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潜水Ａ
１／４

（ 潜 水 業 務 ）
問

１

圧力に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

４

各種潜水方式に関し、次のうち誤っているものはど
れか。

（１）真空をゼロとした圧力を絶対圧力、大気圧をゼロ

（１）ヘルメット式潜水は、船上又は陸上のコンプレッ

とした圧力をゲージ圧力という。

サーから送気ホースでデマンド式レギュレーターを

（２）潜水業務で使用される圧力計には、絶対圧力が使

通じてヘルメットに送気する。

用される。

（２）フーカー式潜水は、送気ホースを通じて送気する

（３）同一圧力に保った気体の体積は、温度が０℃から

ものであるが、ヘルメット式に比べると軽装備で呼

１℃に上がると２７３分の１増加する。

吸ガスの消費量も少ない。

（４）密閉容器内に満たした静止流体の一点に加えた圧

（３）ハードハット型全面マスク式潜水器は、頭を打撲

力は、流体のあらゆる部分に伝達される。

するような危険のある狭所での作業、寒冷地潜水、

（５）潜降するにつれて、体表面に加わる圧力は増加す
るが、その増加した圧力が体表面から内部に伝わり、

深海潜水などの厳しい環境下での潜水に用いられて

身体の外部、内部で新たな圧力の平衡が起きる。

いる。
（４）開放呼吸型スクーバ式潜水器は、潜水者の排気を
海中に放出する方式の潜水器である。
（５）スクーバ式潜水器は、開放呼吸型が一般的である
が、この他に閉鎖回路型及び半閉鎖回路型がある。

問

２

空気を吹き込んだゴム風船を水深２５ｍまで沈めた

問

５

潜水用のヘリウム・酸素の混合ガスの特徴等に関し、
次のうち誤っているものはどれか。

とき、風船の中の空気の体積は、水上のときの体積に

（１）空気に比べ呼吸抵抗が少ない。

くらべて何倍になるか。
（１）約１/６

（２）空気に比べ呼吸による潜水者の体熱損失が大きい。

（２）約１/５

（３）空気に比べ音声の明瞭度が低下する。

（３）約１/４

（４）短時間の潜水や浅い深度の潜水でも、空気の場合
に比べ減圧時間が短くてすむ。

（４）約２/７

（５）ヘリウムは窒素に比べ体内から排出する速度が大

（５）約２/５

きい。

問

３

水中における現象に関し、次のうち誤っているもの
はどれか。

（１）水中にある物体は、これと同じ体積の水の質量に
相当する浮力をうける。
（２）圧縮性のある物体の受ける浮力は、浮上に伴って
減少する。
（３）水中の物体が実物より大きく見えるのは、水中に
おける光の屈折効果（屈折率）のためである。
（４）水中における音は、毎秒約１５００ｍの速度で長
距離まで達するので、両耳効果が減少し、音源の方
向を探知できなくなる。
（５）透明度の低い水中でよく見える色は、蛍光性のオ
レンジ、次いで白、黄といった順である。

問

６

ヘルメット式潜水における吹き上げ事故の予防方法
として、誤っているものは次のうちどれか。

（１）排気弁が不調なとき、潜水服の袖口を広げて空気
を抜くことにより、吹上げを防ぐことができる。
（２）潜水深度を変えるときは必ず船上に連絡する。
（３）浮力が高めになったときは、直ちに排気弁を全開
にする。
（４）身体を横にするときは、潜水服を必要以上にふく
らませないようにする。
（５）腰バルブを使用し、送気量を調整する。

