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ＡＩＳの展望
東京商船大学

船舶運航者と情報
船舶を安全に効率よく航行させるための
システムを、船舶航行システムと呼んでい

教授

いま づ

今津

はや ま

隼馬

自船の採用する行動に伴う航行環境および
自船の状態の変化を予測し、この予測に基
づいて自船の採るべき行動を決定し、この
行動を実施するプロセスである。

る。このシステムは、制御対象となる船舶

このプロセスにおいて情報を収集・解析

（自船）
、
その船舶が遭遇する航行環境、そ

することは必須であり、航行必要情報を的

して船舶の行動を制御する運航者の三要素

確に処理することが船舶運航者としては不

からなるシステムである。このシステムの

可欠の能力であると言える。しかし海難審

課題は、海難事故の中から見出すことがで

判の結果、事故原因の多くは運航者にある

きる。

とされていることから、運航者による情報

船舶が航行することで起こす海難事故の
うち、その原因を明らかにする必要がある
と考えられる事故については、海難審判に
かけられる。海難審判で審議される事故で
多いのは、衝突、乗揚げ、機関損傷であり、

処理プロセスにはいくつかの問題があるこ
とを意味している。

船舶運航作業の改善と AIS
船舶運航作業は、当直航海士単独で行っ

この中でも衝突（施設との衝突を含む）が

ている作業ではない。また船舶航行に不可

飛び抜けて多く、海難審判件数の半数を占

欠な各種情報の中には、陸上施設からの支

めている。そして海難審判では、衝突事故

援を受けつつ、搭載した機器を駆使しなが

の原因は、船舶航行システムを構成してい

ら収集される情報も数多くある。その上、

る船舶、航行環境、運航中の運航者にその

船橋の中では当直航海士以外にも複数の人

原因があると見ている。

がチームを組んで作業している。このこと

運航者の役割は、自船に課せられた使命

から、船橋における船舶運航作業の問題点

を安全にそして効率よく遂行するために、

を探るには、情報処理作業における各種形

自船の採るべき行動を、遭遇する航行環境

態についても考える必要がある。

と自船の性能を考慮しながら決定し、これ

例えば船橋でのチームの種類（入出港配

を実行する（船舶運航作業）ことである。

置、S!B など）とその作業分担、人手によ

この作業はまた情報処理作業と見ることが

る作業と機器を使った作業での人と機器の

できる。すなわち、自船が遭遇する航行環

作業分担、陸上支援の種類とそれに伴う陸

境と自船の状態を知るために、必要な情報

側と船側の作業分担などである。

（航行必要情報）を収集し、これを使って
２
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海難審判による指摘では、チームワーク

の問題に触れているが、その限界や対策の

このシステムは２００２年７月から順次大型

欠如については触れていない。情報の欠落

船を中心に搭載されることになっているが、

については当直者（補助者を含む）の不注

これがどの程度海難の防止に寄与するもの

意や、怠慢にその原因があるとし、情報処

なのか未知数である。AIS を通して得られ

理の間違い、すなわち判断ミスについては、

る相手船情報は、AIS が基準どおりに運用

考慮すべき事項に対する配慮が不十分であ

されるならば、非常によい情報を入手でき

ったと見ている。しかしながら、これらの

ることは確かである。しかしながらよい情

事故原因は昔から指摘されており、さして

報が入手できても、これを使う方法が開発

目新しいものではない。言い換えれば、こ

されないと、その効果は低いものとなる。

れら人的要因に対する対策として、教育や

AIS を搭載すれば船舶運航の役に立つので

訓練による運航者自身のさらなる改善はそ

はなく、AIS 情報を使いこなせばそこで初

ろそろ限界に近いことを示している。

めて役に立つのである。

このため、最近では、人のこうした特性
（人は時にはミスをするものであること）
を考慮し、ミスがあっても重大な事故につ

当直航海士に情報を提供する
意味

ながらないようにシステムを改善すべきで

今は、AIS の搭載やその有効性について

あると考えられるようになってきた。船舶

議論をするときではない。すでに AIS 利用

では昔からチームを組んで仕事をし、一人

のゲームは始まっているのである。このゲ

がミスを起こしてもそれをチームメートが

ームに勝ち残るには、AIS の特徴を十分に

補佐してきた。しかしながら、国籍が異な

生かして、これを事故防止、ひいては効率

り、受けた教育も異なる者が集まりチーム

向上に役立てることが必要である。

を組んでいる現状では、ミスに対する補佐
機能が昔に比べ落ちてきたように思われる。
こうした現状への対策として、IMOでは

そのためには AIS 導入に当たって、まず、
当直航海士と AIS の間にどのような関係を
構築するつもりなのかを決める必要がある。

STCW 条約の見直しによる教育・訓練の国

当然のことながら、それは当直作業の問題

際基準化と、SOLAS 条約の見直しによる船

点を改善するものでなければならない。機

舶搭載機器の高度化を進めている。

器はそれ自体、不完全なものである。また

この中で、船舶搭載機器の高度化は、人
による情報収集の欠如や判断ミスを、機器

人間も海難を起こしている。
このことは、人と機械が相互に補完し合

の側からサポートしようとするものである。

う関係を構築する必要があることを意味し

AIS はこうした考えの中で提案されたシ

ている。今までの機械は機械ができること

ステムである。コロンブスの卵ではないが、

を行い、それができなくなったら警報を出

相手船に関する情報は相手船の中にあるの

すという形で作られている。この場合の当

だから、相手船から直接聞けばよいとする

直者との関係は、機械から人への一方通行

発想から生まれたものである。

に近い。もちろん、初期設定において当直
海と安全 2003・春号

３

レーダー映像と AIS 情報の重畳

注：中央部の明るい部分は、撮影時のストロボの反射

者の基準を設定することはできるが、人と

故障や何らかの原因で間違った情報が含ま

人の関係のように状況に応じて相互に補完

れる。こうした情報の間違いは、当直航海

し合う関係までには至っていない。

士が持つ知識や他の情報との比較により検

AIS は情報収集と通信機能を兼ね備えた

知することができる。しかしこのためには、

装置である。AIS では相手船に関する多く

照合が容易になるように情報を提示するこ

の情報を収集できる。しかしこの情報をそ

とが必要である。

のまま当直航海士に提供しても、情報の多

"

さから処理不能となることは目に見えてい

採るべき行動を決めるために、種々の情報

る。また AIS 搭載船の間で通信ができるか

を使用している。こうした行動決定に役立

らといっても、関係船の数が多くなるとコ

つために情報を提示するには、提示する情

ミュニケーションをとることは難しくなる。

報の行動決定に及ぼす効果を十分考えた上

そこで機器を通して得た情報を当直航海

で、当直航海士に分かりやすい形に情報を

士に提示する理由について考えてみよう。
その主な理由として次の２つが挙げられる。
!

行動決定の支援：当直航海士は自船の

加工して提示する必要がある。
前者は当直航海士による機器への支援で

当直航海士による情報のチェック：機

あり、後者は機器による当直航海士への支

器を通して得られた情報の中には、機器の

援である。このように人と機器がそれぞれ

４
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の特徴を生かしながら共同で作業を進める

ため、機器のバージョンアップは非常に遅

には、人と機器との間のコミュニケーショ

い。例 え ば ARPAの 基 本 要 件 は１９７９年 に

ンを確立するとともに、人に新しい負担を

IMOにおいて決められたが、この２０年間の

かけないように機器やシステムを設計する

コンピューターの性能向上を考えると、現

必要がある。

在の ARPA でもこの基本性能からそれほど

AIS をこの視点で見てみると、
AIS は情報
収集機能と通信機能からなる機器で、当直
航海士との間のコミュニケーションについ

進歩していないことには、がく然とする。

AIS への取り組み

て考えた機器ではない。コミュニケーショ

AIS は相手船の情報や種々の情報を収集

ンのためには、AIS 情報を計算機などに入

するものであり、この情報をどのように役

力し、そこから当直航海士とのコミュニケ

立てるかは、情報処理プロセスの中で AIS

ーションを通して、当直航海士が要求する

情報をどう取り込むかに依存する。また一

情報を要求される形式で提示できるように

方で、海難事故を起こした船や会社に対す

することが必要である。例えば、GPS と地

る社会の眼には厳しさが増している。新し

図があればそれだけでドライバーの要求が

い機器の導入においても、最低要件を満た

満たされるのではなく、GPS による位置情

せばよいとする姿勢を採ることは、これか

報と地図情報を実時間で照合し、ドライバ

らは難しくなると思う。

ーが希望する情報を希望する形式で提供す

これからは利用者としてどのような努力

るソフト等の開発があって初めて、ドライ

をしているのかを社会に示すことが必要と

バーの要求が満たされるのである。

されるであろう。AIS 導入においても、受

AIS では、利用ソフトの開発が始まった

身ではなく AIS をどのように役立てようと

ばかりであり、種々の提案が方々でなされ

図っているのか示すことが事業者として要

ている状況である。当直航海士と AIS 利用

求される時代である。

機器との関係として、どのような関係を築

AIS の導入は開始されたが、まだ搭載船

くことができるのかは、導入する機器のレ

は少なく、AIS を船舶運航にどのように役

ベルに依存するが、一方で、機器開発の進

立てることができるのかはまだ模索段階で

み具合にも依存する。このため AIS を導入

ある。こうした時期にこの特集が組まれ、

する時点での機器のレベルとそのレベルア

!AIS 導入についての国際動向 "海事関

ップの方法には特に注意が必要であろう。

連各機関が AIS 導入に対してどのような姿

カーナビの場合は、一般的な市場原理が

勢で望もうとし、どのようなことを要望し
#さ

働き、機器のバージョンアップが毎年のよ

ているのか、ユーザーの期待と懸念

うに行われ、次々と便利な機能を持つもの

らには、AIS の本格的運用を考えている海

が開発され、その最新のものが新車に装備

上保安庁の取り組み

されている状況である。一方、船舶の場合

組み等についてまとめることは、AIS 導入

は、装置を必要最小限に抑える傾向にある

を考えている読者には貴重な情報を提供す

$メーカーでの取り
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５

るものと思う。ここに記載されたいろいろ

況について、機器の方から当直者に話しか

な意見を参考に、また AIS が持つ問題点を

けることもできる。また当直者による情報

踏まえて、船舶航行への活用を考えていた

のチェック結果を機器が受け取り、これに

だきたい。

基づく修正提案を機器が行うことまで可能

AIS は今までの機器にはない優れた特徴

となるであろう。

を持つ反面、それに頼り切ったときの怖さ

船舶航行システムのレベルアップの可能

も持っているのは事実である。このことは

性を AIS は持っているが、そこにはすべて

現在のGPSにも言えることである。だから

の船が AIS 情報を提供するケースから、限

といって現実にはGPSが使えるときに、わ

られた船しか AIS 情報を提供しないケース

ざわざこれを止めたりはしない。AIS が普

までの段階があり、その段階により改善で

及し、AIS の便利な使い方が提案されれば、

きるレベルは大きく異なる。これにはクラ

これは GPS と同じ程度に大きな影響を船舶

スＢの AIS 導入が深く関係し、クラスＢの

運航に及ぼすことになると思われる。

AIS が安価に提供された場合、多くの船が

そして AIS 利用ソフトの開発が進めば、
AIS 情報により衝突回避の必要な相手船を

AIS を搭載し、
AIS を使った船舶運航技術が
一般化する可能性がある。

検出し、その相手船との間でデータ通信を

とにかく今回、海事関連の方がよく読む

通して今後の行動を確認し、その上で衝突

本誌に AIS 特集を組んだ意味としては、こ

回避行動を採ることが可能となるとともに、

の機会に、AIS 導入について真剣に考えよ

当直航海士には、あたかも有能な作業補助

うとの提案であると思っている。

者が付いたように、状況の説明と処置の状
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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［特集号の略語の解説］
以下の略語は、この特集号の掲載記事に使用されているものである。
AIS

；Automatic Identification System：船舶自動識別システム

ARPA

；Automatic Radar Plotting Aids：自動衝突予防援助装置

BRMP

；Bridge Resource Management for Pilot

DSC

；Digital Selective Calling：デジタル選択呼出

ECDIS

；Electronic Chart Display and Information Systems：電子海図表示システム

ENC

；Electronic Navigational Chart：航海用電子海図

GNSS

；Global Navigational Satellite System：全世界的航法衛星システム

DGNSS

；Deferential Global Navigation Satellite System：ディファレンシャル GNSS

GPS

；Global Positioning System：全地球測位システム

DGPS

；Deferential GPS：ディファレンシャル GPS

IALA

；International Association of Lighthouse Authorities

IEC

；International Electrotechnical Commission：国際電気標準会議

IMO

；International Maritime Organization（UN）
：国際海事機関

Inmarsat

；International Maritime Satellite：国際海事衛星

ITU!
R

；International Telecommunication Union!
Regulation：国際電気通信連合規則

MMSI

；Maritime Mobile Ship Identification：海上移動業務識別

MPA

；Maritime and Port Authority of Singapore：シンガポール海事港湾庁

MSC

；Maritime Safety Committee（of IMO）
：海上安全委員会

PDA

；Personal Data Assistant：個人用携帯用情報端末

POCC

；Port Operation Control Center：港湾交通管制センター

SAR 局

；Search and Rescue 局：救難捜索航空機の無線局を指す

SOLAS 条約；International Convention for the Safety of Life at Sea：海上における人命
のための国際条約
STCW 条約 ；International Convention on Standards of Training, Certification and
Watchkeeping for Seafarers：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
STRAITREP；Strait Reporting System：マ・シ海峡船位通報制度
TDMA

；Time Division Multiple Access：時分割多元接続

VTS

；Vessel Traffic Services：海上交通情報サービス

VTS

；Vessel Traffic System：船舶交通管理システム
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ＡＩＳの導入について
国土交通省海事局安全基準課
AIS は、船舶の固有情報（船名、船舶識

対象船舶は、旅客船（外航）はすべて、

別番号、船舶の種類等）や航海情報（船舶

旅客船（内航）は５００G!T 以上、貨物船・

の位置情報、航海針路、航海速力等）を自

漁船（外航）は３００G!T 以上、貨物船・漁

動的・周期的に他の船舶や陸上施設との間

船（内航）は５００G!T 以上です。

において交換し、船舶の安全かつ効率的な

ただし書きの「当該船舶の航海の態様等

航行を支援する装置であり、２００２年７月１

を考慮して差し支えないと認める場合」と

日に発効した SOLAS 条約２０００年改正により、

は、その船舶が湖川のみを航行するもので

新第Ⅴ章に規定する航海設備のひとつとし

ある場合を指しています。

て新たに搭載要件が設けられたものです。
国土交通省では、２００２年７月１日の改正
条約発効に先立ち、２００２年６月２５日付けで、
「船舶設備規程等の一部を改正する省令」
（平
成１４年国土交通省令第７５号）により、国内
法令である船舶設備規程（昭和９年逓信省
令第６号）を改正するとともに、
「航海用具
の基準を定める告示」
（国土交通省告示第５１２
号）を制定し、AIS 導入につき国内措置を
図ったところです。
その具体的内容は、次のとおりです。

１．AIS の搭載要件が、
「船舶設備規程第１４６
条の２９」に定められました。
（船舶自動識別装置）
第１４６条の２９ 総トン数３００トン未満の旅客船
及び総トン数３００トン以上の船舶であって国
際航海に従事するもの並びに総トン数５００ト
ン以上の船舶であって国際航海に従事しな
いものには、機能等について告示で定める
要件に適合する船舶自動識別装置を備えな
ければならない。ただし、管海官庁が当該
船舶の航海の態様等を考慮して差し支えな
いと認める場合には、この限りでない。
８
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２．AIS の性能要件が、
「航海用具の基準を
定める告示

第２４条」に定められました。

（船舶自動識別装置）
第２４条 規程第１４６条の２９の告示で定める要
件は、次のとおりとする。
一 自動的に航海の情報を発信すること
ができるものであること。
二 短距離間及び長距離間における次に
掲げる情報の送受信ができるものであ
ること。
イ 静的な情報：船舶識別番号（可能
な場合）
、
信号符字、船名、船の長さ、
幅、船種、衛星航法装置の空中線の
設置場所
ロ 動的な情報：位置、時刻、船首方
位、速力、航海針路、航海の状態、回
頭角速度、ヒール角（可能な場合）、
縦傾斜角及び横傾斜角（可能な場合）
ハ 航海関連情報：喫水、貨物情報、
目的地、到着予定時間
ニ その他任意に作成した文章
三 静的な情報は６分毎、航海関連情報
は６分毎、動的な情報は船舶の航走状
態により２秒〜１２秒（錨泊中３分）毎
に、自動的に送信することができるも
のであること。
四 要求された場合に自動的に情報を送
信することができるものであること。

