
PADI Scuba DiverおよびOpen Water Diver
PADI Scuba Diver
PADI スクーバ・ダイバーコースはオープン･ウォーター･ダイバーコースの中のサブコースで
す。このコースは、時間的な制約がある方、また認定を受けたダイブマスター、アシスタントイ
ンストラクター、あるいはインストラクターのガイドによるグループやツアーでのダイビングに
挑戦してみたいという方に、ダイビングの世界を紹介するものです。このコースを受講すること
で、興味のある方にダイビングを体験していただき、さらにオープン･ウォーター･ダイバーレ
ベルをはじめとするその他のコースへステップアップをしていただけるようお勧めしています。

PADI Open Water Diver
PADIオープン･ウォーター･ダイバーコースはPADIの初心者向けダイビングコースで、知識の開
発、限定水域（プール）でのダイブトレーニング、海洋実習という3つのセグメントに分かれていま
す。知識開発には5つのセクションが含まれ、限定水域では5回のトレーニングダイブ、海洋実習
では4回のトレーニングダイブが行われ、これに加えオプションで海洋スノーケルトレーニング
も1セッ ション含まれています。
PADI オープン･ウォーター･ダイバーコースを受講するには、参加者は15歳以上で、ダイビング
に適した健康状態であることが条件となり
ます。 10歳から14歳までの参加者は、PADI 
ジュニア・オープン･ウォーター･ダイバーの
認定を受けることができます。

オープン･ウォーター･ダイバー
コースへの委託照会に関する
重要事項
1. 限定水域ダイブ、知識開発セッション、

海洋実習の途中で、ダイバーは委託照
会を受けることができます。 

2. 委託照会書は最後のトレーニングセッ
ション終了日から1年間有効です。

3. 委託照会書にはPADI 病歴/診断書 （医師の承認が必要な地域もあります）の添付が必要
です。

4. 委託されたダイバーは、他の場所でトレーニングを完了させるために PADI ダイブセンタ
ー/リゾート またはインストラクターの手配をします。

5. ダイバーは、必要なトレーニングが修了するまで委託照会書を必ず保存しておかなけれ
ばなりません。

6. ダイバーのトレーニングを委託されたPADI インストラクターは、必要に応じてそのダイバ
ーのスキルや知識の評価を行い、ダイバーの準備態勢が整っていることを確認する必要
があります。

7. 各トレーニング項目を修了するごとに、インストラクターは委託照会書にイニシャルと 
日付を記入します。

8. 最後のオープン･ウォーター･ダイブを終了したPADI インストラクターが、そのダイバーの
認定インストラクターとなります。コースのすべての必修項目が修了したら、インストラク
ターとダイバーはPositive Identification Card （PIC）フォームを記入し、これにダイバーの
顔写真を添えてPADIに提出してください。
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PADIオープンウォーターダイバーコース記録および委託照会書
生徒氏名_______________________________________________________  生年月日 ___________________________
 年/月/日     
住所______________________________________________________________________________  性別  � 男  � 女
市区町村__________________________________________________________  都道府県______________________
国________________________________________________________________  郵便番号______________________
電話  自宅 (____) ___________________________________ 勤務先 (____) ____________________________________ 
Fax (____) _________________________________________ Eメール_________________________________________

この文書にイニシャルを記入したすべてのPADI インストラクターは、下記に必要事項を記入する必要があります。
PADI インストラクター _____________________________ 署名______________________________________________
PADI No. _________________ ダイブセンター/リゾート No. ________________ 日付 _________________________
 年/月/日     電話    自宅 (______) _____________________________  Fax (______) ________________________________________
Eメール _____________________________________________________________________________________________

PADI インストラクター _____________________________ 署名______________________________________________
PADI No. _________________ ダイブセンター/リゾート No. ________________ 日付 _________________________
 年/月/日     電話    自宅 (______) _____________________________  Fax (______) ________________________________________
Eメール _____________________________________________________________________________________________
注意事項：必要であれば、他のPADI インストラクターの情報を別紙に記入して添付してください。 
PADIスクーバダイバー/オープンウォーターダイバーの生徒を委託照会する際の必須事項： 
a. ダイバーおよびPADI インストラクターの情報を記入し、すでに受講済みのトレーニングを記入する。
b. ダイバーのPADI 病歴/診断書をこのフォームに添付する。
c. 認定カードの発行に写真が必要である旨をダイバーに伝える。
d. トレーニングをできるだけ早い時期に修了することをダイバーに奨励し、このフォームは最後のトレーニングセクシ
ョンを修了した日から1年間のみ有効であることを説明する。

