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AIS ネットワーク構築のための小型受信機の開発と性能評価
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1 はじめに
船舶事故は毎年減少傾向にあるが、毎年 2,000
件以上発生しており、その 7 割以上が小型船舶
によるものである[1]。
船舶事故を防止するために国際航路の船舶お
よび国内航路の 500 総トン以上の船舶には自動
船舶識別装置（AIS: Automatic Identification
System）の搭載が義務づけられている。AIS とは
船舶の識別符号、種類、位置、針路、速力、航
行状態などの情報を VHF 帯の電波で送受信し、
船舶及び陸上局と情報交換を行うシステムであ
る。しかし、設備投資が負担である、申請が必
要であるなどの理由から小型船舶には搭載が進
んでいない。
我々は 2015 年から小型船舶の航行を支援する
システム（以下、SmartAIS）の開発を行ってい
る[2]。図 1 にシステムの構成図を示す。小型船舶
の位置情報をスマートフォンの GPS 情報を用い
て収集している。また、大型船舶の位置情報は
本校の屋上に設置している AIS 受信機からデー
タを収集している。
しかし、本校屋上に設置している AIS 受信機
だけでは、半径約 60km 範囲内の大型船舶の位置
情報の把握が限界である。

そのため、本システムと連携できる大型船舶の
位置情報を収集する仕組みを整備する必要があ
る。船舶の位置情報の利用状況を図 2 に示す。
本システムを全国的に運用するためには、さら
に広範囲の AIS 情報を収集する仕組みが必要で
ある。
そこで、本研究では、システムと連携が可能
な小型で安価な AIS 受信機の作製を行い、性能
を評価するための実験を行なった。受信範囲や
耐久性などの実用性について考察を行う。
2 実用性評価のための実験
2.1 受信機の作成
RaspberryPi3ModuleB+とチューナ、アンテナを
用いて、小型受信機を作成した。チューナは温
度補償型水晶発信器（以下、TCXO）搭載の

図 2.SmartAIS 動作画面
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表 1.実験結果
アンテナ
最大受信距離
AIS アンテナ
約 58km（図 3）
小型アンテナ 約 17km（図 4）
AIS アンテナ
受信不可
小型アンテナ
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岸部であることが必要であることが考えられる。
また、小型受信機で受信した AIS の情報は受信
機と同じ筐体に収めたポケット Wi-Fi によるキ
ャリア通信を利用しているため、電源やキャリ
ア通信が使える地域であること[4]、関係各所との
交渉・許可が条件となる。これらの条件を満た
す全国の展望台や灯台などに設置していくこと
を検討している。
3.2 データ収集・管理
今回、受信実験を行なった際、TCXO 搭載ドン
グルと AIS アンテナの組み合わせで AIS のメッ
セージは 1 秒間に約 6 件取得された。今後、シ
ステムを全国運用するために、小型受信機を全
国に複数台設置した場合、取り扱う情報量が膨
大なものになることが考えられる。また、デー
タの重複やサーバの負荷、リアルタイムに位置
情報を提供する手段を検証していく必要がある。
重複したデータに対する処理やサーバの負荷の
分散、リアルタイムに船舶の位置情報を提供す
るネットワークを作成し、全国の情報共有を行
う仕組みを作成する必要がある。また、既存の
スマートフォンを用いた小型船舶航行支援シス
テムとの連携を行うために、位置情報を共有す
る仕組みも必要である。受信機に問題が発生し
た場合にサーバ側から障害を検知する機能や、
位置情報を共有する際に、プライバシー情報に
配慮するような仕組みを構築する必要がある。

図 3.実験結果(2017/12/17 15:33-43)
(TCXO 搭載ドングルと小型アンテナ)

図 4.実験結果(2017/12/17 15:33-43)
(TCXO 搭載ドングルと AIS アンテナ)
TV28Tv2DVB-T（以下、ドングル） [3] 、TCXO 非搭
載のドングルを用いた。アンテナは TCXO 非搭載
のドングル付属の約 15cm の小型ポールアンテナ
（以下、小型アンテナ）と、140cm の AIS 用 VHF
アンテナ（以下、AIS アンテナ）を使用した。こ
れらの組み合わせを変更し、受信範囲を調べた。
2.2 受信範囲
弓削島周辺の標高約 20m の高台、及び標高約
20m の本校の屋上で受信実験を行なった。ドング
ルとアンテナの組み合わせを表 1、2017/12/17
15:33〜43 の実験結果を図 3、図 4 に示す。TCXO
搭載のドングルと AIS アンテナの組み合わせで
現在のシステムで利用している AIS 受信機と同
程度の結果が得られた。
3 今後の課題
3.1 設置地域
今回の実験結果より、西側よりも東側の AIS
情報が多く取得できたことが分かる。西側の AIS
情報は山に遮られて受信できなかったことが考
えられるため、設置場所には見晴らしが良い沿

4 おわりに
スマートフォンを用いた小型船舶航行支援シ
ステムと連携の可能な小型 AIS 受信機の作成を
行なった。今後、海上保安庁や各自治体との連
携を取りながら広範囲に対応していきたい。
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