五

情報を手動で入力及び訂正すること
ができるものであること。
六 誤った内容の送信を防止するための
措置を講じたものであること。
七 停止状態から２分以内に作動するこ
とができるものであること。

搭載を免除します。

AIS 早期導入について
一昨年９月の米国同時多発テロ事件を契
機として、IMO では、海事分野のテロ対策
の強化について検討を重ねた結果、昨年１２

３．AIS の搭載時期が、
「船舶設備規程

附

月に開催した第５回 SOLAS 条約締約国政府

則」に定められました。

会議にて SOLAS 条約を改正し、AIS の早期

新造船の場合 ２００２年７月１日以後に建

導入を採択しました。

造される対象船舶は、建造時に搭載。

早期導入として、国際航海に従事する旅

現存船の場合 ２００２年６月３０日前に建造

客船及びタンカー以外の総トン数３００トン以

された対象船舶（建造に着手された対象船

上５００００トン未満の船舶について、２００４年７

舶を含む）は、次の時期までに搭載。

月１日以降の最初の検査又は２００４年１２月３１

! 国際航海に従事する旅客船

日のいずれか早い時期までに AIS を搭載す

―２００３年７月１日
" 国際航海に従事するタンカー
−２００３年７月１日以降の最初の検査
# 国際航海に従事する船舶（旅客船及び
タンカーを除く）で、
総トン数５００００トン以上の船舶

ることとしています。
（なお、新造船、旅客
船、タンカー及び総トン数５００００トン以上の
船舶については２００４年７月１日までに措置
するよう既に措置されている。）
今後、国内措置として、
「船舶設備規程
附則」の改正を行う予定です。

―２００４年７月１日
総トン数１００００トン以上５００００トン未満
の船舶

―２００５年７月１日

総トン数３０００トン以上１００００トン未満の
船舶

―２００６年７月１日

総トン数３００トン以上３０００トン未満の船
舶

―２００７年７月１日

$ 国際航海に従事しない船舶
―２００８年７月１日
国際航海に従事しない漁船であって、
２００２年７月１日から２００４年６月３０日まで
に建造されたものは、２００４年７月１日以降
の最初の検査の時期までは、適用しない。
なお、これら適用日後２年以内に廃船と
する場合（恒久的に役務を離れる場合）は、
海と安全 2003・春号

９

ＡＩＳとは
（社）日本海難防止協会

企画国際部

いるとの情報しかわかりませんが、図２の

AIS の発想の原点

ように AIS ではそのＡ船が「REGINA」と

船を安全に運航するためには、自船の周

いう船名で、現在、真方位０７６度の方向に速

囲を航行する他の船の動きを常に把握し、

８ノットで航行しているということが
力１４．

それら他の船が今後どのような動きをする

即座にわかります。さらに、もしＡ船が変

か予測しながら、自船の取るべき最適な針

針したり増減速した場合には、その変針、

路、速力を判断する必要があります。

増減速の事実と新たな針路、速力がリアル

そのため、航海士は船橋にあって、伝統

タイムで表示されるものです。

的に双眼鏡を使って目視で船の動きをとら

また、図１のように目視、あるいはレー

える「見張り」を行うとともに、レーダー

ダーでも、右前方には島があることは分か

を活用し、目視では確認できない遠距離に

りますが、その向こう側の船の存在は分か

ある船舶などを発見したり、レーダーでと

りません。一方図２のように AIS では一定

らえた他の船の動きを継続して監視するこ

の制限はありますが＊１、島陰に隠れて見

とにより他の船の動きを把握していました。

えない航行中のＢ船の存在と、船名および

AIS 開発の出発点は、
「もっと有益な情報

現在の針路、速力などが即座に分かります。

を航海士に与えられないか」という視点に

このように AIS は、元来、航海士の操船

立ったものでした。その結果、図１のよう

上の判断を補助する「情報提供機器」を原

に、目視では船首方向を右に横切るＡ船が

点に開発されたことから、衝突予防機能を

図１
１
０
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目視のイメージ図

持った画期的な機器と形容されがちですが、
航海士は、機器の性能上の限界を知った上
で適切に使用する必要があること、さらに
は、操船の基本は「常時適切な見張り」の
励行にあることは言うまでもありません。
＊１

一定の制限：AIS は VHF を使用しているため、VHF
の有効範囲（約２０〜３
０海里）よりも外にあるターゲ
ットや、高い山など遮蔽物に隠れたターゲットの情

AIS コントローラー

報は受信できない。

AIS 関連機器

AIS 情報とレーダー映像とを一つの画面で
見られるシステムが主流となるでしょう。

AIS は、
国際 VHF 帯の専用周波数を使用

AIS で得られる情報

して、自船の情報を一定間隔で自動発信し、

AIS を使って得られる情報は次のとおり

他船からの情報を常時自動受信する機器で
す。船内に取り付けられる機器としては、

です。

トランスポンダ!アンテナ部と AIS コント

イ

AIS を搭載した他船から得られる情報
Ａ

ローラー部に分かれます。この AIS コント

静的情報＊２

MMSI（海上移動業務の識別符号）
、
呼出

ローラーが受信した AIS 情報を表示したり、
情報をマニュアル入力する部分ですが、既

符号および名称、IMO 番号、船の長さお

に AIS 搭載船の多くは、コントローラーと

よび幅、船舶の種別

は別に、パソコンの大型画面で電子海図と

Ｂ

船位、測位時刻、対地針路、対地速力、

ともに AIS 情報を表示し、入力も通常のキ
ーボードで行うことが一般的です。今後は、

動的情報

船首方位、航行状態＊３
Ｃ

航海関連情報＊３
喫水、危険性のある積荷の種別（DG

危険物、HS：有害物質、MP：海洋汚染
物質）、目的地および到着予定時刻、航路
計画（適宜）、安全に関する短文の通報
＊２

AIS 搭載時の初期設定

＊３ 航海士等が、AIS コントローラーにキーボード等で手
入力が必要な事項

ロ

陸上局から得られる情報
海上保安庁では、AIS を海上交通の安全

に活用するため、AIS 陸上局の整備を進め
図２

AIS ディスプレイのイメージ図

るとともに、VTS を中核として、VTS から
海と安全 2003・春号

１
１

船橋内の様子（左：AIS ディスプレイ

船舶あて、船舶輻輳海域の状況や海上工事

イ

右：レーダー映像）

区域等の航行支援情報、海難発生情報、気

海上交通の安全
Ａ

象・海象情報の提供を行うことが検討され

分離通航方式内の出入航船の管制を
通じた安全かつ円滑な流れの実現

ています。さらに、VTS で得られた AIS

Ｂ

港内管制

搭載船舶の情報を、船会社、船舶代理店、

Ｃ

船舶に対する安全情報等の提供

港湾管理者とネットワークで共有するシス

ロ

テムが検討されています。

海上セキュリティへの活用

ハ

航路標識から得られる情報

対象船の動静監視
ハ

航路標識ブイに AIS 発信器を装備し、ブ

環境防災業務への応用
危険物積載船等の動静把握

イ付近で観測した潮流、海水温度、風向・

AIS の特徴と将来

風速などのリアルタイムの情報を AIS 発信
器経由で付近航行船舶に提供するシステム
の研究が民間ベースで進められています。

AIS の応用の可能性

イ

海の情報化時代に貢献
AIS の普及と船位情報等の収集分析によ

り、これまでとらえどころのなかった海上
輸送、漁業活動等の様子がリアルタイムで

AIS は、当初の衝突予防機能の発想から

把握できるとともに、過去のデータ−を解

大きく発展し、船舶から発信される情報を

析することにより、わが国周辺海域の海域

陸上局で受信することで、沿岸を航行する

利用の実態が把握できます。これらにより

船舶動静が把握できること、反対に陸上局

交通管制を含む安全かつ適正な海上交通の

から航行船舶に情報が提供できることに注

確保と海域の適正管理に寄与することが期

目し、次のような応用の可能性があります。

待されます。

１
２
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AIS情報の表示例
カーソルで選択された
船の情報③

AIS表示画面

船名
MMSI
呼出符号
IMO番号
船位情報、（緯度経度）
対地速力
対地針路
船首方位
船位の精度
喫水
目的地
船長、船幅

カーソル

＊本ディスプレイはAIS搭載船のみが表示されている。
実際には、本ディスプレイでは表示されないAISを搭載していない船が周辺にいる可能性があることに留意すべきである。

自船

自船の情報

針路180.2度
速力14.2ノット

SYMPHONY
COG：1147
SOG：13.8
CPA：0.14nm
TCPA：0.03.36

船名
対地針路
対地速力
最接近距離
最接近時間

C船

＊船首方向左側に曲がる破線とカギ型の直線は、C船が左転中であることを表示。

ロ

AIS の普及と有効活用

船位情報、積荷情報を含む AIS 情報は、

将来的にも AIS 搭載船と非搭載船が混在

経営戦略上も、またセキュリティ上も重要

する状況が予想されるところ、AIS の活用

な情報であることから、システム・セキュ

にあってはその機能を過信することなく安

リティを含むネットワーク内での情報管理

全・有効に活用する必要があり、将来的に

を徹底するとともに、情報共有に際しては、

は、AIS の安全で効果的な活用方法に関す

どのような情報を共有し、どのような情報

る一般的な注意事項を記したガイドライン

にはフィルターをかけ情報の差別化を行う

も必要となるでしょう。さらに、
簡易型 AIS

のか、関係者との間で十分な議論が必要で

が広く普及した場合には、AIS の適切な使

しょう。

用方法について啓発活動を展開する必要が
あるでしょう。
ハ

AIS 情報の管理と共有
海と安全 2003・春号

１
３

ＡＩＳのテロ対策への活用
海上保安庁警備救難部警備課

はじめに

月１日から順次一定のトン数以上の船舶に
搭載が義務づけられています。

０１年９月１１日に発生したテロ以降、各地

これを受け我が国でも関係法令の改正が

でテロにおける攻撃が発生しており、海上

行われ、一定の船舶に AIS の搭載義務が課

においても昨年１０月６日のイエメン東部の

せられました。

アル・ムカラ沖で発生した仏籍タンカー「ラ

AIS は、VHF 波により動静情報等を送信

ンブール号」のテロによる爆発炎上事件が

するシステムであることから、その有効範

記憶に新しいところです。

囲は２０〜３０海里と見積もられていますが、

このような情勢を踏まえ各種の国際会議

次のような問題点も指摘されているところ

でテロに対抗する議論がなされ、その一つ

です。

として AIS によりもたらされる情報が、同

・現時点では、非搭載義務船が数多く存在

時にテロ対策、不審船の早期発見にも役立

すること。

つということから、米国の提案を受け IMO

・船長判断で必要があれば AIS 装置をOFF

およびＧ８首脳会議（０２年６月：カナダ、

にすることができること。

カナナスキス）において、
『AIS の搭載義務

・船舶の動静情報等が改ざんされ使用され

』という方向で関
を０４年１２月に前倒しする。

る可能性も否定できないこと。

係国の意見が収束し、０２年１２月に開催され
た MSC７６および SOLAS 条約締約国会議で
同条約の一部改正が採択され、０４年７月１

AIS の活用方策
AIS は、自船の動静情報、すなわち船名

日から発効することが決まりました。

（ID）、船種、位置、針路、速力、積荷、行先、

（詳細は８ページを参照）

到着予定時刻等を自動的に送受信するシス

AIS の特徴

テムであるという特徴から、航行中の船舶
相互間において相手船の動静等が分かり、

AIS とは、船舶相互間または船舶と陸上

入出港や航路管制、衝突予防等の安全航行

局間において、船名（ID）
・位置・針路・速

に役立ち、また、入出港する船舶の位置情

力等の情報を VHF 波により自動的に送受信

報、目的地、積荷などの情報の集中管理が

する装置であり、これにより船位通報の自

可能となります。加えて、同種情報を利用

動化、運航者の労力軽減、通信輻輳の防止

することによりテロ容疑船、不審船の早期

等が図られ、船舶交通の安全に寄与できる

発見にも役立つものと考えられています。

ものとして、SOLAS 条約により、２００２年７

AIS 情報をどのようにテロ対策に活用す

１
４
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るか、どのように活用すれば有効かという

警備の場合であって、警戒圏等を設定して

ことは、今後も検討する必要がありますが、

レーダー画面上または目視により接近して

AIS システムの特徴からレーダーと連動さ

くる船舶に対する警戒を実施する場合には、

せることによりテロ容疑船の広域捜索、動

従来、接近してくる船舶およびその可能性

静監視等が可能となると考えています。

がある船舶に対し、１隻毎に当該船舶に警

この場合、テロ容疑船の ID 等の情報があ

戒中の巡視船等が接近し、船名確認、無線

らかじめ判明している場合は当該船舶の発

による回避要請等必要な措置を実施してき

見・追尾が容易となり、また、判明してい

ていますが、AIS 情報が活用できれば、上

ないまたは AIS を使用していないか装備し

述のように、迅速かつ確実な回避要請およ

ていない船舶の場合は、レーダー画面上に

び警備が実施可能となると思われます。

現れている AIS 情報を発信している船舶の
確認が短時間で済み、その他の船舶の確認
に勢力を集中できるというメリットがあり、

おわりに
このように AIS は航行安全のみならず、

捜索時間の短縮化・効率化が図られること

テロ警戒等にも有効に活用できると考えて

となります。

おり、海上保安庁としても、今後も活用方

さらに、重要警備対象施設に対する拠点

策の検討をしていくこととしております。

イエーメンでテロの被害を受けたフランスのタンカー・ランブール（１
５
８，
０
０
０トン）―共同通信提供
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ＡＩＳと安全情報について
海上保安庁灯台部監理課

はじめに
AIS は、船舶の識別符号、船名、位置、
針路、速力、航行状態および安全に関する
情報をリアルタイムかつ自動的に送受信す
る装置であり、SOLAS 条約の改正により、
全世界的に昨年７月から一定以上の大きさ
の船舶に順次搭載することが義務化されま
した。
この AIS の目的は、船位通報の自動化、

写真１ 東京湾海上交通センター

海上交通センター等への導入

運航者の労力軽減、通信のふくそう化の防

海上保安庁では、前述のような AIS に関

止、船舶相互の衝突防止等であり、有効な

する国際的な動向を踏まえ、AIS 陸上局を

新しい航海計器として活用されることが期

東京湾等に整備するとともに、海上交通セ

待されています。

ンター等に AIS を活用した航行支援システ

また、AIS は、船上での利用のほか、陸

ムを導入することを計画しています。

上で利用することも想定されています。船

現在、海上交通センターでは、高性能レ

舶通航業務を行う機関（VTS）において、陸

ーダーと VHF 通信により船舶を特定・追尾

上に整備された AIS 陸上局により、船舶の

し、航行管制と安全情報の提供を行ってい

位置等の動静情報を自動的に収集し、交通

ますが、AIS 導入後は、船舶から送信され

管制を行ったり、また、気象情報や航路障

る AIS 情報を自動的に収集することにより、

害物の存在、衝突の危険等の安全情報を船

船舶の動静をよりリアルタイムにかつ高精

舶に提供することが可能になります。

度で把握することが可能となるとともに、

この陸上での AIS の利用に関しては、国

AIS 通信により特定の船舶または海域の全

際的な取り決めの策定が遅れているところ

船舶に対して安全情報を提供することがで

ですが、昨年１２月、IALA において「AIS

きるようになります。

に関するガイドライン」が採択され、AIS

このように、海上交通センターに AIS

陸上局から船舶への航行支援に関する事項

を導入することにより、航行管制および情

が定められるなど、現在、国際機関で鋭意

報提供業務の高度化が図られるものと期待

検討されています。

されるところですが、世界でも有数の輻輳

１
６

海と安全 2003・春号

海域である東京湾等において、海上交通セ
ンターに AIS を導入するに当たっては、
・VTS レーダー画面上で AIS を使用して船

AIS を活用した安全情報の提供
AIS を使ってどのような安全情報がどの

舶を自動識別する方法

ようにして船舶に提供されるのでしょうか。

・VTSレーダー画面上でレーダー表示とAIS

IMO 等の国際機関で検討されている AIS

表示を重畳した最適表示方法

陸上局から AIS 船舶局への安全情報の提供

・陸上局による危険監視機能と情報提供シ

について整理すると表のとおりですが、
AIS

ステムの構築

による安全情報には、幾つかの特長があり

等の既存レーダーシステムとの整合性等
の技術的な課題がありましたが、独立行政
法人電子航法研究所との共同研究により、

表

ＡＩＳによる安全情報提供〔例〕

項

目

内

容

DGNSS 放送バ
イナリ通報

基地局から DGNSS の補正値
を送信

一般情報

放送!通報のためのバイナリ
データ

の通信実験を行い、機器の性能や通信エリ

支援開始、終了

AIS エリア内の船舶に支援
（追尾）開始、終了の通報

アの確認等の実証試験（写真２、３）を行

航路管制の現況

管制航路の現況を放送

っているところであり、今後の本格整備に

輻輳海域の状況

交通量の多い海域の状況

向けて準備しているところです。

船舶気象通報と
潮流等

気象及び潮流等の情報

航行制限情報

工事、レジャー、訓練等によ
る航行制限海域等の情報

安全情報

宛先を指定して又は海域内全
船舶への安全関連情報放送

気象警報・津波
警報

海上気象、津波の警報及び注
意報発令の情報を放送

航路閉塞情報

操業漁船、故障船等により航
路航行に支障が生じた場合に
その状況を放送

海難情報・テロ
情報

発生した海難、テロ等の情報
を放送

沈船情報

沈船が発生した時、その状況
を放送

故障船情報

故障船が発生した時、その状
況を放送

緊急航行制限海
域仮想情報

海難、テロ等により航行制限
海域が定められた場合、船舶
の AIS モニターに海域の仮想
情報を画像で表示

仮想灯標、灯台
灯浮標

物理的に設置困難な箇所、危
険個所表示等を目的として、
船舶の AIS モニターに仮想灯
台等を画像で表示

ようやく解決の目途がついたところです。
また、現在、航路標識測定船「つしま」
により、実際に AIS 船舶局と AIS 陸上局と

写真２ AIS 実証実験の模様（東京湾海上交通センター）

航路標識測定船つしま

写真３ 実証実験時の東京湾海上交通センターのレーダー画面
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ます。それは、その提供方法と AIS 特有の

