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1. はじめに	
 
	
  日本で発生する船舶事故のうち、約 7 割
が漁船、プレジャーボートといった小型船
舶による事故である。H26 年度を例に見ると
プレジャーボートが 932 隻で 43%、漁船が
596 隻で 28%、遊漁船が 71 隻で 3%だった。
また、船舶事故に伴う死者、行方不明者の
数においても、過去 5 年間の人数の割合は
漁船が 61%、プレジャーボートが 27%で小型
船舶は約 9 割占めており、小型船舶事故の
高い割合は問題となっており、解決の為に
様々な取り組みがされている。例えば、沿
岸域情報提供システム(MICS)のスマートフ
ォンサイトで、海の安全に関する情報を配
信している。また、小型船舶操縦者に対し
て、試験や講習を通して遵守事項の再確認
を行っている。しかし、平成 20 年度から依
然として小型船舶の事故は高い割合を占め
ており、更なる努力が必要である。	
 
	
  現在、大型船舶では事故対策として AIS
を搭載することが義務化されている。AIS の
搭載を義務化したことによって、大型船舶
での事故は義務化前の約半分まで減ってい
る。この AIS を利用することで小型船舶で
も事故を減らせるはずである。しかし、小
型船舶に AIS は未だ普及していない。理由
としては、導入にコストがかかる、申請が
必要などの問題があり、導入をためらう場
合が多い。	
 
	
  そこで我々は普段大半の方が持っている
スマートフォンを利用して、小型船舶に対
して AIS と同等以上の機能を持つシステム
『SmartAIS』を開発している。このシステ
ムでは AIS を利用して大型船との距離を測
定し、衝突の危険性を計算、画面上には
MICS からの情報を表示しユーザに海上情報
を伝える。	
 
	
  本論文では本システムで、AIS や MICS の	
 

	
 

図 1	
 SmartAIS システム概要図	
 
	
 
情報を利用する際に発見した問題点などを
考察する。	
 
2. 現在運用中のサービス	
 
2.1. AIS	
 
	
  AIS は、船舶の識別符号、種類、位置、
針路、速力、航行状態及びその他の安全に
関する情報を自動的に VHF 帯電波で送受信
し、船舶局相互間及び船舶局と陸上局の航
行援助施設等との間で情報の交換を行うシ
ステムのことを指す。この情報を互いに利
用することで事故を未然に防いでいる。
AIS を搭載しなければならない対象は、国
際航海に従事する 300 総トン以上の船、旅
客船、そして、内航船 500 総トン以上とな
っており、事故が多い小型船舶に対しては
何の搭載義務もない。	
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図 2	
 AIS 概念図	
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2.2. MICS	
 
	
  海上保安庁では、プレジャーボート、漁
船などの船舶運航者や磯釣り、マリンスポ
ーツなどのマリンレジャー愛好者の方々な
どに対して、「海の安全に関する情報」を
リアルタイムに提供する「沿岸域情報提供
シ ス テ ム 」 （ MICS ） を 全 国 の 海 上 保 安
（監）部等で運用している。スマートフォ
ン用サイトでは小型船舶を対象に、マップ
上に気象や危険海域情報を表示し注意を促
している。MICS で取得できる情報は主に、
気象現況、各種気象警報、海上安全情報で
ある。	
 
3. AIS の問題点	
 
3.1. 静的情報	
 
	
  AIS では自船の情報を静的情報として登
録する。例えば船名、船舶の種類、全長、
全幅などの情報が静的情報に当たる。しか
し、実際に AIS を発信している船舶にはこ
れらの情報を登録せずに運行している場合
が多々見受けられる。弓削商船高等専門学
校を中心として、半径約 50km の船舶デー
タを約 2 ヶ月取得した所、3077 隻のうち約
12%にあたる 358 隻が静的情報を登録して
いなかった。	
 
3.2. 法的問題	
 
	
  現在国内で AIS の情報を利用し何らかの
サービスを提供する場合、電波法 59 条に
抵触する。そのため AIS を利用したシステ
ム・サービスを提供することは難しくなっ
ている。	
 
	
  AIS 情報は船舶同士で送受信する情報で
あり,それらを第三者利用することは電波
法 59 条に抵触すると言われている.そのた
め本システムも例外なく規制対象である.	
 
3.3. 位置情報の詐欺	
 
	
  AIS の情報は VHF 波によって各船から発
信されている。しかし、電波にのせる情報
は暗号化が成されておらず電波局さえ設置
すれば、AIS と全く同じ形式の電波を発信
することができる。そのため悪意ある第三
者が、存在しない船舶を偽装することも可
能である。	
 
4. MICS の問題点	
 
	
  MICS で公開されている気象現況には、風
速、風向、気圧、波高といった情報がある。
しかしこれらの情報は閲覧のみで、システ
ムによる二次利用を想定したものではない。
MICS 内でオープンデータ化されている情報
は、RSS による全国の緊急情報のみである。

さらに各観測地点によって、観測される気
象情報の種類が不統一である。気圧や波高
のデータが特定の観測点でしか公開されて
いない。	
 
5. 提案	
 
5.1. AIS に対しての提案	
 
	
  まず、AIS に対して静的情報の入力義務
を負わせなければならない。もし、AIS を
搭載するすべての船舶が静的情報を登録し
た場合、全長や全幅といった情報を積極的
に使用したシステムの構築も可能であると
考える。	
 
	
  新規サービス参入のために電波法 59 条
を改め、ある一定の基準を満たす業者は利
用して良い、など門戸を開くべきである。	
 
5.2. MICS に対しての提案	
 
	
  前述のとおり MICS には有用な情報が多
いが利用が想定されていない。まず、各管
区、観測地点のデータ・フォーマットを統
一し、風向や風速などの情報をオープンデ
ータにすることによって、より多くの人に
閲覧してもらうことで、気象情報をより正
確に把握することができ、事故を未然に防
ぐことができるだろう。	
 
6. おわりに	
 
	
  スマートフォンを用いた小型船舶用航行
支援システムの開発により AIS.MICS などの
既存サービスの活用と問題について考察を
行った。データの整備によりシステムの普
及を進めていきたい。	
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