B. 知識開発 （学科講習） コース・オプション： � RDP Table � eRDPML � コンピューター
 修了日 修了  合格 オープンウォーター   インストラクター**
 年/月/日 KR クイズ/エグザム ビデオ視聴済  イニシャル  PADI #         
セクション 1 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 2 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 3 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 4 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 5 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
または eLearning
クイックレビュー ____ / _____/ _____   ___________    ___________ # ___________
（注意事項：上記の知識開発のすべてのセッションが一人のインストラクターによって修了された場合は、一人の署名だけが必要です。） 

上記の知識開発のすべてのセッションを修了し、クイズ/エグザムに合格しました。
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

C. オープンウォーターダイブ
 修了日 インストラクター** 修了日  インストラクター**
 年/月/日 イニシャル      PADI # 年/月/日 イニシャル      PADI #             

ダイブ 1 ____/ ______ /______  _______ # ________ ダイブ 3 ____/ ______ /______  ______ # ________

ダイブ 2 ____/ ______ /______  _______ # ________ ダイブ 4 ____/ ______ /______  ______ # ________

ダイブフレキシブルスキル 
これらのスキルは、オープンウォータートレーニングのいずれのダイブ中でも習得することができます。

 習得した インストラクター**             
  ダイブ イニシャル PADI#
1. 足がつったときの治し方* ダイブ # _______  __________ # _________
2. スノーケル/レギュレーター交換* ダイブ # _______  __________ # _________
3. シグナルチューブの使い方* ダイブ # _______  __________ # _________
4. エマージェンシー・ウエイト・ドロップ (またはCWで)* ダイブ # _______  __________ # _________
5. 直線水面コンパス移動 ダイブ # _______  __________ # _________
6. 疲労ダイバー曳行 ダイブ # _______  __________ # _________
7. 水面でのスクーバの脱着 ダイブ # _______  __________ # _________
8. 水面でのウェイトの脱着 ダイブ # _______  __________ # _________
9. CESA (ダイブ 2、3、または4) ダイブ # _______  __________ # _________
10. 水中コンパスナビゲーション (ダイブ 2、3、または4) ダイブ # _______  __________ # _________
（注意事項：上記のダイブフレキシブルスキルのセッションが一人のインストラクターによって完了された場合は、一人の署名だけが必要です。） 

上記のダイブフレキシブルスキルのすべてのセッションを修了しました。
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

生徒ダイバー声明：私はこのコースのトレーニング条件を理解し、認定に必要なすべての達成条件を無事修了した事を理解
しています。私はトレーニングを受けた地域と条件が似た場所でダイブをするための準備が充分に整っています。特殊なダ
イブや他の地域でダイブをする場合、また6 ヶ月以上ダイブをしない期間が続いた場合には、さらにトレーニングを受けるこ
とが推奨されていることを認識しています。
生徒署名_______________________________________________________________ 日付 _______/ _______/ _______

PADI スクーバ･ダイバーとして認定を受けるためのすべての必須条件（知識の開発セッション 1、2、3； 限定水域でのダイブ
1、2、3； オープンウォーターダイブ 1、2； さらに、星印（*）の付いたダイブフレキシブルスキルのすべて）が満たされました。   
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

PADI オープン･ウォーター･ダイバーとして認定を受けるためのすべての必須条件が満たされました。
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

Product No. 10056J  (Rev. 09/14)  Version 3.08

水中スキル評価
 修了日 インストラクター**
   年/月/日 イニシャル PADI #

200mスイムまたはマスク/スノーケル/フィン付きでの300mスイム
_______/ _______ / _______  _________ # ________  
10分間の立ち泳ぎ/フロート*
_______/ _______ / _______  _________ # ________  