その後、順次他の海上交通センター等に展

提供内容にあります。

開していく予定としています。
（図）

まず、AIS による一般的な安全情報の提

AIS を効果的に活用し、航海者の方々に

供方法ですが、従来の音声や印字された文

安全情報を分かりやすく提供しながら、船

字ではなく、電子的な短文の文字情報とし

舶交通の安全に供していきたいと考えてい

て提供されます。海上交通センターでは、

ます。

あたかもパソコンにより電子メールでメッ
セージを送信するような形で安全情報を提
供し、船舶では、AIS モニター画面上にメ
ッセージが文字表示されます。
次 に AIS 特 有 の 提 供 内 容 と し て は、
DGNSS 放送と仮想情報です。
DGNSS 放送
とは、GPS の位置補正情報のことであり、
中波ビーコンによる DGPS 放送と同様の測
位精度を得ることが可能となります。仮想
情報とは、航行制限区域や実在しない仮想
の航路標識等を船舶の AIS モニター画面上
に表示させるものであり、航海者にビジュ
アルな情報を提供します。
このように、AIS は従来にない画期的な
システムのように感じられますが、少し留
意しなければならないこともあります。そ
れは、一般的な安全情報は英文のメッセー
ジであり、一度に送れる情報にも文字制限
があることです。したがって、簡潔な英文
で効果的なメッセージを作成し提供する必
要があります。
なお、将来的には、日本語によるメッセ
ージの提供も検討されています。

おわりに
当庁では、平成１５年度に東京湾およびそ
の周辺海域に AIS 陸上局を設置し、平成１６
年度から東京湾海上交通センターにおいて
AIS システムの運用を開始する計画であり、
１
８
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図

AIS 陸上局等の整備計画（案）

ＡＩＳの航行管制への活用
海上保安庁警備救難部航行安全課

航行管制とは

月１日より段階的に船舶への搭載が義務化
された AIS から発信される情報を活用する

わが国では、通航船舶が特に輻輳した港

ことができれば、管制対象船舶等の動静把

内の水路や海上交通安全法適用航路におい

握を効率的に実施することが可能となると

て、海上交通センターや港内交通管制室が

考えられます。以下にその概要を簡単にま

航行管制を行っています。

とめてみたいと思います。

海上交通センターや港内交通管制室では、
管制船舶の航路への入航予定の通報を事前
に受け、海上交通安全法適用航路では、そ
れに対し通航時刻等を指示勧告することに
より大型の船舶を一定時間間隔で航路へ入

海上交通センターへの
AIS の導入
海上保安庁では、輻輳海域から順次 AIS
の陸上局を整備することとしています。

航させることで、また、港則法の管制水路

AIS は、船舶の識別符号、種類、位置、

では、管制信号を切り替えることにより大

針路、速力および航行状態に関する情報を

型の船舶同士が航路上で行き合わないよう

リアルタイムかつ自動的に送受信するもの

にすることにより、それぞれ安全確保を図

ですから、AIS の陸上局が設置される海域

っています。

では、AIS 搭載船舶の動静情報を自動的に

このため、管制を行うに当たっては管制

収集・把握することが可能となります。

船舶の動静を正確に把握することが必要不

AIS 搭載の対象船舶が国際航海に従事す

可欠となっています。現状では、管制の対

る総トン数３００トン以上の船舶および国際航

象船舶から通報を受けたり、レーダーを使

海に従事しない総トン数５００トン以上の船舶

用して動静監視を行っていますが、昨年７

等であることから、海上交通センターで動
静を把握可能な船舶の数は、現在位置通報
等により船名を把握している船舶の数に比
べ、大幅に増加するとともに、レーダーの
技術的限界である、島陰等による不感地帯
の発生等もなく、通航船舶を正確に動静把
握することが可能となります。また、通航
船舶の動静が正確に把握できることにより、
通報等の簡素化が可能になると考えられま

東京湾海上交通センター運用卓

す。
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行い、この通報を基に東京湾海上交通セン

浦賀水道航路の場合

ターの運用卓のレーダー画面上の当該船舶

東京湾の浦賀水道航路へ入航する場合、
管制対象船舶は前日正午までに航路入航予

に ID が付けられます。
前述のとおり、現状では航路入航３時間

定の通報を東京湾海上交通センターに行い、

前に管制対象船舶と海上交通センターがコ

入航時刻等の指示勧告を受けます。航路入

ンタクトを取っていますが、この時点では、

航当日は、浦賀水道航路入航時刻の３時間

まだ当該船舶はレーダーサービスエリア外

前から無線連絡を取れるように指導してい

を航行しており、海上交通センターの運用

ますが、実際上は、航路入航３時間前の時

管制官は国際 VHF により個々の管制対象船

点で管制対象船舶と東京湾海上交通センタ

舶と連絡を取り、確認を行っています。

ーとの間で無線交信を行い、航路入航予定

このとき管制対象船舶が集中した場合に

時刻の最終指示を受けます。このような一

は、各船と個別に連絡を取りながら、入航

連の手続きにより、管制対象船舶を所定の

順序、時刻を調整しています。海上保安庁

時間間隔をもって航路に入航させ、通航船

では、東京湾およびその周辺海域について

舶の安全を確保しています。

は、AIS 陸上局の整備により、図のとおり

管制対象船舶は、航路入航時刻の最終指

AIS の監視エリアを設けることを予定して

示を受けた後、浦賀水道航路に向かい東京

いますが、これにより現在のレーダー監視

湾海上交通センターのレーダーサービスエ

エリアと比べて遙かに広い海域の個々の AIS

リアに入域し、位置通報ラインを通過した

搭載船舶の動静が把握可能となり、入航順

際に位置通報を東京湾海上交通センターに

序、時刻を整理して円滑に浦賀水道航路に

図
２
０
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監視エリアの拡大

導くことが可能になると考えられます。
現状では管制対象船舶は、浦賀水道航路

おわりに

の南方にある位置通報ライン通過時に東京

ここまで浦賀水道航路を例に AIS の航行

湾海上交通センターに位置通報を行うよう

管制への活用について簡単にまとめてみま

に指導しておりますが、AIS を搭載してい

したが、管制信号により港則法水路の通航

る船舶については、自動的に東京湾海上交

船舶の管制を行っている港内管制室におい

通センターで動静の把握が可能となるため、

ても、AIS 情報を入手することができるよ

位置通報を省略可能と考えられます。ただ

うになれば、その情報を利用した管制信号

し、位置通報の実施は結果的に国際 VHF

の切り替え等により、安全かつ効率的な船

の聴取励行の効果があると思われることか

舶航行を実現できると考えられます。また、

ら、位置通報を省略する場合には、合わせ

効率的な管制を行うために、AIS 情報につ

て国際 VHF の聴取励行についても考慮しな

いて、それを海上交通センター等の管制主

くてはならないと思われます。

体が単独で活用するのではなく、隣接する

現在、１日あたりの浦賀水道の通航船舶

海上交通センターや港内管制室と情報を共

隻数は、北航南航合わせて約７６０隻ですが、

有し、必要な情報をバトンタッチしていく

このうち先程の位置通報を実施し ID を付与

こと等も考えられます。

している船舶は約１割程度です。これが、

現在、海上保安庁では安全性と効率性を

将来、AIS の搭載義務が完了した段階では、

両立させた船舶航行環境の構築を目指して、

通航船舶の約４割が AIS を搭載しているこ

東京湾をモデルとした「海上ハイウェイネ

ととなり、船名の把握可能な船舶が約４倍

ットワーク構想」の調査研究を平成１３年度

に増加することになり、通航船舶に対する

から実施しております。この調査研究の中

危険回避のための情報提供を強化すること

では AIS 情報の航行管制への活用について

が可能となると考えられます。
（表参照）

も、検討しているところですが、この調査

表

結果や AIS に関する国際的な動向、技術的

浦賀水道通航船舶実態

な動向等も踏まえながら、その具現化に向
船
型
（総トン数）
合

計

通航船舶数
（１日あたり）
（隻）

（％）

７
６
０．
２

１
０
０

１
０，
０
０
０トン以上

７
０．
７

９．
３

５
０
０〜１
０，
０
０
０トン

２
４
１．
６

３
１．
８

５
０
０トン未満

３
５
２．
５

４
６．
３

９
５．
４

１
２．
５

漁 船

け今後とも検討を進めていきたいと考えて
おります。

通航船舶実態調査結果より
（平成９年〜平成１１年、各年３日間調査）
※AIS は、国際航海に従事する３
０
０GT 以上の船舶、国際航
海に従事しない５０
０GT 以上の船舶等が搭載
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シンガポールにおける AIS の現況
（社）
日本海難防止協会

はじめに
シンガポール MPA では、早くから AIS

シンガポール連絡事務所

上警備機関、海軍等の職員も臨時に配置さ
れることになっており、AIS 情報に接する
ことができます。

の有効性に着眼し、その活用に向けたさま

一方、AIS 情報を民間海運関連企業・団

ざまな取り組みを行っています。AIS はテ

体に提供するシステムは、現在はありませ

ロ対策としても注目されていますが、今回

ん。MPA では民間セクターからの要望、

は、シンガポールにおける AIS の現況につ

AIS 搭載船舶の普及の程度等を勘案し検討

いて紹介します。

を開始することとしています。情報の提供

陸上施設への AIS の設置

は、現在運用中のマリネットを経由して行
うこととなるようです。

当地では、MPA が管理運用する船舶交通

しかしながら、マラッカ・シンガポール

センター POCC に AIS を設置し活用してい

海峡が位置する海域においては、海賊、武

ます。POCC では、今後、多数の船舶の AIS

装強盗事件が頻発しており、海賊やテロリ

搭載に対応し、ターゲットを同時に把握す

ストが AIS 装置一式を購入（組織的に海賊

るために十分なワークステーションおよび

行為等を行っている国際組織犯罪グループ

職員を確保しています。

にとっては、特に高価な設備投資とは考え

情報の表示方式

にくい）し、海岸において沖合を航行する
AIS 搭載船舶を監視し、特定の船舶のみを

当地の POCC では、AIS 情報をどのよう

襲撃の対象にすることも想定されます。実

に船舶のレーダー画面上に表示するべきか

際、過去に発生した事件を見ても、港湾労

に係るガイドラインの内容を考慮し、可能

働者等が入港船舶に係る情報（出港時刻、

な限り、表示用シンボル、色等については

積み荷、目的地等）を海賊等に通報し、襲

船舶搭載 AIS と共通のものを使用する予定
にしていますが、最終的には、当局が業務
に活用しやすいように設計すべきであると
考えています。

情報の開示およびセキュリティ
POCC には、海事行政当局としての MPA
の職員のみならず、緊急事態発生時には海
２
２
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ヘイズに煙るシンガポール港

撃対象が選定されていたと考えられるケー
スも存在しているようで、セキュリティに
ついては今後の検討課題といえます。

情報の統合表示
MPAでは、早い段階から、AIS情報を専

と考えられます。
AIS は、VHF を使用して AIS 情報の交換
を行いますが、船舶が VHF の不感地帯にあ
る場合には、必要な AIS 情報の交換ができ
なくなります。シンガポール海峡のように、
小さな島々がたくさんある海域においては、

用のモニターに表示するのではなく、レー

比較的 VHF の不感地帯が生じやすいとされ

ダー映像、電子海図とともに、一つの表示

ています。

装置に統合して表示することが検討され、

当地では、AIS 実証実験の際、AIS 基地局

２０００年中旬から統合表示システムを正式に

が１カ所（PSA ビル屋上）であったため、

導入しています。現在では、船舶を示す表

シンガポール西部のチャンギ沖合に不感地

示コンターや、船舶の速度を示すベクトル

帯が生じたことから、これを解消するため、

に関し、ソフトウェアー上の軽微な問題が

新たな AIS 基地局をベドック灯台に設置し

あるものの良好に機能しています。

ました。これにより、シンガポール海域の

船位通報制度における有効性

すべてをこの２つの AIS 基地局によりカバ
ーすることが可能となりました。しかし、

マ・シ海峡では、１９９８年１２月１日から、

システムがダウンした場合に備え、バック

STRAITREP が実施されており、この制度

アップの AIS 基地局の必要性を考慮し、現

の対象船舶の大部分は、近い将来、AIS を

在の２カ所に加え、さらに数カ所の AIS

搭載する船舶であると考えられます。今後、

基地局を整備する計画がありますが、まだ、

AIS を搭載する船舶が増加することにより、

最終的な決定は行われていません。

通報の送受信が自動的に実施され、船舶乗
組員の労力および POCC 職員の労力が大幅
に軽減されることが予測されます。

地形的特徴から見た有効性

航路標識への設置
現在、航路標識ブイに AIS を設置する計
画があり、MPA水路部航路標識課がこれを
推進しています。ブイへの AIS 設置は、ブ

AIS の主要な効果として、レーダーでは

イの維持管理が主目的です。通常、ブイの

認識困難な島陰、屈曲した水路内にある船

点検作業は、見回り船により一つ一つ行わ

舶等の認識が可能となることが挙げられま

れていますが、AIS を設置し、ブイの維持

す。シンガポール海峡は、複雑な地形で、

管理に係る情報（ブイの現在位置、灯火の

多数の島々が存在します。この海域を通航

点灯状況、電源電圧等）が無線電波により

する船舶にとって、AIS は、レーダーでは

管理者側に電送されれば、一つ一つ点検す

認識できない他の船舶を早い段階から認識

る必要がなくなり、点検作業に係る労力お

することが可能となる点（レーダー・カバ

よび予算の大幅な軽減につながるとされて

レッジ補完）において、非常に有効である

います。
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しかしながら、VHF の到達範囲は２０マイ

マ・シ海峡における
国際ネットワークの構築

ル程度であることを考えると、マラッカ海

現在、STRAITREP の共同運用者である

る必要があること、国内の AIS 情報を統合

マレーシアとの間で、マ・シ海峡を通過す

するため、マレーシアのポートクラン等に

る船舶に係る情報のデータ交換が商用のイ

そのための施設・機器を設置する必要があ

ンターネット回線を使用して行われていま

ること、さらに、両国の AIS 情報統合施設

す。このデータ交換を迅速かつ効率的に実

間でデータの交換を行うためのシステムを

施するためには、マレーシアにおいても、

構築する必要があるなど、多額の経費、時

所要の AIS 陸上施設を設置し、シンガポー

間が必要となり、マ・シ海峡における国際

ルとの間で、AIS 情報を相互に交換する国

AIS ネットワークの構築は先になると考え

際的なネットワークを構築することが極め

られます。

峡沿岸に沿って複数の AIS 基地局を設置す

て有益であると考えられます。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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《海技士科・講習科》海技免状を取ろう！
募 集 課 程
二級海技士航海科
二級海技士機関科
三級海技士航海科
三級海技士機関科
航海科五級海技士課程
機関科五級海技士課程
※