潜水Ａ
２／４

問

７

スクイーズに関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

９

ものはどれか。

（１）スクイーズは、送気不足のときに起こることがある。
（２）スクイーズは、潜水墜落したときに起こることが

（１）マスクは、前面ガラス部が１面のものから４面に
分割したものまであるが、マスクと顔の密着性が重

ある。

要で、ストラップをかけずにマスクを顔に押しつけ

（３）スクイーズは、ヘルメット内の空気の圧力が水圧

て呼吸が漏れないものを選ぶ。

より高いときに起こることがある。
（４）スクーバ式潜水では、通常スクイーズは起きない

スクーバ式潜水の装備に関し、次のうち誤っている

（２）ドライスーツは、レギュレーターのファーストス
テージから空気を入れることができる給気弁と余剰

が、急速に潜降する場合には起こることがある。

空気を逃がす排気弁があるため、ウエットスーツに

（５）スクイーズは、ヘルメットの排気弁が正常に作動

比べスクイーズを起こしにくい。

せず、空気を排気し過ぎたときに起こることがある。

（３）フィンには、フルフィットタイプとオープンヒル
タイプがあり、水中を移動する際の推進力を得るた
めと体のバランスを取るために使用する。
（４）潜水服のタイプやボンベの種類によって必要なウ
エイトの重さは異なってくる。
（５）ＢＣは、レギュレーターから中圧空気を取入れ１０
〜２０㎏に相当する浮力を得ることができる。

問

８

潜水用具に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水中電話は、ヘルメット式潜水器の場合、ヘルメ
ット内に送受話器が取り付けられ、船上と通話でき
る装置である。

問１０

特殊な環境下における潜水に関し、次のうち誤って
いるものはどれか。

（１）冷たい海水中の潜水では、体温が低下し、これが
人体の運動機能の低下や減圧症の発症に影響する。
きょ

（２）水深計は、超音波により測定した水深を表示する

（２）暗渠内潜水では、設備が簡単で機動性に優れたス

計器で、現在の水深と最大深度を２針で表示するも

クーバ式潜水器が使用されるが、エア切れを起こす

のもある。

ことが多い。

（３）水中時計は、現在時刻を表示するばかりでなく潜
水深度の時間的経過の記録が可能なものもある。
（４）流量計は、空気清浄装置と送気ホースの間に取り
つけて、潜水者に送気されている空気の量を表示する。
（５）水中ナイフは、漁網などが絡みつき体が拘束され
てしまった場合などに、脱出のために必要である。

（３）高所域での潜水では、通常の潜水と同様な減圧方
法を用いた場合には、減圧不足となるおそれがある。
（４）汚染のひどい水域では、スクーバ式潜水は不適当
であり、露出部を極力少なくした装備で、送気式潜
水器を用いて潜水する。
（５）潮流による抵抗は、ヘルメット式潜水よりもスク
ーバ式潜水の方が大きい。

潜水Ａ
３／４

（送気、潜降及び浮上）
問１１

潜水業務の送気に使用するコンプレッサーに関し、

問１４

次のうち誤っているものはどれか。
（１）コンプレッサーの圧縮効率は、吐出圧力が０.２〜

検等に関し、次のうち誤っているものはどれか。
（１）空気圧縮機は、始業前に回転部のカバーの損傷の
有無を点検する。

０.３ＭPaの範囲で最も高く、それより低圧でも高圧

（２）送気ホースは、始業前に耐圧テストを行い、耐圧

でも低くなる。

性と空気漏れの有無を点検、確認する。

（２）コンプレッサーの吐出圧力が高いほど、吐出され
る空気の温度が高くなる。

（３）圧力調整器は、始業前に吸・排気が完全に行える
がどうかを点検、確認する。

（３）コンプレッサーのストレーナは、機関室外に設置

（４）予備ボンベは、終業後に水洗をして錆の発生及び

する。

キズや破損を点検し、内部の空気を完全に放出して

（４）空気清浄装置の清浄剤としてフェルトや活性炭が

保管する。

使用される。
（５）固定式のコンプレッサーの冷却は水冷式が、移動

（５）潜降索は、始業前に強度と浮上停止深度の目印を
確認する。

式のコンプレッサーでは空冷式が多く採用される。

問１２

フーカー式潜水に必要な設備・器具の始業、終業点

吐 出量（吸込み状態に換算 した吐出量）が毎分
３１０ ℓ の空気圧縮機から送気をうけ、毎分６０ ℓ の
空気を消費する潜水器を用いた場合、次のうち潜水で
きる最高の深度はどれか。

（１）２５ｍ
（２）３０ｍ
（３）３５ｍ
（４）４０ｍ
（５）５０ｍ

そう

問１３

潜水業務に用いる空気槽に関し、次のうち誤ってい
るものはどれか。

問１５

ヘルメット式潜水器に関し、次のうち誤っているも
のはどれか。

（１）空気槽には、調節用空気槽と予備空気槽があり、

（１）内部圧力の調整は、ヘルメットの排気弁を頭で押

調節用空気槽と予備空気槽が一体に組み込まれてい

して操作するほか、外部から手で操作することもで

るのが一般的である。

きる。

（２）予備空気槽は、コンプレッサーの故障などの事故
に備え、浮上に必要な空気を蓄えておく。
（３）予備空気槽に貯蔵される空気量は、最高潜水深度
で４分間程度の呼吸量に相当する空気量である。
（４）調節用空気槽は、空気の流れを整え、油分、水分
を分離する。
（５）調節用空気槽は、１月ごとに１回ドレーン抜きを
する。

