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１ 調査研究の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 事業の目的 
海上安全の分野における国際的な動向を調査･研究し、もって官民一体となった我が国

対応のあり方の検討に資する事を目的とする。 

 

２ 方策 
（１）IMO 各委員会における審議結果の報告と対処方針の検討 

（２）海事の国際的動向に関する調査の実施 

（３）調査結果の発表 

 

３ 事業の年間実施結果 
  平成 22 年 

5 月 7 日  〈第一回委員会〉 

・平成 22 年度委員会実施計画（案）の承認 

・平成 22 年度調査テーマ（案）の承認 

・第 14 回無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR14）結果報告 

・第 87 回海上安全委員会（MSC87）対処方針（案）の検討 

5 月 10 日～21 日 第 87 回海上安全委員会（MSC87） 

6 月 23 日～25 日 上海における船舶動静把握システムに関する調査 

7 月 16 日  〈第二回委員会〉 

・第 87 回海上安全委員会（MSC87）結果報告 

・第 56 回航行安全小委員会（NAV56）対処方針（案）の検討 

7 月 26 日～30 日 第 56 回航行安全小委員会（NAV56） 

11 月 10 日  〈第三回委員会〉 

・第 56 回航行安全小委員会（NAV56）結果報告 

・第 88 回海上安全委員会（MSC88）対処方針（案）の検討 

・ロンドン事務所（研究室）からの報告 

  11 月 24 日～12 月 3 日 第 88 回海上安全委員会（MSC88） 

  

平成 23 年 

1 月 23 日～28 日 海賊問題に関する調査 

2 月 28 日  〈第四回委員会〉 

・第 88 回海上安全小委員会（MSC88）結果報告 

・第 15 回無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR15）対処方針（案）

の検討 

・「SOLAS 非適用船舶に対する国内法による AIS 強制について」 

・「海賊事案の現状」 
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・平成 22 年度事業報告書（案）の承認 

    3 月 5 日～13 日 第 14 回無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR14） 

3 月 13 日～15 日 欧州における船舶動静把握システムに関する調査 
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第 14 回 無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR14）の審議概要 

 
１ 日程  

3 月 8 日（月）～12 日（金） 

 

２ 開催場所 

IMO 本部 

 

３ 日本側参加者： 11 名 

◎：本委員会所属者の出席者 ○：英国からの出席者 

総務省総合通信基盤局衛星移動通信課総務事務官 若松 喜己 

◎国土交通省海事局安全基準課主査 森  孝紘 

◎海上保安庁総務部情報通信課技術企画官        粟井 次雄 

◎海上保安庁総務部情報通信課専門官 古川 正樹 

◎海上保安庁警備救難部救難課国際救難係長 木村 嘉仁 

  (独)海上技術安全研究所運航・物流系主任研究員 丹羽 康之 

日本無線(株)海上機器事業部部長 古山 賢二 

(財)日本船舶技術研究協会主任研究員 平川 貴光 

○(社)日本船主協会欧州地区事務局駐在員 本澤 健司 

○(社)日本海難防止協会ロンドン事務所(研究室)長 若林 邦芳 

◎(社)日本海難防止協会企画国際部国際室長 古谷健太郎 

 

４ 議題 

（１）議題の採択 

（２）IMO の他の機関の決定 

（３）GMDSS 

（４）ITU 海上無線通信事項 

（５）衛星業務（Inmarsat 及び COSPAS-SARSAT） 

（６）捜索救助関連（1979SAR 会議・GMDSS 実施） 

（７）海上無線通信システム及び技術の開発 

（８）IAMSAR マニュアルの改正 

（９）海上輸送に係る航海・通信装置の更新に係る開発手段 

（10）海上で救助された人員の安全を保護する手段 

（11）旅客船から運航されるテンダーボートに適用される安全規定 

（12）e-Navigation の戦略実施計画の発展 

（13）406MHz 自動浮揚型 EPIRB の性能基準の見直し 
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（14）COMSAR15 の作業計画及び議題 

（15）2011 年議長及び副議長の選出 

（16）その他の議題 

（17）MSC への報告 

 

５ 審議内容 

 添付 1 および添付 2 のとおり。 
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問合せ先 

海事局安全基準課 主査 森 

代表 03-5353-8111（内線 43954) 

直通 03-5253-8636 

 

平成22年3月15日 

国土交通省海事局安全基準課 

 

 

IMO第14回無線通信及び捜索救助小委員会（COMSAR14）の審議結果について 

 

 

 

3月8日から12日まで、英国ロンドンのIMO本部において、第14回無線通信及び捜索

救助小委員会（COMSAR14）が開催されました。  

我が国からは国土交通省、総務省、海上保安庁、在英国日本大使館、（独）海上技

術安全研究所その他関係海事機関・団体からなる代表団が出席し、我が国意見の反映

に努めました。今次会合における審議結果の概要は以下のとおりです。  

  

 

１．GMDSSの見直しに向けての検討  

第 86回海上安全委員会（MSC86）において、約20年前の技術を前提に構築され、

未だ大きな見直しがなされていない GMDSSについて、システム全体の維持・向上

を目的とする見直しに向けての検討を行うことが承認され、今次会合より審議が開始

されました。  

今次会合では、米国等から提出された GMDSSの見直しの必要性を含め、効率的

 

概要  

GMDSSの見直しに向けて検討を開始。  

e-navigation戦略実施のため、情報通信システムのあり方について検討。次回引き続き検討

予定。  

自動浮揚型衛星EPIRBにAIS機能を導入する等の性能要件を検討。次回引き続き検討予定。

添付 1 
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に検討を実施するため、GMDSSを「機能要件」「規則」「技術の利用可能性」「設

備の性能」の４つの観点に分ける提案、国際移動通信衛星機構（IMSO）から提出さ

れた衛星通信の活用に関する提案等について審議を行いました。  

審議では、見直しに関する手法の細かい議論ではなく、データ収集を含む GMDSS

の現状分析、国際電気通信連合（ITU）等他の機関との調整が重要である等の意見が

述べられました。  

小委員会は、今次会合に提出された提案等を一つの文書に集約し、平成 22年 9月 14 

日から 16日に開催予定の第 6回 IMO/ITU共同専門家会合に同文書の検討を行うと共

に、各国等に次回会合への意見や提案の提出を要請しました。  

また次回会合において、コレスポンデンスグループを設立し、詳細について検討を

行う予定です。  

 

 

２．e-navigation戦略実施計画の策定  

平成 20年 11月に開催された MSC 85において、e-navigationの構築と実施のため

の戦略*と同戦略の実施計画が承認され、昨年の MSC 86において、航行安全小委員

会（NAV）が中心となり、本小委員会と、訓練当直基準小委員会（STW）とが連携

して同戦略の実施計画の開発作業を進めることとなりました。  

今次会合においては、昨年7月開催の NAV55で設置された e-navigationコレスポ

ンデンスグループの進捗報告を基に、「システム・アーキテクチャー（データのやり

とりの方法、設備機器、環境等、情報通信に係るすべての要素を含めたインフラ）」、

「初期ギャップ分析（ユーザーニーズと現状設備機器の能力に生じる差を小さくする

ための方法の分析）」及び「費用便益及びリスク解析」について審議を行いました。  

「システム・アーキテクチャー」については、コレスポンデンスグループにおいて

提案された既存の全世界無線航法システム（WWRNS：World-Wide Radio 

Navigation System）を e-navigationシステムの通信の中心部分として認識する考え

が適切であることに合意しました。また、実際の機器、ソフトウェア開発の選定に関

するクライテリアを検討し、現状の機器、将来考えられる機器のリストの更新を行い

ました。  

ギャップ解析、費用便益及びリスク分析については、コレスポンデンスグループが

提案した総合安全評価（FSA：Formal Safety Assessment）の方法論で行うことに合

意しました。  

今次会合の審議結果を基にコレスポンデンスグループで更なる検討を行い、本年7

月に開催予定の NAV56において、引き続き検討される予定です。  
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* e-navigation戦略：2006年5月に開催された MSC 81において、英国、我が国を含

む７カ国の共同提案により審議開始が合意されたもので、 新の電子技術の活用と既

存の設備等との統合による総合的な航海支援システムの構築を目的とする構想です。 

 

 

３．自動浮揚型衛星EPIRBの性能要件の見直し  

MSC86において、米国が自動浮揚型衛星非常用位置指示無線装置（EPIRB）の性能

要件として、現在定められている航空機から浮揚位置を探知するための機能である

121.5MHzのホーミング機能の代替として、EPIRB離脱時のGPS情報を自動的に他船

等に送信する（AIS）機能を許容するよう提案し、MSCは本小委員会において検討す

ることを承認しました。  

今次会合においては、EPIRBの性能要件（総会決議A.810 (19)）の見直しについて、

上記ホーミング機能に関する米国及び豪州からの提案を基に審議を行いました。  

自動浮揚型衛星 EPIRBのホーミング機能について、我が国は、AIS機能の有効性を

認識するものの、現時点では捜索救助を行う航空機などにAIS信号を受信する体制が整

備されていないことを踏まえ、EPIRBの性能要件に121.5MHzホーミング機能を残す

べきと主張しました。  

また多くの国や関係機関等は、AIS機能は121.5MHzの代替としてではなく、追加の

オプションとされるべきとの意見を述べましたが、結論には至らず、小委員会は更な

る審議を行うため、各国等に次回会合への意見や提案の提出を要請しました。  
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第 14 回無線通信及び捜索救助小委員会(COMSAR14)審議結果（案） 
 

