　　　　　　　　　　　　　) を海の底に当たらない程度に下す。

2. (　　　　　　　　　　　　　　　) も海の底に当たらない程度に下す。

3. (　　　　　　　　　　　　　　　) が絡まっていないことをチェック。

問題 3
着艇時、ビーチから 50m くらいの場所で、艇を止めました。

準備することを答えて下さい。
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セーフティLevel1  
目標

海上でひっくり返った際の対処や、天候の確認方法、海上での交通ルールなど、

安全に関する項目を確認しましょう。

memo

Goal



キャプサイズリカバリー
海上でひっくり返ることをキャブサイズと言います。

キャプサイズした際にどうすればよいかを知ることは、ディンギーのセーリングを習ううえでとても重要です。

一度、自分に合ったタイプの艇で技術をマスターすれば、どんなタイプの艇でも、起こすのはそれほど大変ではなくなるで

しょう。まずは穏やかな状況で、マストフロートがついた状態でのリカバリーの手順を覚えましょう。

気象情報
天気を考慮することは非常に重要です。

海に出る前に、予測される風向や風速がどの程度なのか、また地形が予報にどのような影響を与えるのかを理解しておきま

しょう。

止まっている艇を避ける
衝突を避けるためのルールを理解しておくことは非常に大切です。

まずは、止まっている艇の避け方を覚えましょう。

海上でひっくり返った際の対処や、天候の確認方法、海上での交通ルールなど、安全に関する項目を確認しましょう。

キャプサイズ時の注意事項と基本的な起こし方

ライフジャケットを着ていれば、身体は浮かびます。リラックス !

・海に落ちたらヨットから離れない
キャプサイズをした際、ティラーは必ず手から離します。（持っていると破損の原因になります）

メインシートを手繰り寄せて戻る場合があるので、離さずに持ち続けて下さい。

・シートの絡みに注意

・マスト側にいてフロートが外れた時に艇の下に閉じ込められないように注意

< 沈を起こす前に >
・呼吸をしてリラックス
・バングが緩んでいるか確認（ブームに足をかけた場合にグースネックからブームが外れない程度にテンションを入れておく）

・メインシートが緩んでいるか確認 ( クリートから外れているか )

・その他ロープの絡みがないかを確認
・荷物が流れていたら取りにいかずにレスキューへ依頼（※事前に流れないように準備をしておきましょう！）
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キャプサイズリカバリー　~ 使用艇の標準体重より重いまたはパワーのある人 ~

艇から離れないようにボトム側へ移動して移動してセンターボードの バウ側（厚い方）のエンドを持ち体重をかけ

る。

または水中からボトム側に浮力と腕力を使ってセンターボードに乗りあがる。

中心に体重をかけながら半沈状態を保ち手は肩幅より少し広く両手でガンネルを持つ。

足をセンターボードのエンド前方へ移動バランスが取れるように少し幅を広くしてもよいがスターン側が薄い艇は

折れてしまうので注意

体重をマストと反対側へかけることにより艇を起こすことができる 30 度くらい起きてきたところで乗り込む準備

をする。起きてきているときに頭から足は斜め後ろ方向へ乗り込む。その時に手でフットベルとなどをつかんで体

を中に入れてもよい。足からでなく上半身から入れる、次に下半身。

※乗り込めない場合は完全に起きてから水中の風上方向から乗り込む

風下にいる場合はバウから回るか潜って反対側へ行く。

スターン側から行くと艇が走り出してしまう場合があるので注意。

上に腕力で上がるのではなく波で艇の風上が下がった瞬間にフットベルとやグラブレールを持ち中へ体を横へスラ

イドさせるとまた波で艇が持ち上がった際に波の力を利用して入ることができる。足は両サイド一緒にバタフライ

キックを使うと入りやすい。
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今まで天気予報を見る時は、晴れかな？雨かな？などお天気や 

