I. インストール
1. お勧めインストール環境

システム仕様
サポート言語
O/S
MEMORY

English / Korean
MS WINDOWS XP(32bit/64bit,SP3 以上), MS WINDOWS 7(32bit/64bit)
1G 以上

2. SailorRest インストール
1) CD 構成
① setup.exe : 設置ファイル
② WorkRest.ini : 初期情報ファイル
③ SailorRest manual kor.pdf : Korean取扱説明書
④ SailorRest manual eng.pdf : 英文取扱説明書

2) SailorRest
① SailorRest インストール CDを挿入し “setup” ファイルを実行してください。
② ご使用のパソコンの仕様により５〜１０分インストール時間がかかります。
③ 下図が表示されたら続いて「Nest」をクリックしてください。 [図 1] 設置画面.

[図 1] インストール画面
④ 下記の図が表示されたら “Finish”をクリックするとプログラムが実行します。 [図 2]設置完了
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[図 2] インストール完了
⑤ インストールが完了するとプログラムは自動で実行されます。 [図 3] プログラム実行画面

[図 3] プログラム実行画面

II. メニュ
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1. メニュ説明
1) 全体メニュ

2) メニュ説明
①

: プログラムバージョン
: 現在日付（パソコンローカル日付と同一）

②
: 船員登録メニュ / 必須事項
③
: 登録船員乗船・下船メニュ / 必須事項
④
: WORK AND REST 時間記録メニュ / 必須事項
⑤
: DEVITION REPORT 作成メニュ
⑥

(OPTION 設定によって存在しない場合もあります。)

: 各種書類印刷メニュ
⑦
: WORKING ARRANGMENTS 作成メニュ
⑧
: 環境設定メニュ
⑨

III. 使用する
1. Option : プログラム初期設定
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(円滑な使用のためにプログラムを使用する前に初期設定を行った方が良い。)

1) Program Setting : 船舶情報及び他の設定

⑦

①
②

③

④

⑤

⑥
① Ship information : 基本情報 / 修正不可
② Print Margin Setting : 印刷余白設定
③ Form(Reference) No : 文書番号
④ Option
a. W / T / S / D : WORK AND REST 時間記録票作成時、業務有形成文化ON/OFF(15∙16P 参照)
b. Deviation Report : Deviation Report メニュON/OFF (OFF時メニュに表示されなくなります。)
c. Korea form : 韓国船員法文書様式ON/OFF (17P 参照)
⑤ Extend period : プログラム使用満了日付/ 修正不可
⑥ Program Information : プログラム開発者情報 (バージョン, 連絡先等…)
⑦ Save : 情報修正後保存
Tip : Save アイコンにないメニュは自動保存されます。

2) Database Setting : 船員役職登録設定
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②

③

①
④
① Position Name : 基本保存されている役職
② “①番” 項目にない役職が追加でき、保存されている役職の修正も可能です。
a. 役職登録: New -> 役職作成-> Save
b. 役職修正: 保存されている役職選択-> Edit -> 役職修正-> Save
③ Export Data : 保存されたすべての内容をアウトポートできます。
a. 年月選択
b. Export Data : アウトポート
c. 上記のように２０１４年６月資料をExportするとファイル名が自動作成され保存するパースを指定し保存します。万
が一選択した年月に資料がなければ、“No Data!”というメッセージが表示され、ファイルは保存されません。(ファイル名は船名
と年月を元に自動作成されます。“MV MIT_201406”)
d. Exportファイルは e-mailを通してメール添付できます。 (容量 500kb 以下)
e. Exportファイルへ保存される内容:
RECORD OF HOURS OF WORK AND REST
Monthly Table Of Hours Of Work And Rest
Nonconformities Summary
Nonconformities Detailed
Deviation Log :
④ Delete Old Database : 保存した資料が全て削除されるので、注意してください。
(Optionメニュにある情報は削除されません。)