海上保安庁警備救難課 
 
1. 主な議題 

(1) 捜索救難関連 
(2) LRIT 関連 
(3) 旅客船から運行するテンダーボートに適用される安全規定関連 

 
2. 審議結果 

(1) 捜索救難関連 
ア IAMSAR マニュアルの改正 

 平成 21 年 9 月英国開催の ICAO/IMO JWG 検討の修正案の承認 
イ 海上で救助された人の安全確保について 

SOLAS 条約Ⅴ章 33 規則及び SAR 条約第 3 章の規定について、締約

国政府という表現をより詳細に記載したものにする改正案を提案するイ

タリア及びスペインからの共同文章等について審議を行った。 
各国からは両条約改正に関し、否定的な意見が表明された。 
事務局長は、本件は COMSAR とは別の枠組みで検討を行うことを提

案し、小委員会は合意。 
イタリアは、本件は地域の問題ではなく、全世界の問題であることを

強調しつつ、SOLAS 条約の改正提案を取り下げると表明。 
  

(2) LRIT 関連 
米国は、次期 COMSAR15 に向け、LRIT の救難分野での活用に関し、関係

国が意見、経験及びベストプラクティスを提出することを提案。小委員会は同

提案を合意。 
 

(3) 旅客船から運行するテンダーボートに適用される安全規定関連 
米国は、テンダーボートに適用される安全規定に関する以下の項目について、

小委員会の見解を取りまとめるよう要請。 
(a)如何なる時も本船の船橋、ボートデッキ、他船、陸上と効果的に通信

できる能力を有すること 
(b)406MHzEPIRB を搭載すること。 
(c)AIS 搭載の利点 
(d)通信設備の適切な運用に必要な訓練 

    WG 審議の結果、米国提案のうち、(a)と(d)については合意する一方、大半の

国は、各国が個別に規制する選択肢を有することに留意するものの、(b)と(c)に
ついては支持しなかった。 

    小委員会は、WG の見解を支持し、設計設備小委員会へ伝達することを承認。 

 

添付 2 
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第 87 回 海上安全委員会（MSC87） 

 

１ 日程 

5 月 10 日（月）～5 月 21 日（金） 

 

２ 開催場所 

IMO 本部 

 

３ 日本側参加者： 27 名 

◎：本委員会所属者の出席者 ○：英国からの出席者 

◎ 国土交通省海事局安全基準課課長 久保田秀夫 

国土交通省海事局安全基準課専門官 井田 充彦 

国土交通省自動車交通局安全政策課事故防止対策推進官 大森 隆弘 

国土交通省港湾局総務課港湾保安管理官 笠原  薫 

◎ 海上保安庁総務部情報通信課技術企画官 粟井 次雄 

   東京海洋大学海洋工学部教授 竹本 孝弘 

◎(独)航海訓練所安全推進室室長 阪根 靖彦 

 (独)海上技術安全研究所国際連携センター センター長 吉田 公一 

 (独)海上技術安全研究所 構造系 

構造基準研究グループ グループ長 小川 剛孝 

    (独)海上技術安全研究所 上席研究員 太田  進 

(財)日本船舶技術研究協会((株)川崎造船技術本部 

基本設計部構造計画グループ参事課長) 孝岡 裕吉 

(財)日本船舶技術研究協会(三井造船(株) 

船舶・船艇事業本部基本設計部構造計画グループ長) 田中  茂 

    (財)日本船舶技術研究協会常務理事 田中 護史 

◎(財)日本船舶技術研究協会安全技術ユニット長 吉田 正則 

  (財)日本船舶技術研究協会主任研究員 清水 智司 

 (財)日本海事協会開発部主管 高尾 陽介 

 (財)日本海事協会開発部技師 手嶋  晃 

(財)運輸政策研究機構国際問題研究所長 鷲頭  誠 

(財)運輸政策研究機構国際問題研究所主任調査役 植村 忠之 

  (財)海事振興センター技術・研究部部長 吉本 誠義 

◎電気事業連合会 岡村  敏 

◎(社)日本船主協会海務部課長              山内 章裕 

(社)日本船主協会欧州地区事務局長           井上 幸一 
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○国際臨海開発研究センター欧州分室上席研究員 成川 和也 

○全日本海員組合 欧州事務所代表 渡辺 裕之 

○(社)日本海難防止協会ロンドン連絡事務(研究室)所長 若林 邦芳 

 (社)日本海難防止協会企画国際部国際室長 志水 知也 

 

４ 議題 

（1） 議題の採択 

（2） 他委員会の決定 

（3） 強制要件の改正の採択 

（4） 海上セキュリティの強化 

（5） 新造船のゴールベース・スタンダード（GBS） 

（6） LRIT 関連 

（7） 船舶設計・設備（DE52 の結果及び DE53 で生じた緊急事項） 

（8） 旗国実施（FSI17 の結果） 

（9） 航行安全（NAV55 の結果） 

（10） 危険物・固体貨物・コンテナ（DSC14 の結果） 

（11） 訓練及び当直（STW41 の結果） 

（12） 復原性、満載喫水船、漁船安全（SLF52 の結果） 

（13） ばら積み液体・ガス（BLG14 の結果） 

（14） 無線通信及び捜索救助（COMSAR14 で生じた緊急事項） 

（15） 防火（FP54 で生じた緊急事項） 

（16） 海上安全と保安における技術協力プログラム 

（17） 人的要因 

（18） フォーマル・セイフティ・アセスメント  

（19） 海賊及び船舶に対する武装強盗  

（20） 一般貨物船の安全 

（21） 条約の実施と関連事項 

（22） 他の機関との関係 

（23） 委員会のガイドラインの適用 

（24） 作業計画 

（25） その他の事項 

（26） MSC87 の報告の検討 

 

５ 審議内容 

 添付 1、2 及び 3 のとおり。 
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問い合わせ先  

【１．～４．関係】  海事局安全基準課 井田、中村 （03-5253-8111、内線 43-935） 

【５．関係】  海事局総務課国際企画調整室 石塚、高橋 （03-5253-8111、内線 45-611） 

【６．関係】 海上保安庁総務部情報通信課  粟井（03-3591-6361、内線 2901） 

 

平成 22 年 5 月 24 日 

 

IMO（国際海事機関）第８７回海上安全委員会の結果について 

 

概要 

ばら積み貨物船及び油タンカーに関する目標指向型構造基準（GBS）を義務化する SOLAS 条

約（1974 年の海上における人命の安全のための国際条約）改正が採択されるとともに、関連ガ

イドライン等が採択されました。 

5,000 トン以上の油タンカーの貨物油タンクについて防食塗装又は耐食鋼の使用を義務化する

SOLAS 条約改正が採択されました。 

IMO 加盟国監査の義務化について審議され、今後詳細な検討を行うこととなりました。 

 

5 月 12 日より 21 日までの間、英国の IMO 本部で第 87 回海上安全委員会（MSC 87）

が開催され、我が国から、国土交通省海事局、港湾局、海上保安庁、（独）海上技術安全研

究所、関係団体等の代表からなる代表団が参加しました。  

主要な審議結果は、以下のとおりです。  

 

 

１．SOLAS 条約改正等 

今次会合では、SOLAS 条約附属書（以下単に「附属書」といいます。）等の改正として

以下の改正等が採択されました。（GBS 関係は２．に、貨物油タンクの防食措置関係は３．

に記述します）  

 

（イ）附属書第Ⅱ-2 章の改正（発効予定日：2012 年 1 月 1 日） 

(ａ)携帯型酸素濃度計測装置の備付け  

発効日以降、現存船を含む全てのタンカーに対し、携帯型酸素濃度計測装置の備え

付けを義務化。  

添付 1 

11



 

 

(ｂ)タンカーの二重船殻部分、バラストタンク等への固定式ガス検知装置設置の義務化  

発効日以降建造の載荷重量 20,000 トン以上の油タンカーの二重船殻部分、バラスト

タンク及びボイドスペースについて、火災リスクの迅速な把握を可能とすべく、FSS

コードに基づく固定式炭化水素ガス検知装置の設置を義務化。 

 

（ロ）火災安全設備のための国際コード（FSS コード）の改正（発効予定日：2012 年 1 月

1 日） 

(ａ)改正規定の適用対象の明確化（第１章）  

FSS コードが改正された場合の改正基準の適用に関する一般的取り扱いとして、原

則として新船（改正の発効日以降建造の船舶）のみ適用する（現存船には適用しない）

ことを明確化。  

(ｂ)試料抽出式煙探知装置の基準の改正（第 10 章）  

発効日以降建造の船舶について、試料抽出式煙探知装置の性能のばらつきを改善す

るため、現行規定のあいまいな規定の明確化（試料抽出管の昀小寸法の明確化）及び

制御盤の試験要件等を追加。  

(ｃ)固定式炭化水素ガス検知装置の基準の新設（第 16 章） 

発効日以降建造の船舶について、火災リスクの迅速な把握を可能とすべく、ガス分

析装置の基準等固定式炭化水素ガス検知装置の技術基準を新たに規定。  

 

（ハ）LSA コードの改正（発効予定日：2012 年 1 月 1 日） 

(ａ)救命いかだの乗員の想定体重を 75kg から 82.5kg へ変更（第４章） 

救命いかだの大きさ等の判断に際し、近年の乗組員の体格を考慮し、想定体重を 75kg

から 82.5kg へと変更（強化）。（救命艇の想定体重は変更済み:2010 年 7 月 1 日発効）  

 

