
No. 状　況 日 本 語 英　　語

1

行き会い

右舷 対 右舷

①
グリーン　トゥ　グリーン
Green 　  to 　 green.

②
スターボード　サイド　トゥ　スターボード　サイド
Starboard 　  side 　 to 　 starboard 　 side.

2 左舷 対 左舷

①
レッド　トゥ　レッド
Red 　  to 　 red.

②
ポート　サイド　トゥ　ポート　サイド
Port 　  side 　 to 　 port 　 side.

3

追い越し

追い越すな
ドゥ　ノット　オーバーテイク　ミー
Do 　 not 　   overtake 　　me.

4 右舷を 追い越せ
ユー　メイ　オーバーテイク　オン　マイ　スターボード　サイド
You   may 　 overtake　　  on 　my 　 starboard 　 side.

5 左舷を 追い越せ
ユー　メイ　オーバーテイク　オン　マイ　ポート　サイド
You   may 　 overtake　　  on 　my　 port 　  side.

6

横切り

貴船の 船尾を 航過します
アイ　ウィル　パス　ァスターン　オブ　ユー
  I 　　will 　pass 　 astern 　  of 　 you.

7 貴船の 船首を 航過します
アイ　ウィル　パス　ァヘッド　オブ　ユー
  I 　　will 　pass    ahead 　of 　 you.

8 本船の 針路を 横切るな
ドゥ　ノット　パス　ァヘッド　オブ　ミー
Do 　 not 　pass   ahead 　 of 　me.

9

転舵避航

針路を 右に 変えています
アイ　アム　オルターリング　マイ　コース　トゥ　スターボード
  I 　  am 　　altering 　　 my   course   to 　starboard.

10 針路を 左に 変えています
アイ　アム　オルターリング　マイ　コース　トゥ　ポート
  I 　  am 　　altering 　　 my   course   to 　 port.

11 本船は 右に 変針できません
アイ　キャノット　オルター　コース　トゥ　スターボード
  I 　   cannot 　  alter 　 course   to 　 starboard.

12 本船は 左に 変針できません
アイ　キャノット　オルター　コース　トゥ　ポート
  I 　　cannot 　  alter 　 course   to 　 port.

13

機関使用

エンジン停止します
アイ　ウィル　ストップ　エンジン
  I 　　will 　　stop 　 engines.

14 本船は、増速中です
アイ　アム　インクリーズィング　スピード
  I 　  am 　　 increasing 　　 speed.

15 本船は、減速中です
アイ　アム　リジューシング　スピード
  I 　  am 　  reducing  　  speed.

16 運転不自由 本船は、運転不自由です
アイ　アム　ノット　アンダー　コマンド
  I 　  am 　not 　  under 　command.

ＶＨＦによる避航操船用通信簡易英文例集
◎ 最も簡単に本船の意志を相手船に伝える文例です。
◎ 交信は、お互いに船名若しくは船位を確認した上で法令に従い行うのが原則です。
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相手船の呼び出し及び応答の通信英文例
交信は、お互いに船名若しくは船位を確認した上で行うのが原則です。

　　  相手船　① 
 グローバルフラワア

東京丸、こちらはグローバルフラワアです。感度ありますか。
トウキョウマル、  ジス　イズ　グローバルフラワア。 ハゥ　ドゥ　ユウ　リード　ミー。   
Tokyo Maru. This is Global Flower. How do you read me?

　　  本　船　① 
　　  東京丸

グローバルフラワア、 こちら東京丸です。どうぞ。
グローバルフラワア、  ジス　イズ　トウキョウマル。 オーバー。
Global Flower. This is Tokyo Maru. Over.

　　  相手船　② 
 グローバルフラワア

東京丸、こちらはグローバルフラワアです。6 チャンネルに切り替えて下さい。
トウキョウマル、  ジス　イズ　グローバルフラワア。 チェンジ　トゥ　チャンネル　ゼロ　シックス。
Tokyo Maru. This is Global Flower.  Change to channel zero six.　

　チャンネル切り替え後の手順

　　  本　船　② 
　　  東京丸

グローバルフラワア、 こちら東京丸。6 チャンネルです。感度ありますか。
グローバルフラワア、  ジス  イズ  トウキョウマル。 オン  チャンネル  ゼロ シックス。 ハウ  ドゥ  ユウ  リード  ミー。
Global Flower. This is Tokyo Maru. on channel zero six. How do you read me?

　以下本文を送信（横切りの例）（①ページ参照）

　　  相手船　③ 
 グローバルフラワア

東京丸、こちらはグローバルフラワアです。本船は貴船の船尾を航過します。
トウキョウマル、  ジス　イズ　グローバルフラワア。 アイ　ウイル　パス　アスターン　オブ　ユウ。
Tokyo Maru. This is Global Flower.  I will pass astern of you.