（２）ヘルメット後部には、電話線引込口が設けられて
いる。
（３）ヘルメットには、正面窓のほかに側面窓が設けら
れているが、正面窓には破損防止のため金属製の格
子が取り付けられている。
（４）ヘルメットの送気ホース取付口には逆止弁が組み
込まれて、送気の逆流を防ぐ。
（５）送気ホースからヘルメットに入る空気量の調節は、
潜水者自身が腰バルブを操作して行う。

潜水Ａ
４／４

問１６

スクーバ式潜水に使用する圧力調整器等に関し、次

問１８

事故等による緊急浮上に関し、次のうち誤っている
ものはどれか。

のうち誤っているものはどれか。
（１）圧力調整器は、ヨーク、ヨークスクリュー、第一
段減圧部、中圧ホース、第二段減圧部等から構成さ

（１）救命胴衣を使用して浮上してはならない。
（２）緊急のため１回も浮上停止が行えない場合には、
可能な限りゆっくりと浮上する。

れている。
（２）残圧計には、圧力調整器の第一段減圧部からボン

（３）浮上後、潜水者の体をうごかさないようにして、
速やかに再圧室に入れる。

ベの高圧空気が送られる。
（３）高圧空気は、第一段減圧部で１ＭPa前後の中圧空

（４）再圧は、緊急浮上後３分以内に開始することが望
ましい。

気に減圧される。
（４）第一段減圧部で減圧された空気は、さらに、第二

（５）再圧室に入れたら、原則として、水深１５ｍに相
当する圧力まで加圧し、その後は減圧表に従って減

段減圧部で潜水深度に応じた圧力に減圧される。

圧する。

（５）残圧計の表示値を正確に読むために、ゲージの針
を真上から顔を近付けて見る。

問１９

１日２回の潜水業務を１回目２０ｍ、２回目２６ｍ
の深度で行うこととし、１回目の潜水時間を６５分と
した場合、２回目の潜水時間の限度は次のうちどれか。
（本問及び問２０は、業務間ガス圧減少時間等につい
ては別表Ａ及びＢを用いて算出すること。）

（１）１２５分
（２）１３５分
（３）１４０分
（４）１５０分
（５）１６０分

問１７

スクーバ式潜水器のボンベに関し、次のうち誤って

問２０

間１９に関して、２回目の潜水時間を４５分とした
場合の浮上停止の位置と最低停止しなければならない

いるものはどれか。
（１）空気専用の潜水用ボンベに塗装される色彩表示は

時間は次のうちどれか。
（１）水深６ｍで２７分、水深３ｍで２５分

ねずみ色である。
（２）潜水用ボンベは、内容積が４〜１８ ℓ のものがあ

（２）水深６ｍで２６分、水深３ｍで２２分

り、通常はＫバルブ又はＪバルブを取り付けて使用

（３）水深６ｍで１８分、水深３ｍで１６分

する。

（４）水深６ｍで

８分、水深３ｍで１６分

（５）水深３ｍで

７分

てん

（３）内容積１８ℓ のボンベに圧力２０ＭPaで充填され
ている空気の質量は、約４.４㎏である。
（４）リザーブバルブ機構は、ボンベ内の圧力が充填圧
力の２０％まで下がるとボンベ内の小容器から空気
を補充する機構である。
（５）ボンベは、材質によってスチールボンベとアルミ
ボンベの２種類に分けられる。

（午前終り）
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潜水Ｂ
１／４

（ 高 気 圧 障 害 ）
問

１

呼吸等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

４

耳の障害等に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）潜降後２〜３ｍの水深で耳に圧迫を感じる場合は、