【参考】  

現存救命艇の離脱フックについて、LSA コードに適合していない場合に適用日以後昀

初の上架検査の時期までに交換することを義務付けることが検討されていますが、交換

の義務化に関する附属書第Ⅲ章の改正案及び LSA コード改正案は、現存救命艇の離脱フ

ックの評価に関するガイドライン案が昀終化されていないことから、今次会合において

の採択は見送られました。  

本年 10 月 20 日から 22 日にかけて、現存救命艇の離脱フックの評価に関するガイドラ

イン案を検討するため中間会合を開催することが合意されました。中間会合の審議を経

て、本年 11 月に開催予定の MSC88 において、交換の義務化に関する附属書第Ⅲ章の改

正案、LSA コード改正案及び現存救命艇の離脱フックの評価に関するガイドライン案が

審議される予定です。  

（ニ）国際海上危険物規程（IMDG コード）の改正（発効予定日：2012 年 1 月 1 日） 
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(ａ)危険物輸送に関する国連勧告への対応  

少量危険物の場合の表示の変更及び新規危険物の追加等、危険物輸送に関する国連

勧告（第 16 訂版）の内容が取り入れられ、発効日以降、船舶により自動車、内燃機関

及び電気自動車並びにニッケル水素電池を輸送する場合はこれらを危険物として取り

扱うこととし、その輸送基準を規定。なお、当該改正について、2011 年 1 月 1 日以降

先取りして実施することを要請。 

 

（ホ）その他 

(ａ)附属書第Ⅱ-1 章第 41.6 規則（出口表示補助照明設備）に関する規定の適用日の確認  

2006 年の MSC82 において採択された附属書第Ⅱ-1 章第 41.6 規則は 2010 年 7 月 1

日に発効予定であるが、今次会合において、当該規定を 2009 年 1 月 1 日以降建造の旅

客船に遡及適用するべきか否かについて問題提起があり、審議の結果、当該規定を 2010

年 7 月 1 日以降建造の旅客船に適用することを確認。 

 

 

２．目標指向型構造基準（GBS） 

ばら積み貨物船及び油タンカーの新造船に係る GBS については、前回の MSC86 におい

て、ゴール（目標）等を定めた附属書改正案(Tier I)及び機能要件等を定めた決議案(Tier II)、

船級協会及び国の規則が Tier I 及び Tier II を満たしているか否かを検証するための手続き

を定めた検証ガイドライン案（Tier III）が承認されたところです。  

今次会合においては、我が国から、国の規則を IMO が検証することとなっている現行の

附属書改正案、決議案及び検証ガイドライン案について、国の規則の検証については IMO

監査の発展の中で検討するべきであり、GBS の検証対象から国の規則を外すべき旨の提案

をしましたが、審議の結果、船級協会及び国の規則の双方を検証対象とすることとなりま

した。  

今次会合において採択又は承認された関連文書は以下のとおりです。  

 

・GBS の強制化に関する附属書第Ⅱ-1 章の改正 

・機能要件等を定めた目標指向型構造基準  

・GBS 適合性の検証に関するガイドライン  

・シップ・コンストラクション・ファイル 1（SCF）に含まれるべき情報に関するガイドラ

イン  

 

なお、附属書第Ⅱ-1 章の改正は、2012 年 1 月 1 日に発効予定ですが、2016 年 7 月 1 日

以降契約される長さ 150ｍ以上のばら積み貨物船及び油タンカーから GBS が義務化されま

す。  
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３．原油タンカーの貨物油タンクに関する防食措置 

1990 年代後半から相次いで発生した老朽原油タンカーによる大規模油流出事故を契機に、

IMO で 2006 年以降原油タンカーへ防食措置義務化を検討しています。 

今年 2 月の第 53 回設計・設備小委員会(DE53)にて塗装性能基準および耐食鋼を含む代替

手法性能基準が昀終化されたのを踏まえ、今次会合においてこれら性能基準を含む SOLAS

附属書第Ⅱ-1 章の改正案が審議されました。  

わが国は当初より、日本が先駆けて開発した耐食鋼を防食措置として認めるよう IMO に

て主張してきましたが、結果としてわが国の主張が全面的に取り入れられた形で採択され

ました。  

採択された SOLAS 附属書第Ⅱ-1 章の概要は以下の通りです。  

 

適用日：2013 年 1 月 1 日以降に建造契約される船舶  

2013 年 7 月 1 日以降に建造される船舶（建造契約がない場合）  

2016 年 1 月 1 日以降に引き渡される船舶  

適用船：5,000 載貨重量トン(DWT)以上の原油タンカー（原油を運ぶプロダクトキャリア

も含む）  

概要：原油タンカーのすべての貨物油タンクに、塗装性能基準を満足する塗装、若しく

は代替手法性能基準を満足する代替手法（耐食鋼含む）の使用を義務付け 

また、今次会合においては、防食塗装の方法及び塗料の性能試験基準等を規定

した基準及び耐食鋼の性能試験基準等を規定した基準を採択しました。  

 
1 GBS 適合性の検証、船舶のメンテナンス等に資するための、図面等の書類 

 

 

４．フォーマル・セイフティ・アセスメント 

フォーマル・セーフティー・アセスメント（FSA）とは、安全性向上又は環境負荷低減

のための規則の導入について、規則導入に伴う費用を考慮した上でその効果を評価する規

則作成支援のための評価ツールです。IMO では、2002 年に FSA の実施に関するガイドラ

インを承認し、規則の導入にあたり FSA を活用しています。  

今次会合では、各国等が行い IMO に提出した様々な FSA 結果を審査する専門家グルー

プ（EG）が設置され、この EG 議長を（独）海上技術安全研究所 吉田公一 国際連携セン

ター長が務めました。EG では、欧州プロジェクト SAFEDOR により実施されたクルーズ

客船、Ro-Ro 客船、LNG 運搬船、コンテナ船及びオープントップコンテナ船による危険物

貨物運搬に関する FSA に関する審査を行いました。また、EG では、これまで FSA 結果を
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審査してきて得られた経験及び知見に基づき、FSA の実施に関するガイドラインを改善の

ため改正する必要性を認識しました。  

審議の結果、ガイドラインの見直しのため、コレスポンデンス・グループ（会合と会合

の間に e-mail を活用して審議を行う検討グループ）を設置し、ガイドラインの改正案の検

討を行うこととなりました。なお、コレスポンデンス・グループのコーディネータも吉田

公一氏が務めることとなりました。  

 

 

５.IMO 加盟国監査の義務化 

昨年 6 月の第 102 回理事会（C102）において、加盟国監査スキームについて、2014 年

までの 5 年間のタイムスケジュールにより必要な各条約の改正を行い、加盟国監査スキー

ムを義務化するという作業工程が承認され、昨年 11 月の第 26 回総会（A26）において総

会決議（A.1018(26)）として採択されました。 

今 次会合での審議の結果、本年 7 月開催予定の FSI18（第 18 回旗国小委員会）におい

て加盟国監査スキームの義務化に関する詳細検討を行い、MSC88 において FSI の結果に基

づき審議することとなりました。  

 

 

６.LRIT（長距離船舶識別追跡システム） 

LRIT は、SOLAS 条約により 2008 年 12 月 31 日から船舶への設備の搭載及び情報の送

信が義務づけられているところです。  

今次会合の審議の結果、LRIT の参加船舶は総トン数で 90％を超えていますが、データ

センター未設置の国もいまだ数多くあり、またデータセンターが受信したLRIT情報の10％

程度しか国際的に交換されていないことから、システム導入の更なる促進を求めるととも

に、各国に情報の積極的な活用を要請することに合意しました。  

現在米国が暫定提供している LRIT の国際データ交換システム（IDE）について、2011

年中にこれを EU に移管し、EMSA（欧州海上安全庁）が設置運用を行うことに合意し、

また EU が遅くとも 2013 年まで IDE 提供を各国に対し無償とする提案に合意しました。  

LRIT をソマリア沖のアデン湾及びインド洋における海賊対策に活用するため、IMO 事

務局内に情報提供施設を設置し、各国がこの施設を通じて自国船舶の LRIT 情報を海賊対処

部隊に提供できる仕組を構築することに合意しました。  

 

 

以上 
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MSC87 における LRIT 関連議題の概要 
 

平成 22 年 6 月 28 日 

海 上 保 安 庁 

 

１．LRIT 導入の現状 

データセンターの設置  61 箇所（100 カ国弱、試験中を含む） 

SOLAS 締約政府 159 の内、14 カ国がいまだ DC 設置のための形式要件（IMO への通知

等）を満たしておらず、50 余の国は DC 設置に必要な手続きになんら着手せず。MSC では

関係国に更なる導入促進を要請、ただし、LRIT 対応船舶は総トン数で 9 割を超え、LRIT

導入は条約実施から多大な遅れがあったが、実施自体の危惧状況は脱し、今後の活用推進

を積極議論する段階。 

 

２．暫定 IDE（国際データ交換）システムの恒久化 

現在米国が暫定提供している IDE について、EU が EMSA（欧州海上安全庁）によって

2011 年以降 IDE を米国から恒久的に引き継ぐ提案を承認。IDE の経費について、EU は少

なくとも 2011－2013 年の 3 年間、IMO や利用国等に負担を求めない旨を表明。 

   

３．PSC 

LRIT は技術事項や制度体系が複雑で各国実施状況の把握も難しく、PSC における誤解や

混乱が見受けられるため、船上装置の試験と運用に関する PSC 監督官向けのガイドライン

作成の検討を行い、FSI 小委員会に LRIT のための PSC ガイドライン作成を（要否も含め

て）検討するよう求めることに同意。 

 

４．DDP 情報について 

英国とアルゼンチンがフォークランド諸島の領海線について言及し、互いの主張を報告

書に記載。（ギリシャ・トルコ以外の国が DDP の設定を政治的に問題視した初めての例） 

 