2. Crew : 船員登録
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1) Crew Management : 船員登録

① 登録: New -> お名前作成-> Position 選択 -> Save
② 修正 : 保存された船員選択-> Edit -> お名前的は役職修正-> Save
③ 削除 : 保存された船員選択-> Delete(船員削除時、保存した全ての資料が削除されます)
④ Position(船員役職) この選択メニュにない場合“Database Setting : 船員役職登録設定メニュから登録してくださ
い。 (5P 参照)

3. Embark : 船員乗船 (Crewメニュから船員を登録したら乗船しましょう)
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1) Crew Embarkation / Disembarkation : 船員乗船下船

(1) Disembarkation

①
②

① Crew メニュから船員を登録後Embark メニュに戻るとDisembarkation 下記に登録した船員が表示されます。
② Disembarkationに船員が存在する場合“WORK AND REST MANAGEMENT : 勤務時間記録メニュで船員が表
示されないため、Embarkationへ移動しなければなりません。
a.

: 矢印アイコンをクリックすれば左側Disembarkationいる船員が
右側Embarkationへ移動されます。

(2) Embarkation

②
①
① Embarkation の側に船員が移動されたことが確認できます。

②
③

: 当番船員選択
: 矢印アイコンをクリックするとEmbarkationにいる船員を左側Disembarkationの方に移動されます。

4. Work and Rest Management : 勤務時間記録
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1) メニュ説明
(1) 全体メニュ

①
③

②
④

⑤

① Select Crew : 船員勤務日報を作成する船員選択. 船員のお名前, 役職, WatchKeeper の確認ができます。
a. 船員が表示されない場合Crewメニュに船員が登録されたか確認してください。 (6P 参照)
b. 그리고 Embarkメニュから船員がDisembarkationに表示されても船員は表示されないので、必ず
Embarkationの方に移動しなければなりません。 (7P 参照)
② Calendar : カレンダーの下に “Today”はPCの現在日付になります。カレンダーから日付を選択して
勤務時間を表示することになります。
③ カレンダーから選択した日付が表示されます。勤務時間を選択してください。
④ 業務形態選択
a. 業務形態に合わせ選択し、勤務時間を選びます。
⑤ 保存∙印刷メニュ

(2) 詳細メニュ
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①

②
① 業務形態選択後、勤務時間選択保存。Commentには業務上、特記事項を作成することができます。
②

規定不満足になると赤になり理由が表示されます。(カレンダーにも赤で表示されます。)

③

③ 規定不満足の場合、勤務時間を規定に合わせ修正後、保存することができます。
a.規定不満足等、勤務時間検査の根拠は“MLC 2006 海事労働協約”に基づきます。
(18∙19∙20∙21P 参照)
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④

④ Import : ExcelのSheetコピー機能が次の通りになります。
a. コピーする船員と年月日を選択-> OK. １ヶ月資料コピー

Cop

⑤

y
Past
e

⑦

⑥
⑤ a. Copy : Excelの CELLコピー機能と同じです。 (選択した日付コピー)
コピーする日付選択後Copy
b. Paste : 貼り付けする日付選択後Paste -> Save
⑥ any 24Hourと any 7Dayは自動計算されます。
⑦ Print : WORS AND REST 勤務日報印刷
Tip : 勤務時間が同じであるか似ている場合“Import, Copy, Paste” 機能を使用することで便利になります。
(勤務時間など業務形態が異なる場合修正して保存してください。)
(3) RECORD OF HOURS OF WORK AND REST 印刷
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①

④

②
③
① Optionの Program SettingにあるShip informationに保存している内容が印刷されます。 (4P 参照)
a. Watchkeeper : 当番船員 (7P 参照)
②,③ Optionの」 Program Settingで Form(Reference) Noに保存した内容が印刷されます。 (4P 参照)
③

Commentに作成した内容が印刷されます。 (9P 参照)

⑤
④

不適合事項が発生した日は“01” 真ん中にハイフンが表示されます。

5.Report : 各種レポート
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1) Monthly Table … : Work and Restから勤務時間を記録した資料を基づき計算された集計資料で
あり、修正不可になります。事務所ではこの集計資料を使用してください。

