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1 はじめに

北海道では毎年小型漁船の転覆事件が起きている.平

成 19年には漁船第十一徳恵丸転覆事件が起きており,事

件原因はすけとうだら刺網漁の揚網作業中,多量の魚がか

かり失われてしまった復原力に対する配慮が不十分だっ

たためである.また,平成 20年には,漁船第二十八北成丸

転覆事件 [2]が起きており,事件原因は,ほたて貝けた網

漁の操業中,予定以上の漁獲があった際に積載が中止さ

れなかったためである.このように,日本では積載物の重

量が増え,復原力が低下することによる海難事件が起き

ており,国土交通省海難審判所ホームページにて記録が

ある.

本研究の目的は小型漁船の転覆事件を未然に防ぐこと

である.そのために,船舶横揺れ計測,復原力算出のため

にセンサー,小型 PCを用いることで,船員に対して復原

力の低下を知らせるようなシステム開発を行う. 本稿で

は研究のために必要となる計測機器の選定,実験によっ

て船舶から計測することができたデータの結果と今後の

計画について示す.

2 既存研究

船舶における復原力の研究は多く行われている.例え

ば,コンテナ船を対象にしたGoMの統計解析 [3],積載物

の搭載量の多い船舶を対象にした復原性の基準構築 [4],

船舶破傷時に復原力を保つための研究 [5]が挙げられる.

研究には積載量の多いフェリーやコンテナ船を対象とし

たものが多い.

本研究は小型漁船を対象としている.また,発生した事

件の記録を見ると,船員の判断の遅れや,復原力が低下し

ていることに気がつかないことで発生した事件が多い.そ

のため,小型 PCとセンサーを用い簡易的に復原力を算

出,船員に対して復原力の低下を知らせるようなシステ

ム開発を目標とする.

3 実験

3.1 傾斜計を用いた横揺れ計測実験

3.1.1 実験内容

傾斜計を用いた実験の目的は計測機器からの横揺れ,GPS

データを小型 PC へ保存することである. また, 計測機

器からのデータが本研究に適しているのか確認を行う

ことである. 実験は 2014 年 7 月 24 日に函館市の五稜
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郭公園内で行った.野田貸ボート店でお借りした 3名乗

りの手漕ボートを用い実験を開始した.機器は横揺れ計

測のためHMR3000(Honeywell社製),計測した横揺れと

正確な時間の関連を確認するため,GPS 計測機 ND-100

GPS DONGLE(GlobalSat社製),計測データの保存先小

型 PCとしてOpenBlocks600D(Plat’Home社製)を用い

た.HMR3000 は PTNTHPR というヘッドの向き, ピッ

チ角,ロール角データを 1 秒間に 10 回計測を行い,ND-

100 GPS DONGLEは GPRMCという時刻,緯度経度,

方位,日付を表したデータを 1秒間に 1回計測し,Open-

Blocks600Dは HMR3000と ND-100 GPS DONGLEか

らのデータを 1つのテキストファイルに保存する設定に

した.Fig.1に計測機器の設置状況の画像を示す.実験は積

載物の重量を変化させるため乗船人数を変えて行った.1

回目は 3名乗りのボートに対して 2名乗船し適時意図的

に船を揺らし,50分程度かけて五稜郭の堀を反時計周り

に一周した.2 回目は 3 名乗船し 1 回目と同様に実験を

行った.

(a)船舶全体の

状態

(b)機器の設置

状態

(c)機器の設置状

態拡大

Fig. 1 計測機器 OpenBlocks600D,HMR3000,ND-100

GPS DONGLEの設置状態

3.1.2 傾斜計を用いた横揺れ計測実験結果

Fig.2 は ND-100 GPS DONGLE からの位置情報を

GoogleMap[6]を用いて示したものである.乗船人数 2名

のときの位置情報を赤線,乗船人数 3名のときの位置情

報を青線で示している.Fig.3 に乗船人数 2 名のときの

HMR3000からの横揺れデータを示す.Fig.4 に乗船人 2

名のときの横揺れデータに対してフーリエ変換を行った

結果を示す.1分間の横揺れ周期は約 30回程度で,フーリ

エ変換から横揺れの周期 0.568(Hz)と一致する.

