
JAUSJAUSJAUSJAUS

 昨年の

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。

第一回第一回第一回第一回

日時 

 

 １．なぜ、スポーツダイビングで人工魚礁か？

 ２．リクリエーションダイバーによる人工魚礁調査

 ３．調査手法の概観

 ４．フィッシュウオッチングと人工魚礁調査

 ５．人工魚礁とは

 ６．蝟集（いしゅう）効果

 ７．いろいろな人工魚礁について紹介

   

礁、 

   

 ８．記録の手法及び分析処理について

 

  

JAUSJAUSJAUSJAUS ワークショップワークショップワークショップワークショップ

                               

昨年の５月に始めた

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。

第一回第一回第一回第一回    人工魚礁とは？人工魚礁とは？人工魚礁とは？人工魚礁とは？

 ２０１５年

．なぜ、スポーツダイビングで人工魚礁か？

．リクリエーションダイバーによる人工魚礁調査

．調査手法の概観

．フィッシュウオッチングと人工魚礁調査

．人工魚礁とは

．蝟集（いしゅう）効果

．いろいろな人工魚礁について紹介

   高層鉄骨魚礁、大型浮魚礁

 

   塩見かねくら礁、波左間の人工魚礁群

．記録の手法及び分析処理について

 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ

                             

月に始めた JAUS ワークショップも今年の

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。

人工魚礁とは？人工魚礁とは？人工魚礁とは？人工魚礁とは？        

年５月２０日（水）

．なぜ、スポーツダイビングで人工魚礁か？

．リクリエーションダイバーによる人工魚礁調査

．調査手法の概観 

．フィッシュウオッチングと人工魚礁調査

．人工魚礁とは 

．蝟集（いしゅう）効果 

．いろいろな人工魚礁について紹介

高層鉄骨魚礁、大型浮魚礁

塩見かねくら礁、波左間の人工魚礁群

．記録の手法及び分析処理について

 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ    総括総括総括総括    

                             

ワークショップも今年の

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。

        講師講師講師講師    須賀次郎須賀次郎須賀次郎須賀次郎

日（水）  参加者

．なぜ、スポーツダイビングで人工魚礁か？

．リクリエーションダイバーによる人工魚礁調査

．フィッシュウオッチングと人工魚礁調査

 

．いろいろな人工魚礁について紹介 

高層鉄骨魚礁、大型浮魚礁 黒潮牧場、波左間の隣り西崎の魚礁、マウンド礁、土肥大藪魚

塩見かねくら礁、波左間の人工魚礁群

．記録の手法及び分析処理について数値と画像が必要

  

     

                             

ワークショップも今年の

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。

須賀次郎須賀次郎須賀次郎須賀次郎            

参加者 １３

．なぜ、スポーツダイビングで人工魚礁か？ 

．リクリエーションダイバーによる人工魚礁調査

．フィッシュウオッチングと人工魚礁調査 

 

黒潮牧場、波左間の隣り西崎の魚礁、マウンド礁、土肥大藪魚

塩見かねくら礁、波左間の人工魚礁群 

数値と画像が必要

 

                             

ワークショップも今年の９月に開催されたもので

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。

                

１３名 

．リクリエーションダイバーによる人工魚礁調査 

黒潮牧場、波左間の隣り西崎の魚礁、マウンド礁、土肥大藪魚

数値と画像が必要 

                             山本

月に開催されたもので

た。そこで、これまで開催されたワークショップの内容をまとめました。 

黒潮牧場、波左間の隣り西崎の魚礁、マウンド礁、土肥大藪魚

山本徹 

月に開催されたもので１１回目となりまし

黒潮牧場、波左間の隣り西崎の魚礁、マウンド礁、土肥大藪魚

 

回目となりまし

黒潮牧場、波左間の隣り西崎の魚礁、マウンド礁、土肥大藪魚



第第第第２２２２回回回回

講師 

 第一部は「レギュレータの基礎知識」

  オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

 １．セカンドステージ分解

 ２．ファーストステージ分解

 ３．ファーストステージの故障

 ４．セカンドステージの故障

 ５．残圧計の構造

 ６．ホースのトラブル

 