②

①

① a. Monthly Table Of Hours Of Work And Rest
b. Nonconformities Summary
c. Nonconformities Detailed
d. Deviation Log : 一部修正可能
② 年月選択後印刷可能になります。
(1) Deviation Log

①
① 特記事項作成可能です。
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6.Working Arrangements

1)全体メニュ

②

③

④

⑥

①

登録・修正・削除・保存・印刷

②

Position / Rank : 役職選択

③

勤務時間作成

④

comments 作成

⑤

勤務時間作成後、自動計算されます。

⑤
①

⑥ 規定または要求事項を作成します。

2)詳細メニュ
(1) 作成

①

③
②

① 職責選択
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② 勤務時間選択
③ 勤務時間自動計算

④

④ 勤務時間を選択せずテキスト入力も可能です。
(2) Working Arrangements 印刷

①

②

③
① 規定または要求事項が印刷されます。(P13参照 )
② Commentsに作成された内容が印刷されます。
③ Optionの Program SettingにあるForm(Reference) Noに保存した内容に印刷されます。( P4参照)

IV. Program Setting Option
1. Option 詳細説明
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1) W / T / S / D… : 業務細分化
(1) W / T / S / D… 선택 : 活性化

①

① 業務細分化にあわせ勤務時間を選択します。
a. W : Watch keeping
b. T : oTher working
c. S : Stand by
d. D : Drills
e. B : Bunkering
f. O : cargo Operating
g. C : Cleaning
h. A : dAily working

②
② 印刷すると業務有形が表示されます。
(2) W / T / S / D… 選択解除 : 非活性化
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①

① 業務有形単化
.

②
② 業務有形単純化印刷画面します。

2) Korea form : 韓国船員法様式
(1) Korea form 選択 : 活性化
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①

2

船員法様式で印刷されます。

(2) Korea form 選択解除 : 非活性か
① 一般英文様式で印刷されます。

V. MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (MLC 2006)-関連法(根拠)
1. 勤務時間検査根拠 : “海事労働協約(MLC 2006)暫定指針書”に基づいて
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勤務時間を検査し満足∙不満足検査をします。
1) 海事労働協約(MLC 2006)暫定指針書-船級公式文書
協約要件基準第A2.3条５項
근로勤労または休憩時間の制限は次の通りです。
(a) 最大勤労時間は次を超過してはいけない。
(i) 24時間中14時間、そして
(ii) 7日の期間中72時間
または、
(b) 最小休憩時間は次を下回るといけない
(i) 24時間の中10時間, そして
(ii) 7日の中 77時間
移行 方案 최最大勤労時間と最小休憩時間を旗国で選択して規制することによって( 韓国を含め
大体の最小休憩時間を旗国で規制) 船内作業配置表を作成する.
最大勤労時間または最小休憩時間の要件に違反しないように作業計画、当職時間の
調節等が必要になります。.
当職船員の場合、または船舶の運航特性（短期航海等) 上、要件の遵守が不可能な場合
要件を緩和する団体協約を締結し、責任当局の承認を得なければならない。
“24時間中 10時間”というのは, 24時間(any 24-hour period)を
いつから起算するべきかが明確ではない。
これに関しては ILOの解釈が優先されるべきで, ILOの解釈がなければ該当
旗国の解釈に従う。ですが現在に至るまでこれに関連する ILOの解釈はなかったし
Liberia以外の旗国の解釈もない状況である。この場合, “ 24時間"の起算
方法は船舶所有者が建てなければならない必要がある。 Liberiaの例を参考にして "勤労時間が始
まるとき起算される" または "休憩時間が始まるとき起算される" 等の合理的な
適用方法を選択して、これを '勤労時間∙休憩時間記録帳' 'DMLC II'に明視する必要がある。
協約要件基準第A2.3条、6項
休憩時間は2回を超過しないよう分割でき、その中 1回は最小6時間にしなければならないし
連続的に休憩時間の間の間隔は14時間を超過してはならない。
移行方案 “2回を超過しないように分割”するのは1回のみ分割し休憩時間の回数が2回に
してもらう意味である
2回限度で分割できる休憩時間は最小休憩時間(24時間の中10時間)でするのが妥当である。
つまり, 24時間の期間中休憩時間の回数が3回以上だとしても
2回の休憩時間だけで10時間の休憩時間に充足されその中1回の休憩時間が6時亜kン
以上なら。この要件に充足することに見なす。

2) MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (MLC 2006)-원문
Regulation 2.3 – Hours of work and hours of rest
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Purpose: To ensure that seafarers have regulated hours of work or hours of rest
▪

1. Each Member shall ensure that the hours of work or hours of rest for seafarers are regulated.

▪

2. Each Member shall establish maximum hours of work or minimum hours of rest over given periods that are
consistent with the provisions in the Code.

Standard A2.3 – Hours of work and hours of rest
▪

▪

1. For the purpose of this Standard, the term:

▪

(a) hours of work means time during which seafarers are required to do work on account of the ship;

▪

(b) hours of rest means time outside hours of work; this term does not include short breaks.

2. Each Member shall within the limits set out in paragraphs 5 to 8 of this Standard fix either a maximum
number of hours of work which shall not be exceeded in a given period of time, or a minimum number of
hours of rest which shall be provided in a given period of time.

▪

3. Each Member acknowledges that the normal working hours’ standard for seafarers, like that for other
workers, shall be based on an eight-hour day with one day of rest per week and rest on public holidays.
However, this shall not prevent the Member from having procedures to authorize or register a collective
agreement which determines seafarers’ normal working hours on a basis no less favourable than this
standard.

▪

4. In determining the national standards, each Member shall take account of the danger posed by the fatigue
of seafarers, especially those whose duties involve navigational safety and the safe and secure operation of
the ship.

▪

5. The limits on hours of work or rest shall be as follows:

▪

▪

▪

(a) maximum hours of work shall not exceed:

▪

(i) 14 hours in any 24-hour period; and

▪

(ii) 72 hours in any seven-day period; or

(b) minimum hours of rest shall not be less than:

▪

(i) ten hours in any 24-hour period; and

▪

(ii) 77 hours in any seven-day period.

6. Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least six hours in
length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.
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▪

7. Musters, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by national laws and regulations and by
international instruments, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods and
does not induce fatigue.

▪

8. When a seafarer is on call, such as when a machinery space is unattended, the seafarer shall have an
adequate compensatory rest period if the normal period of rest is disturbed by call-outs to work.

▪

9. If no collective agreement or arbitration award exists or if the competent authority determines that the
provisions in the agreement or award in respect of paragraph 7 or 8 of this Standard are inadequate, the
competent authority shall determine such provisions to ensure the seafarers concerned have sufficient rest.

▪

10. Each Member shall require the posting, in an easily accessible place, of a table with the shipboard working
arrangements, which shall contain for every position at least:

▪

(a) the schedule of service at sea and service in port; and

▪

(b) the maximum hours of work or the minimum hours of rest required by national laws or regulations
or applicable collective agreements.

▪

11. The table referred to in paragraph 10 of this Standard shall be established in a standardized format in the
working language or languages of the ship and in English.

▪

12. Each Member shall require that records of seafarers’ daily hours of work or of their daily hours of rest be
maintained to allow monitoring of compliance with paragraphs 5 to 11 inclusive of this Standard. The records
shall be in a standardized format established by the competent authority taking into account any available
guidelines of the International Labour Organization or shall be in any standard format prepared by the
Organization. They shall be in the languages required by paragraph 11 of this Standard. The seafarers shall
receive a copy of the records pertaining to them which shall be endorsed by the master, or a person
authorized by the master, and by the seafarers.

▪

13. Nothing in paragraphs 5 and 6 of this Standard shall prevent a Member from having national laws or
regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements
permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the provisions of
this Standard but may take account of more frequent or longer leave periods or the granting of compensatory
leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

▪

14. Nothing in this Standard shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer
to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or
for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea. Accordingly, the master may
suspend the schedule of hours of work or hours of rest and require a seafarer to perform any hours of work
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necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has
been restored, the master shall ensure that any seafarers who have performed work in a scheduled rest
period are provided with an adequate period of rest.
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