５．LRIT の海賊対策利用 

ソマリア沖・アデン湾での海賊対策に LRIT を活用するため、IMO 内に海賊対策用に機

能を限定した仮想データセンターを設置し、軍事機関に LRIT 情報を提供するというスキー

ムに合意。 

これは SOLAS 条約が想定している LRIT の利用形態ではないため、仮想施設は「データ

センター」ではなく「データ配信設備」と称することとし、条約の枠組み外のものと位置

づけ。 

 

添付 2 
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６．LRIT の活用推進 

LRIT システムは各国間のデータ交換（売買）によって財政的に成り立つことを前提とし

ているが、現在 LRIT 情報は蓄積された旗国データの 10％程度しか交換されておらず、そ

のほとんどは米国とカナダの購入によるものである。こうした状況について、自国船舶が

PSC で不利益を被らないことを目的に DC を設置し、データの購入には積極的でない国（お

付き合い）が大半であるとの現状も認識。 

委員会は各国に対し、国内での LRIT 情報活用を推進するとともに、DC 間の契約締結を

促進し、また入港国及び沿岸国権限の試用等によって LRIT の有効性を確認するなど、情報

の取得を積極的に推進することを求めることとしたが、バハマはこれらの活用推進策を実

施した結果に基づき、LRIT を今後も継続的に見直していくことが必要として中国等がこれ

を支持し、チリ、インド等は、LRIT は利益を追求すべきものではなく、データの流通を促

進するため、価格はできる限り低価格とし、更に価格に上限を設けるべきと発言した。委

員会はこれらをノートし、LRIT の財政面からの継続性を今後の検討課題とすることとした。 
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IMO－MSC87 会合における海賊等に関する議論の状況 
 

日本海難防止協会 

企 画 国 際 部 

 

 

【主要な議題】 

○海賊及び武装強盗の捜査に関するガイダンス 

 海賊事案が発生した際の、事後の事件捜査を実施するために必要となる証拠保全などに

関し、船主・船長及び乗組員に対するガイダンスの進展について 

○海賊被害にあった船員に対するケアに関するガイダンス 

 海賊による襲撃で負傷した船員や、身代金目的の人質となった船員、さらにその家族の

精神的なケアを含めたガイダンスの検討について 

○BMP（ベスト･マネジメント･プラクティス）の実効性確保 

 BMP の実効性確保のための方策及び、今後のガイダンス交付方法の検討について 

 

 

【その他の議題】 

○2009 年の海賊統計概要説明 

○ReCAAP のこれまでの活動に関する報告 

○各国の海賊問題に対する取り組みの報告 

 

 

【プレゼンテーション】 

○米国大統領令 13536 号（ソマリアの混乱に関与している特定の人物に対する資産提供の

差し止め）について 

添付 3 
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第 56 回 航行安全小委員会（NAV56）の審議概要 

 
１ 日程  

7 月 26 日（月）～ 30 日（金） 

 

２ 開催場所 

IMO 本部 

 

３ 日本側参加者： 12 名 

◎：本委員会所属者の出席者 ○：英国からの出席者 

◎国土交通省海事局安全基準課専門官 井田 充彦 

海上保安庁安全システム開発室 

主任安全システム開発技術官 野口 英毅 

    運輸安全委員会船舶事故調査官 濱田 真人 

国立大学法人東京海洋大学 理事 今津 隼馬 

(独)海上技術安全研究所運航・物流系主任研究員 丹羽 康之 

(財)日本船舶技術研究協会 主任研究員 清水 智司 

(財)日本船舶技術研究協会 井下  聡 

(財)日本海事協会材料艤装部主管 今村  剛 

(財)日本水路協会審議役 金澤 輝雄 

○(社)日本船主協会欧州地区事務局駐在員 本澤 健司 

○(社)日本海難防止協会 ロンドン連絡事務(研究室)所長 若林 邦芳 

◎(社)日本海難防止協会 企画国際部 国際室長 志水 知也 

 

４ 議題 

（1） 議題の採択 

（2） 他の IMO 委員会等の決定 

（3） 船舶の航路、報告と関連事項（WG 1） 

（4） EEZ 内の人工島、設置物、構造物周辺 500ｍ以上のセーフティーゾーンに対する要

件の検討ガイドライン（WG 1） 

（5） VDR 及び S-VDR の性能基準の見直し（WG 2） 

（6） 船上の航海・通信機器のアップデートするための手段の策定（WG 2） 

（7） 無線通信 ITU-R Study Group 関連を含む ITU 関連事項（WG 2） 

（8） e-ナビゲーション戦略の実施計画の策定（WG 3） 

（9） 旅客船の安全センターのレイアウトと人間工学的デザインのためのガイドライン 

（10） SOLASⅤ章 22 規則の曖昧な表現の見直し 
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（11） 航路標識 AIS の新シンボル 

（12） 全世界無線航行システムの改正 

（13） 安全な配乗の決定のための強制要件を含む安全な配乗に関する原則の見直し（DG） 

（14） 1966 年 LL 条約及び 1988 年 LL 議定書の季節帯域の改正 

（15） 海難分析 

（16） IACS 統一解釈についての考察 

（17） 作業計画及び NAV 57 の議題 

（18） 2011 年議長及び副議長の選出 

（19） その他 

※議題 9、13、14、15、16 は各国からの提案文書なし 

 

５ 審議内容 

 添付 1、2 及び 3 のとおり。 
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問合せ先  

海事局安全基準課 井田、森  

代表 03-5353-8111（内線 43-935)  

直通 03-5253-8636 

 

平成22年8月2日 

国土交通省海事局安全基準課 

 

ＩＭＯ第56回航行安全小委員会（NAV56）の審議結果について 

 

概要 

シンガポール海峡の分離通航方式（TSS）を夜間横切る船舶の灯火に関する勧告案に合意 

航海船橋の視界確保のためSOLAS条約改正案を作成（継続審議）  

将来のe-Navigationの実現に向けたユーザーニーズの特定を最終化  

航海機器のユーザビリティ評価ガイドラインの作成（日本提案）に合意  

航海データ記録装置（VDR）の性能基準の見直し案を作成（継続審議）  

 

７月26日から30日まで、英国ロンドンのIMO本部において、第56回航行安全小委員

会（NAV56）が開催されました。  

我が国からは在英日本国大使館、国土交通省、海上保安庁、運輸安全委員会、（独）海

上技術安全研究所、（財）日本船舶技術研究協会等の代表からなる代表団が参加しました。

今次会合における審議結果の概要は以下のとおりです。  

 

 

１．シンガポール海峡における船舶の灯火 

インドネシア、マレーシア、シンガポールから、マラッカ・シンガポール海峡の分離

通航方式（TSS）の航法に関し、シンガポール海峡において TSSを横切る船舶に対し新

たに灯火（緑色全周灯縦３連）の表示を義務付ける共同提案が今次会合に出されました。  

添付 1 
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審議では、輻輳するシンガポール海峡の TSS内で、航路を横切る船舶が夜間特別な灯火

を表示することは、航路を航行している船舶にとって当該船舶を容易に識別することがで

きるとして評価する一方、当該灯火の表示はシンガポール海峡内の TSSといった地域的な

義務化ではなく、海上における衝突の予防のための国際規則（COLREG）に基づくTSSを

横切る船舶に対する一般的な義務付けとすべきといった慎重な意見がありました。 

 

審議の結果、当該灯火の表示を、COLREGの改正が行われるまでの暫定的な勧告事項

（Interim recommendatory measure）として、夜間シンガポール海峡の TSSを横切る船舶

にその実施を勧告（注）することにつき、海上安全委員会（MSC）の承認を求めるととも

に、COLREGの締約国に対し、規則６の改正手続きに基づき TSSを夜間横切る船舶が掲げる

べき灯火に関する同規則改正に係る提案を要請することとしました。  

（注）夜間シンガポール海峡の TSSを横切る船舶であって、  

①300GT以上の船舶  

② 50m以上の船舶  

③ 押船又は引船の場合は、合わせて 300GT以上又は 50m以上の船舶 を対

象として、以下の場合にあっては、緑色全周灯縦３連を掲げるよう勧告。  

(a) 港又は錨地から TSSの西（東）航路又は警戒水域を横切り、東（西）航路に合流す

る場合  

(b) TSSの西（東）航路又は警戒水域を航行中の船舶で港又は錨地に向かうため航路を横

切る場合  

 

 

２．航海船橋の視界確保 

船橋視界に係る SOLAS条約第Ⅴ章第 22規則について、その表現の曖昧さが、規則の

意図の理解及び統一的な適用の妨げとなっており、コンテナ貨物等による船橋視界が確保

されていないケースがあるとして、NAV54より、当該規則の見直しの審議が行われてきま

した。  

今次会合では、ノルウェー、韓国、デンマーク及びマーシャル諸島の提案文書に基づき

審議を行い、以下の修正を含む改正案をとりまとめました。ただし、再度曖昧な表現が生

じぬよう、十分な精査を行うため、今次会合での最終化は見送り、次回会合に向けてコレ

スポンデンス・グループ（CG：会合と会合の間にe-mail を活用して審議を行う検討グル

ープ）を設置し、以下の規則改正案（新造船を対象）の詳細について更に検討することと

なりました。  

(1) 船橋要件  

①船橋前面窓の下端高さ（第 22.1.9.7規則、改正） 現行「できるだけ低く」→改正案「1.0m
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以下。ただし、実施困難かつ非合理な場合は、1.2m以下とすることができる。」  