　　  本　船　① 
　　  東京丸

グローバルフラワア、こちらは東京丸です。感度ありますか。
グローバルフラワア、  ジス　イズ　トウキョウマル。 ハゥ　ドゥ　ユウ　リード　ミー。 
Global Flower. This is Tokyo Maru. How do you read me?

　　  相手船　① 
 グローバルフラワア

東京丸、こちらはグローバルフラワアです。どうぞ。
トウキョウマル、  ジス　イズ　グローバルフラワア。 ゴー　ァヘッド　プリーズ。
Tokyo Maru, This is Global Flower.  Go ahead please.

　　  本　船　② 
　　  東京丸

グローバルフラワア、こちらは東京丸です。6 チャンネルに切り替えて下さい。
グローバルフラワア、  ジス　イズ　トウキョウマル。 チェンジ　トゥ　チャンネル　ゼロ　シックス。
Global Flower. This is Tokyo Maru.  Change to channel zero six.

　チャンネル切り替え後の手順

　　  相手船　② 
 グローバルフラワア

東京丸、こちらグローバルフラワアです。6 チャンネルです。感度ありますか。
トウキョウマル、  ジス  イズ  グローバルフラワア。 オン  チャンネル  ゼロ シックス。 ハウ  ドゥ  ユウ  リード  ミー。
Tokyo Maru. This is Global Flower. on channel zero six. How do you read me?　

　以下本文を送信（横切りの例）（①ページ参照）

　　  本　船　③ 
　　  東京丸

グローバルフラワア、こちらは東京丸です。本船は貴船の船尾を航過します。
グローバルフラワア、  ジス　イズ　トウキョウマル。 アイ　ウイル　パス　アスターン　オブ　ユウ。
Global Flower. This is Tokyo Maru.  I will pass astern of you. 

　　  相手船 
 グローバルフラワア

東京丸、こちらグローバルフラワアです。了解しました。16 チャンネルに戻します。終わり。
トウキョウマル、  ジス  イズ  グローバルフラワア。ラジャー。 バック  トゥ  チャンネル  ワン  シックス。 アウト。
Tokyo Maru. This is Global Flower.  Roger.  Back to channel one six. Out.

1. （※   　 ）括弧内に本船の船名を記入しておくと便利です。
2. ハゥ　ドゥ　ユウ　リード　ミー ”How do you read me ?” の同意語として 
 キャン　ユウ　リード　ミー ”Can you read me ?”   や　 
 キャン　ユウ　ヒア　ミー ”Can you hear me ?”　等があります。
3. 通常交信では、次の用語がよく使われます。 
 了解　　　【ラジャー】Roger　　どうぞ【オーバー】Over　　もう少しゆっくり【モァ  スロウリィ】More slowly 
 もう一度　【セイ  アゲイン  プリーズ】Sey again, Please（聞き取れないのでもう一度）　 
 もう一度　【リピート】Repeat（通報の重要な部分の繰り返し） 
 終わり　　【アウト】Out　又は　Over out

3　交信終了後に16 チャンネルに戻す場合（相手船・本船共通）

2　本船から相手船を呼び出す場合

1　相手船から呼び出された場合
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（例　相手船名：グローバルフラワア、本船名：東京丸）



特定の相手船を呼び出す通信英文例

 （1）相手の動静、船体の色、著名物標からの方向・距離等で呼び出す場合
　①本船右舷前方の横切船舶
　　クロッシング　ベッセル　オン　マイ　スターボード　バウ｡
　　Crossing　　　vessel　 on　  my　 starboard　  bow.
　②本船左舷船首方向の反航船
　　オポジット　コース　ベッセル　オン　マイ　ポート　ヘッド。
　　Opposite　course　vessel　  on　  my　 port　  head.
　③本船左舷側の青い船体のタンカー
　　ブルー　ハル　オイルタンカー　オン　マイ　ポート　サイド。
　　Blue　　hull　　oil tanker　　 on　  my　 port　　side.
　④ 1 番ブイ付近を北上中の船舶
　　ノースバウンド　ベッセル　アラウンド　ナンバーワン　ブイ。
　　Northbound　　vessel　　around　　　No.1　　  buoy.
　⑤室戸岬南方 5マイルを東航中の船舶
　　イーストバウンド　ベッセル　ファイヴ マイルズ　サウス　オブ　ムロトサキ。
　　Eastbound　　　 vessel,　　　 5 miles　　　south　 of　 Muroto Saki.