 第二部はダイブウェイズの最新のレギュレータについて

  純国産のダイビング器材メーカーである、ダイブウェイズ

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。

 １．レギュレータの性能基準について

 ２．ベンチレーション（気流の流れ）を起こさない

 ３．ダイブウェイズのこだわ

回回回回    レギュレータのお話レギュレータのお話レギュレータのお話レギュレータのお話

 鈴木敏久、手嶋正彦

第一部は「レギュレータの基礎知識」

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

．セカンドステージ分解

．ファーストステージ分解

．ファーストステージの故障

．セカンドステージの故障

．残圧計の構造

．ホースのトラブル

第二部はダイブウェイズの最新のレギュレータについて

純国産のダイビング器材メーカーである、ダイブウェイズ

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。

．レギュレータの性能基準について

．ベンチレーション（気流の流れ）を起こさない

．ダイブウェイズのこだわ

レギュレータのお話レギュレータのお話レギュレータのお話レギュレータのお話

鈴木敏久、手嶋正彦 日時

第一部は「レギュレータの基礎知識」

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

．セカンドステージ分解 

．ファーストステージ分解

．ファーストステージの故障

．セカンドステージの故障

．残圧計の構造 

．ホースのトラブル 

第二部はダイブウェイズの最新のレギュレータについて

純国産のダイビング器材メーカーである、ダイブウェイズ

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。

．レギュレータの性能基準について

．ベンチレーション（気流の流れ）を起こさない

．ダイブウェイズのこだわ

レギュレータのお話レギュレータのお話レギュレータのお話レギュレータのお話        

日時 ２０１５

第一部は「レギュレータの基礎知識」 

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

 

．ファーストステージ分解 ピストン式、ダイアフラム式

．ファーストステージの故障 

．セカンドステージの故障 

第二部はダイブウェイズの最新のレギュレータについて

純国産のダイビング器材メーカーである、ダイブウェイズ

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。

．レギュレータの性能基準について 

．ベンチレーション（気流の流れ）を起こさない

．ダイブウェイズのこだわり 

２０１５年７月８

 

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

ピストン式、ダイアフラム式

第二部はダイブウェイズの最新のレギュレータについて

純国産のダイビング器材メーカーである、ダイブウェイズ

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。

 （CE EN250

．ベンチレーション（気流の流れ）を起こさない

８日（水） 参加者

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

ピストン式、ダイアフラム式 

第二部はダイブウェイズの最新のレギュレータについて 

純国産のダイビング器材メーカーである、ダイブウェイズ、そこの

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。

CE EN250 規格） 

．ベンチレーション（気流の流れ）を起こさない 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

参加者 １９

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

 

、そこの副社長である手嶋正彦さん

に、ダイブウェイズのレギュレータについてお話していただきました。 

 

１９名 

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。

副社長である手嶋正彦さん

  

オーバーホールの専門業者であるピストン＆ダイアフラム代表の鈴木敏久さんに、作動原理や

構造説明などを抜きにして、初心者でも分かり易い、レギュレータのお話をしていただきました。 

副社長である手嶋正彦さん

 



第第第第 3333

講師 

  第一部は「

  １

首掛け式の

  ２

  ３

  ４

 

 
 

  第二部は「

   

た。 

  １

  ２

３次元ブラダ、

  ３

3333 回回回回    BCBCBCBC のお話のお話のお話のお話

 今村昭彦  

第一部は「BC

１．BC の歴史

首掛け式の BC（ホースカラー）、

２．BC の背負い方、降ろし方

３．バックルのセット法

４．アームホールの調整方法

第二部は「TUSA

   TUSA（タバタ）の

 

１．TUSA の

２．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

次元ブラダ、３

３．とても厳しい

のお話のお話のお話のお話            

  鈴木敏久、

BC について」

の歴史 

（ホースカラー）、

の背負い方、降ろし方

．バックルのセット法 

．アームホールの調整方法

TUSA の BC について」

（タバタ）の今村昭彦さん（当時）に

の BC の歴史 

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

３Dメッシュ素材

．とても厳しい TUSA 

    

鈴木敏久、日時 ２０１５

について」 

（ホースカラー）、WATERLANG

の背負い方、降ろし方 

 