（１）呼吸は、肺胞内空気と血液間及び血液と組織細胞

２〜３秒同じ水深に止まって耳抜きをする。

間の２つの段階で行われる。

（２）潜水作業では中耳と内耳の間の圧力差が生じる結

（２）肺胞におけるガス交換は、酸素分圧の高い肺胞内

果、耳の障害が起こる。

の酸素が酸素分圧の低い肺毛細管血へ入り込み、二

（３）内耳が損傷を起こすと、平衡機能に障害を起こし、

酸化炭素はこの逆に出て行く拡散現象である。

めまいや眼球が左右に揺れる眼球しんとう等の症状

（３）酸素は、ヘモグロビン（血色素）と結合して全身
の組織に運ばれ、体毛細管血と組織・細胞間でガス

が出る。

交換が行われる。

（４）耳の障害は、潜降により圧力が高くなったとき、
こう

（４）血中の酸素分圧は動脈血よりも静脈血の方が高く、

耳管を閉じて外耳道と中耳腔の圧力が均衡すると生

逆に二酸化炭素分圧は動脈血の方が高い。

じない。
は
２

（５）肺胞の全表面積は、両肺合わせて約７０ｍ にも達

（５）風邪を引いたときなどは、咽喉や鼻の粘膜が腫れ

する。

問

２

耳抜きをしにくいので、潜水作業を避ける。

肺換気機能に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

（１）肺活量は、一般に成人の男子で３０００〜４０００

５

窒素酔いに関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）水深３０〜４０ｍ程度になると、潜水者が酒に酔

mℓ、女子で２０００〜３０００mℓ 程度である。

ったような状態になるのは、呼吸する空気中の窒素

こ う

（２）呼吸死腔とは、呼吸による換気のうち肺でのガス

の分圧が高くなり麻酔作用が出現するからである。

交換に関与しないで、気道などに残る分のことである。

（２）潜水深度が３０〜４０ｍ程度から更に深くなるに

（３）呼吸抵抗は、呼吸用マスクの使用時や潜水時にお

つれ、窒素酔いはひどくなってくる。

いて密度の大きくなった空気を呼吸する場合には増

（３）送気する空気の温度や水温が高くなると、窒素酔

加する。

いを起こし易い。

（４）大脳にある呼吸中枢が刺激されることによって、

（４）窒素酔いの症状は、精神活動が鈍くなり、気分が
そ う

呼吸に関与する筋肉が伸縮する。

爽快になったり、意味もなく笑ったりすることがある。

（５）ゆっくりした深い呼吸は、呼吸死腔を減少させ、

（５）窒素酔いがひどくなると、手足がもつれ意のまま

気道抵抗を低下させる。

問

３

循環器系に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）左心室から送り出される酸素や栄養素を含んだ血
液は、大動脈から動脈、小動脈、毛細血管を通って
全身に供給される。
（２）心臓は、自律神経により動いており、交感神経は

動かせなくなる。

問

６

酸素中毒に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）高い圧力下で純酸素を吸入すると、脳などの中枢
神経系統が侵され、意識を失うことがある。
（２）酸素中毒は、送気中に二酸化炭素が多いときには
起こりにくい。

心臓の働きを抑制し、副交感神経はその働きを促進

（３）酸素中毒は、暑いとき又は寒いときに起こり易い。

する。

（４）大気圧に近い圧力でも、長時間純酸素を吸入する

（３）心臓の１回の血液拍出量は、４０〜１００mℓ であ
るが、運動時には１５０〜２００mℓ にもなる。
（４）脈圧は、心臓の心室が収縮し血液を送り出すとき
の血管内圧力（最大血圧）と心室が拡張したときの
血管内圧力（最小血圧）の差で表される。
（５）心臓には収縮期と拡張期のほかに休止期があり、
この３つを合わせて心臓の１周期という。