修業期間

入試日

入学日

受 有 免 許

募集締切日

６月

４月３日 ４月４日 三級海技士（航海又は機関） ３月１９日

４月

４月３日 ４月４日 四級海技士（航海又は機関） ３月１９日

２．
５月 ４月２日 ４月２日

３月１７日

四級海技士科は５月入学、７月卒業となります。
受験資格!受有免許欄に係る免許を受けた者でかつ卒業時において、各科に相当する海技従事者国家試験の受
験資格のある人。
（二級海技士科は三級海技士免状受有者）
特

典!卒業後海技従事者国家試験において筆記試験が免除されます。
（二級海技士科を除く）
!雇用船員派遣の事業主へは技能訓練派遣助成金制度があります。
!教育訓練助成金制度があります。

２
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ＡＩＳ導入に関する意見・要望
船舶を安全に効率よく航行させるための新しいシステム「AIS」の導入が決ま
った。これまでにない方法で船舶航行に関する情報を入手・提供できるシステ
ムとして脚光を浴びている。
一方、AIS の導入に対する問題点や要望意見も言われている。導入に対する、
関係団体の率直な意見・要望を紹介する。
導入後の AIS をより有効に機能させるための参考になれば幸いだ。

（社）
日本旅客船協会
実務レベルのヒアリング
元来、AIS の装備規制などは当局所管に

（AIS 装備対象船舶）
９０６社２，
３３７隻のうち、総トン数５００トン以
上の旅客船２５８隻が対象となる。
（問題点・要望―意見など）

かかる問題であり、当協会がタッチできる

○

問題ではなく、かつ、この種のインタビュ

場合、省令が先行して、モノができていな

ーをお受けする立場にもない。

いという例が往々にしてあった。新しいシ

以前から、新しいシステムを導入する

しかしながら、AIS 装備の適用について

ステムの導入に際しては、一定の実験期間

は、国内旅客船中、既往の船舶については

を経て導入できないものか。導入に際して

２００８年７月１日から総トン数５００!以上の船

は、実績を見せてもらい、実際に AIS を使

舶に AIS 装備が義務付けられる規定となっ

う人の意見を取り入れてほしい。

ており、当方関係船社において未経験の分

○

野でもあるので、当面、協会の事務レベル

ードを押し付けるきらいがある。

での対応となったことを冒頭におことわり

○

しておきたい。

制化や導入を早めるようなことのないよう

２
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海事関係では、ヨーロッパ・スタンダ

テロ対策との関連で、AIS の導入の強

に引き続き対応してほしい。

でも勉強する機会もあり、会員各位の要望

○

によって対応したい。

AIS 導入で一番の問題は、付帯工事費

を含め、かなりの経費がかかることだ。経

○

費負担が格段に軽いクラスＢが既に欧州な

ば「この部分は AIS 情報だよ」と、明確に

どで市販（３〜１０万円程度）されており、

識別ができるように色分けして見られるよ

国内旅客船にはクラスＢによる整備普及が

うにしてほしい。

望ましいと考えている。

○

○

船橋内には、各種近代化航海計器等の

レジャーボートのローカル周波数を使用し

装備で設置スペースが既に狭隘な状況だ。

てスタートしているが、国際スタンダード

各種航海計器が航行安全強化のため義務付

に極力早く変更すべきだ。

けされてきているが、これらの計器装備で

○

自動的に即衝突などの海難を阻止できると

例えば既存の GPS のラインを使用すればコ

ころまでは行っていない。人的に航海担当

スト面で安くなることも考えられる。

者の手で安全が確保されることに変わりな

○

く、この場合、シンプルな航海計器こそ望

りの船舶の針路・速力等の情報が得られ、

ましく多種多様の航海計器は誤判断の要因

VHF の連絡が必要なくなることなどが考え

ともなりがちで、一方で、航海当直者が必

られる。

ずしも装備されている航海計器を１００％駆使

○

できる状況にはないと思われる。

官側の船舶動静情報について、例えば海上

○

保安庁の管理はやりやすくなるだろう。

これに関し、AIS を装備したら万能と

AIS のレーダー画面での映像は、例え

AIS 導入に合わせて、我が国だけがプ

AIS の装備では船橋などの工事面で、

AIS 導入によるメリットとしては、周

また、AIS のシステムが整備されれば、

いう感じになっているが、計器が安全を守

○

るのではなく、最後は人の判断がカギを握

の情報のうち、
「船舶の動静・積荷・乗船旅

っていることを忘れてはならない。

客」などは企業秘密の面もあり一般的公開

○

新しいものを装備すると当直が疎かに

は望ましくない。しかしなから、東京湾
「海

なるという心配もある。安全にどの程度寄

上ハイウェイネットワーク構想」における

与するかは、装備後、一定期間の実績を見

検討にみられるように、当該船舶の所有者

ないと分からない。

や入港先港湾管理者など直接の当事者で自

○

現揚の航海士は、まだ AIS の知識がな

らが望む場合には、その都度自由に、当該

い。航海士の不安を取り除き、情報を読み

船舶の動静管理情報として活用できる方策

取り、処理することができるように準備し

が望ましい。

なければならない。

○

○

AIS の研修に関する質問に対し、新造

の導入は、航行区域や航路運営の実態等か

船を除いては、２００８年までにはまだ期間が

らみて、現状では、必要性は薄いだろうと

あるので、船社、航海士ともに勉強する時

思われる。

AIS システムを通じて収得される官側

旅客船の場合、非義務化船への AIS

間は十分あると思われる。メーカーとの間
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２
７

（懸念される点）

（社）
日本船主協会
海務部副部長

なかがわ

きんぞう

中川

欣三

AIS を実際に使用していないため、よく
分からない段階での見解とご理解願う。

○

航行管制のシステムとして出来た AIS

を衝突予防に使えるということには、疑問
がある。レーダーが相対関係の情報である
のに対し、AIS は緯度経度の情報であり、
双方の情報をうまく重なり合わせることが

（AIS 導入によるメリット）

できるかどうか。また、AIS の情報に信頼

○

性があるかどうか。混乱が生じる恐れも考

航行管制する側には大きなメリットが

考えられる。

えられる。

○

○

東京湾海上ハイウエイネットワーク構

AIS 情報が海賊やテロリストに利用さ

想などに寄与することが期待出きる。

れる恐れがある。

○

○

狭水路・輻輳海域などにおける位置通

AIS は常時スイッチ ON が建前だが船

報が省略できる。

長判断で OFF にすることが出きると定めら

○

れているが、船長がジレンマに陥ることも

事前に他船の船名が分かるので、船間

連絡をとる場合に便利になる。

考えられる。

○

（AIS の普及・啓もう関係）

レーダーで捕らえられないような他船

のキャッチが容易になる。ただし、そのよ

○

うな船舶は小型船や漁船であり、搭載につ

念を知ってもらえばよいと考える。

いて主官庁裁量であることから、非強制と

○

なっているのが残念である。

OFF に関する船長の裁量などの教育、また、

（AIS 導入によるデメリット）

衝突予防で使うときに懸念されることを知

○

コストがかかること。

らせることも必要だろう。

○

役に立てばいいが、いらない計器がま

（要望事項）

AIS を操作する要素は少ないので、概

ソフトウエアについて、例えば、電源

た増えたという感が否めない。

○

○

ほしい。

条約による強制設備であるため、検査

AIS を利用できる陸側の態勢を整えて

の対象となるので、それに備えた保守・管

○

船舶運航の効率化につなげてほしい。

理が必要となる。

○

海上ハイウエイネットワーク構想への

○

応用を望む。

船橋のスペースが少ない船においては

設置場所に困る。

○

（船主の反応）

AIS を搭載させた以上、少なくとも、その

○

負担に見合うだけのメリットを提供する義

船主は、実績もない余計なモノを積ま

されるが、やむを得ないと思っている。
○

一部の船主は、つける以上は衝突予防

など有効に利用したいと考えている。

２
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政府は、民間船に法による強制をして

務がある。

（社）
日本船長協会
今回の AIS の導入については、使う側

○

陸側（マーチスなど航行管制側）と船

側の期待するものが違うので、陸側に標準
を合わせると、船側には不必要な情報が多

（操船者）の立場からしても歓迎している。

くなりすぎる。

役に立つものであれば、どんどん取り入れ

○

ていきたいと思う。

用される可能性もある。

情報の種類によっては、海賊などに利

（乗組員に対するAISに関する知識の普及方
（AIS 導入によるメリットについて）

法）

○

基本的に操船者側のメリットになるこ

○

基本的には、自分で習得することだ。

とは、相手の船名、スピード、コースの情

○

各人でマニュアルを読んだり、船長協

報が入手できることである。

会の会誌にも紹介しており、ホットな情報

○

としてすでに理解していると考える。

相手船が２隻以上いる場合など、VHF

でカバーしきれない事例のとき、また島陰

（AIS に対する要望事項）

になっていてレーダーに映らない場合など

○

に、衝突を回避できる可能性がある。

のだけセレクトして操作し、見られるよう

○

になればわかりやすい。

この導入によって、マーチスや VTS

アルパの画面で AIS の情報を必要なも

等に船側から通報をしなくてもよいという

○

ことになれば、大いに助かる。

少なくするようにして欲しい。

○ VHF による意思の疎通を図れない船の

（義務船以外への導入計画について）

場合には、メリットになる。

○

（AIS 導入によるデメリットについて）

と考える。内航船も漁船もクラスＢのレベ

○

ルで、コストを落として導入することはで

仕向け港、積荷種類、到着予定時刻等、

できるだけ、手作業による入力作業を

すべての船がつけなければ意味がない

手作業入力項目が増えると、出港前など、

きないものか。最少の情報として、船名が

作業が煩雑になる。

わかればそれでよい。
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ＡＩＳの遠洋漁船
への搭載義務化
日本鰹鮪漁業協同組合連合会
総合対策部

お

の

課長 小野

たつ お

達夫

抵抗感のある AIS の導入
はじめに

仮に世界中の全漁船が AIS を搭載し、相

AIS は、自船の船名を明らかにしつつ位

互に位置情報を交換できることになるとし

置情報を放送するための装置であり、漁船

ても、それぞれの漁船が競争で漁労活動を

が AIS を搭載するということが意味すると

行うというもっとも基本的な漁船漁業のあ

ころは、古来より、親兄弟といえども明ら

り方からみて、漁船が AIS 搭載を受け容れ

かにするわけにいかないとされてきた漁場

ることには大きな抵抗感があります。

の位置を、無料で不特定の相手に対して提

AIS は船舶が安全に航行するための画期

供することになります。漁船は、あらゆる

的なシステムであるとして、わが国の海事

方法を用い漁場を探索しながら操業（漁労

規則でも船舶への搭載が義務付けられるこ

行為）し、より多くの漁獲物を得ることを

ととなりました。

目標とするものであり、漁船漁業は、より

２０００年改定の SOLAS 条約で、
「１５０トン未

高度な漁労用電子機器類（魚群探知機、海

満の船舶」
「国際航海に従事しない５００トン未

洋観測機器、海鳥レーダー等）を個々の漁

満の船舶」および「漁船」について、AIS

船に備え付けて、コストをかけながら競争

備え付け要件の適用の程度を主官庁政府が

することで発展してきました。

決定するとされたことに鑑み、国内法制化

さらに、コストをかけて入手したさまざ

にあたり漁業界から漁船が適用除外とされ

まなデータから操業位置を決めるためには、

るよう国土交通省に要望しましたが、まこ

長年の経験による諸データの解析能力が必

とに不本意ながら、結果的に漁船への AIS

要とされます。漁船が経済活動を行う上で、

搭載義務は免除されないこととなった経緯

最重要かつ唯一ともいえる知的所有物であ

があります。

る漁場情報（＝自船の位置情報）を、無条
件で開示させるということを漁業者に納得

利用頻度の低い遠洋漁船

させるとしたならば、反論の余地のないAIS

遠洋漁船の場合、年間を通じてほとんど

搭載理由を示して漁業者の理解を得る必要

の期間を外洋で操業し、他船舶との衝突の

があると考えます。

危険性が高いとされる入出港と狭水道航行

３
０
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をする機会は一般的に非常に少ないという

搭載が進みかつ航海士等が AIS の活用に習

実態があります。とりわけ遠洋まぐろ漁船

熟した段階においても、AIS 導入による漁

（国際トン数３００トン以上４９０隻）において

船にとってのメリットがどの程度見込める

は、多くて年間４回程度本邦あるいは外国

ものであるのか現在のところ不透明であり、

の基地港に入港するに限られており、船舶

当連合会の所属漁船への導入をどのように

の輻輳する海域を航行する頻度は極めて低

進めたものか戸惑っているというのが現状

く、新造時から廃船までの全期間を通じて

です。

も数えるほどの回数にしかなりません。

海難事故の少ない遠洋漁船

おわりに
しかしながら、現存漁船への AIS 搭載に

漁船関連の海難事故は、海難審判庁によ

ついてはかなりの期間、また新造漁船に対

る調査結果でもわかるとおり、海難事故の

してもこの先１年以上の猶予期間が設けら

種類として船舶同士の「衝突」が圧倒的に

れましたから、今後、AIS の有効性が明確

多いという特徴があります。

になり、遠洋まぐろ漁船が安全に運航され

しかしながら、漁船の関連した「衝突」

るための画期的なシステムとして必要不可

事故の約９割（隻数）は１００トン未満の小型

欠、かつ、AIS に優るものはないという評

船により発生しており、比較的大型の漁船

価が得られるよう念じる次第です。

が「衝突」に遭う事例は非常に少ないこと
も事実です。
また、遠洋まぐろ漁船では、衝突予防援
助機能を持たせたレーダーを搭載し、とく
に操業中における見張りの強化に役立てて
いるケースもあると聞きます。

不透明な AIS メリット
一方、AIS の運用のガイドラインには、
海賊による襲撃に対する予防措置といった
ような安全上などの理由により船長判断で
スイッチを切っている船舶があり得ること
に留意すべきであるという注意事項が盛り
込まれているとのことで、AIS 搭載義務船
舶のなかにも将来にわたり AIS 作動船と非
作動船が混在することが想定されます。
個人的な見解として、以上に述べた状況
を総合しますと、将来義務船舶への AIS
海と安全 2003・春号
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無論、見張り・測位の技術は航海技術の

水先業務とＡＩＳ

一部に過ぎず、また、機械は壊れる物とす
れば、これまでの何千年もの間、船乗りた

日本パイロット協会技術委員長
たていし

横須賀水先区水先人

立石

けんぞう

健三

ちが培ってきた専門技術が直ちに不要にな
るというわけではありません。いかに革新

航海援助装置の発展と水先業務
人類が文化文明に目覚めて以来、人類の
歴史は航海の歴史と共に発展してきました。

的な航海援助装置が現れたとしても、あく
までも補助器具であり、高度な専門技術を
ベースとして初めてその効果が期待できる
ものであることを銘記すべきです。

その間、航海の技術とさまざまな航海用具

昨今の大きな海難事故にこれら発展途上

もまた、絶え間なく発展してきましたが、

国船員が係わっているケースが多く見られ

そのような歴史的事実は皆様御既承の通り

ることは、まだまだ機械が人間の技術に取

であり、今更申すほどのことはありません。

って代わることが出来ない証左ではないで

しかし、現に航海に携わる者にとって、
第二次世界大戦以降の画期的な航海援助装

しょうか。
われわれ水先人を含め、航海者には、見

置の出現として認められるものは、

張り・測位・操船の技術のみならず、気象

!RADAR "ARPA

学（観天望気）、航海力学、航海法規をはじ

#GPS であると申

し上げることに異論はないでしょう。

めとするさまざまな安全かつ効率的な航海

何れも、基本的に自船および他船の位置

のための知識・技術の集大成およびその技

測定（測位）
、
動向の確認を目的とするもの

術を効果的に発揮する能力等が求められま

であり、その出現の都度、航海当直の文化

すが、水先人としましては、これら航海援

に大きな影響を与えてきたものです。

助装置の革新が、今後の水先業務にいかな

すなわち、一口に云えば
!