．アームホールの調整方法 

について」 

今村昭彦さん（当時）に

 

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

メッシュ素材 

TUSA の BC 社内試験規格

２０１５年９月

WATERLANG、スタビライジングジャケット、バックフロート

 

今村昭彦さん（当時）に TUSA

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

社内試験規格 

月１６日（水）

、スタビライジングジャケット、バックフロート

TUSA の BC について、お話していただきまし

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

日（水）   参加者

、スタビライジングジャケット、バックフロート

 

について、お話していただきまし

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

参加者 １９名

、スタビライジングジャケット、バックフロート

について、お話していただきまし

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、

 

名 

、スタビライジングジャケット、バックフロート 

について、お話していただきまし

．独立ハーネス構造、日本人にジャストサイズ、タンクホールド、ウェイトローディング、



講師 

 

 第一部は「フルフェイスマスクについて」

  １

  ２

  ３

  ４

  ５

る、スノーケルも使える

  2

  3

  水漏れはほとんどほうれい線からおきる

   

られる

 

第第第第４４４４回回回回    

 、武田寿吉

第一部は「フルフェイスマスクについて」

１．フルフェイスマスクの歴史

２．「命綱を下ろせ」映像紹介

３．ニュースステーション

４．バブルヘルメット

５．最新のフルフェイスマスク

スノーケルも使える

2．マウスピースを咥える必要がない

3．ダイブウェイズの

水漏れはほとんどほうれい線からおきる

 ダイブウェイズのマスクはサイズ別。

られる、髪の毛が引っかからないようにベルトを内側に出している。

 

    マスクのお話マスクのお話マスクのお話マスクのお話

、武田寿吉 須賀次郎日時

第一部は「フルフェイスマスクについて」

．フルフェイスマスクの歴史

．「命綱を下ろせ」映像紹介

．ニュースステーション

．バブルヘルメット 

．最新のフルフェイスマスク

スノーケルも使える、セカンドステージを

．マウスピースを咥える必要がない

ダイブウェイズの最新の

水漏れはほとんどほうれい線からおきる

ダイブウェイズのマスクはサイズ別。

髪の毛が引っかからないようにベルトを内側に出している。

 

マスクのお話マスクのお話マスクのお話マスクのお話      

日時 ２０１５

第一部は「フルフェイスマスクについて」

．フルフェイスマスクの歴史 

．「命綱を下ろせ」映像紹介 （１９６３

．ニュースステーション 映像紹介

．最新のフルフェイスマスク 

セカンドステージを

．マウスピースを咥える必要がない

最新のマスク 

水漏れはほとんどほうれい線からおきる

ダイブウェイズのマスクはサイズ別。

髪の毛が引っかからないようにベルトを内側に出している。

  

２０１５年１０月

第一部は「フルフェイスマスクについて」 須賀次郎

１９６３） 

映像紹介 （１９８６

 第二部は「ダイブウェイズのフルフェイスマスク

について」

  ダイブウェイズの武田社長にフルフェイスマス

クや最新のマスク

ました。

  １.

フルフェイスマスクは唇が映ることが大切、

装着できないといけない

セカンドステージを２つ付けられる

．マウスピースを咥える必要がないフルフェイスマスクは初心者にこそ使っていただきたい

 

水漏れはほとんどほうれい線からおきる、マスクを合わせるときは口を半開きにして合わせる

ダイブウェイズのマスクはサイズ別。１３サイズ発売中

髪の毛が引っかからないようにベルトを内側に出している。

月２８日（水）

須賀次郎 

 