ダイブフレキシブルスキル
器材の準備と手入れ*
_______/ _______ / _______  _________ # ________  
中圧インフレーターホースの取り外し* 
_______/ _______ / _______  _________ # ________
緩んだシリンダーバンド
_______/ _______ / _______  _________ # ________  
水面でのウェイトシステムの脱着*
_______/ _______ / _______  _________ # ________
エマージェンシー・ウエイト・ドロップ (またはOWで)*
_______/ _______ / _______  _________ # ________

A. 限定水域でのダイブ
 修了日 インストラクター**
 年/月/日 イニシャル PADI #
CW 1*  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 2  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 3  ____  / _____  / _____   ________ # _________

 修了日 インストラクター**
 年/月/日 イニシャル PADI #
CW 4  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 5  ____  / _____  / _____   ________ # _________

*限定水域ダイブ1での習得スキルすべてを修了したDSD = オープン
ウォーターダイバーの限定水域ダイブ1

 修了日 インストラクター**
           年/月/日 イニシャル PADI #

スキンダイビングスキル
_______/ _______ / _______  _________ # ________

ドライスーツオリエンテーション
_______/ _______ / _______  _________ # ________

（注意事項：上記の限定水域でのダイブと水中スキル評価のす
べてのセッションが一人のインストラクターによって修了された
場合は、一人の署名だけが必要です。）

上記の限定水域でのダイブのすべておよび水中スキル
評価が修了しました。
インストラクター署名 ____________________________
PADI # __________________ 日付 _____ / _____ / _____

** 私は、この受講生がPADI インストラクター･マニュア
ルに記載されているスキル/セクション/ダイブを修了
したことをここに証明いたします。私は、本年度ティー
チングステータスで更新されているPADI インストラク
ターです。
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PADIオープンウォーターダイバーコース記録および委託照会書
生徒氏名_______________________________________________________  生年月日 ___________________________
 年/月/日     
住所______________________________________________________________________________  性別  � 男  � 女
市区町村__________________________________________________________  都道府県______________________
国________________________________________________________________  郵便番号______________________
電話  自宅 (____) ___________________________________ 勤務先 (____) ____________________________________ 
Fax (____) _________________________________________ Eメール_________________________________________

この文書にイニシャルを記入したすべてのPADI インストラクターは、下記に必要事項を記入する必要があります。
PADI インストラクター _____________________________ 署名______________________________________________
PADI No. _________________ ダイブセンター/リゾート No. ________________ 日付 _________________________
 年/月/日     電話    自宅 (______) _____________________________  Fax (______) ________________________________________
Eメール _____________________________________________________________________________________________

PADI インストラクター _____________________________ 署名______________________________________________
PADI No. _________________ ダイブセンター/リゾート No. ________________ 日付 _________________________
 年/月/日     電話    自宅 (______) _____________________________  Fax (______) ________________________________________
Eメール _____________________________________________________________________________________________
注意事項：必要であれば、他のPADI インストラクターの情報を別紙に記入して添付してください。 
PADIスクーバダイバー/オープンウォーターダイバーの生徒を委託照会する際の必須事項： 
a. ダイバーおよびPADI インストラクターの情報を記入し、すでに受講済みのトレーニングを記入する。
b. ダイバーのPADI 病歴/診断書をこのフォームに添付する。
c. 認定カードの発行に写真が必要である旨をダイバーに伝える。
d. トレーニングをできるだけ早い時期に修了することをダイバーに奨励し、このフォームは最後のトレーニングセクシ
ョンを修了した日から1年間のみ有効であることを説明する。

B. 知識開発 （学科講習） コース・オプション： � RDP Table � eRDPML � コンピューター
 修了日 修了  合格 オープンウォーター   インストラクター**
 年/月/日 KR クイズ/エグザム ビデオ視聴済  イニシャル  PADI #         
セクション 1 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 2 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 3 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 4 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
セクション 5 ______ / ______ / ______  � ___________ �   ___________ # ___________
または eLearning
クイックレビュー ____ / _____/ _____   ___________    ___________ # ___________
（注意事項：上記の知識開発のすべてのセッションが一人のインストラクターによって修了された場合は、一人の署名だけが必要です。） 

上記の知識開発のすべてのセッションを修了し、クイズ/エグザムに合格しました。
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