②船橋前面窓の上端高さ（第 22.1.9.8規則、改正） 現行「荒れた海象で眼高 1.8mの視

点で水平線が見えること」→改正案「窓上端高さ 2.0m以上。ただし、実施困難かつ非

合理な場合は、1.8m以上とすることができる。」  

③船橋前面窓の幅（第 22.1.9.2規則、新規） 「1.2m以上」  

④明瞭な視野確保のための措置（第 22.1.9.4規則、新規） 「225度の水平視野の範囲の

窓に、ワイピング、洗浄等のための手段を設けること。」 

⑤操舵を指揮する場所（第 22.1.9.10規則、新規）  

「第 19.2.5.4規則で要求される指示器類の表示を読み取ることができる場所」と定義

し、各要件の視点位置として適用。  

 

(2) 貨物搭載時の船橋視界確保の証明（第 22.5規則、新規）  

現存船を含む全ての船舶（船長 55ｍ以上）であって、コンテナ等の貨物により視界が制

限される可能性のある船舶は、出港前に貨物の積み付け状態により視界が制限されないこ

とを証明できなければならない。  

 

 

３．e-navigation戦略実施計画の策定  

第 85回海上安全委員会（MSC85）において、「e-navigationの構築と実施のための戦略」

及び「e-navigation戦略の実施プロセスに関するフレームワーク」を承認しました。MSC86

において、e-navigationの実施のため、航行安全小委員会（NAV）、無線通信・捜索救助

小委員会（COMSAR）、訓練当直基準小委員会（STW）及び国際航路標識協会（IALA）、

国際水路機関（IHO）など関係機関などが協調し、「ユーザーニーズ」、「基本構成（ア

ーキテクチャ）」、「現状との差異（ギャップ）分析」及び「リスク分析及び費用便益分

析」のステップで e-Navigation戦略実施計画を 2012年を目標期限として審議を進めるこ

とを合意しています。我が国では、e-Navigation戦略の策定時から、（財）日本船舶技術研

究協会を中心に IMOでの本議題の検討に対応するための調査研究を実施しています。 

今次会合においては、昨年の NAV55で設置された CGでの検討結果報告を基に、「ユ

ーザーニーズ」、「アーキテクチャ」、「ギャップ分析」及び「リスク分析及び費用便益

分析」について審議を行いました。我が国は、船舶間通信がユーザーニーズとして必要性

が高く、将来の検討項目に含まれるべきことを指摘しました。今次会合では、我が国指摘

を反映させた形でユーザーニーズを最終化しました。また、「アーキテクチャ」以降につ

いては、次回会合（NAV57）に向け CGを設置し、引き続き検討を行うことに合意しまし

た。  
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更に、我が国から、航海支援機器のユーザビリティ（使い勝手）の向上を目的として、

IMOにおいて航海支援機器のユーザビリティ評価ガイドラインを作成すべきことを提案し

たところ、多くの国から支持を得ました。  

 

 

４．航海データ記録装置（VDR）に関する性能基準の改正  

VDRの深海からの回収の困難性や技術の進展等を背景に、VDRの性能基準の見直しが前回

会合より検討が開始されました。前回会合では、VDRの性能基準を最新の技術水準に合わせ

る必要があること（例えば、記録すべき時間の延長等）、船舶自動識別装置（AIS）や電子

海図情報表示装置（ECDIS）等の新技術にも対応すべきこと、浮揚型保護カプセルの導入を

検討すべきこと等が提案されました。今次会合においては、浮揚型保護カプセルの代案と

して持出し型（Removable）保護カプセルが提案され、これらの費用対効果が主要な論点と

して審議されたほか、傾斜計を備え付けている場合にはそのデータを VDRに記録すべきこ

と、VDRからデータを取り出す際のインターフェースを統一すべきこと等について審議しま

した（改正性能基準は新造船を対象）。今次会合においては最終的な結論に至らず、次回

会合において引き続き検討される予定です。  
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NAV56 議題 11「航路標識 AIS のための新シンボルの開発」の審議概要について 

 

海上保安庁交通部整備課安全システム開発室 

 

１．経緯 

航路標識 AIS の新シンボルの開発は、2009 年（平成 21 年）、我が国が MSC86 で提案し

た結果、NAV56 から作業項目として議題化（終了予定 2013 年）されたものである。我が国

は、提案国として、NAV56 にシンボル案及び開発のための原則を記した文書（NAV56/11）を

提出した。これに対し、IHO、デンマークから仮想航路標識 AIS に関する IMO としてのポ

リシーの討議が必要とのコメントが提出された。  

 

２．審議概要 

審議に先立ち、NAV 議長から本議題についてコレスポンデンスグループを設置し対応した

い旨の申し入れがあり、我が国としても異存がないことを伝えた。その後、審議に入り、

我が国、 IHO、イギリス、デンマークが提出ペーパーの説明を行い、IALA が仮想航路標識

ワークショップの結果を報告した。その後、以下のような発言があった。 

○スウェーデン・バングラデシュ・バハマ・ブラジル・ギリシャ・マーシャル諸島・スペ

イン・Nautical Institute・クルーズ船協会：IHO に同意。シンボルの前に、仮想を含む航

路標識 AIS に関するポリシーについて、IMO で論議する必要がある。  

○シンガポール・韓国・中国：新シンボルの開発を行うべきである。 

これらの発言を受けて、議長が、IMO におけるポリシーの議論の必要性について同意する

が、新シンボルの開発も進めていかなければならないことから、併行して作業をすすめる

ため、新シンボル開発のコレスポンデンスグループの設置を提案した。この議長提案に対

し、以下のような発言があった。  

○ バハマ・南アフリカ・スウェーデン・ノルウェー：新シンボル開発の前にポリシーが必

要であり、作業範囲拡大等のために MSC に差し戻すべき。  

○バングラデシュ・アメリカ：作業を迅速に進めるために、コレスポンデンスグループを

設置して平行して行うべき。 

この結果、コレスポンデンスグループの設置は時期尚早であり、一度、 MSC に本議題を

差し戻すこととなった。 

 

３．今後の対応 

審議後、NAV 議長及び発言した各国代表と個別に接触し、次回 MSC に作業範囲の拡大提

添付 2 
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案を提出することについて、感触を確かめたところ、各国の了解を得ることができた。従

って、MSC88 に本議題の作業範囲拡大提案を提出し、航路標識 AIS に関するポリシーの開

発及び新シンボルの開発継続を行うこととした。 
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議題 3（船舶の航路、報告と関連事項）等の審議概要 

 
１．議題３ 船舶の航路、報告と関連事項 

 分離通行帯（TSS: Traffic Separation Scheme）の新設、変更、廃止及び新たな強制船位

通報制度の導入に関する議論。 

★ シンガポール海峡の TSS における、航路横切り船舶への灯火表示 

 趣旨： 夜間、シンガポール港への出入港のため、航路を横断する船舶の判別を容易

にし、海難発生のリスクを低減させる。 

 反論：① ローカルルール設定に対する懸念 

 ② 期待される効果の根拠が不十分（⇒WG では特段の指摘なし） 

  議論の推移 

 海上交通の安全に寄与するものであるとして、複数の代表団が支持を表明（タイ･

中国･韓国など）。一方で国際的に認められた TSS に独自のローカルルールを適用す

ることで、今後そのようなルールが乱立することに対する懸念を表明する代表団（オ

ランダ･ノルウェー･デンマークなど）もあり、議論は平行線。 

 オーストラリアはこの機会に COLREG の改正を行うことを提案し、米国やマーシ

ャル諸島がこれを支持するが、シンガポールやクック諸島は時間がかかりすぎること

を理由に速やかな実施を要望。 

 最終的に COLREG 改正を目指しつつ、シンガポール海峡については非強制の暫定

措置（Interim Recommended Measure）として導入することで合意し、MSC88 に

提案されることとなった。 

 

２．議題４ 洋上構造物等の周辺海域への進入禁止ゾーン設定 

 洋上構造物及び、これに係留されている浮体（係留中のタンカーなど）に船舶が衝突す

るリスクを軽減するため、これらの周辺に 500m を超える進入禁止ゾーンを設定する際の

ルール作りを目的とした提案。 

 既存の「ルーティングの一般規則（GPSR: General Provision of Ship Routeing）」の改

正のための SN サーキュラー発出か、新たなガイドラインを作成するかで議論が分かれるが、

最終的に現状では大掛かりな作業が必要な状況にないとして、SN サーキュラーによる対応

で合意された。 

 

３．議題 14 LL 条約に関する南部季節風帯の変更 

 南アフリカ周辺の南部季節風帯が、陸岸から約 35 マイルに設定されており、この幅の中

で多くのタンカーが航行するため海難発生のおそれがあり、また海難発生時には漏出した

油が沿岸部に漂着するおそれが高いため、距岸 50 マイルとする提案。概ね問題なく合意。 
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第 88 回 海上安全委員会（MSC88） 

 

１ 日程 

11 月 24 日（月）～12 月 3 日（金） 

 

２ 開催場所 

IMO 本部 

 