１９８６） 

第二部は「ダイブウェイズのフルフェイスマスク

について」 

ダイブウェイズの武田社長にフルフェイスマス

や最新のマスクの特徴についてお話していただき

ました。 

.ダイブウェイズの

フルフェイスマスクは唇が映ることが大切、

装着できないといけない

つ付けられる 

フルフェイスマスクは初心者にこそ使っていただきたい

マスクを合わせるときは口を半開きにして合わせる

サイズ発売中、バンドを止める位置を

髪の毛が引っかからないようにベルトを内側に出している。

日（水） 参加者 

 
第二部は「ダイブウェイズのフルフェイスマスク

ダイブウェイズの武田社長にフルフェイスマス

の特徴についてお話していただき

ダイブウェイズのフルフェイスマスク

フルフェイスマスクは唇が映ることが大切、

装着できないといけない、三面ガラスで横顔も見え

フルフェイスマスクは初心者にこそ使っていただきたい

マスクを合わせるときは口を半開きにして合わせる

バンドを止める位置を

髪の毛が引っかからないようにベルトを内側に出している。 

 １４名 

第二部は「ダイブウェイズのフルフェイスマスク

ダイブウェイズの武田社長にフルフェイスマス

の特徴についてお話していただき

フルフェイスマスク

フルフェイスマスクは唇が映ることが大切、

三面ガラスで横顔も見え

フルフェイスマスクは初心者にこそ使っていただきたい

マスクを合わせるときは口を半開きにして合わせる

バンドを止める位置を３

第二部は「ダイブウェイズのフルフェイスマスク

ダイブウェイズの武田社長にフルフェイスマス

の特徴についてお話していただき

フルフェイスマスク 

フルフェイスマスクは唇が映ることが大切、一人で

三面ガラスで横顔も見え

フルフェイスマスクは初心者にこそ使っていただきたい。 

マスクを合わせるときは口を半開きにして合わせる、 

３箇所変え

 

 



 １．須賀さんとの出会い

  ２

  ３

    

    

ーイマージョン

    

    

    

  ４

  ５

  ６

  ７

  ８

  ９

 １０

 １１

 

第第第第５５５５回回回回        

．須賀さんとの出会い

２．「スキンダイビングセーフティー」について

３．フリーダイビングの種目について

    海での種目

    コンスタントウェイト

ーイマージョン 

    大会種目ではないが

    プールでの種目

    ダイナミック

４．安全管理について

５．バハマのブルーホールでの大会について

６．フリーダイビングでも減圧をする

７．ブラックアウトは防御反応

８．小笠原でのイルカとの出会い

９．インストラクタートレーニング

１０．２０１５

１１．２０１５

 

        深く潜ると言う深く潜ると言う深く潜ると言う深く潜ると言う

．須賀さんとの出会い 

．「スキンダイビングセーフティー」について

．フリーダイビングの種目について

海での種目 

コンスタントウェイト

 

大会種目ではないがノーリミッツと言うのもある

プールでの種目 

ダイナミック ウィズフィン、ダイナミック

．安全管理について 

．バハマのブルーホールでの大会について

．フリーダイビングでも減圧をする

．ブラックアウトは防御反応

．小笠原でのイルカとの出会い

．インストラクタートレーニング

２０１５年のキプロスでの大会の様子

２０１５年のバハマでの映像

 

深く潜ると言う深く潜ると言う深く潜ると言う深く潜ると言うことことことこと

．「スキンダイビングセーフティー」について

．フリーダイビングの種目について

コンスタントウェイト ウィズフィン、コンスタントウェイト

ノーリミッツと言うのもある

ウィズフィン、ダイナミック

．バハマのブルーホールでの大会について

．フリーダイビングでも減圧をする

．ブラックアウトは防御反応 

．小笠原でのイルカとの出会い 

．インストラクタートレーニング 

年のキプロスでの大会の様子

年のバハマでの映像 

  

ことことことこと        

講師 岡本美鈴

参加者 ３５

 

 フリーダイバーの岡本美鈴さんにフリーダイビング

についてお話していただきました。

  

．「スキンダイビングセーフティー」について

．フリーダイビングの種目について 

ウィズフィン、コンスタントウェイト

ノーリミッツと言うのもある

ウィズフィン、ダイナミック ウィズアウトフィン、スタティック

．バハマのブルーホールでの大会について 

．フリーダイビングでも減圧をする 

 シャルムエルシェイクでの

年のキプロスでの大会の様子 

岡本美鈴  日時

３５名 

フリーダイバーの岡本美鈴さんにフリーダイビング

についてお話していただきました。

．「スキンダイビングセーフティー」について 

ウィズフィン、コンスタントウェイト

ノーリミッツと言うのもある 

ウィズアウトフィン、スタティック

シャルムエルシェイクでの

日時 ２０１６

フリーダイバーの岡本美鈴さんにフリーダイビング

についてお話していただきました。

ウィズフィン、コンスタントウェイト ウィズアウトフィン、フリ

ウィズアウトフィン、スタティック

シャルムエルシェイクでの７日間 

２０１６年２月２３

フリーダイバーの岡本美鈴さんにフリーダイビング

についてお話していただきました。 

ウィズアウトフィン、フリ

ウィズアウトフィン、スタティック アプネア

 

