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1 はじめに

近年，クルーズ客船による旅行が注目を集めており，

函館湾でも 2014年にのべ 38隻のクルーズ客船の入港が

予定されている．また，これまで函館湾に入港したこと

がない規模である 10万総トン以上の超大型クルーズ客

船「ダイヤモンド・プリンセス」も入港する予定であり，

9月 1日時点で 5回函館湾に入港している．函館湾には

10万総トン以上の船舶が入港したことがないため，この

ような巨大船舶が函館湾内の海上交通に与える影響は明

らかになっていない．

海上交通を把握するためには，船舶の位置情報を取得

することが必要不可欠である．近年の情報通信技術の発

展，また AIS(Automatic Identification System)の普及

によって海上を航行する船舶の位置情報を取得するため

の環境が整いつつある．AISとは，VHF帯の電波を用

いて近隣船舶間で位置情報を送受信するための装置であ

る．日本では，国際航海に従事する 300総トン以上の船

舶，国際航海に従事しない 500総トン以上の船舶，国際

航海に従事するすべての旅客船にAISの搭載が義務化さ

れている．一方，これらの条件に該当しない漁船，プレ

ジャーボートなどの小型船舶についてはAISの搭載義務

がない．日本国内には AIS搭載義務のある船舶が 2,000

隻程度であるのに対して，AIS搭載義務のない漁船やプ

レジャーボートなどは 50万隻以上存在する．函館湾にお

いても，位置情報取得可能な船舶は旅客フェリーや貨物

船，タンカーなど一部の大型船舶に限定され，漁船，遊

漁船やヨットなどのプレジャーボートの位置情報は取得

できていないのが現状である．

本研究では，函館湾内の海上交通の把握や安全航行支

援を実現することを目的とする．本稿では，この目的を

達成するために必要となる位置情報取得・重畳表示シス

テムの開発について述べる．このシステムでは，複数の

装置を用いて船舶の大小を問わず函館湾内を航行するす

べての船舶の位置情報を取得することを目指す．

2 関連研究

これまでに船舶位置情報を取得する取り組みは数多く

行われている．まず，AISを利用した代表的な取り組み

として Marine Traffic[1]が挙げられる．Marine Traffic

では，全世界のAIS搭載船舶の位置情報をリアルタイム

に取得し，Webページ上で公開している．アンテナを高

∗　 taka【at】fun.ac.jp
†　北海道函館市亀田中野町 116-2 公立はこだて未来大学システム

情報科学部情報アーキテクチャ学科

い場所に設置すれば，AISは 100km以上の範囲の船舶

位置情報を取得することが可能である．AISを利用した

場合，船名や船種などの詳細な情報を取得することがで

きる．また，VHF帯通信のため電波の回折によって島

影などに隠れた船舶の位置情報を取得することができる．

一方,前述の通り小型船舶については AISの搭載が義務

化されておらず，AIS自体も数十万円程度と比較的高価

であることから小型船舶への AIS の普及が進んでいな

い．その上，AIS情報は周囲の船舶が確認することがで

きるため，位置情報の秘匿性を確保できないことが漁船

にとって大きな問題である．

携帯電話を利用する方法として，著者らが開発したユ

ビキタスナビが挙げられる．これは，船舶の位置情報を

携帯電話回線で送信するための装置であり，沿岸から約

50kmの範囲で船舶の位置情報を取得することが可能で

ある．これまで，我々は持続的な水産業を支援するため

や，ふくそう海域での安全航行支援を目的として，ユビ

キタスナビを利用して漁船などの小型漁船の位置情報の

取得している [2, 3]．ユビキタスナビは携帯電話回線を用

いるため，AISとは異なり位置情報の秘匿性を確保する

ことが可能である．そのため，位置情報の秘匿性が重要

となる漁船と相性の良い装置である．しかし，この装置

はあらかじめ船舶に搭載しなければならず，場合によっ

ては配線工事などが必要となることから多数の船舶に搭

載することは難しい．また，携帯電話回線を用いるため

に毎月通信料が発生する．

船舶用レーダーを陸上に設置して小型船舶の位置情報

を取得する試みにも取り組んでいる [4]．船舶用レーダー

では，最大 72マイル (約 130km)の範囲の情報を取得す

ることが可能である．船舶用レーダーを用いた場合，船

舶では追加の装置が必要とならないのが大きな利点であ

る．また，船舶の大小を問わず位置情報を取得すること

が可能である．一方，船舶用レーダーは SHF帯 (3GHz

∼ 30GHz) の周波数を用いるため電波の直進性が高く，

島影などに隠れた船舶の位置情報が取得できないといっ

た問題点がある．

各方法の特徴を整理した表を Table 1に示す．本研究

では AIS，ユビキタスナビ，船舶用レーダーの複数の機

器を用いて，函館湾内を航行する船舶の位置情報の取得

を行う．各機器のメリットを生かして，函館湾内すべて

の船舶の位置情報取得を目指している．
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Table 1 各方式の特徴
AIS 携帯電話 (ユビキタスナビ） 船舶用レーダー

対象とする船舶 大型船舶 漁船 小型船舶

周波数帯 VHF帯 UHF帯 SHF帯

データ取得範囲 約 100km 程度 沿岸から約 50 km 約 130 km

島影などに隠れた船舶の位置情報取得 可能 可能 不可能

周辺船舶への位置情報の漏洩 あり なし なし

船舶への装置の搭載 必要 必要 不要

ランニングコスト (通信費)の有無 なし あり なし

Fig. 1 システム概要図

Fig. 2 AIS受信用アンテナ Fig. 3 船舶用レーダーアンテナ

3 システム構成

Fig. 1に本研究で構築するシステムの構成を示す．本

研究の目的を達成するためには，函館を航行する船舶の

位置情報を取得する必要がある．そこで，我々はAISの

情報を傍受するための受信局を函館市国際水産・海洋総

合研究センター (以下「研究センター」という)に設置し

た．設置したAIS受信用アンテナを Fig. 2に示す．AIS

が送信するデータはAIVDMセンテンスであり，これは

6ビットASCIIコードでエンコードされている．この方

式は，生データのビット列を 6ビットのブロックに分け，

各ブロックに対してASCIIコードに対応する文字を割り

当てる方式である．受信した AISデータをデコードし，
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Fig. 4 函館湾内の物標の位置情報