３ 日本側参加者： 23 名 

◎：本委員会所属者の出席者 ○：英国からの出席者 

◎ 国土交通省海事局安全基準課課長 久保田秀夫 

国土交通省港湾局総務課危機管理室専門官 市村 欣也 

◎ 海上保安庁総務部情報通信課技術企画官 粟井 次雄 

海上保安庁安全システム開発室 

主任安全システム開発技術官 野口 英毅 

   東京海洋大学海洋工学部教授 竹本 孝弘 

神戸大学大学院海事科学研究科 

国際海事研究センター客員教授 大前 正也 

◎(独)航海訓練所安全推進室室長 阪根 靖彦 

 (独)海上技術安全研究所国際連携センター長 吉田 公一 

(独)海上技術安全研究所上席研究員 太田  進 

◎(財)日本船舶技術研究協会安全技術ユニット長 吉田 正則 

  (財)日本船舶技術研究協会主任研究員 清水 智司 

 (財)日本海事協会材料艤装部主管 入沢 真生 

 (財)日本海事協会開発部技師 宮崎  誠 

(社)日本造船工業会(三菱重工株式会社 

船舶・海洋事業本部船舶技術部主席技師) 北村  欧 

(社) 日本造船工業会(川崎重工株式会社 

船舶カンパニー技術本部基本設計部構造計画課長) 孝岡 祐吉 

◎電気事業連合会 岡村  敏 

国際臨海開発研究センター欧州分室上席研究員 成川 和也 

○(社)日本船主協会欧州地区事務局長           井上 幸一 

○(社)日本船主協会欧州地区事務局駐在員         本澤 健司 

○全日本海員組合 欧州事務所代表 渡辺 裕之 

○(社)日本海難防止協会ロンドン連絡事務(研究室)所長 倉本  明 

○(社)日本海難防止協会ロンドン連絡事務(研究室)所長代理 古谷健太郎 
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 (社)日本海難防止協会企画国際部国際室長 志水 知也 

 

４ 議題 

（1） 議題の採択 

（2） 他委員会の決定（STCW 締約国会議を含む） 

（3） 義務的要件の改正の採択 

（4） 海上セキュリティの強化 

（5） 新造船のゴールベース・スタンダード（GBS） 

（6） LRIT 関連 

（7） 船舶設計・設備（DE53 の結果及び DE54 で生じた緊急事項） 

（8） 無線通信及び捜索救助（COMSAR14 の結果） 

（9） 防火（FP54 の結果） 

（10） 旗国実施（FSI18 の結果） 

（11） 航行安全（NAV56 の結果） 

（12） 危険物・固体貨物・コンテナ（DSC15 で生じた緊急事項） 

（13） 訓練及び当直（STCW 規則 I/7、8 関係） 

（14） 海上安全と保安における技術協力プログラム 

（15） 新規措置の実施のためのキャパシティ・ビルディング 

（16） 人的要因 

（17） フォーマル・セーフティ・アセスメント 

（18） 海賊及び船舶に対する武装強盗 

（19） 一般貨物船の安全 

（20） 条約の実施と関連事項 

（21） 他の機関との関係 

（22） 委員会のガイドラインの適用 

（23） 作業計画 

（24） 2011 年の議長及び副議長の選出 

（25） その他の事項 

 

５ 審議内容 

 添付 1、2 及び 3 のとおり。 

 

30



 

 

 

平成 22年 12月6日 

 

問い合わせ先 

国土交通省： 03-5253-8111 海事局安全基準課 井田、中村（内線43-953）  

海上保安庁： 03-3591-6361 交通部安全システム開発室 野口（7.6（6）関係）（内線6801）  

 

国際海事機関（ＩＭＯ）第 88回海上安全委員会の結果について 
 

概要 

水先人用移乗設備の要件改正、AISの年次試験の義務化等を採択。 

現存救命艇の離脱フックの評価及び交換に係る新規則等の採択を延期。 

防食塗装基準に関し、自動計測機器を用いた効率的な塩分濃度測定方法を承認。 

非常用消火ポンプの性能要件に係る新解釈を 2012年1月1日以降の新造船に適用。 

一般貨物船の安全向上のための FSAの検証を次回 MSC89で実施。 

我が国提案の航路標識 AISに係る基本方針策定を含む議題を新たに承認。 

 

11月24日から12月3日までの間、英国ロンドンにおいて 120の国及び地域、59の機関等

の参加のもと、国際海事機関（IMO）第 88回海上安全委員会（MSC88）が開催されまし

た。 

我が国からは、国土交通省海事局、港湾局、海上保安庁、在英国日本国大使館、（独）

海上技術安全研究所、（財）日本船舶技術研究協会等から構成される代表団が参加しまし

た。 

今次会合における主な審議内容・結果は以下のとおりです。 

  

1．1974年の海上人命安全条約（SOLAS条約）附属書等の改正案採択 

以下の改正案が採択されました。これらの改正は、2012年7月1日（（4）については 2012

年1月1日）に発効する予定です。 

 

（1）SOLAS条約附属書の改正 

①第II-1章（構造、復原性、機関及び電気）旅客船の船室に設置する出口表示の補助照明

に係る要件は2010年7月1日以降建造の船舶に適用することを明確化。（第41-6規則） 

添付 1 
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②第II-2章（防火）イ）第 II-2章の各規定に関し、建造日に応じた適用対象船舶を明確化。

（第1規則） 

ロ）新造船に対し、焼却炉を有する閉囲場所について、火災時の迅速な対応を可能と

すべく、固定式火災探知警報装置の設置を義務づけ。（第7規則） 

③第Ⅴ章（航行の安全） 

イ）承認された検査員又は施設による船舶自動識別装置（AIS）の年次試験の義務化（第 

18規則） 

ロ）水先人用昇降機の禁止等、水先人用移乗設備の要件改正（第23規則） 

④附属書付録（条約証書の様式）附属書第Ⅱ-1章、第Ⅱ-2章及び第Ⅲ章に基づく代替要件

を適用した場合にその旨を証書上明記するための証書様式の改正。 

 

（2）火災安全設備のための国際コード（FSSコード）の改正（第9章）他の火災安全シス

テムとの接続にかかる規定を新たに追加する等、固定式火災探知警報装置の技術基準の

改正。 

 

（3）火災試験方法の適用に関する国際コード（FTPコード）の全面見直し 

昀新の国際標準化機構（ISO）規格との調整、新技術に基づく防火システム等に対応し

た試験基準の整備等、現行のFTPコードを全面改正し、2010FTPコードとして採択。 

 

（4）1972年のコンテナの安全に関する国際条約（CSC条約）の附属書の改正 

コンテナの安全承認板の標示事項を変更、コンテナの型式承認時における新たな試験

方法を追加する等、海上輸送コンテナに係る技術基準の改正。 

 

 

2．救命艇の離脱フックの評価及び交換 

救命艇の予期せぬ落下による人身事故防止のため、救命艇の離脱のフックの要件を強化

するとともに、既に現存船に搭載されているものを再評価するための以下のSOLAS条約附

属書等改正案及びガイドライン案がそれぞれ採択及び承認のため審議されました。 

 

（1）救命艇離脱フックの技術基準に係る国際救命設備コード（LSAコード）の改正案及び

LSAコードの規定に適合しない現存救命艇の離脱フックの交換を義務付けるSOLAS条約

附属書第Ⅲ章の改正案（2009年のMSC86で承認されたもの） 

 

（2）現存船の離脱フックの評価方法に関するガイドライン案（本年10月の中間会合で合意

されたもの） 
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審議においては、今次会合での採択及び承認を支持する国及び救命設備製造業界と、検

討が不十分であるとの懸念を表明する国及び海運業界団体の意見が拮抗したため、採択及

び承認を次回会合に見送り、来年3月に開催予定の第55回船舶設計設備小委員会（DE55）

（3月21日～25日）において改めて検討することとなりました。また、同小委員会の直前に 

DE中間会合（3月16日～18日）を開催し、本件を集中的に検討することとなりました。 

なお、適用日に関しては、新規則への適合のために十分な準備期間を設けるべきとの我

が国の主張が受け入れられ、2014年7月1日とすることが合意されました。 

 

 

3．目標指向型新造船基準（GBS）に係る今後の検討 

船体構造に係る技術基準が各国や船級協会の規則に委ねられ、旗国によっては十分な船

体構造規則の検証が行われていない現状が深刻な油流失事故等の要因の背景となっている

と考えられる状況を鑑み、タンカー及びバルクキャリアの船体構造基準がSOLAS条約等に

定める目標、性能基準に適合することの検証を義務化する新たな新規則が前回採択されま

した。 

今次会合では、今後のIMOの規則の策定において、達成すべき安全レベルをリスクに基

づき定量的に設定する規則の策定方式（セーフティレベルアプローチ：SLA）を取り入れ

ていくことの検討を進めていくことが合意され、次回 MSC89で作業部会（WG）を設置し

て検討することが合意されました。 

 

 

4．バラストタンク及び油タンカーの貨物油タンクの防食塗装基準 

バラストタンク及び油タンカーの貨物油タンク等に関する防食塗装基準に関連し、これ

までは、塗装の下地処理で要求されている塩分濃度計測の手法は、ブレスルパッチ及び注

射器を用いた計測手法（ISO 8502-9）に限定されており、製造工程における非効率性が問

題となっていました。このため我が国から 2008年2月のDE51に自動塩分濃度計測機器を用

いた効率的な計測手法を認めることを提案し、検討が進められてきました。 

今次会合での審議の結果、2011年1月1日から、自動塩分濃度計測機器を用いた計測手法

（NACE SP0508-2010）を ISO8502-9の同等措置とすることが昀終的に合意されました。 

 

 

5．固定式非常用消火ポンプの揚程及び設置位置に関する統一解釈 

船舶に備え付ける非常用消火ポンプの吸込揚程等の性能要件は、 FSSコード第12章に定

められています。この要件は、船舶の就航中起こりうる全ての傾斜及び揺れを考慮して決

定されることとなっており、その解釈次第で求められるポンプの能力や船体設計に影響が
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出ることが問題となっていました。 

当該規定の適用に関し、本年4月に開催された第54回防火小委員会（FP54）において、

具体的な傾斜状態等を規定した統一解釈案が策定され、今次会合で承認のため審議されま

した。 

我が国は、当該統一解釈の適用に伴う船舶の設計変更に要する期間を考慮し、統一解釈

を 2012年1月1日以降の新造船から適用することを提案していたところ、我が国提案の通り

合意されました。 

 

 