 （2-1）光、音を使用して本船が呼んでいることを相手船に知らせる場合
　①発光信号（特に夜間）
　　こちらは、東京丸です。今貴船に発光信号を送っています。
　　ジス　イズ “トウキョウマル ”。フラッシング　ユウ　ナウ。　　　
　　This　  is　 "Tokyo Maru",　　flashing　　 you　now.　　　
　②音響信号
　　こちらは、東京丸です。今汽船に対し汽笛を鳴らしています。
　　ジス　イズ “トウキョウマル ”。サウンディング　ユウ　ナウ。
　　This　  is　 "Tokyo Maru",　　 sounding　　 you　now.

 （2-2）自船の動静を知らせて呼び出す場合
　　こちらは貴船の船首方向 1 マイルを南航中の“東京丸”です。　
　　ジィス　イズ　ザ　サウスバウンド　ベッセル “トウキョウマル ”、ワン　マイル　アヘッド　オブ　ユー。
　　This　  is　the  southbound  vessel　"Tokyo Maru".  one　mile　ahead　 of　you.

 （1）相手船のコールサインや船名等を呼び出す場合　　
　①コールサインJD3058 の反航船
　　オポジット　コース　ベッセル｡  コール　サイン　ジュリエット　デルタ　スリー　ゼロ　ファイヴ　エイト。
　　Opposite  course  vessel,   call　 sign　   Juliet　　 Delta　Three　Zero　Five　Eight.
　②パナマ籍　“グローバル  フラワア”、コールサイン 3FMD の船舶
　　パナマニアン  ベッセル “ グローバル  フラワア ”、コール  サイン  スリー  フォックストロット  マイク  デルタ。
　　Panamanian　vessel　"Global  Flower",　　call　  sign　Three　　Foxtrot　　  Mike　Delta.

 （2）自船のコールサインや船名等を名乗る場合　
　①こちらは、貨物船“東京丸”コールサインJG5174　です。
　　ジス  イズ  カーゴーシップ "トウキョウマル "、 コール  サイン  ジュリエット  ゴルフ  ファイヴ  ワン  セブン  フォー。
　　This  is   cargo ship　”Tokyo Maru”,　call　 sign    Juliet　　Golf　Five　One　Seven  Four.

2　ＡＩＳを搭載している場合（お互いの船名、コールサインが分かっている場合）　

感度ありますか。

ハゥ ドゥ ユー リード ミー。
Hou  do  you  read  me?

感度ありますか。

ハゥ ドゥ ユー リード ミー。
How  do  you  read  me?

感度ありますか。

ハゥ ドゥ ユー リード ミー。
How  do  you  read  me?

1　ＡＩＳを搭載していない場合（お互いの船名、コールサインが分からない場合）

相手船の “ コールサイン ” で呼び出す方が通じやすくなります。（船名で呼び出すと発音が不正確で相手船に伝わりにくくなる怖れがあります）。
自船のコールサインを通話表で言えるように VHF 無線機近くに掲示しておくと便利です。

こちらは、東京丸です。

ジス イズ “トウキョウマル ”
This　is　"Tokyo Maru".

こちらは、東京丸です。

ジス イズ “トウキョウマル ”
This　is　"Tokyo Maru".

（1）の方法で相手を呼び出した後

（1）の方法で相手を
呼び出した後

あるいは、
（2-1）（2-2）の方法で

自船を名乗ります。

あるいは、（2）の方法で
自船を名乗ります。

③④

（例　相手船名：グローバルフラワア、本船名：東京丸）



欧文通話表

数字の英語読み

太字の音節を強く発音します。
文　字 コ ー ド 文　字 コ ー ド

A AL FA （アル ファー） N NO VEM BER（ノー ベン バー）

B BRA VO （ブラ ボー） O OS CAR （オス カー）

C CHAR LIE （チャー リー） P PA PA （パ パ）

D DEL TA （デル タ） Q QUE BEC （クェベック）

E ECH O （エコ ー） R RO MEO （ロ メオ）

F FOX TROT（フォックス トロット） S SI ER RA （シ エ ラ）

G GOLF （ゴルフ） T TAN GO （タン ゴ）

H HO TEL （ホ テル） U U NIFORM （ユ ニフォーム）

I IN DIA （イン ディア） V VIC TOR （ビク ター）

J JU LI ETT （ジュ リ エット） W WHIS KEY （ウィス キー）

K KI LO （キ ロ） X X-RAY （エクス レイ）

L LI MA （リ マ） Y YAN KEE （ヤン キー）

M MIKE （マイク） Z ZU LU （ズ ル）

数　字 フリガナ 数　字 フリガナ

0 ゼロ 5 ファイヴ

1 ワン 6 シックス

2 トゥー 7 セブン

3 スリー 8 エイト

4 フォー 9 ナイン

本船の “ 呼出符号 ”（コールサイン）を欧文通話表で言えるように、記載しておきましょう。

船名：
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