る影響を与えるものか、常々その動向を見

RADAR の出現により、船乗りの職人

極め、新技術の取得および効果的な活用に

的技術であった見張り・自他船測位の技術

ついて努力すべきであることは論をまたな

が簡便化された。

いところです。

"

ARPA 出現により見張り・自他船測位

・動向追尾の技術がますます簡便化された。
#

GPS の出現により、航海者の特殊技術

であった天文・地文航法による測位の技術
をほとんど無用の物としてしまった。
その結果、先人から見れば比較的航海技

そしてこのたび、$番目の革新的航海援
助装置である AIS の導入が始まりました。

AIS への期待
まず結論として AIS の導入に大いに期待
しているところです。

術に劣るものの、費用は安価な発展途上国

AIS のハード面を述べることは割愛し、

の船員が世界の海を席巻する今日となりま

水先業務において何が期待できるのか述べ

した。

てみたいと思います。

３
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水先業務は、業務内容の質において大き

な技術の伝承の歴史を持っていました。現

く分けると二種類の業務に分類されます。

在でも中東地区等において、世襲制度の国

すなわち、!湾内航行業務（俗に「ベイ
ジョブ」とも称する）"港内離着桟業務（俗

があると聞いております。
そのため、水先業務は自己完結型の専門

に「ハーバージョブ」とも称する）であり、

技術とされ、測位、見張り、他船動向の追

各水先区においては、それぞれの軽重度に

尾確認、操船、外部との連絡等々すべて一

大きな差異はあるものの、一人の水先人が

人でこなすことが水先技術の基本とされ、

この異質な業務を同時に遂行しているわけ

かつ誇りとされて参りました。我々がまだ

です。

若い航海士時代には、日本国内のみならず、

この「異質」のポイントは作業内容が全

諸外国においてさえ、うっかりパイロット

く異なることもさることながら、見張り・

にアドバイスしても無視されるか、
「そんな

測位の重要度においても大きな差異があり

ことは分っている」と怒鳴り返されること

ます。

さえありました。

AIS が航海者から見れば、主として見張

しかし、昨今、世界の海上交通事情は大

り・測位の補助的計器である以上、ハーバ

きく様変わりし、航海計器の発達と多様化

ージョブの面からは直ちに期待出来る効果

に基づく情報の肥大化も加わり、もはや、

が見あたらないといっても過言ではありま

水先人一人であらゆる情報を抱え込んで処

せん。

理することは、かえって海上交通安全の向

しかし、ベイジョブの面からは次の２点
が期待されます。!関係他船情報のリアル
タイム取得 "VHF 交信の軽減等です。
従来、水先業務は高度な専門技術として、
いわゆる、職人的な、あたかも一子相伝的

上に限界をもたらすことになりはしないか
との疑問が生起されて参りました。
そして、航海機器、計器などのハード技
術および自己の六感に基づく情報処理を主
とした従来の自己完結型の水先技術に加え、

海と安全 2003・春号
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ソフト技術、すなわち、船橋内の本船乗組

らずの問題がありますが、その内の２点に

員および外部関係者の技術と協力をうまく

つき述べます。

採り入れた水先技術が求められる時代に入
ってきたものとの認識が高まって参りまし

その第一は、AIS 設置義務が全船舶に課
せられていないことです。

た。その結果、いわゆる BRMP（Bridge

私が水先を担当しております東京湾入口

Resource Management for Pilot）の訓練

の浦賀水道航路航行船舶は２４時間平均約７６０

が世界的に行われようになり、日本パイロ

隻とされ、その内の約６０％が設置義務免除

ット協会においては既に３年前から訓練を

船であります。また、浦賀水道を含めた東

実施しております。

京湾内の航行船舶は漁船を含め、２４時間平

しかし一方には、航海当直技術レベルの

均約２５００隻であり、湾内のみの航行船舶は

低い発展途上国船員の増加に伴い、頼みの

おおむね小型船であることから、その約８０

綱である船橋当直者への信頼感が乏しい船

％が設置義務免除船であると推定されます。

舶が多いこともまた事実として認識されな

われわれが業務上その情報を切実に求め

ければなりません。そのため、測位、他船

たい船舶は、実はこれら設置義務の無い、５００

の動向追尾確認、対外通信などの面におい

総トン未満の内航船および３００総トン未満の

て全面的に BRMP を期待することはまだま

外航船がほとんどであり、設置義務のある

だ無理であるとせざるを得ません。水先人

大きさの船舶に関する情報は、現在でもか

は BRMP を一部実施しつつ、ほとんどの場

なりの確率で入手可能でありますので、現

合従来の自己完結型の水先業務を実施して

在の基準に基づく AIS 導入による効果はそ

いるのが現実です。

れほど期待出来ないことになる訳です。

この現実において、AIS の導入により水

浦賀水道航路における衝突発生確率はド

先業務の一部が軽減されるであろうことに

ーバー海峡に比し約４００倍であるとも云われ

大いに期待する次第です。

ます。広島型原爆５５発分のエネルギーを秘

昼間はもとより、夜間においても、ワン

めた LNG 船が連日東京湾内を行き交ってい

アクションにより他船の多岐にわたる情報

ます。海上交通安全のためには、万全の体

がリアルタイムで得られる結果として、他

制が必要です。

船の船名確認に始まる他船動向の確認作業、

問題点の第二は、AIS の電源が船長判断

確認のためのVHF交信業務等の、煩雑かつ

で切断できることです。これでは何のため

時間のかかる業務の大幅な軽減が期待され

の設置義務規定なのか理解に苦しむところ

ることは水先人にとりまして誠に喜ばしい

です。聞くところによれば海賊発生危険の

限りです。

ある海域での情報秘匿のためとのことです

AIS 導入の問題点
各方面から期待ずくめの AIS 導入とはい
え、水先業務に携わる面から見れば少なか
３
４
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が、少なくとも日本領海内においては切断
の必要性は認められません。

えば、既に実用化されている GPS 機能内蔵

その対策

携帯電話、または、PDA 等を発展改良させ

前記の２点についての対策としては、
!

漁船、プレジャーボートを含む日本領

海内航行船舶全船舶に、AIS の設置義務を
課すること。
"

たものを開発し、設置費用補助などの施策
を考慮すれば、決して不可能ではないと信
じます。
また、全船設置の場合の膨大な情報の処

日本領海内において、AIS の電源常時

入の義務を課すること。

理は、選択的表示の機能を付加することに
より容易に解決可能です。

以上により日本領海内における船舶航行
の安全度は疑いもなく飛躍的に増大するこ

"の点につきましては、行政指導のレベ
ルにても可能であると思います。

とと信じておりますし、また、この対策の

航海者は誰も海難事故を起こそうとして

実現なくしては折角の鳴り物入りの AIS

航海する人はいないはずです。海上安全、

導入が文字通り「仏作って魂入れず」の結

海上交通安全ファミリーの一員としての共

果を招くことになりはしないかと危ぐする

通価値観の下に、日夜海難防止に取り組ん

次第です。

でいます。せっかくの画期的な航海援助装

無論、!の全船設置についてはそのコス

置の導入であります。AIS の導入が真に海

ト面で問題があることは承知しております。

難防止の切り札のシステムとして発展維持

しかし、小型船用の安価な発信装置、例

されることを大いに期待しております。

海難は、歴史の要所で登場してきた。日

新刊紹介

本史では元寇が、世界史では十字軍遠征な
ど、多くの歴史的事件と緊密に関わってき

『海難の世界史』

た。

大内建二

著

本書は、まず全世界を見渡した歴史の中
で登場する海難事件に注目して紹介し、海

四六判、２１８ページ、定価１５７５円（税込み）
、
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難の歴史との関わりを明らかにしている。
後段では、個別の事例として、
（特に日本
では）歴史の中に埋もれてしまったような

記憶に新しい映画「タイタニック」は、

特徴的な海難事件を紹介している。なかに

世界でもっとも有名な海難を題材にした悲

は、タイタニック号事件を上回る犠牲者数

恋の物語だった。海難は、人をロマンチッ

を出したドニャ・パス号事件などの事例も

クな感傷にいざなうのか、小説や映画等の

取り上げている。

題材として用いられることが多い。
現実の海難は、人命はもちろん巨額の財
産まで奪い、時に歴史まで変えてしまう。

全編を通じて、著者の筆による精緻な線
画が収録されているので読み物としても楽
しく読める１冊。
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演奏会場なら目をつむっていてもそれは

待ち遠しいＡＩＳ

それで過ごすことも出来るが、海上ではそ
うはいかないこともたくさんある。
鹿児島県硫黄島で開催される毎年のヨッ

（財）
日本セーリング連盟外洋南九州
副会長

ひ だか

日高

こうへい

耕平

「海は広いな大きいな…」小学校時代に
習った歌。海は地球の母であり、私は何よ

トレースに参加するため、宮崎港を出港し
一路南に向かうが、なんせこの海域は国際
航路となっているため、たくさんの大型船
や漁船、小型船が行き交うのである。

り海が好きだ。中学、高校と宮崎のどこま

事実、何度かヒヤリとしたことがある。

でも透き通った日向灘に素潜りで入り、よ

そうなるとムード満点の星など見ている場

くサザエやアワビを獲ったものだ。夕日の

合じゃない。演奏会場もくそもない。特に

沈むころの海辺が、これはまた何とも言葉

墨一色の夜間は「どこの船だろう、大きさ

に表せないほど魅力的なのだ。

は、何を積んでいるのだろう、どこに向か

髪が、バーコードの様子になりかかった

っているのだろう」などと考えてしまう。

４０歳のとき、ふと自問自答した。
「このまま

ずっと以前、保安庁の巡視船に乗せても

急ぎ足で人生を送っていいものだろうか。

らったときのこと、そのコックピットから

いやいや、これからはもっとゆっくり行こ

発射された電波で相手船の識別、針路、速

う！」そう答えを出した。

度が一瞬にしてわかる装置を見せていただ

母である海に優しく、のんびり付き添っ

いた。これだ、これがあれば安心なんだと

てくれるもの、ヨットを選んだ。仕事の関

思ったものだ。また、いつだったか、例の

係で休みが日曜日しかなく、週一回のセー

「不審船」では、と思われるようなアンテ

リングだがこれはもう言葉には表せないほ

ナをもった、人影の一切見えない漁船タイ

どの気持ちのよさ。オーバーナイトのセー

プの船と霧中遭遇したことがあるが、そう

リングは、満天の星を地球に呼び込むよう

いう時その船に電波を当てて、識別できる

な夜光虫の光、それを手助けするように、

ようなものはないものかと思った。何とい

風と波が音をたててリズムをきざんでくれ

ってもヨットは足が遅いので、とっさの回

る。沖には、あたかも私の気持ちを理解し

避は困難だからだ。前もって知識を入れて

ているかのように大きな船、小さな船の観

おく、判断の材料がほしいのだ。

客が眺めて通って行く。こう考えると海は、
とてつもなく素晴らしい大きな舞台だ。

最近、
『AIS』なるものがあると聞き調べて
みたが、国内では小型船舶用のそれはまだ

でも時々、こんな演奏会の場所に『プロ

存在していないとのこと。周囲がすべて海

グラム』がほしいなあと思う時がある。そ

の日本。お隣さんは誰かいなと思わないわ

れは、風の音は誰が出しているのだろう…。

けにはいかない現実。

波の音は誰が奏でているのだろう…。あの
観客は誰だったっけ……。
３
６

海と安全 2003・春号

一日も早く、この小型船舶用の『AIS』を
活用できる日が待たれる。

ＡＩＳの機能と構成
水洋会

き むら

（日本無線株式会社 海上機器技術部 部長）

木村

ち あき

千秋

AIS の機能概要と機器構成

AIS と外部機器接続

船舶用 AIS の基本的な機器構成は、国際

AIS の機器構成は、前項で説明した内部

規格に基づくもので、
一般的に TDMA 送受

機能をどの筐体に持たせるかで、内部構成

信用 VHF アンテナ、TDMA 用時刻基準信

と機器構成が異なり、メーカーにより機器

号を受信する GPS 受信機・GPS アンテナ、

構成が違ってくる。

VHF 送信部、VHF 受信部、制御部、表示
器で構成される。

一般的には、表示器、アンテナ、信号処
理部（含む外部接続部）で構成される。機

送信部は TDMA と DSC が共用となって

器の装備に関しては、表示器の船橋内装備

いるが、
受信部は TDMA２チャンネル、
DSC

場所の選定と、特に AIS、GPS アンテナは、

１チャンネルとそれぞれ専用受信部が要求

数多い他のアンテナとの干渉を極力回避す

される。

るように設置することがポイントとなる。

外部センサ信号として外部 GPS（船位、船

外部信号センサとしては、先に述べたよ

速、コース等）とジャイロコンパス（船首方

うに、GPS とジャイロコンパスから船の位

位）が必須接続機器として挙げられる。こ

置信号および船首方位信号等の取り込みが

の他、回頭角速度信号が接続可能な場合、

必要である。これらの信号は、AIS の機器

接続する必要がある。

間接続仕様として IEC 規格で規定されてい

図１

AIS 装置の基本機能構成
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るため、GPS やジャイロコンパスの古い機

出来る。また、逆に、レーダーや ECDIS、

種では信号の確認が必要で、場合によって

パイロット用 PC 等の専用キーボードからは、

は信号変換が必要である。

AIS の静的データや航海データの書き換え

外部機器通信用ポートとしては、外部表

や、あるいは送信電文を作成し、AIS 装置

示用ポートが２ポート、遠距離通信用ポー

に転送し、他の AIS に送信することが可能

トが１ポート準備されている。ここで扱わ

である。これらを行うには、接続する機器

れる信号は、IEC 規格で規定されている。

側に専用のソフトとハードを装備する必要

次に、AIS の外部表示用ポート、遠距離

がある。

通信用ポートについて説明する。これらは

遠距離通信ポートは、VTS センターから

外部機器との接続用で、これらのポートへ

管理海域以遠（VHFチャンネルで通信が出

の接続は強制はされていない。

来ない海域）にいる船の動向を確認するた

外部表示用ポートは、レーダーや ECDIS、

めに使用されるもので、IMO 基準（船位通報

あるいは、乗船してきたパイロットが持ち

制度）で要求される通報項目と同じ内容と

込んだ専用 PC 等を接続するためのものであ

なっている。到着日時や喫水、積荷等の確

る。なお、パイロット PC 接続用には専用接

認が出来る。この機能の対応機器としては、

続プラグの規格化が検討されている。

GMDSS の構成機器である Inmarsat!
Cが

これらのポートをとおして AIS 装置に接

紹介されているが強制ではない。遠距離用

続すると、AIS の情報をレーダー、ECDIS

通信手段の選択は、今後の課題の一つであ

あるいはパイロット用 PC 等上で見ることが

る。

図２
３
８
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AIS 外部機器接続図

られ、日本の国情にあわせた仕様で、簡易化

クラス B AIS

等で普及しやすい環境を整え、航行の安全

現在、船舶に装備されている AIS はクラ

をより図りやすくすることが必要であろう。

スＡという型式である。この他に、クラス

日本では、総務省を主体に、簡易型 AIS

Ｂという型式がある。クラスＡ、クラスＢ

の検討がいろんな方向から進められている

とも ITU!
R 規格で規定されている。クラス

が、小型船での使い方を考え、小型船の衝

A は ITU!
R 規格、IEC 規格で詳しく規定さ

突回避が十分図られることが必要であろう。

れ、IMO 基準に準拠する必要があるが、ク

この他の AIS としては、捜索ヘリ搭載用、

ラスＢは、IMO 基準にすべては準拠する必
要はない。
しかし、ITU!
R 規格では、クラスＡとクラ

ブイ装備用が考えられる。

あとがき

スＢは、技術的に共通性を持たせることが

AIS は、ITU!
R 規格、IEC 規格により、船

要求されていることから、クラスＢは IMO

舶局、陸上局、SAR 局、ブイに装備の AIS

基準を全て満足する必要はないとしている

等間での通信方式、技術的な仕様が規定さ

が、かなり制約があることを意味している。

れており、機材さえ揃えばこれらの装置間

つまり、クラスＡとの相互運用が可能で

で通信が直ぐにでも可能であると考えられ

あり（周波数及び通信メッセージのフォー

る。

マットの共通性が要求される）
、
通報間隔は

しかし、実際の運用では、各船舶の AIS

クラスＡよりは少ないが規定されている等

情報をどのように運用・管理するか、陸上

である。このように、クラスＡ

と共存す

インフラも含め VTS 運用設計が重要な課題

る必要があることから、機能はかなり高度

である。一方、クラスＢも衝突予防といっ

なものとなることが考えられる。

た観点から重要な課題であると考える。早

クラスＢは国内専用の船舶用 AIS と考え

期の運用が期待される。

AIS 実証試験会場に展示された AIS コントローラ〈左）トランスポンダアンテナ（右）
（東京湾海上交通センターにて）
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簡易型ＡＩＳへの取り組み
（社）電波産業会
AIS は、国際的に決められたVHF周波数
２波を用いて、自船の位置情報等を周囲の