Fig. 5 AISによる船舶位置情報

船舶の固有識別番号 (MMSI)，船舶の位置情報，速度，進

路，時刻，船名の情報をデータベースに保存する．

小型船舶はAISを搭載していない場合が多いため，AIS

のみで湾内の船舶位置情報を取得することは困難である．

そこで，AIS搭載船舶以外の船舶の位置情報を取得するた

めに船舶用レーダーとユビキタスナビを用いる．船舶用

レーダーは函館湾内を一望できる研究センター屋上に設

置した．設置した船舶用レーダーのアンテナを Fig. 3に

示す．今回用いた船舶用レーダーは光電製作所製MDC-

2910であり，このレーダーは同時に最大 60隻の船舶を

自動捕捉することが可能である．また，捕捉した船舶の

位置情報をRATTMセンテンスで出力することが可能で

あり，RATTMセンテンスには捕捉した船舶の ID，レー

ダーから見た船舶の距離および方位，船舶の速度と進路

などが含まれる．RATTMセンテンスに含まれる距離と

方位，レーダー設置場所の緯度経度からレーダーで捕捉

した船舶の緯度経度を算出し，速度，進路，時刻の情報

と合わせてデータベースに保存する．ユビキタスナビに

ついては，函館湾内を定期的に航行する観光遊覧船「ブ

ルームーン」への搭載を予定している．ユビキタスナビ

は船内に搭載されているGPSと接続し，GPSが出力す

る GPRMCセンテンスを 10秒間隔で取得し，1分毎に

まとめて電子メールで送信する．AIS，船舶用レーダーの

Fig. 6 船舶用レーダーによる船舶位置情報

Fig. 7 物標位置および船舶位置情報の重畳表示

場合と同様に，メールに記載された船舶位置情報をデー

タベースに保存する．現時点では，函館湾内においてユ

ビキタスナビを用いた船舶位置情報の取得は実現してい

ないが，既に他の海域でユビキタスナビを用いた位置情

報取得を実現していることから，函館湾内においても問

題なく位置情報が取得できるものと考えられる．

データベースに保存した情報から，AISとレーダーによ

る船舶位置情報を含んだテキストファイルを定期的に作

成する．iPad用アプリケーション「marine PLOTTER」

などでテキストファイルを読み込むことによって，リア

ルタイムに函館湾内の船舶位置情報を閲覧することが可

能となる．テキストファイル作成の際に共通のフォーマッ

トに変換することで，異なるソースで得た位置情報を同

時に閲覧することが可能となる．

また，船舶の位置情報とは別に，灯台や防波堤などの

航行に必要となる物標位置の表示も実現する．物標は通

常動かないため，あらかじめ電子海図から取得した座標

をテキストファイルに保存し，船舶位置情報との重畳表

示を実現する．今回，物標として灯台と防波堤の位置情

報を取得した．また，大型船舶が航行する航路の位置情

報についても取得した．
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4 位置情報取得結果

Fig. 4に函館湾内の物標の位置情報を示す．赤色と緑

色の×印は灯台，黒色の実線が防波堤，桃色の実線が航
路を表している．また，Fig. 5にAISによって取得した

船舶位置情報，Fig. 6に船舶用レーダーによって取得し

た船舶位置情報を示す．これらの図では，丸印が最新の