C. オープンウォーターダイブ
 修了日 インストラクター** 修了日  インストラクター**
 年/月/日 イニシャル      PADI # 年/月/日 イニシャル      PADI #             

ダイブ 1 ____/ ______ /______  _______ # ________ ダイブ 3 ____/ ______ /______  ______ # ________

ダイブ 2 ____/ ______ /______  _______ # ________ ダイブ 4 ____/ ______ /______  ______ # ________

ダイブフレキシブルスキル 
これらのスキルは、オープンウォータートレーニングのいずれのダイブ中でも習得することができます。

 習得した インストラクター**             
  ダイブ イニシャル PADI#
1. 足がつったときの治し方* ダイブ # _______  __________ # _________
2. スノーケル/レギュレーター交換* ダイブ # _______  __________ # _________
3. シグナルチューブの使い方* ダイブ # _______  __________ # _________
4. エマージェンシー・ウエイト・ドロップ (またはCWで)* ダイブ # _______  __________ # _________
5. 直線水面コンパス移動 ダイブ # _______  __________ # _________
6. 疲労ダイバー曳行 ダイブ # _______  __________ # _________
7. 水面でのスクーバの脱着 ダイブ # _______  __________ # _________
8. 水面でのウェイトの脱着 ダイブ # _______  __________ # _________
9. CESA (ダイブ 2、3、または4) ダイブ # _______  __________ # _________
10. 水中コンパスナビゲーション (ダイブ 2、3、または4) ダイブ # _______  __________ # _________
（注意事項：上記のダイブフレキシブルスキルのセッションが一人のインストラクターによって完了された場合は、一人の署名だけが必要です。） 

上記のダイブフレキシブルスキルのすべてのセッションを修了しました。
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

生徒ダイバー声明：私はこのコースのトレーニング条件を理解し、認定に必要なすべての達成条件を無事修了した事を理解
しています。私はトレーニングを受けた地域と条件が似た場所でダイブをするための準備が充分に整っています。特殊なダ
イブや他の地域でダイブをする場合、また6 ヶ月以上ダイブをしない期間が続いた場合には、さらにトレーニングを受けるこ
とが推奨されていることを認識しています。
生徒署名_______________________________________________________________ 日付 _______/ _______/ _______

PADI スクーバ･ダイバーとして認定を受けるためのすべての必須条件（知識の開発セッション 1、2、3； 限定水域でのダイブ
1、2、3； オープンウォーターダイブ 1、2； さらに、星印（*）の付いたダイブフレキシブルスキルのすべて）が満たされました。   
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

PADI オープン･ウォーター･ダイバーとして認定を受けるためのすべての必須条件が満たされました。
インストラクター署名 _______________________________________  #___________ 日付 _______/ _______/ _______

Product No. 10056J  (Rev. 09/14)  Version 3.08

水中スキル評価
 修了日 インストラクター**
   年/月/日 イニシャル PADI #

200mスイムまたはマスク/スノーケル/フィン付きでの300mスイム
_______/ _______ / _______  _________ # ________  
10分間の立ち泳ぎ/フロート*
_______/ _______ / _______  _________ # ________  

ダイブフレキシブルスキル
器材の準備と手入れ*
_______/ _______ / _______  _________ # ________  
中圧インフレーターホースの取り外し* 
_______/ _______ / _______  _________ # ________
緩んだシリンダーバンド
_______/ _______ / _______  _________ # ________  
水面でのウェイトシステムの脱着*
_______/ _______ / _______  _________ # ________
エマージェンシー・ウエイト・ドロップ (またはOWで)*
_______/ _______ / _______  _________ # ________

A. 限定水域でのダイブ
 修了日 インストラクター**
 年/月/日 イニシャル PADI #
CW 1*  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 2  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 3  ____  / _____  / _____   ________ # _________

 修了日 インストラクター**
 年/月/日 イニシャル PADI #
CW 4  ____  / _____  / _____   ________ # _________
CW 5  ____  / _____  / _____   ________ # _________