気温などが気になっていたと思います。 

ヨットをはじめたら風の予報を知るようにしましょう。 

風の強さと風の向き、強くなっていくのか弱くなっていく予報 

なのかを知れると良いです。 他にも波の高さや潮の満ち引きな

ども知っておくと良いですね。 

興味があれば天気図も見て、徐々になぜ風が吹くのか？を 考え

ていきましょう。

インターネットなどの気象情報を見てみてください。

気象情報の入手

揚子江
気団 小笠原

気団

オホーツク海
気団

  
 

  

  

シベリア
気団

気象庁　　http://www.jma.go.jp/jma/index.html

天気図　　http://www.jma.go.jp/jp/g3/

神奈川の天気　　　http://www.jma.go.jp/jp/yoho/320.html

ウェザーニュース　　http://weathernews.jp/

Wind GURU（「wind guru」＋「zushi」で検索）　　http://www.windguru.cz/ 

GPV 気象予報　　http://weather-gpv.info/

米軍合同台風警報センター (JTWC) 台風情報　　https://metoc.ndbc.noaa.gov/JTWC/

Weather Station in ZUSHI　　http://homepage2.nifty.com/~akai/weather.html

逗子の現在の風向・風速がわかります。

江ノ島ヨットハーバー　　http://enoshima-yacht-harbor.jp/index4.htm

江ノ島の現在の風速を知ることができます。
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キャプサイズリカバリー　~ 体重の少ないまたはパワーがない人 ~

マスト側から海中のブームバングまたはセンターケースなどを足の踏み台にして

ブーム、マストを手で持ちマストのデッキサイド寄りに乗り込む。体重は中心寄りにして完沈、もしくは起き上

がらないようにして半沈状態を保つ。

バウ寄りの足でガンネルをまたぐ。頭はスターン側この時も半沈状態を保つ。

センターボードまで移動する。そのあとは同じ。



止まっている ( アンカリングしている ) ボートを避ける際は・・・

アンカリングしているボートの風上側には、アンカーロープが出ています。

風上に避けようとするとロープに引っかかったり、艇が風上側向きすぎて失速してボートぶつかったりと、

トラブルが発生しやすく危険です。

また、直前で急激に風下に向けると、艇が加速してコントロールを失ったり、

大きくアンヒールしてバランスを崩したりと、やはり危険です。

止まっているボートをよける際は、ボートに近寄りすぎないうちに、

早めに緩やかに風下側に避けるようにしましょう。

止まっているボートを避ける
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< 実技 >
インストラクターのサポートがある状況で、キャプサイズリカバリーを行いなさい

< ワーク >
問題 1
メインシートとバングを引いたまま ( クリートにかけたまま ) キャプサイズを起そうとすると、

どうなりますか？

問題 2
森戸海岸における、南西の風・風速 7m/s の時の海の様子を答えなさい。

風は陸から吹いてますか？海から吹いてますか？

穏やかでしょうか？荒れているでしょうか？

波の様子はどのような感じでしょうか？

問題 3
クローズホールドでセーリング中、前方にアンカリングしているボートがいました。

風上側・風下側、どちらに避けた方が安全でしょうか？

また、その理由は？
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セーリングエリアLevel1  
目標

セーリングをする際は、自分が常に安全なエリアにいることを意識しましょう。 

適切なエリアにいれば、トラブルが起きても、大きな事故につながらずに済みます。

memo

Goal
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セーリングをする際は、自分が常に安全なエリアにいることを意識しましょう。

適切なエリアにいれば、トラブルが起きても、大きな事故につながらずに済みます。

リーショア
風下側に陸 ( 岩場や防波堤 ) がある状態がリーショアです。風下に、岩場、防波堤、あみ、ボート等が無い

か常に確認します。それらのものがある場合はすぐにタックなどし、さらに風上側に移動しましょう。

そのまま進むと、座礁の危険があります。

そもそも、リーショアにならないようにする事がとても重要です。

常に出艇位置よりも風上にいるようにしましょう。

< ワーク >
あなたが本日セーリングするエリアの、リーショアの危険がある場所を答えなさい。

タック

！！リーショアにならない様にする！！
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