船舶位置情報，実線が直近 10分間の航跡を表している．

Fig. 7に物標位置情報および船舶位置情報を重畳表示さ

せた結果を示す．Fig. 7では，黄色で塗りつぶされてい

る丸印が AIS，灰色で塗りつぶされている丸印が船舶用

レーダーによる位置情報を示している．

Fig. 6より，船舶用レーダーで捕捉した情報には陸上

の構造物などを捕捉した結果も含まれていることがわか

る．また，一部船舶については航跡が陸上を横切るなど，

不自然な航跡となっていることがわかる．これは，電波

の反射を計測して物体までの距離を計測するレーダーの

特性上，船舶に限らず物体を捕捉する場合があることや，

捕捉した物体が一時的に捕捉不可能な状態となってしま

うことなどが原因であると考えられる．

Fig. 7より，AIS搭載船舶でかつ船舶用レーダーで捕

捉した船舶は，灰色と黄色の円が一部重なっていること

がわかる．二つの円が完全に重ならないのは，船舶用レー

ダーは 1秒単位で捕捉した船舶の位置情報を出力するの

に対して，AISのデータ送信周期は速度などに依存する

という違いがあることが原因である．また，船舶用レー

ダーではレーダー設置場所を基準として船舶の位置情報

を相対的に取得するのに対して，AISはGPSによる位置

情報を送信するという違いがあることも原因である．ま

た，一般的にGPSの精度は 10m程度，レーダーの誤差

は，今回のレーダーの設定では最大 30m程度である．

Fig. 8に, 2014年 9月 1日のデータを用いて船舶入

出港数を導出した結果を示す．Fig. 8では，AISと船舶

用レーダーで取得した位置情報を基に 1時間単位で船舶

の入出港数を求めている．Fig. 8より，船舶用レーダー

によって導出した入出港数は，AISによって導出した入

出港数に比べて多くなることがわかる．これは，AIS搭

載船舶も船舶用レーダーによって捕捉できるためである．

また，Fig. 8よりAISを搭載していない船舶の往来が多

いことも読み取れ，海上交通を把握する上でAISを搭載

していない小型船舶の位置情報を取得することが重要で

あるといえる．

5 まとめ

本稿では，函館湾内の海上交通の把握や安全航行支援

を実現することを目的として，AIS，ユビキタスナビ，船

舶用レーダーにより船舶位置情報を取得し，重畳表示さ

せるためのシステムを構築した．船舶位置情報はリアル

タイムにデータベースに蓄積するため，船舶入出港数な

どの統計的な情報の提供や，船舶の入出港をリアルタイ

Fig. 8 船舶入出港数

ムに把握することが可能となり，湾内の海上交通の把握

や安全航行支援に役立つことが期待される．

現時点では，函館湾内でユビキタスナビを用いた位置

情報の取得には至っていない．そのため，2014年 9月中

に観光遊覧船「ブルームーン」にユビキタスナビを搭載

し，携帯電話回線経由による船舶位置情報の取得を実現

する．また，船舶用レーダーで取得した位置情報には船

舶以外の位置情報も含まれていることから，陸上の構造

物などの位置情報を除去し，海上の船舶の位置情報のみ

を提供するようにシステムを改良する予定である．
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