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STCW条約基本訓練

■ STCW条約基本訓練能力維持講習
STCW Basic Safety Refresher Training

2 day

【STCW条約基本訓練能力維持講習の内容】
STCW条約で定められた基本訓練の5年毎の能力維持の確認の
ための更新コースです。能力維持の確認が要求されている『個々
の生存技術』と『防火と消火』の必要項目全てを網羅しています。

【STCW Basic Safety Refresher Training】
This refresher training covers the required competence for recertification, 
every five years, in accordance with the STCW code. The course covers all 
requirements for recertification in “Personal Survival Techniques” and 
“Fire Prevention and Fire-fighting”.

NSTC provides STCW Basic Safety Training, in accordance with STCW (International 
Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafares). 
In 2014, NSTC was awarded approval as Japan’s first private sector STCW training 
provider and then approval for the Basic Safety Refresher Training in February of 
2017.

STCW条約は「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条
約」です。NSTCは2014年に日本で初めてSTCW条約基本訓練認証を取得し、
STCW条約に規定される基本訓練を、2017年2月から能力維持講習を日本
海事協会認証訓練として実施しています。
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【潜水技術研修の内容】
潜水技術研修は、潜水業務を行う者を対象に潜水に関する知識を習得し、基礎
的技術や様々な環境下を想定した無視界潜水、妨害排除等の対処法を身につ
けることを目的としています。
海洋実習は、潜水技術研修で基礎的な技術を習得後、トラブル対処法の習得、
海域等での不明者や重量物などの捜索活動を想定した技術及び重量物の揚収
技術等の習得を目的としています。
指導コースは、訓練並びに捜索活動を安全かつ効率良く遂行するための技術
指導法および安全管理法の習得を目的としています。
潜水業務管理研修は、潜水作業現場で監督等の業務に従事する者を対象に安
全管理教育を主とし、潜水についての基礎知識の習得を目的としています。

【Diving Techniques Training】
Diving Techniques Training for professional divers consists of the acquisition of 
knowledge on diving, together with the practical techniques of blind diving, 
advanced gear recovery, etc. in consideration of the various environments that the 
diver encounters. The marine practical is followed by Diving Techniques Training 
focused on how to manage troubles during operations and skills related to search and 
rescue as well as salvage techniques. The Diving Techniques Training Leader Course 
is designed to acquire the teaching and safety methods that are needed to conduct 
safe and efficient training and search operations. Diving Business Management 
Training is designed as a safety management course and is recommended for any 
dive operations supervisors to help develop their general knowledge of diving.

海洋実習　Marine Practical

独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）

有限会社エス・エー・エス・シージャパン

株式会社 せとうちSEAPLANES

日本クルーズ客船株式会社

シーメンス株式会社

海洋技術開発株式会社

日本サルヴェージ株式会社

横河ソリューションサービス株式会社

郵船クルーズ株式会社

三菱重工業株式会社

MES-KHI由良ドック株式会社

PGS Geophysical AS

三重県防災航空隊

独立行政法人海技教育機構　　関門海技協会　　JEIS西日本

■協力団体等（ Cooperating Organisations）

器材脱装着　Gear Recovery
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