6．船速距離計等の設置要件 

SOLAS条約附属書第V章（航行の安全）において、総トン数300トン以上の船舶は対水速

力及び対水距離を測定できる船速距離計等、総トン数50,000トン以上の船舶はこれに加え

て対地速力及び対地距離を測定できる船速距離計等の備え付けが義務付けられています。 

この規定の適用に関し、対水及び対地船速距離計を独立して設置する必要があるのか、

両方の性能を有する船速距離計の設置が許容されるかの解釈について審議されました。 

審議の結果、対水船速距離計及び対地船速距離計を独立して設置する必要があるとの解

釈が多数を占め、来年6月に開催予定の第57回航行安全小委員会（NAV57）において、所

要の性能基準の改正作業が行われることとなりました。 

 

 

7．総合的安全評価（フォーマル・セーフティ・アセスメント：FSA） 

FSAとは、新たな規則の導入に伴う費用対効果を定量的に評価することです。IMOでは、

2002年に FSAの実施に関するガイドライン（FSAガイドライン）を作成し、新規規則の導

入にあたりFSAを活用しています。 

一般貨物船の安全性向上策として、検査強化、ばら積み貨物及び重量貨物の積み付け方

法改善等を含む9つの新たな規制が費用対効果があるとする国際船級協会連合（IACS）が

行ったFSAの妥当性について、次回 MSC89の直前（ 5月9日及び10日）に専門家グループ

による会合を開催し、検証することが合意されました。 

さらに、現行のFSAガイドラインにはいくつか不明確な点があることから、MSC89で

WGを設置してFSAガイドラインの見直しを行うことが合意されました。 

 

8．新規作業計画関係小委員会の新規議題として、以下が承認されました。 

（1）引船、アンカーハンドリング船等の曳航作業時の復原性及び運航ガイダンスに係る

2008年の非損傷時復原性基準の改正（2012年よりSLF小委員会にて審議予定） 

（2）非常脱出用呼吸具の備え付け場所の明確化のためのSOLAS条約附属書第II-2章の改正

（2012年よりFP小委員会にて審議予定） 
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（3）船舶の傾斜計の性能基準の制定（2011年よ NAV小委員会にて審議予定） 

（4）車両区域等の通風要件に関する代替措置（環境自動調節装置）の導入のためのSOLAS

条約附属書第II-2章の改正（2012年よりFP小委員会にて審議予定） 

（5）船舶に使用するプラスチック製パイプに係る防火試験基準の策定（2012年よりFP小

委員会にて審議予定） 

（6）AISの使用に関する基本方針の策定（我が国と米国の共同提案）（2011年よりNAV小

委員会にて審議予定） 

（7）表面効果翼船（WIG）に関する暫定指針の見直し（ 2012年よりDE小委員会にて審議

予定） 

 

以上 
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 MSC88議題 23 「航路標識 AISのための新シンボルの開発作業の作業範囲拡

大提案」の審議概要について 
 

海上保安庁交通部整備課安全システム開発室  

 

 

1. 経緯 

航路標識 AISの新シンボルの開発は、2009年（平成21年）、我が国がMSC86で提案し

た結果、NAV56から作業項目として議題化（終了予定2013年）されたものである。2010

年（平成22年）7月のNAV56審議では、新シンボルの開発の前に航路標識AISに関するIMO

ポリシーの開発が先との結論が出たことから、本議題はMSC88に差し戻しとなった。これ

を受け、我が国は米国と共同で IMOポリシーの開発を含めるための作業範囲拡大提案を行

った 。 

 

2.審議概要 

審議では、我が国が提案理由を説明した後、関連で、ポリシーの審議に遠隔地の航路標

識AISの監視に衛星探知を利用することを含める、チリ提案文書についてチリが説明を行っ

た。その後の審議では、スペイン、中国、アルゼンチン、バハマ、ボリビア、ベルギー、

ブラジル、エクアドル、デンマーク、アメリカ、メキシコ、イタリア、フランス、オース

トラリア、南アフリカ、ノルウェー、フィリピン、韓国、スウェーデン、IHO及びIALAか

ら提案支持の発言があり、両提案は承認された。なお、チリの衛星探知に関して、中国及

びフランスは航路標識AISのみに限ることを発言した。  

 

3．今後の対応 

作業が開始されるNAV57にポリシーの内容、コレスポンデンスグループの設置に関する

提案を提出する予定である。 

 

以上 

 

添付 2 
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IMO-MSC88 会合における海賊等に関する議論の状況 
 

【主要な議題】 

1. カンパニーセキュリティーオフィサー（CSO）に関するガイダンス 

2. 海賊被害を受けた船員のケアに関するガイドライン 

3. 海賊対策のための ISPS コードの適用 

4. 英国海上貿易オペレーション（UKMTO）に対する船舶保安通報の是非 

 

【議論の状況】 

1. CSO に関するガイドライン 

コンタクトグループ第三作業部会（CGPCS-WG3）で検討された CSO の役割を定め

るガイダンスの説明。MSC 回章として発出（2010 年 12 月 9 日）。 

2. 船員のケア 

MSC87 で指摘を受けた心的外傷後ストレス障害（PTSD）への対応や、被害者の安

全確保のための訓練などを盛り込んだ修正案を提案。 

 今後 ILO とも合同で検討を行い、次回の MSC89 で 終版を提案の予定。 

3. ISPS コードの適用 

現状として、アデン湾を通航する船舶の 25％が、海賊対策のための提言を順守して

いないことから、提言の順守を ISPS の定める船舶保安計画に反映するよう、関連する

MSC 決議及び回章の修正を提案。 

 すでに別の方法で順守を行っている船舶に対し、混乱を招きかねないこと、また、

ISPSコードはテロ対策のためのものであり、海賊対策への適用に疑問を示す声があり、

合意に至らず。 

4. UKMTO への船舶保安通報 

BMP 第 3 版で、英国籍以外の船舶についても、ISPS コードで定められた船舶保安

通報（SSAS）を UKMTO に通報することを推奨しているが、以下の理由により不適

切であるとして、BMP からの削除が決定された 

   → UKMTO の業務量増加 

  BMP 対象海域（ソマリア周辺）以外も通報対象となってしまう 

  SSAS の通報先は旗国が決めるべきもの 

 

【その他の議題】 

○ 2011 年の世界海事の日のテーマとして、「海賊問題：調和のとれた対策」 

 2011 年 2 月 3 日、パン国連事務総長を招いて Launch Meeting 実施 

 

添付 3 
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３ 国際室調査事項 

 
 

① SOLAS 非適用船に対する国内法による AIS 強制について 

 

② 海賊事案の現状 



 

SOLAS 条約非適用船舶に対する AIS 強制化の傾向について  

 

日 本 海 難 防 止 協 会 

国 際 室 長  志 水 知 也 

 

はじめに  

 AIS は 1990 年代半ばに海上交通の安全のために提案されて以来、15 年以上が経

過した今日でも進化を続けている。元々のきっかけは船陸間の情報送受信にあった

ものが、船舶間における送受信を可能としたことによってその運用の幅は大きな広

がりを見せるとともに、対象も捜索救助用の航空機、航路上の仮想標識に拡大して

いる。またその目的も、当初は海上交通の安全確保のために生み出されたシステム

であったが、現在ではセキュリティも視野に入れた運用が行われており、近年では

衛星も利用した船舶動静把握にまで発展している。対象とされる船舶も当初は

SOLAS 条約に基づいて定められていたが、国内法により独自に適用船舶の拡大を

図る動きも多数みられる。  

 当協会ではこれまでにも個別の訪問調査によって、欧州などで独自立法により

AIS あるいはこれに類似したシステムの義務化の状況について調査を行ってきたが、

今後さらに増加していくことが予想されるこのような動きについて、追加・追跡調

査を実施するとともに、AIS 搭載義務の拡大によって懸念される、信号のオーバー

ロードの可能性についても検討を行うこととした。  
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図１ SOTDMA 方式と CSTDMA 方式の違い  

１ AIS 信号の輻輳  

①  SOTDMA 方式と CSTDMA 方式による送信スロット決定  

船舶や陸上局に搭載される AIS は、各局が情報を周囲に伝えるため一定の間

隔で信号を発信しているが、信号の伝搬に使用されるスロットは 1 分間当たり

4500 件（1 フレームあたり 2250 スロット×2 チャンネル）となっており、各

スロットが 1 件の信号伝搬に使用されるため、同一スロットで複数の信号が発

せられた場合には、正常な信号のやり取りは行なえない。SOLAS 条約で定めら

れている Class A AIS ではこのような信号重複による受信不良の発生を避ける

ため、情報送信の際に、次回使用するスロットの予約を行う SOTDMA 方式が

とられている。あらかじめ自局が次に使用するスロットの予約を行うことで、

他の AIS 局が同じスロットで信号発信を行うことを回避することが可能になっ

ている。  

これに対し、Class B AIS では SOTDMA 方式のほかに、より簡易な CSTDMA

方式が採用されているものもあり、これはスロット予約を行わず、信号の送信

を行うスロットで他局からの信号送信が行われていないことを確認したうえで

自局の発信を行うものである。具体的には Class B AIS 搭載船は信号の発信に

際し、発信時期の候補となるスロットを 10 か所選び、各スロットの開始時から

送信開始時までに一定の遅延時間を設け、この間に他局からの信号の発信の有

無を確認する。信号が発信されていなければ、そのまま送信を行うが、仮に他

局からの送信があった場合には、送信を控えて次の候補となるスロットで再度

送信を試みる。  

 

このため、予定していた第 1 候補から第 10 候補までのすべてのスロットで他
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局による予約が行われていた場合には、Class B からの発信はできないことと