部長

きく ち

菊池

よし お

芳男

め３０万隻以上になると見られる。
平成１３年度の海上保安庁による統計では、

船舶や、沿岸においては海岸局に放送的に

図に見られるように海難事故の３５％が衝突

通報するシステムであり、その導入により

事故であり、また、海難事故のうち、プレ

船舶間の相互監視による衝突防止、船舶航

ジャーボートと漁船の事故が占める割合は

行管制の精度の向上、船舶識別機能による

約７５％に上っている。

セキュリティの向上など海上での安全性が

このように、現状では AIS が導入される

飛躍的に向上すると期待されている。さら

船舶は、小型船舶も含めた総船舶数から見

に、目的地、到着予定時刻等さまざまなAIS

ればごくわずかの大型船舶のみとなり、前

情報とそのデータ通信機能に着目して AIS

述のように漁船などの小型船舶の海難事故

情報ネットワークの構築による港湾業務の

が多い現状を鑑みると、衝突防止等の海難

迅速化や海運業務の効率化等さまざまな導

事故防止の観点からは、十分な効果が期待

入効果が期待されている。

できないと考えられる。そのため、非 SO-

しかし、わが国では、SOLAS 条約第Ⅴ章
改正に伴い AIS の搭載義務が生じる船舶は、

LAS 船に対しても、搭載が容易な小型で安
価な AIS の導入が急務と考えられている。

最終的には、商船で約２，０００隻、漁船では８０

一方、現行の AIS を非 SOLAS 船すべて

隻弱になると見られており、一方、今回の

に適用しようとすると、航行船舶が多い海

改正では AIS の搭載義務が発生しない船舶
（以下「非 SOLAS 船」という。
）は、商船で
は５，６００隻余りで、漁船の場合、無線局設備
０００隻をはるかに
を搭載した船だけでも５５，
超えており、プレジャー船では遊漁船も含

４
０
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域では、通信が輻輳し周波数がひっ迫する

"

ことが懸念される。

プアサイン方式のためのメッセージ２３の追

このような状況から電波産業会では、総

基地局からスロット割当を行うグルー

加の検討

務省からの委託により、
「簡易型 AIS 導入の

#

ための周波数有効利用技術に関する調査検

４MHz に制限する
AIS の周波数帯域を約１．

討会」
（以下「本検討会」という。
）を設置し、

こと

平成１４年度から非 SOLAS 船を対象とした簡

$

易型 AIS の検討を開始している。

能のみに絞ること

本検討会では、現行の AIS の機能を簡略

受信機の性能確保を容易にするため

%

DSC 運用として、チャネル管理受信機

TDMA用送受信周波数１波、受信周波

化した小型船舶向けの簡易型 AIS について、

数１波で運用すること

１）国際動向の調査

& 内蔵 GNSS をメイン位置情報センサー

２）ユーザニーズの調査

として活用すること

３）使用する周波数の選定

なお、IEC でのクラスＢの標準化作業は、

４）アクセス方式等の性能要件の検討

標準規格（IEC６２２８７）のドラフト（CDV）

５）実証試験用モデルシステムの検討

を平成１４年度末までに完成させ、平成１５年

等の項目について調査検討を行っている。

度末には発効の予定で進められている。

クラスＢの国際標準化動向
現在、AIS の技術基準は、国際標準規格

日本における簡易型 AIS の
ニーズ

で定義されており、船舶搭載 AIS 端末は、

本検討会では、簡易型 AIS を検討するに

IMO 搭載要件に完全に適合したクラスＡと、

あたり、漁船、商船およびプレジャーボー

完全に適合することを要求されないクラス

トの各分野における AIS に対する意見、要

Ｂに分類されている。

望などをアンケート調査した。その結果、

クラスＢは非 SOLAS 船への搭載を想定し

AIS の有用性については、どの分野におい

たもので、現在、IEC（国際電気標準会議）

ても海難事故防止の観点から認識されてい

においても試験基準等の国際標準規格の作

るものの、搭載意思については搭載を希望

成が進められており、クラスＢの機能・性

するものは３分の１にも満たず、また、搭

能・テスト要件等についての標準化作業が

載を希望する場合でも、価格次第という条

行われている。

件付きのケースが多かった。従って、非 SO-

IEC の標準化作業では、主に以下のよう

LAS船にAISを普及させるためには、ユーザ

な点が論点となっている。

ーが受け入れやすい価格となるよう製造メ

!

ーカ、等の努力が求められよう。

クラスＡのタイムスロットの輻輳を防

止するため、スロットの使用率をモニター

また、使用周波数は、商船やプレジャー

してクラスＢ側でレポート周期を変動させ

ボートでは半数以上がクラスＡと同様の１５０

る機能

MHz帯を妥当としているが、漁業分野では、
海と安全 2003・春号
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特に２０トン未満の小型漁船においては２７

ら AIS の国際周波数を使用した簡易型 AIS

MHz 帯等自船に設置する既存無線機の使用

のモデルの検討を行う一方、普及の観点か

周波数帯を希望する者が多かった。

ら２７MHz 帯等の既存の無線機を用いた AIS

簡易型 AIS の課題と展望
簡易型 AIS のシステムモデルを検討する
にあたっては、AIS の性格上、より多くの

の実現性についても技術的観点から検討を
進めている。また、各種 AIS の相互運用性
を補完する中継再送機能等の基地局機能の
検討も行っている。

船舶に普及させること、および大型船向け

将来的にはこのような簡易型 AIS の普及

のクラスＡや標準化作業中のクラスＢとの

により AIS が順次小型船舶まで導入される

相互運用性が確保されること、に最大限配

ことが想定されるため、単に航行安全支援

慮して検討を進める必要がある。

システムとしての利用だけでなく、新しい

従って、簡易型 AIS の検討においては、

海上通信ネットワークツールとして、AIS

相互運用性を確保しつつ普及しやすいシス

が持つデータ通信機能等を活用することに

テムモデルを考案することが最大の課題で

より、海上通信の高度化に寄与することが

ある。本検討会では、相互運用性の観点か

期待される。

◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
◇◇
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◇◇
◇◇
◇◇
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◇◇
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れると、より有効なものとなります。

航路標識とＡＩＳ
元日本海難防止協会企画部長
かん の

菅野

みず お

瑞夫

IALA の取扱い
IALA のガイドラインには表現は異なりま
すが、前項の機能について言及してありま
す。送信間隔は３分間隔（原則）と定めら

はじめに
IALAのガイドラインにおいて、AISの航
路標識への設置についてとり上げられてい
ますが、わが国においては、先駆的に「航
路標識用 AIS」が既に開発され実用化の段

れています。メッセージとしては、AIS 設
置航路標識の種類、名称、位置、そのズレ
などが送信されます。これに気象・海象な
どの情報を付加することが可能です。

活用イメージ

階に達しておりますので、それが「どのよ

!

うな役割を果たすのか」について概述して

られたブイへの取り付け

見たいと思います。
（以下、航路標識用 AIS
を「ブイ用 AIS」とします。
）

ブイ用 AIS の機能
［三大機能］
!

AIS設置ブイのECDIS、ENCディスプ

レー上への表示（ブイの記号）
各航路や狭い水道に設置されているブイ、
海上工事区域を示すブイ、臨時的に航行禁

重要な海峡・水道や港口などに設け

これらの航路などには、ブイなどが両サ
イドや主要地点に数多く設置されており、
重要な役割を果たしています。ここでは事
例の代表として、２例について述べます。
［浦賀水道航路・中の瀬航路］
この航路に設置されている各ブイに AIS
を取り付けると、これらのブイはすべて画
面上に表示され、安全航行に役立ちます。
ブイが荒天や衝突などでその位置が移動

止海域を示すブイなどの存在・位置を示し、

した場合や消灯などの異常時には、モニタ

その意味を把握する。

リング機能によって、海上交通センターや

"

AIS 設置ブイの状況のモニタリング

船舶は、即時、容易に把握できることにな

上記の各ブイについて、位置の移動、消

ります。衝突された場合は、即時感知でき

灯その他の機能上の異常の有無を把握する。

ること、至近船舶名をチェックできること

#

から、加害船の特定が容易となります。

AIS 設置ブイ付近の気象・海象などの

観測データ提供
例えば、各種の観測ブイや「潮流の早く、

AIS を使用したモニタリングは、通信の
費用がゼロなのでランニングコストが他の

変化する航路・水道」などの潮流情報を、

システムに比べて極めて安価になるので、

船舶などがリアルタイムに把握する。

恒常的に設置されるこの種ブイについては

これらの機能は、夫々が単独で活用され
ることも有効ですが、特に併用して活用さ

特に有益でしょう。
また、主要な中央ブイに潮流を測定する
海と安全 2003・春号
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センサーを取り付け、設置された AIS を使
ってリアルタイムな流向・流速を船舶に提
供すれば貴重な情報として喜ばれると思い
ます。なお、電子海図が整備されている海
域については、ブイの AIS 表示の意義は薄
いとの意見がみられます。
これらの「ブイ表示」
「モニタリング」
「情
報提供」の３機能の併用活用について、実
証テストが望まれるところです。
［来島海峡］
この水道は、航路の屈曲に加えて潮流が
速いうえに特殊な航法がとられており、ご
承知のとおり正に航海者泣かせの海峡です。
聞くところによれば、相変わらず来島海
峡での海難が多発しているようです。特に
最近の特徴は、外国船舶によるものが増え

!

空港建設等に伴う航泊禁止区域を表

示するブイへの取り付け
ブイ用 AIS は、特にこの分野では有効性
を発揮するものと思われます。

ていること、また東水道を中水道と間違え

航泊禁止区域は海上保安庁から水路通報

て侵入（迷走）するものがみられるとのこ

などにより周知され、海図補正により、安

とです。

全を確保する措置がとられます。電子海図

私は、来島海峡では、そもそも他の海峡

の場合は１カ月毎の補正 CD!
ROM が発刊さ

に比べて灯浮標の設置が少ないことがその

れるとのことであり、補正が直ちに行われ

一要因として挙げられると思います。他の

る訳ではなく、また補正をしない船も考え

海峡並みのブイなどの航路標識整備が第一

られます。

に望まれます。しかし、諸般の事情により

これらの区域を示すブイに AIS を取り付

ブイの設置が困難な状況にあるようです。

ければ、海図の補正がなされなくても明確

実は AIS にはバーチァル（仮想）機能が

に区域を把握でき、かつその意味合いを正

あるのです。

確につかめます。

このような来島海峡において、現在設置

これらのブイにAISを取り付ければ、前記

されている航路標識に AIS を設置するとと

表示機能とともにブイ消灯などの異常の有

もに、
「ブイがあればいいなー」と思うポイ

無を監視するモニタリングが可能となりま

ントに「バーチァルブイ」を補助的に表示

す。なお、前述のようにラニングコストが

させれば、画面上は航路の両サイドにブイ

大幅に削減されるメリットもあります。

が並列に表示されることとなり、航海者に

また、同様の禁止区域表示としては、船

とって極めて分かりやすく、東水道への迷

舶の沈没や有害液体物質の流出などの事故

走船も無くなると考えられます。

が発生した場合で周辺海域への侵入禁止措

４
４
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置が採られる時に、ブイが設置される前に

おわりに

バーチァルブイにより、いち早く当該海域
を表示することが可能となります。なお、

以上、私のイメージを中心に書いてみま

早急に実際のブイを設置することは当然の

したが、今後の研究次第ではまだまだ次の

ことです。

例のような AIS 活用のフィールドは広がる

!

ノリ、ホタテなどの養殖施設の表示

ブイへの取り付け
わが国周辺の港湾内や沿岸部には、ノリ、
ホタテ、真珠、ワカメその他多くの養殖施

と思われます。
○

船舶のブイ衝突防止装置

○

船舶の居眠り防止（警報）装置

○

多量の油や多数の木材などの漂流エリ

設が設置されていますが、これらの養殖施

アを示すブイ

設に、航行船舶や避泊船舶が侵入するケー

○

ブイに文字表示機能を付けた情報提供

スが少なからず発生している模様です。周

○

バーチァル機能による「矢印」などの

辺や先端部には、灯火の付いたブイが設置

表示（点滅）

されていますが、これらは比較的小型で光

わが国では、当面は海上工事などでのモ

力が弱いために、また特に視界不良時には

ニタリング機能、気象・海象などのデータ

存在がつかめないために被害に会うことに

送信機能の活用が先行して進むものと思わ

なりかねません。

れます。なお、タンカーやコンテナ船など

これら施設の四隅や先端部のブイに AIS
を取り付けると、昼も夜も、また霧などで

は、ECDISを搭載し、これにAISをリンク
させる船が多くなると思われます。

視界が制限される状況において、その存在

マラッカ・シンガポール海峡の沿岸国で

を知ることができ、かつ養殖施設であるこ

はブイ用 AIS への関心が高いと聞いており

とも把握できることになります。

ますので早期の設置が期待されます。

"

気象・海象の把握、環境調査などを目

的として設置されたブイへ取り付け
この目的のために取り付けられた各種セ
ンサーのデータを、AIS を使ってリアルタ

わが国においても、浦賀水道航路などに
おいて、試験的にも三大機能を併用・活用
したブイ用 AIS の設置が望まれるところで
す。

イムで基地局（VTS や観測センターなど）、
船舶などに送信するものです。
調査用ブイについては、別途船舶による
衝突を防止するための表示機能、位置など
のモニタリング機能が必要とされますが、
AIS はこの主目的であるデータ送信と併用
が可能となります。もちろん、ランニング
コストの利点があります。
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携帯電話を用いた
沿岸航行支援システムについての一考察
（株）
エム・オー・マリンコンサルティング
海洋技術部

工学博士

い

で

井手

ま

な

み

麻奈美

普及と継続のためにはまず第一に、安価で

はじめに

入手容易な機器の利用を基本とすることが

近年、パソコンをはじめとする電子機器

必要だと考える。

は、急速に小型軽量化、低価格化、さらに

これまでに筆者らは小型船向けの航行支

高機能化が進んでいる。加えて、通信技術

援システム※（３）
（４）
（５）を検討してき

の発展により、携帯電話やインターネット

た。本文では、これまでのシステムの構築

の普及が目覚しい。船舶における航行支援

や普及の妨げを排除する専用端末として、

システムも例外ではなく、VTS などの現行

既に７０００万台を超えている携帯電話のうち、

のシステムに加えて、２００２年７月から AIS

５０００万台以上の加入者を有するインターネ

の運用が開始された。

ットに接続可能な携帯電話（以下「ネット

しかしいずれも大型船を主体とした機器

携帯電話」という。）を利用することを提案

および運用体制であり、小型船まで含むす

する。現行のネット携帯電話用のサービス

べての船舶を対象とはしていない。小型船

を使って実現可能な沿岸航行支援の例と、

を主体とした航行支援システムは、これま

さらに進めた応用例についても述べる。

でにもいくつか検討・実施されながら、継

また携帯電話の通信の特徴について概要

続し広く普及したものはまだない。高価に

を述べ、海上でつながりにくい場合に、通

なりがちな機器や通信料、少ない利用者、

信状況を改善するための工夫の例を示す。

それ故に情報の質や使い勝手の悪さがなお
ざりにされるという悪循環も原因のひとつ

携帯電話の現状
移動体で利用できる電話サービスは、１９７９

であったのではないだろうか。
一方、小型船、特にプレジャーボートで

年に自動車電話から始まった。肩から下げ

も多く、海

て持ち歩く携帯電話は１９８７年に実用化され

に出てから、情報不足や急な状況の変化に

た。その後、１９９３年に通信方式のデジタル

対応しきれないこともままあると思う。プ

化が進み、携帯電話機の軽量化が進んだ。

レジャーボートの増加に伴なって、プレジ

１９９４年ごろから、パソコンを利用したイ

ャーボートが関係する事故も増えてきてい

ンターネットによる通信が飛躍的に普及し

る※（１）
（２）
。
小型船やプレジャーボート

始め、誰もがe!
mailやwwwを利用できる

のための航行支援システムは、必要性があ

環境が整った。このインターネットに、携

りながら普及しなかったことを踏まえると、

帯電話のみを用いて接続できるサービスが、

は

たまにしか操船しない人

４
６
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NTT!
Docomo 社の「i モード」サービスや
au 社、Tu!
ka 社 な ど KDDI グ ル ー プ の
「ez!
web」サービスである。１９９９年に登場
し、現在では全携帯電話の半数以上でこの
サービスが利用されている。全携帯電話に
おけるネット携帯電話の割合はさらに増え
続けている。