と呼吸器に炎症を起こす。
（５）酸素中毒の発生には吸気の酸素分圧と吸入時間が
大きく関係するが、人によって差があり、同一人で
も日によってかなり異なる。

潜水Ｂ
２／４

問

７

減圧症に関し、次のうち誤っているものはどれか。

問

９

ものはどれか。

（１）減圧症の病型には、運動器型、呼吸循環器型、中
枢神経型、皮膚型などがある。

（１）圧力の作用を大きく受ける耳や呼吸器などの検査

しん

を重点とした健康診断を行う。

（２）皮膚症状には、かゆみや丘疹などがあるが、しば
らくたつと消え、より重い症状に進むことはない。

（２）関節部のエックス線による検査は、股関節、肩関
節、膝関節などが対象となる。

（３）中枢神経型の障害は、主として下半身の運動麻痺、
知覚障害、排尿・排便障害を生じる。

（３）減圧症の再圧治療が終了した後の体内には、過剰な
窒素はすべて消失するので、後遺症のおそれはない。

（４）呼吸循環器型の症状は、チョークスと呼ばれる息
が詰まる感じが特徴である。

潜水作業者の健康管理に関し、次のうち誤っている

（４）重い減圧症にかかったことのある者や呼吸器、循

え

環器の弱い者は、潜水業務に従事させない。

（５）骨障害（圧不良性骨壊死）は、減圧症をきちんと
治療しなかったときなどに起こり易い。

（５）減圧症等が治ったと思われても、潜水業務への就
業の可否は、医師の判断により決定すべきである。

問

８

窒素の体内への溶け込みに関し、次のうち誤ってい
るものはどれか。

（１）地上の大気圧下でも、ヘンリーの法則に従い、身
体には窒素が溶け込んでいる。

問１０

そ

救急蘇生法に関し、次のうち誤っているものはどれか。

（１）呼吸は、安静時成人で１分間に６〜８回行われて
おり、呼吸があるかないか、みぞおちに手を軽くあ
てて動きをみて確認する。

（２）潜水すると、水深に応じ呼吸する空気の圧力が高

（２）救急蘇生を行う必要のある場合には、心臓が止ま

くなり、窒素の分圧が上昇するので、窒素は外気→

っているか否かを確認することが重要で、その方法

肺→血液→組織という経路で、体内に吸収され組織

として頸動脈に触れる方法がある。

けい

に溶込んでいく。
（３）窒素の体内への溶込みは、組織中の窒素分圧が外

（３）人工呼吸を行うためには、気道の確保が重要で、
そのためには体を水平にして、額を下に押すと同時
あ ご

気の窒素分圧と平衡するまで続く。
（４）呼吸する空気の窒素分圧が低下すると、組織に溶
解している窒素は、体内外の窒素分圧が等しくなる
まで体外へ排出される。
（５）身体組織に溶け込んでいる窒素の排出が、不十分
な場合は、血管中で気泡となって障害を起こすが、
血管外の組織においては気泡をつくることはない。

に顎を上に引き上げるようにする。
（４）人工呼吸は、５秒に１回の頻度で息の吹き込みを
繰り返し、１分間に１２回程度行う。
（５）気道が閉塞した状態で空気を吹き込むと、吹き込
んだ空気が胃に流入し、胃が膨張してその内容物が
口の方へ逆流することがある。

潜水Ｂ
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（ 関 係 法 令 ）
問１１

潜水作業用の設備・器具に関し、法令上、誤ってい

問１４

るものは次のうちどれか。

潜水業務の種類と潜水作業者に携行、着用させなけ
ればならない物との組合せとして、法令上、正しいも

（１）潜水器は、法令で定められている構造規格を具備
しなければ譲渡し、貸与し又は設置してはならない。
（２）再圧室は、法令で定められている構造規格を具備

のは次のうちどれか。
（１）手押ポンプから送気を …… 信号索、水中時計、
受けて行う潜水業務（通
コンパス、鋭利な刃
話装置がない場合）
物

しなければ譲渡し、貸与し又は設置してはならない。
（３）送気式潜水に用いる空気圧縮機は、１週間に１回
以上点検を行わなければならない。
（４）自給気式潜水に用いる水深計は、３月に１回以上
点検を行わなければならない。
（５）自給気式潜水に用いるボンベは、６月に１回以上

（２）空気圧縮機から送気を …… 信号索、水中時計、
受けて行う潜水業務（通
水深計、鋭利な刃物
話装置がない場合）
（３）空気圧縮機から送気を …… 水中時計、水深計、
受けて行う潜水業務（通
浮上早見表
話装置がある場合）
（４）ボンベ（潜水作業者に …… 信号索、水中時計、
携行させたボンベを除く｡）
水深計
から給気を受けて行う潜
水業務（通話装置がない場合）