*限定水域ダイブ1での習得スキルすべてを修了したDSD = オープン
ウォーターダイバーの限定水域ダイブ1

 修了日 インストラクター**
           年/月/日 イニシャル PADI #

スキンダイビングスキル
_______/ _______ / _______  _________ # ________

ドライスーツオリエンテーション
_______/ _______ / _______  _________ # ________

（注意事項：上記の限定水域でのダイブと水中スキル評価のす
べてのセッションが一人のインストラクターによって修了された
場合は、一人の署名だけが必要です。）

上記の限定水域でのダイブのすべておよび水中スキル
評価が修了しました。
インストラクター署名 ____________________________
PADI # __________________ 日付 _____ / _____ / _____

** 私は、この受講生がPADI インストラクター･マニュア
ルに記載されているスキル/セクション/ダイブを修了
したことをここに証明いたします。私は、本年度ティー
チングステータスで更新されているPADI インストラク
ターです。
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PADI スクーバ･ダイバー声明書
PADI スクーバ･ダイバー資格は、プロフェッショナルの直接監督下であればダイビングが
できる資格です。この同意書は、プレエントリーレベル認定の限度を定義し、皆さんが快
適かつ安全にダイビングするのに必要な事柄について述べたものです。

私、_________________________________________ は、PADI スクーバ・ダイバーとして以下の事項
を守らなければならないことを了解しております：

 1.  PADI ダイブマスター、アシスタント･インストラクター、またはインストラクターの水中での直接
監督下でダイビングを行う。ダイブに関する説明を注意深く聞き、自分のダイブ活動を監督する
人のアドバイスを尊重する。すべてのダイブでバディシステムを守る。

 2.  トレーニングを受けたときのコンディションよりも良い、あるいは同等のコンディションでダイ
ブを行う。潜ってよい最大深度は12メートルを上限とし、それ以上の深さへ潜る場合には、事前
に追加指導を受ける。

 3.  ダイビングに適した良好な健康状態を維持し、自分の限度内で潜る。ダイビング中は動き過ぎ
による疲労を避け、アルコールや薬物による影響下では決して潜らない。

 4.  汚染された空気を吸わないよう、エアの充填やダイビング器材は、PADI ダイブセンターまたは
リゾートなどの信頼できるところからのみ入手する。使用するタンクにエンリッチド・エア（ナイ 
トロックス）用と刻印されていないことを確認する。

 5.  ダイビング中は正しい浮力を維持する。水面でBCDに空気を入れない状態で中性浮力にな 
るようウェイトを調節し、ダイビング中のエア消費による浮力変化を考慮に入れる。水面で何ら
かのトラブルが生じた場合には、ウェイトを捨てる、BCDを膨らませるなどの方法で浮力を確保
する。

 6.  PADI スクーバ･ダイバー資格の限度を超えて潜るときには、事前に継続教育を通じて正しいト
レーニングを受け、経験を積む。しばらくダイビングから遠ざかっていて再開する場合には、監
督者のいる管理された環境でスキルを復習する。

 7.  ダイビングに適した正しい呼吸をする。圧縮空気を使用しているときには、絶対に息を止めたり
スキップ呼吸をしない。

 8.  すべてのダイブで1分間18メートル以下の速度で浮上し、終了時には安全停止をする。

 9.  スクーバ器材は、すべてが揃っていて身体にフィットし、きちんとメンテナンスされ、使い慣れた
ものを使用する。よく知らない器材や使ったことがない器材については、ダイビングのプロフ 
ェッショナルにアドバイスを求め、使い方を教えてもらう。

 10.  リクリエーションダイビングに関する現地の法律や条令を調べ、それに従う。

 11.  PADI スクーバ･ダイバーとして認定された後であればいつでもプロフェッショナルの監督
なしで潜ることができるよう、オープン･ウォーター･ダイバーへアップグレードできるこ
とを理解している。

 12.  安全なダイビングの実施要項から逸脱することは、減圧症、けが、死亡の危険性を高めるというこ
とを理解する。また、PADI スクーバ･ダイバーは自分自身の安全のために、上記の推奨事項を守
り、不慣れな状況で潜る際には、事前に情報やアドバイスを求めるべきであることを認識する。

私は、_______________________________________ がPADI インストラクター･マニュアル
に記載されているPADI スクーバ･ダイバーとして認定されるためのすべての必修項目を修
了したことをここに証明します。 

 ____________________________________   __________________   _________________
 PADI インストラクター 署名 PADI No. 日付（年/月/日）
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