! 工事区域

図１

ネット携帯電話のサービスと
提案する沿岸航行支援システム

" 潮 汐 図

情報の表示例

図２ GPS
携帯電話の例

けば、出航後に携帯電話の圏外となっても
情報や地図などを切替えて表示できる。

ネット携帯電話はわずか３年間で急速に

またいずれの方式でも、概略の海図、潮

普及し、利用者の増加とともにサービスメ

汐、天気の情報や、最新の工事区域や漁業

ニューも増加した。沿岸航行支援システム

施設の設置状況を海図上に示すなどの情報

に応用できるサービスとしては、情報およ

提供に向いている。イメージを図１に示す。

びプログラムのダウンロードサービスや、

２

GPS や携帯電話基地局を利用した位置情報

位置情報サービス
プレジャーボートの操船者は、海図を持

サービスが挙げられる。

たなかったり、航路計画を立てずに出航す

１

る場合もあると聞く。プレジャーボート単

ダウンロードサービス
ダウンロードサービスには大きく２種類

独の海難で最も多いのは乗り揚げ（１）で

がある。データを利用するたびにインター

ある。エンジントラブルによる場合もあろ

ネットに接続する必要があるものと、デー

うが、事前の水路調査不足や自船位置が把

タをプログラムごとダウンロードして保存

握できていないことが原因となっている場

し、インターネットへの接続を切断してか

合もあるだろう。いずれの場合も自船位置

らも利用できるものである。

の情報は重要である。ここでは、自分の位

例えば地図を表示したいとき、前者では

置とその付近の関連する情報を含んだ「位

表示する地図を替えるたびにインターネッ

置情報サービス」について述べ、沿岸航行

トへの接続が必要である。サービス圏内に

支援システムへ応用した場合にふさわしい

いなければ地図の交換ができない。一方、

情報提供を検討した。

後者では、地図を表示したり縮尺を変える

（１）「GPS 携帯電話」

プログラム（Java アプリケーション）と、

２００１年１２月 au 社から、GPS を使った測

地図データをダウンロードし保存できるの

位機能を有する「GPS 携帯電話」が発売さ

で、インターネットへの接続を切った後で

れた。図２に一例を示す。発売後わずか半

も、必要に応じて地図の縮尺を変えたり、

年で、全ネット携帯電話の３％を占めるま

表示する地域を切り替えることができる。

でとなっている。
「GPS 携帯電話」による位

出航前に必要な地図をダウンロードしてお

置情報サービス「eznavigation（イージー
海と安全 2003・春号

４
７

ナビゲーション）
」は、
測位に GPS 衛星と携

るものである。関連する情報として、該当

帯電話基地局の両方を利用している。測位

エリアの天気、交通情報、イベント情報な

までの簡単な流れは、

ども提供される。

! 最寄の携帯電話基地局から GPS の衛星

一つのエリアの大きさは、都心では２%

情報を得る。

程度、人口が少ないエリアでは数十%とな

" その情報をもとに GPS 衛星からの信号

るが、海上での利用において、天気や海図

を受信する。

に加えて、潮汐、潮流などの情報を提供す

#

ることを想定する場合には十分な位置の精

受信したデータを携帯電話基地局に送

信する。

度である。提供される情報をエリアに関す

$

るものに絞ることで、広い範囲にわたる膨

緯度経度を求める計算はすべて携帯電

話基地局で行われ、測位結果が届く。

大な情報から必要な情報だけを選択する作

となっている。そのため電源を入れて数十

業が不要となる利点がある。

秒で現在地が求められ、バッテリーの消耗

沿岸航行支援システムの展望

も普通のネット携帯電話とほとんど変わら
ない。携帯電話基地局でも自身の位置を常

１

多くの利用者がいる場合の新しいサー

時計測しており、この結果を用いて DGPS

ビス

と同様の補正も行なっている。そのため測

「GPS 携帯電話」のように、位置をピン

位誤差は５〜５０ｍと小さく、測位結果は地

ポイントで得られる携帯電話の利用者が大

図上にピンポイントで表される。

半となってくると、新たなサービスが考え

携帯電話基地局がないと測位できないた

られる。基地局の専用サーバは、アクセス

め、サービス圏外では使用できないが、圏

してきたすべての「GPS 携帯電話」の位置

内であれば海上においても自船位置が求め

を取得していることから、クライアントの

られる。水深データを含む海図とともに提

船舶を中心とした海図情報の提供が可能で

供されれば、乗揚げ防止の一助となる。

あるとともに、参加している付近の船舶の

（２）
「ｉエリア」

位置や個別情報も提供できることになる。

「ｉエリア」サービスは、NTT!
Docomo

またパソコン通信における「チャット」

社のサービスのひとつであるが、他社にも

（おしゃべりの意味。インターネット上で

同様の位置情報提供サービスがあり、ネッ

リアルタイムに複数の人と文字による会話

ト携帯電話ユーザーのほとんどが利用でき

ができる。）と同じように、参加船舶同士の

る点が大きなメリットである。

通信も可能となる。サーバーが一元的に情

電源の入っている携帯電話は、どの基地

報を管理しているため大型船用のシステム

局のエリア内にいるか常に確認されている。

である VTS などとの連携も期待できる。

位置情報提供サービスは、そのときの基地

２

局（通常、最寄の基地局）が管理している
エリアを、現在地として地図などで提供す
４
８
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海上移動基地局
プレジャーボートの操船者のほとんどが、

通信手段の確保として携帯電話を所持して

いる現在、海上での緊急時には、
「１１８番」
通
報が頼りでその価値は大きい。しかし、携
帯電話基地局は海岸線に沿って設置されて
いるわけではなく、またアンテナも海の方
へは向いていない場合が多い。利用者の少
ない海上でのサービスは重視されていない
ため、海上における電波の到達距離はあま
り期待できない。

図３

落水者監視システムのイメージ図

視するだけではなく、例えばボタンひとつ

そこで、救難船舶に携帯電話基地局の機

で緊急信号を発信できる機能があればより

能を持たせることを提案したい。現在、プ

早い検知が可能となるし、GPS 携帯電話で

レジャーボートの操船者には携帯電話の所

あれば落水者の位置を正確に特定できる。

持が推奨されている。また乗客、乗員の多

漁船などにも有効なシステムではないだろ

くも所持していると思われる。遭難船や遭

うか。携帯電話さえ持っていればさまざま

難者の捜索に向かう救助船舶にこの機能が

なシステムが考えられ、何より乗員乗客に

あれば、海上に携帯電話のサービスエリア

安心感を与えられるだろう。

が確保され、遭難者との通信が可能となる。
２００２年９月には、水に浮く防水型携帯電話
が発売されており、人員の落水時にも有効
であると考える。

携帯電話の電波の特徴
ここまで述べてきたシステムは、当然な
がら携帯電話がつながることが前提である。

平成元年〜１０年までの海上保安白書によ

海上でつながりにくいとき、電波の特徴を

れば、海難の８割近くは、岸から３海里以

少し知っていると改善の工夫ができる場合

内で起こっている。このことから、陸上の

があるので簡単に述べたい。

携帯電話基地局の電波を海上に中継する移

各携帯電話会社の海上におけるサービス

動基地局（既に陸上では災害時やイベント

エリアを見ると、市街地に近い海域、およ

時に活用されている）の設置でも十分な効

び東京湾や瀬戸内海など陸に囲まれた海域

果が期待できる。

は、どの会社もほぼ同じようにサービスエ

また、フェリーなどに、電波の出力の弱

リア内になっている。一方、人口の少ない

い携帯電話基地局の機能を持たせると、外

土地の沿岸海域では、携帯電話会社ごとに

洋上で船内に限った利用も考えられる。た

サービスエリアに差がある。ある携帯電話

とえば、乗客が持参した携帯電話で船内の

会社では付近の沿岸海域全体がサービスエ

情報を得たり、乗客同士連絡をとることが

リアであっても、別の携帯電話会社では、

できる。また携帯電話の位置確認の機能を

小さなサービスエリアが飛び石状に点在し

使って、各携帯電話の有無を監視すれば、

ている場合もある。地域によって、ユーザ

落水者のいち早い検知も可能となる。図３

ー数の多い会社のサービスエリアの方が必

のイメージ図のように携帯電話の有無を監

ずしも広いとは限らないので、使用する携
海と安全 2003・春号
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帯電話の最新のサービスエリアを確認して

る。しかし基地局の送信アンテナは３６０度一

おくことは案外大切である。

様に電波を送信しているのではなく、ユー

またパンフレットに表示されたサービス

ザー数の多い方向に強く電波が送られるよ

エリア内であっても、実際には「圏外」表

うに指向性を持たせている。海岸近くの基

示が出たり、電波強度が強いことを示す表

地局では、陸上側に強く送信されることが

示（アンテナマークの横の３本線）が出て

多い。この場合、海上におけるサービスエ

いても急にプツッと途切れてしまうことが

リアは陸上側に比べて狭くなってしまうが、

ある。これにはいくつかの原因が考えられ

すべての基地局が同じ指向性を持つとは限

るが、電波の反射や直接波と反射波の干渉

らず、携帯電話会社によっても異なる。

なども原因となる。

ところで基地局からの電波は、直接携帯

携帯電話のシステムでは、どの基地局の

電話に到達するものと、海面などに反射し

エリア内にいるか常に確認されていること

て到達するものの合成波である。この合成

は既に述べた。通常の陸上の移動では、隣

波の強度は、距離に比例して一様に減少す

接する基地局のエリアに移動していくこと

るのではなく、両者の干渉によって強弱を

になるが、隣り合う基地局では異なる周波

繰り返しながら減少する。

数の電波を使用しており、基地局と基地局

図４に一例を示す。海上で通信が安定し

の境目では、同時に２〜３の基地局の電波

ないとき、この干渉による強弱のパターン

を受信して強い方を自動的に選択している。

で、ちょうど電波の弱い距離（図４中の!）

しかし、海上、特に港湾内では、多くの基

にいる可能性もある。強弱のパターンは基

地局からの電波を受けてしまい、必ずしも

地局との間の海面などの動きによっても変

隣接するエリアに切り替わらなかったり、

化するが、基地局および携帯電話の高さに

反射や干渉などによって同じ周波数の電波

よっても変化する。図５は、図４の場合よ

が複数届いてしまい混線状態になることが

りアンテナを５０cm 低くした場合の例である。

ある。同様の現象は、基地局が多い地域の

図４と比較して強
わずか５０cm の違いでも、

山頂や港湾内の橋上などでも生じている。

弱のパターンが変化し、距離!における強

このようなときはアンテナマークに３本

度が改善されていることがわかる。ただし、

線があっても通信が中断しやすくなる。船

いつでもアンテナを低くする方がよいわけ

上であれば、少し船内に入ってみたり、片

ではない。図４と図５を比較すると、近距

側だけに窓がある部屋で使用するなど場所

離ではこのように電波の強弱のパターンの

を変えれば改善される場合がある。ただし

影響が大きく、高くして改善されることも

木材やFRPは電波をほとんどさえぎらない

ある。また、ある程度離れたときは、アン

ので、船によっては効果が少ないかもしれ

テナは高い方がよいことがわかる。

ない。

電波にはこのような特徴があるので、通

一方、開けた海域では、基地局からの電

信が不安定なときは、基地局との距離が変

波は基地局に近いほど強く、通信が安定す

わるように移動したり、携帯電話の高さを

５
０
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変えてみるとよい。一般にアンテナが高い
方が強い電波が届くので、サービスエリア
の境界などではできるだけ高い位置で利用
するとよい。

おわりに
（アンテナ高さ１"）

小型船、主にプレジャーボートを対象と
図４

した航行支援システムについて、ネット携

電波の強弱パターンの例

帯電話を利用したシステムを提案した。専
用サーバに海図や潮汐などのデータを入力
すれば、技術的にはすぐに実現できるもの
もあるが、より有効な情報とするためには、
データの収集、更新方法の検討や、利用し
やすいユーザーインターフェースの研究な
どが必要であろう。
ネット携帯電話は世界各国に展開されつ

（アンテナ高さ５０!）

つあり、欧州でも日本の「i モード」方式に

図５

電波の強弱パターンの例

よるインターネットへの接続が開始される。

ネット携帯電話のインフラをさらに整えて

さらに、世界の通信社２００社が、規格の異な

ほしい。海上におけるユビキタスな環境が

る携帯端末間の通信を実現するために、世

充実し、海難の減少へとつながることを期

界標準規格の策定を目的としたオープン・

待している。

モバイル・アライアンスを結成している。

（本稿は特集に関連する記事として掲載し

今後、ソフト、ハードともに充実し、ワー

た）

ルドワイドにサービスが増えていくことと
思う。
また総務省が報告するユビキタス・ネッ
トワーク（Ubiquitous network：至る所に
あるネットワーク＝社会のあらゆる場にイ
ンターネットを浸透させる。
）
構想によれば、
物流管理などもターゲットとなっており、
また産官学が連携を強めるべきともうたっ
ている。勝手を言わせていただければ、沿
岸航行支援システムについて、
「学」の構想、
検討に基づき、
「官」の牽引でまず利用者を
増やすことで、
「民」によって海上における

参考文献
※（１）海難審判庁：海難分析集 No．
３プレジャーボート海難の分
析−海難発生要因等からみた特徴−：２００２年６月
※（２）海難審判庁：海難レポート２００２−さらなる海難の再発防
止に向けて−：２００２年７月
※（３）村山雅己（社団法人船舶品質管理協会・製品安全評価セ
ンター）、
井手麻奈美、林尚吾（東京商船大学）：「ｉモー
ド」を用いた沿岸航行支援システムについての一考察」：
日本航海学会 Navigation１５１号，pp４７−５２：２００２年３月
※（４）村山雅己、井手麻奈美、林尚吾：「ｉモード」を用いた
沿岸航行支援システムについての一考察−Ⅱ」：日本航
海学会 Navigation１５３号，pp１６!２２：２００２年９月
※（５）Manami IDE, Masaki MURAYAMA and Shogo HAYASHI：CIN!
JIN!
KINPR Joint Symposium ２００２ Pro９
ceeding, pp１３５!１４２：２００２．
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懸賞作品募集
船員災害防止協会では、平成１５年度船員労働安全衛生月間活動の一環として、安全衛
生に関する「体験記・意見」
「標語」懸賞募集を行います。奮ってご応募下さい。
資

格

船員および家族、海運・水産各社、海事関係団体・関係官庁に勤務す
る者、商船・水産関係学校の職員・学生

方

法

作品に住所・電話、勤務先・電話、氏名を明記のうえ郵送または FAX

締 切 日

平成１５年&月３１日

送 付 先

〒１０２‐
０
０８３ 東京都千代田区麹町%−&
船員災害防止協会

海事センタービル

月間係

Tel !$−$#'$−!*") Fax !$−$#'$−!*"!
選

考

「体験記・意見」……優秀賞#編、佳作若干
「標語」………………優秀賞&点、佳作若干
＊入選者には、賞金、記念品を進呈

発

表

入選作品は船員労働安全衛生月間の「実施のしおり」等に掲載します。
また、優秀作品の標語はビラに作成し、広く配布します。

応募要領

「体験記・意見」…ケガや病気の体験記、船内環境や設備、作業方法
・手順の見直しやKYT活動によって、船員の安全衛生面の改善に効果を
あげた具体例、安全衛生面の向上や食生活の改善、混乗船関係、レク
リエーションに関する意見等。
４０
０字詰原稿用紙&〜(枚程度、表題を
付して下さい。一人何編でも可。
「標語」……………作業環境・設備・器具等の点検整備、安全な作業
方法・手順、安全衛生管理体制の確立、安全衛生教育の徹底、KYT（危
険予知訓練）や安全衛生デー制度の推進、飲用水の水質保全管理、居
住環境の清潔保持、健康の維持推進の方法や心得、混乗船関係など船
内における安全衛生意識の高揚に役立つことを具体的に表現したもの。
英文も可。一人何点でも可。
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OBSJMA for WIN の概要
気象庁 気候・海洋気象部海洋気象課
海洋気象情報室主任技術専門官