２３日（火） 

フリーダイバーの岡本美鈴さんにフリーダイビング

ウィズアウトフィン、フリ

アプネア 
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講師 

  １

  ２

    

apparatus)

  ３

    

ミ瓶)：日本語

  ４

  ５

  ６

  ７

  ８

  ９

 １０

 １１

ない 

 １２

 １３

 １４

 １５

 １６

 

 

６６６６回回回回        タンクとバルブの話しタンクとバルブの話しタンクとバルブの話しタンクとバルブの話し

 杉山英雄 

１．自己紹介

２．おさらい

    SCUBA(self

apparatus) 

３．高圧容器

    BOMBE:

：日本語 

４．高圧ガスの定義（高圧ガス保安法）

５．法律・規格

６．高圧容器

７．高圧容器

８．ガスの分類性質

９．ダイビング高圧容器

１０．表面処理

１１．安全の話し

 

１２．刻印 

１３．バルブの話し

１４．バルブの安全弁

１５．検査 

１６．充填、取り扱いの注意

 

タンクとバルブの話しタンクとバルブの話しタンクとバルブの話しタンクとバルブの話し

 SSI 株式会社代表

．自己紹介 

．おさらい 

SCUBA(self-contained underwater breathing apparatus),SCBA(self

．高圧容器 名称 

BOMBE:ドイツ語、TANK:

．高圧ガスの定義（高圧ガス保安法）

．法律・規格 

．高圧容器 材質/構造/用途

．高圧容器 色 

．ガスの分類性質 

ビング高圧容器 

．表面処理 と腐食 

．安全の話し タンクの破裂

．バルブの話し 

．バルブの安全弁 

．充填、取り扱いの注意

タンクとバルブの話しタンクとバルブの話しタンクとバルブの話しタンクとバルブの話し 

株式会社代表 日時

contained underwater breathing apparatus),SCBA(self

TANK:英語、

．高圧ガスの定義（高圧ガス保安法）

用途 

 製造方法 

タンクの破裂 破裂であって爆発では

．充填、取り扱いの注意 

 

  

日時 ２０１６

contained underwater breathing apparatus),SCBA(self

英語、CYLINDER:

．高圧ガスの定義（高圧ガス保安法） 

 

破裂であって爆発では

 

２０１６年３月２４日（火）

contained underwater breathing apparatus),SCBA(self

CYLINDER:英語、GAS CYLINDER:

破裂であって爆発では

日（火） 参加者

contained underwater breathing apparatus),SCBA(self-contained breathing 

GAS CYLINDER:

参加者 ２２名

contained breathing 

GAS CYLINDER:英語、瓶(鉄瓶、アル

名 

contained breathing 

鉄瓶、アル
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芝浦工大の教室を使って行いました。

  通訳を

   第一部

  スティーブ・コックスさん

    

っている団体

   

    第二部第二部第二部第二部

        ケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさん

  DPV

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

いただきました。

７７７７回回回回        追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！

    この回は主催：芝浦工業大学

芝浦工大の教室を使って行いました。

通訳をアド・ティマリングさんにお願いしました。

第一部 スノーケルから

スティーブ・コックスさん

  AKEP(Asian Karst Exploration Project) 

っている団体 

   サマール島にある水中洞窟の調査についてお話していただきました。

第二部第二部第二部第二部    追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！

ケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさん

DPV－ダイバー・プロパルーション・ヴィークル－

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

いただきました。

追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！

    日時

この回は主催：芝浦工業大学

芝浦工大の教室を使って行いました。

アド・ティマリングさんにお願いしました。

スノーケルから３８００

スティーブ・コックスさん

AKEP(Asian Karst Exploration Project) 