点検を行わなければならない。

（５）スクーバ式潜水器によ …… 水中時計、水深計、
る潜水業務
残圧計、救命胴衣
問１２

フーカー式潜水で、潜水作業者ごとに備える予備空
気槽の内容積Ｖ（ ℓ ）を計算する次式の

内の

ＡからＣに入れる用語又は数値の組合せとして、法令
上、正しいものは(１)〜(５)のうちどれか。ただし、
潜水深度の単位はｍ、圧力の単位はＭPaである。

Ｖ

Ａ

＝

（０.０３×

（１）予備空気槽内の圧力
６０

４０

Ｃ

４０

最高の潜水深度

６０

予備空気槽内の圧力

最高の潜水深度 予備空気槽内の圧力

（５）予備空気槽内の圧力

問１３

Ｂ

最高の潜水深度 予備空気槽内の圧力

（３）最高の潜水深度
（４）

＋０.４）

Ｃ
Ａ

（２）

Ｂ

６０

最高の潜水深度

労働者に対し、法令上の特別の教育を行うことが義
務づけられている業務は、次のうちどれか。

（１）潜水用空気圧縮機を運転する業務

問１５

空気圧縮機による送気式の潜水業務を行うとき、次
に掲げる潜水器具のうち、潜水前の点検が義務づけら
れていないものはどれか。

（２）潜水器を点検する業務

（１）さがり綱

（３）再圧室を操作する業務

（２）水中時計

（４）連絡員の業務

（３）信号索

（５）水深１０ｍ未満の場所における潜水業務

（４）送気管
（５）潜水器

潜水Ｂ
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問１６

潜水業務の作業時間等については、高気圧作業安全

問１８

潜水業務に常時従事する労働者に対して、特別の項

衛生規則別表第２（潜水業務用時間表）により基準が

目による健康診断を実施することが義務づけられてい

示されているが、この表に関し、法令上、正しいもの

るが、実施項目に該当しないものは次のうちどれか。

は次のうちどれか。
（１）この時間表は、水深１０ｍ以上の場所における潜

（１）既往歴及び高気圧業務歴の調査
し

（２）四肢の運動機能の検査
たん

水業務に適用され、１日についての潜水回数の制限

（３）尿中の糖及び蛋白の有無の検査

が定められている。

（４）視力の測定

（２）潜水時間とは、潜水作業者が水中において潜水作

（５）肺活量の測定

業を開始してから浮上するまでの時間と定められて
いる。
（３）潜水作業者の体内のガス圧係数を減少させるため
潜水業務間に与える休息時間は、潜水業務用時間表
に示されている業務間ガス圧減少時間を超えてはな
らない。
（４）浮上を停止する水深と時間が定められており、こ
の浮上を停止する時間が長いほど業務間ガス圧減少

問１９

時間は短くなっている。

法令上、潜水業務への就業が禁止されていない疾病は
次のうちどれか。

（５）業務終了後ガス圧減少時間として定められている

（１）貧血症

時間以上の時間を、１日の最終の浮上を終了した後

（２）白内障

に引き続いて与えなければならない。

（３）アルコール中毒
（４）リウマチス
（５）肥満症

問１７

連絡員の配置とその実施事項に関し、法令上、誤っ
ているものは次のうちどれか。

（１）潜水方式に関係なく、潜水作業者２人以下ごとに
１人の連絡員を配置する。
（２）潜水作業者と連絡して、その者の潜降及び浮上を
適正に行わせる。
（３）送気調節用のバルブ等を操作する者と連絡をして、
潜水作業者に必要な量の空気を送気させる。
（４）送気設備等の事故により潜水作業者に危険又は健
康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水
作業者に連絡する。

問２０

再圧室に関し、法令上、誤っているものは次のうち
どれか。

（１）水深１０ｍ以上の場所における潜水業務を行うと
きは、再圧室を設置し又は利用できる措置を講じな
ければならない。
（２）再圧室を使用するときは、出入りに必要な場合を
除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞ
れの内部の圧力を等しく保たなければならない。
（３）再圧室を使用したときは、そのつど、加圧及び減
圧の状況を記録しなければならない。
（４）再圧室については、設置後３月を超えない期間ご

（５）ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっ

とに一定の事項について点検しなければならない。

ては、潜降直前に潜水作業者のヘルメットが、かぶ

（５）必要のある者以外の者の再圧室設置場所への立入

と台に結合されているかどうかを確認する。

りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなけれ
ばならない。

（終

り）