あいざわ

たかし

!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

はじめに

会沢

孝

また、その後パーソナルコンピュータの
基本ソフトとして MS!
Windows が広く普

天気予報を行うには、陸上だけでなく海

及したこともあり、気象庁では OBSJMA

上も含めた世界の天気図を作る必要があり

の Windows 版（OBSJMA for WIN）の開

ます。このため外洋を航行中の船舶による

発を行い、平成１４年９月に船舶に配布しま

気象の観測・通報（船舶気象報）はとても

した。本稿ではこのソフトウェアについて

重要なものです。船舶気象報として気象庁

紹介します。OBSJMA for WIN を用いた

に通報された気象観測データは、直ちに国

観測・通報の手順は図１のとおりです。

際気象通信網によって配信され、我が国だ
けでなく世界中の多くの国で天気図作成や

OBSJMA for WIN の特徴

天気予報等に利用されています。さらに、

OBSJMA for WIN の入力基本画面は

日本に帰港した時に気象庁に郵送していた

OBSJMA for WIN と一緒に配布している

だいている船舶気象観測表（または気象観

船舶気象観測シートとほぼ同じ様式となっ

測データを収録したフロッピーディスク）

ており、このシートに記入した観測値を見

は、地球規模の気候変動の監視のための貴

ながら容易に画面に入力できます。

重な基礎データとして、長期にわたり保存
・活用されています。

Windows 版で改良された主な点は、マウ
スなどによる操作性の向上、参照する画像

しかしながら、我が国では船上作業の効

のカラー化、ソフトウェアの使用方法等の

率化が進み、気象観測・通報の作業に携わ

ヘルプ機能の充実などです。他にもこのソ

ることのできる人員および時間が制約され

フトウェアの改良点として以下のようなも

てきているのが現状です。このため、気象

のがあります。

庁では平成７年に、船舶気象報および船舶

（１）入力基本画面で観測項目名にマウス

気象観測表の作成をパーソナルコンピュー

のカーソルをあわせてクリックすると入力

タ上で正確かつ簡易に行える船舶気象報作

補助画面（図２）が表示されます。この画

成ソフトウェア OBSJMA（DOS 版）を作成

面では、雲の写真や風力階級などの画像を

し、日本の船舶運航会社所属船舶に配布し

表示し、可能な限りマウスの操作でデータ

ました。しかし、この DOS 版に対して「デ

入力できるようにしたことにより、気象報

ータの入力にマウスが使えない」
「
、参照する

のコード化に精通していなくても簡単に間

画像が白黒表示で見にくい」といったご意

違いなく気象報が作成できます。

見が利用者から寄せられました。

（２）気象庁から観測支援資料として配布
海と安全 2003・春号
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している「雲の状態種類表」
「気象庁風力階
、

作成されますので、観測表にデータを記入

級表」、
「船舶気象報符号表」等が OBSJMA

する必要はありません。日本帰港時にはこ

for WIN のヘルプ画面や入力補助画面で参

の観測データを郵送または電子メールにて

照できます。

気象庁まで送付して下さい。

（３）メニューボタンをクリックすると日
本語表示と英語表示が切り替わります。
（４）観測日時はパーソナルコンピュータ

OBSJMA for WIN の起動方法
および観測データの入力

の時計から自動的に入力されます。したが

OBSJMA for WIN は CD!
ROMで配布し

ってパーソナルコンピュータの時計を正確

ています。ソフトウェアの起動には、
「ハー

に合わせておけば、観測日時を入力する操

ドディスクから起動する」
方法と
「CD!
ROM

作は不要です。必要に応じて、入力画面で

から起動する」方法の二つがあります。ハ

変更することもできます。

ードディスクから起動する場合は、事前に

このように、Windows 版は観測データの
入力が簡単になり、観測・通報のための支
援情報もより充実し、操作性が一段と向上

OBSJMA for WIN をインストールしてお
く必要があります。
観測データを入力するには「!

観測項

したものになりました。また、このソフト

目欄に観測データを入力する」方法と「"

ウェアを使うことでフロッピーディスクに

気象電報欄に直接入力する」方法の二つが

船舶気象観測表と同じ様式の観測データが

あります。!の方法では、各項目の入力欄

風向・風速
インマルサット通信端末
でデータを読込んで気象
電報を送信

気圧
気温
気象庁
雲
OBSJMA for WINを起動し
観測データを入力
波

図１ OBSJMA for WIN を用いた観測・通報の手順
５
４
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フロッピーディスクを
郵送

にデータをキーボードで入力するか、項目

OBSJMA を使用している船舶の皆様にはア

名にマウスのカーソルをあわせてクリック

ンケート調査にもご協力をいただきました。

すると、その項目の入力補助画面が表示さ

これら多くの方々のご意見を今回のWin-

れますので、その画面からデータを入力す

dows版作成の参考にさせていただきました。

ることができます。!の方法は、観測デー

この場をお借りしてお礼を申し上げます。

タを気象電報コードに直して気象電報欄に

この OBSJMA for WIN をご利用いただ

直接入力します。

くことにより、船舶気象報作成に対する負

このソフトウェアでは、気象電報コード

担が軽減され、正確な気象データの通報が

がフロッピーディスクに作成されるととも

可能となれば幸いです。また、これにより

に画面にも表示され印刷もできますので、

気象情報の品質が向上し、船舶の安全かつ

通信機で送信して下さい。事情により気象

経済的な運航に役立つことを期待していま

電報を送信できなかった場合でも日本帰港

す。OBSJMA for WIN についてのご意見

時には観測データの送付をお願いします。

やお問い合わせは下記の宛先にご連絡下さ

OBSJMA for WIN の起動方法等につい

い。

ては、このソフトウェアと一緒に配布され

船舶乗組員や運航管理会社の皆様には引

るマニュアルに詳しく解説されています。

き続き気象観測・通報にご協力をお願いい

おわりに
これまで OBSJMA について、
船舶や運航
管理会社の皆様からさまざまなご意見が気
象庁に寄せられました。また、今回 Windows 版 を 作 成 す る に あ た っ て、実 際 に

たします。
〒１００!８１２２ 東京都千代田区大手町１!３!４
気象庁 気候・海洋気象部 海洋気象課
（船舶気象観測担当）
TEL ０３−３２１２−８３４１（内線５１４４）
FAX ０３−３２１１−６９０８
E!
mail VOS@climar.kishou.go.jp

図２ 風浪（PwPwHwHw）の入力補助画面
この画面では、風向・風速が入力されていると、風速に対応した海面状態と参考波高が表示されます
海と安全 2003・春号
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環境と海洋
生命・自然の大切さを共有できる水辺に
―ライフセーバー―
日本ライフセービング協会業務部長

なかやま

あきら

き むら

きょうこ

中山
木村

ジャーナリスト

昭

恭子

国土交通省環境・海洋課のページ
とする基礎的なもの（エレメンタリー）や
泳力、海に関する知識、海浜での救助法等
を内容とするもの（ベーシックサーフ）な
どがあります。

ライフセービングの活動
左 木村氏

右 中山氏

ライフセーバーとは

木村

次に日本ライフセービング協会の活

動の柱を教えてください。
中山

水辺での監視・救助活動、安全教育

本日は、日本ライフセービング協会

活動、ライフセービング競技活動、環境保

の中山さんにライフセービングについてお

全活動、社会福祉活動の５つの柱がありま

話を伺いたいと思います。

す。

木村

まず、ライフセーバーはライフガードと
違いがあるのでしょうか。

水辺での監視・救助活動は、事故の防止
や救命に非常に有効なものですので、日本

ライフセーバーは、本業を持ちつつ

でも「監視員」や「救助員」といった名称

休日を利用してボランティアで水辺の監視

で古くから親しまれていました。
「ライフセ

３００万人いま
・救助を行う人で、世界で約３，

ーバー」という言葉は、ここ数年で世の中

す。一方、ライフガードとは、職業として

に広まってきたと感じています。

水辺の監視・救助を行う人で、例えばアメ

木村

リカやオーストラリアでは州の地方公務員

記事を目にするようになってきましたね。

として位置付けられています。

教育活動については、いかがでしょうか。

中山

「ライフセーバー

お手柄」という

木村

日本ではどうなのでしょうか。

中山

中山

日本にはライフセーバーが約１万２

は起こらない」という意識で行っています。

「みんながライフセーバーなら事故

千人おり、全国の海水浴場等で活動してい

ライフセーバーだけでなく、家族や周囲の

ます。

人が助け合うことが事故防止につながりま
１万２千人いらっしゃるということ

す。

ですが、ライフセーバーには資格があるの

木村

でしょうか。

１割と伺っていますが、これが増えるとと

木村

中山
５
６

資格には、応急手当、蘇生法を中心
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バージ船は午後０時から巡視船きくちにより曳航開始、午後６時２５分、所有者手配のタグボートに
引き継ぎ救助を完了した。なお、浸水したタグボートは沈没した模様である。
死亡 １人

１２月１８日午前６時５分ごろ、台船を曳航中の曳船から、
「淡路島の東方海上において台船曳航中、曳
７トン、２人乗組み）と判明）が衝突し、転覆した。
」旨の通報が瀬戸内海
航索に漁船（後に「戎丸」
（９．
東部統制通信事務所にあった。
通報を受け、巡視船艇５隻、航空機１機、潜水士３人が現場に急行し、転覆した状態で漂流中の漁
船「戎丸」の船体調査および行方不明者の捜索等を実施していたところ、午前８時３５分、付近海域を

捜索中の漁船が漂流中の乗組員１人を発見、無事揚収した。また、残りの１人については、午前９時
２５分、転覆した戎丸船内を捜索中の潜水士により発見、揚収されたが、病院にて死亡が確認された。
なお、転覆した「戎丸」船体は、僚船により下荘漁港へ曳航された。

６㍍
８㌔㍍

（１７，
３２９トン、乗組員３４人、乗客４５６人）から第二管区
１月５日午前８時４３分、フェリー「すいせん」
海上保安本部に、
「入道埼の北西約３０海里にてエンジントラブルのため航行不能となっている。復旧の
目処が立たないので、救助を求む」旨の通報があり、巡視船３隻が現場に急行した。
その後、同船は、乗員による応急修理により低速での航行が可能となったことから午後２時３８分航
行を開始した。午後２時４５分、巡視船ちょうかいが同船と会合、伴走警戒を実施し、同船は午後９時
０５分秋田船川港沖に錨泊、翌６日午前９時秋田船川港に入港し、修理を実施した。

船舶海難発生状況（速報）平成１４年１０・１１・１２月
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日本海難防止協会のうごき（１１，１２，!月）
本協会は、日本財団助成金、日本海事財団補助金および関係官公庁等の委託金により各事業を実施しています。
月 日

会

議

名

１１・７

海難防止等調査研究団体連絡会議

１１・１２

東京湾リスクアセスメント委員会

１１・１８

海事の国際的動向に関する調査研究委員
会（海洋汚染防止関係）

１１・１８
１１・２０

東通原子力発電所バースへの入出港船舶
に係る調査研究委員会
東京湾管制制御システム委員会

１１・２１

港湾専門委員会

１１・２８

海上インシデント・データバンクに関す
る調査研究委員会

主

な

議

題

!海難防止団体の目的である海難防止に関する調査研究および
周知宣伝
!影響発生プロセスの調査 "影響発生認定基準の設定
#影響程度評価方法の設定 $既存の安全・防災対策レビュー
!前回委員会議事概要案の承認 "MEPC４８の結果報告
#今後のバラスト水問題に関する検討
・処理装置の基準のあり方
・バラスト水交換の基準および交換可能水域
!前回委員会議事概要 "入出港ならびに係留・荷役に係る安
全性の検討 #第３回委員会に向けて
!ネットワーク・シミュレーションの実施および評価
"新たな管制制御システムの提案 #今後の課題
!平成１３年度第３回港湾専門委員会議事概要案の承認
"港湾計画の改訂（３港） 金沢港、石垣港、宿毛港
#港湾計画の一部変更（２港） 神戸港、尼崎・西宮・芦屋港
!前回委員会議事概要案 "ヒアリング調査結果
#アンケート（試行）実施方案
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月 日
１１・２８
１２・２
１２・２
１２・４
１２・５

１２・１９
１２・１９
１２・１９
１２・２０
１２・２０
１・９

１・１４
１・１４
１・２２
１・３１

会

議

名

次世代航路基準基礎調査検討会
国家石油備蓄基地の荷役技能評価に関す
る調査 福井石油備蓄基地分科会
国家石油備蓄基地の荷役技能評価に関す
る調査 むつ小川原石油備蓄基地分科会
海運・水産関係団体連絡協議会に係る海
運・水産等関係団体打合せ会
船舶における引火性危険物荷役時の船間
保安距離に関する調査検討委員会

伊勢湾における液化ガスタンカーの夜間
航行に関する委員会
東京湾における液化ガスタンカーの夜間
航行に関する委員会
次世代航路基準基礎調査検討会
国家石油備蓄基地の荷役技能評価に関す
る調査 志布志石油備蓄基地分科会
国家石油備蓄基地の荷役技能評価に関す
る調査 苫小牧東部石油備蓄基地分科会
海事の国際的動向に関する調査研究委員
会（海上安全）
国家石油備蓄基地の荷役技能評価に関す
る調査 菊間石油備蓄基地分科会
国家石油備蓄基地の荷役技能評価に関す
る調査 串木野石油備蓄基地分科会
海運・水産関係団体連絡協議会に係る海
運・水産等関係団体打合せ会
東京湾リスクアセスメント委員会

編集レーダー

主

な

議

!航路（名称）の定義 "航路幅員
!調査結果報告 "調査結果解析
!調査結果報告

題
#航路法線（屈曲部）

"調査結果解析

!前回議事概要案 "前回資料の第２編改訂分
#東京湾における各海域に見られる問題
!事業計画
"引火性危険物荷役船の船間保安距離に関する実態説明
・引火性危険物荷役船の船間保安距離制定経緯と現状
・規制改革要望と具体的ニーズ
・小型タンカー荷役安全設備
#船間保安距離、規制緩和可否の検討
!検討課題および対応策の精査 "航行安全・防災体制の検討
!検討課題および対応策の精査

"航行安全・防災体制の検討

!偏位を認知するために必要な基本幅員の検討
!調査結果報告 "調査結果解析
!調査結果報告

"調査結果解析

!第７６回 MSC の審議報告 "SOLAS 条約改正外交会議の出席
報告 #第７回 COMSAR 対処方針 $欧州における海上安
全および環境保護政策動向（ロンドン山地所長）
!調査結果報告 "調査結果解析
!調査結果報告

"調査結果解析

!前回議事概要案 "平成１４年度報告書案
#１５年度事業計画案
!影響評価の試行 "今後の検討課題の整理

#報告書作成

★AIS は、航行安全の向

係国間で議論が沸騰している。経済性と安全性の

上やテロ対策に有効とさ

はざまで、一体どのようなことになるのだろうか。

れ、一定の船舶への搭載

関心をもって見守っていきたい。

が義務づけられた。しかし、ユーザーの中には、

★いずれにしても近年の海難は、海洋環境に深刻

導入に当たっての問題点を指摘しているむきもあ

な影響を及ぼすことが多く、海難防止と汚染対策

る。今後、これらの指摘に耳を傾け、どのように

は喫緊のテーマだ。当協会に課せられた任務が一

解決していくかが、AIS 有効利用のカギとなる。

層重くなっていることを痛感する。

導入が決まった以上、早期に問題点を克服し、す

★表紙Ⅳのように、海の情報提供ボランティア
「海

べての海上交通関係者にとって歓迎される航行シ

守」が２月末に発足。海に関わる人々、海を愛す

ステムとして有効利用されるよう関係者の努力に

る人々に呼びかけたい、
「安全できれいな海を守る

期待したい。

ために、海守ボランティアに参加して下さい」と。

★昨秋以来、内外の海域において大型船舶の海難

（村上）

が目立つ。日本近海では、日立港での北朝鮮籍貨
物船の座礁、伊豆大島でのバハマ籍自動車運搬船
の座礁が記憶に新しい。また、大西洋海域では、
スペイン沖でのバハマ籍大型タンカーの沈没、ド
ーバー海峡でのノルウエー籍自動車専用船の横転
と相次ぐ。
★特に、スペイン沖でのバハマ籍タンカー「プレ
ステージ」による大量の重油流出が大きな波紋を
巻き起こしている。この事故がきっかけとなって、
便宜置籍船の排除、ダブルハル化の繰り上げ実施、
シングルハル船の入港禁止、PSC の強化等々、関
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０
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特徴
アンテナ・トランスポンダを一体化※
することで装備性を向上させ、
トータルコストの視点から経済性を追及。

当社ARPAレーダとガードゾーン設定を
共通化することで衝突回避予測が飛躍的に向上。
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