サマール島にある水中洞窟の調査についてお話していただきました。

追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！ 

ケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさん

－ダイバー・プロパルーション・ヴィークル－

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

いただきました。  

 

  

ロ・ペルーさんに

て頂きました。

 

追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！追越車線で潜れ！            副題－

日時 ２０１６

この回は主催：芝浦工業大学 体育会スキューバダイビング部、共催：

芝浦工大の教室を使って行いました。 

アド・ティマリングさんにお願いしました。

３８００ｍまで

スティーブ・コックスさん AKEP代表

AKEP(Asian Karst Exploration Project) 

サマール島にある水中洞窟の調査についてお話していただきました。

 

ケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさんケイシー・マッキンリーさん        WKPPWKPPWKPPWKPP

－ダイバー・プロパルーション・ヴィークル－

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

 第三部 DTV

  イタリアの

ロ・ペルーさんに

て頂きました。

 

副題－DPVを使った世界の探検ダイビング

２０１６年４月１１日（月）

体育会スキューバダイビング部、共催：

アド・ティマリングさんにお願いしました。

ｍまで 

代表 

AKEP(Asian Karst Exploration Project) フィリピンを中心としたアジアの水中洞窟の調査を行

サマール島にある水中洞窟の調査についてお話していただきました。

WKPPWKPPWKPPWKPP（（（（Woodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain Project

－ダイバー・プロパルーション・ヴィークル－

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

DTVの紹介 

イタリアの DTVメーカーである

ロ・ペルーさんに SUEXの

て頂きました。 

 

を使った世界の探検ダイビング

日（月） 参加者

体育会スキューバダイビング部、共催：

アド・ティマリングさんにお願いしました。 

フィリピンを中心としたアジアの水中洞窟の調査を行

サマール島にある水中洞窟の調査についてお話していただきました。

Woodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain Project

－ダイバー・プロパルーション・ヴィークル－”水中スクーター

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

メーカーである 

の DTVやダイブコンピュータについてお話し

  

を使った世界の探検ダイビング

参加者 １０２

体育会スキューバダイビング部、共催：

フィリピンを中心としたアジアの水中洞窟の調査を行

サマール島にある水中洞窟の調査についてお話していただきました。 

       

Woodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain ProjectWoodville Karst Plain Project）代表）代表）代表）代表

水中スクーター”  

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

 SUEXの代表

やダイブコンピュータについてお話し

を使った世界の探検ダイビング                            

１０２名 

体育会スキューバダイビング部、共催：JAUS、JCUE

フィリピンを中心としたアジアの水中洞窟の調査を行

 

 

）代表）代表）代表）代表 

  DTVを使って調査し

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

の代表 アレッサンド

やダイブコンピュータについてお話し

                         

JCUE で

フィリピンを中心としたアジアの水中洞窟の調査を行

を使って調査し

た、フロリダ、メキシコ、オーストラリアでの水中洞窟探査やレックダイビングについてお話して

アレッサンド

やダイブコンピュータについてお話し
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講師

 

 TUSA

ついてお話していただきました。

  １

  ２

    

  ３

    

水深で無減圧限界を決める

  ４

  ５

  ６

   

  ７

  ８

  ９

   