Fig.5に乗船人数 3名のときの HMR3000からの横揺

れデータを示す.Fig.6に乗船人 3名のときの横揺れデー

タに対してフーリエ変換を行った結果を示す.1分間の横

揺れ周期は約 25回程度で,フーリエ変換から横揺れの周

期 0.495(Hz)と一致する.
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Fig. 2 ND-100 GPS DONGLEからの位置情報 (五稜郭)

Fig. 3 乗船人数 2名のときの横揺れデータ (五稜郭)

Fig. 4 乗船人数 2名のときのフーリエ変換結果 (五稜郭)

Fig. 5 乗船人数 3名のときの横揺れデータ (五稜郭)

Fig. 6 乗船人数 3名のときのフーリエ変換結果 (五稜郭)
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3.2 サテライトコンパスを用いた計測実験

3.2.1 実験内容

実験の目的はサテライトコンパスを用いた横揺れデー

タの計測である.実験は 2014年 8月 13日に大沼公園で

行った.大沼合同遊船でお借りした 3名乗りの手漕ボート

を用い実験を開始した.機器はVectorSensor(csi wireless

社製)を用い,GPRMC,PAST,HPRのデータ計測を行っ

た.GPRMCは時刻,緯度経度,方位,日付を表し 1秒間に

1回,PAST,HPRはヘッドの向き,ピッチ角,ロール角を

表し 1秒間に 10回計測を行う設定である.VectorSensor

のアンテナ部分はボート進行方向に対して垂直に設置を

行った.Fig.7に計測機器の設置について示す.実験は積載

物の重量を変化させるため乗船人数を変えて行った.1回

目は 3名乗りのボートに対して 1名乗船し適時意図的に

ボートを横に揺らし,50分程度大沼公園内を移動した.2回

目は 3名乗船し 1回目と同様に実験を行った.また,今回

の実験から重さと横揺れの関係を確認するため乗船した

人の重量計測を行った.重量は 1回目,1名で乗船したとき

は 91.9kg,2回目,3名で乗船したときは 208.4kgであった.

(a)船舶全体の

状態

(b)VectorSensor

設置状態

(c)アンテナ部分

設置状態

Fig. 7 計測機器 VectorSensorの設置状態

3.2.2 サテライトコンパスを用いた計測実験結果

Fig.8はVectorSensorからの位置情報をGoogleMap[6]

を用いて示したものである.乗船人数 1名のときの位置情

報を赤線,乗船人数 3名のときの位置情報を青線で示して

いる.Fig.9に乗船人数 1名のときのVectorSensorからの

横揺れデータを示す.Fig10に乗船人数 1名のときの横揺

れデータに対してフーリエ変換を行った結果を示す.1分

間に横揺れは約 35回程度で,フーリエ変換から横揺れの

周期として一致する箇所は見つけることができなかった.

Fig.11に乗船人数 3名のときの VectorSensorからの

横揺れデータを示す.Fig.12 に乗船人数 3 名のときの横

揺れデータに対してフーリエ変換を行った結果を示す.1

分間に横揺れ周期は約 40回程度で,フーリエ変換から横

揺れの周期として一致する箇所は見つけることができな

かった.

サテライトコンパスを用いた実験では乗船人数の変化

による振幅の差をあまり確認できず,フーリエ変換の結

果からも 1分間の周期と一致する箇所を見つけることが

できなかった.

Fig. 8 VectorSensorからの位置情報 (大沼公園)

Fig. 9 乗船人数 1名のときの横揺れデータ (大沼公園)

Fig. 10 乗船人数 1名のときのフーリエ変換結果 (大沼

公園)
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Fig. 11 乗船人数 3名のときの横揺れデータ (大沼公園)

Fig. 12 乗船人数 3名のときのフーリエ変換結果 (大沼

公園)

4 おわりに

本稿では計測機器として傾斜計HMR3000.サテライト

コンパスVectorSensorを用いた船舶の横揺れ実験につい

て述べた.実験の結果,傾斜計を用いた実験では積載物が

重くなることにより,船舶の横揺れ周期が長くなってい

ることが確認できた.しかし,サテライトコンパスを用い

た実験では積載物が重くなることにより,船舶の横揺れ

周期が長くなっていることが確認できなかった.

今後の予定として計測する横揺れデータから,横揺の

周期算出,リアルタイムな復原力算出のプログラムを作

成予定である.また,作成したシステムを用いて実際の漁

船で実験を行う.傾斜計は利点としてGPSデータを利用

せず横揺れの計測ができ,重量変化による振幅の違いを

確認できた.欠点として時刻との関連を確認することが

できない.サテライトコンパスは利点としてGPSを利用

し横揺れを計測するため時刻との関連を確認することが

できるが,欠点としてGPSを捕捉できる外に設置しなけ

ればならない.そのため,8月 28日に鹿部町で両方の計測

機器を用いた実験を行った.実験の結果から,本研究に適

した機器の選定を行う予定である.
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