 １０

 １１

８８８８回回回回        ダイコンダイコンダイコンダイコン

講師 今村 昭彦

TUSA の今村昭彦さん（当時）にダイブコンピュータと減圧症に

ついてお話していただきました。

１．減圧症の症状と治療

２．基本知識（ヘンリーの法則）

    速い組織と遅い組織、

３．ハーフタイムと

    速い組織は深い水深で無減圧限界を決め、遅い組織は浅い

水深で無減圧限界を決める

４．無減圧潜水時間は、ハーフタイムと

５．M値は絶対的なラインでは無い

６．知らないと危険な無減圧潜水時間

   同じ５分でも速い組織の

７．水深による無減圧潜水時間の危険度の違い

８．減圧症罹患者のダイブプロファイル傾向

９．私が考える減圧症三大要因

   体質や体調などの個人的要因、浮上速度違反、体内窒素蓄積過多

１０．NDLと体内窒素圧にマージンを！

１１．減圧症を防ぐためのリスクマネージメント

ダイコンダイコンダイコンダイコンのお話のお話のお話のお話

昭彦  日時 

昭彦さん（当時）にダイブコンピュータと減圧症に

ついてお話していただきました。

．減圧症の症状と治療 

．基本知識（ヘンリーの法則）

速い組織と遅い組織、

．ハーフタイムとM値

速い組織は深い水深で無減圧限界を決め、遅い組織は浅い

水深で無減圧限界を決める  

．無減圧潜水時間は、ハーフタイムと

値は絶対的なラインでは無い

．知らないと危険な無減圧潜水時間

分でも速い組織の

．水深による無減圧潜水時間の危険度の違い

．減圧症罹患者のダイブプロファイル傾向

．私が考える減圧症三大要因

体質や体調などの個人的要因、浮上速度違反、体内窒素蓄積過多

と体内窒素圧にマージンを！

．減圧症を防ぐためのリスクマネージメント

のお話のお話のお話のお話                

 ２０１６年５

昭彦さん（当時）にダイブコンピュータと減圧症に

ついてお話していただきました。 

  

．基本知識（ヘンリーの法則） 

速い組織と遅い組織、M値 

値 

速い組織は深い水深で無減圧限界を決め、遅い組織は浅い

 

．無減圧潜水時間は、ハーフタイムと

値は絶対的なラインでは無い 

．知らないと危険な無減圧潜水時間

分でも速い組織の５分と遅い組織の

．水深による無減圧潜水時間の危険度の違い

．減圧症罹患者のダイブプロファイル傾向

．私が考える減圧症三大要因 

体質や体調などの個人的要因、浮上速度違反、体内窒素蓄積過多

と体内窒素圧にマージンを！

．減圧症を防ぐためのリスクマネージメント

                    

５月１７日（火）

昭彦さん（当時）にダイブコンピュータと減圧症に

速い組織は深い水深で無減圧限界を決め、遅い組織は浅い

．無減圧潜水時間は、ハーフタイムとM値が異なる審判が決定

 

．知らないと危険な無減圧潜水時間 

分と遅い組織の５分ではマージンの割合が違う

．水深による無減圧潜水時間の危険度の違い 

．減圧症罹患者のダイブプロファイル傾向 

体質や体調などの個人的要因、浮上速度違反、体内窒素蓄積過多

と体内窒素圧にマージンを！ 

．減圧症を防ぐためのリスクマネージメント 

日（火） 参加者

昭彦さん（当時）にダイブコンピュータと減圧症に

速い組織は深い水深で無減圧限界を決め、遅い組織は浅い

値が異なる審判が決定

分ではマージンの割合が違う

 

体質や体調などの個人的要因、浮上速度違反、体内窒素蓄積過多

 

参加者 ２１名 

昭彦さん（当時）にダイブコンピュータと減圧症に

速い組織は深い水深で無減圧限界を決め、遅い組織は浅い

値が異なる審判が決定 

分ではマージンの割合が違う

体質や体調などの個人的要因、浮上速度違反、体内窒素蓄積過多 

 

分ではマージンの割合が違う 
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 講師

９９９９回回回回        水中会話のお話水中会話のお話水中会話のお話水中会話のお話

講師 鈴木克己

水中会話のお話水中会話のお話水中会話のお話水中会話のお話

鈴木克己  日時 ２０１６

水中会話のお話水中会話のお話水中会話のお話水中会話のお話          

２０１６年６

 

    

    

    

    

    

    

 

６月７日（火）

    １．会社説明

    ２．開発のきっかけ

    ３．市場調査

    ４．開発から発売

    ５．導入事例、使用事例（動画）

    ６．バージョンアップ

 ７．使い方のポイント、体験

 

日（火） 参加者 

．会社説明 CASIO

．開発のきっかけ 

．市場調査  

．開発から発売 

．導入事例、使用事例（動画）

．バージョンアップ

．使い方のポイント、体験

 

 １６名 

CASIO、山形カシオ

  

．導入事例、使用事例（動画）

．バージョンアップ  

．使い方のポイント、体験  

  

、山形カシオ  

．導入事例、使用事例（動画）  



でも、撮影した動画を手軽に編集するにはどんなアプリケーションを使えばよいのか？みなさん、
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