なるが、過去に実施された調査の結果では、95％が第 3 候補、99％が第 5 候補

のスロットまでに発信に成功している。  

②  AIS 情報輻輳の現況  

SOTDMA 方式の信号と CSTDMA 方式の信号の発信時期が重複する場合には、

上述のとおり SOTDMA 方式の信号を受感した Class B AIS が発信を見送るた

め、両者による競合は発生しない。また、SOTDMA 方式間での重複もスロット

の予約により、例外的な状況を除いては発生しないシステムとなっている。  

一方で、CSTDMA 方式の Class B 同士にはこのような送信の重複を回避する

ためのシステムはなく、同一スロットで送信準備をしていた場合には、当該ス

ロットで SOTDMA 方式からの信号発信が受信されなければ両者ともに発信を

行い、結果として周辺の受信局ではいずれかまたは双方の信号が正常に受信さ

れないおそれがある。また、SOTDMA 方式の発信機が増加してスロットの占有

が進めば、将来的に CSTDMA 方式での発信はできないこととなってしまう。

ただし、2008 年に公表された研究結果では、AIS のスロット使用率は決して高

いものではなく、東京湾で 13%、シンガポールでも 17%程度となっており、十

分な余裕がある状況であると言える。  

 

２ 主要国における SOLAS 非適用船への AIS 搭載義務化の動き  

①  中華人民共和国（平成 22 年 6 月訪問調査）  

中国では 2008 年 1 月から SOLAS 条約に基づいた AIS の搭載義務を導入し

ているが、SOLAS 条約非適用船舶に対しても、順次 Class B AIS の搭載義務化

を予定している。対象となるのは国際航海に従事する中国籍船であり、外国船

舶及び 200 トン未満の中国籍船は非適用である。外国船舶については当面の間、

従来通りの VHS を使った動静把握のみで対応していく予定となっている。  

期限  対象船舶  

2010 年 10 月 1 日まで  300GT 以上 500GT 未満の船舶  

2011 年 1 月 1 日まで  200GT 以上 300GT 未満の船舶及びタグボート  

 また、内水においても主要な河川となる長江主流、珠江主流、京杭運河及び

黄浦江では、液体貨物運搬船及びコンテナ船については全船、旅客船を含むそ

の他の船舶については 100 トン以上のものが 2011 年 7 月 1 日までに段階的に

AIS の搭載義務を負う。  
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 これらの導入により新たに AIS を搭載することとなる船舶は 4～5 万隻に上

ると見込まれるため、中国海事局では陸上局の増設を検討しているとのことで

ある。  

 以上は中国海事局が所管する船舶に対する AIS の義務化であるが、これ以外

にも上海人民政府が上海に寄港する船舶に対して AIS 搭載を推奨し、搭載船へ

の優遇策を行い、また農務部（Ministry of Agriculture）が東シナ海で操業を

行う漁船に対し、発信専用の Class B AIS 装置の搭載を義務付けているなど、

複数の機関が独自の施策を行っている。  

②  シンガポール（平成 22 年 6 月訪問調査）  

海運の要衝として船舶交通の多いシンガポールでは、港内における治安維持

の目的で、2007 年 1 月から港内にあるすべての AIS 非搭載船舶に対し HARTS

（Harbour Craft Transponder System）の搭載を義務付けてきた。このシステ

ムは AIS で使用されている VHF 波を使用するものではなく、携帯電話網を介

して各船の情報を陸上局に送信する動静把握システムである。また、セキュリ

ティ目的での船位通報システムであることから、船舶間通信は行っておらず、

すべて陸上局に対する通報となっている。  

これに加えて、2012 年 1 月からは、港内の航行安全確保の目的で、サイズに

かかわらずすべての動力船に対して Class A AIS、Class B AIS または HARTS

の搭載を義務付けることとした。  

対象となる船舶はシンガポール籍の国際航海船舶だけでなく、定期的にシン

ガポールに寄港する外国船も搭載義務を負うこととなる。他方、シンガポール

海峡を通過してもシンガポール港に寄港をしない船舶であれば適用は受けない。 

今回の改正前にはシンガポール港で AIS を搭載した船舶は 300～400 隻程度

であったが、改正により将来的には 800 隻程度まで増加することが予想されて

いる。  

③  欧州（平成 23 年 3 月訪問調査）  

欧州連合では 2009 年 4 月から、加盟国籍の漁船、加盟国の領海内で漁を行

う外国漁船及び域内の港湾に水揚げする外国漁船のうち、長さ 15m 以上のもの

に対し、Class A AIS の搭載を義務付けている。  

また、スウェーデンでは 300 トン以上 500 トン未満の非国際航海従事船舶に

対して Class A AIS の搭載を義務付けている。Class B の搭載義務化は行って

いない。  

欧州における船舶動静監視は欧州海事局（EMSA）が実施している。EU 及

びノルウェー、アイスランドには 727 か所の AIS 陸上局があり、ここで受信さ

れた AIS 信号が直接または地域ごとにまとめられて EMSA に送信される。こ
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れにより EMSA では約 17,000 隻の AIS 情報が監視されており、受信件数は月

間で 1 億回を上回っている。  

④  その他  

a 大韓民国（報道等）  

韓国では自国籍の 50 トン以上のすべての船舶に対し、Class A AIS の搭

載を 2011 年 1 月 1 日から義務付けた。  

b トルコ（平成 20 年ロンドン事務所調査）  

イスタンブール海峡を航行する以下の船舶は、Class B AIS の搭載が義務

付けられている。  

・ 連絡フェリー  

・ 長さ 20m 以上の漁船  

・ 給油、給水船  

・ 業務用プレジャーボート（個人所有を除く）  

 同海峡は一日あたり平均 170~180 隻が航行する輻輳海域であり、VTS で

の管制を実施しているが、従来レーダーで把握していた船舶について、AIS

で識別・特定することが可能となり、識別に時間を要することなく必要に応

じて即時 VHF による呼び出しが可能となった。反面、AIS 搭載船の回頭時

の表示の追従遅れや AIS のシンボルの多さから必要な情報の把握に時間を

要する場面もみられている。  

 

３ 結論  

 本年度の調査の結果、各国において SOLAS 条約非適用船に対する AIS 強制化が

現実に行われている状況が改めて確認された。それ自体は以前からの流れであるが、

注目されるのは EU や韓国にみられるように、Class B ではなく Class A の搭載を

義務付けている点である。  

またシンガポールでも Class B に限定をすることはなく、新たにトランスポンダ

を搭載する際には HARTS、Class B AIS または Class A AIS のいずれを搭載するか

は船主の判断に委ねられている。さらに、シンガポールについては自国籍船のみな

らず、シンガポールに定期的に寄港する外国船に対してもいずれかの装置を搭載す

ることを義務付けている。このことから、今後世界各地域で AIS を搭載した船舶は

今後も増加傾向を辿ることが予想される。  

 2008 年にシンガポールの HARTS を対象に行った調査の際には既存のポートに

対してこの導入にあわせて必要な機材（約 6 万円程度）の無償配布を行うなどのコ

スト負担が取られていたが、本年度訪問調査を行ったシンガポール、中国及び欧州

では特にそのような措置は取られていなかった。ただし、中国では海事局が AIS の
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技術基準の検討を実施したうえ、航海計器製造企業と連携して電子海図と AIS 情報

を統合して表示させるようなシステムの実証実験を 2007 年から行い、2010 年に製

品化している。この実証実験の中で利用促進のために低価格化を図り、Class B AIS

を導入することとしている。  

 SOLAS 条約非適用船に対する AIS 搭載の強制化は、より多くの航行船舶の動き

を情報として入手することが可能となり、この情報を電子海図に投影すれば、操船

者にとって自船の周辺に存在する船舶交通の直観的な動静把握に貢献するものであ

る。しかしながら、その情報量の爆発的な増加は個別の情報把握に要する時間を増

加させるおそれがあるうえ、信号の輻輳により正常な発信が行えない船舶が存在す

れば、操船者に対して誤った判断を取らせる要因になりかねないことにも留意して

おく必要がある。  

 一方で、現状の SOLAS 条約非適用船に対する AIS 搭載義務化が AIS 信号のオー

バーロードにつながる危険性については、それが直ちに問題化するような状況とは

考えにくい。スロット使用率はもともと決して高くはなく、また Class B AIS 搭載

船が増加した場合、送信後、次回の送信までの間隔は Class A と比較して長く設定

されているため、隻数の増加がそのままスロット使用率を急激に悪化させるもので

はない。  
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Class A Class	B

SOLAS条約に定められた基準 Class A AISを簡素化

形式 SOTDMA SOTDMA／CSTDMA

Class	A	AIS

船舶の動静 送信間隔

錨泊または停泊中（3kt未満） 3分

錨泊または停泊中（3kt以上） 10秒

航行中（14kt未満） 10秒

航行中（14～23kt未満） 6秒

航行中（23kt以上） 2秒

変針中（14kt未満） 3.33秒

変針中（14～23kt未満） 3秒

変針中（23kt以上） 2秒

Class	B	AIS

船舶の動静 送信間隔

対水速力2kt以下 3分

対水速力2ktを超える 30秒
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AIS信号の輻輳
AIS信号の送受信数
4500件/分
1分間（1フレーム）あたり2250スロット×2チャンネル

フレーム1

フレーム2

フレーム3

フレーム4

SOTDMA方式は次の発信スロットを予約

CSTDMA方式は10か所の候補で送信できるタイミングを探す

Class	A	AIS Class	A	AIS
Class	B（SOTDMA）

Class	B	AIS
（CSTDMA）

Class	B	AIS
（CSTDMA）

スロット予約により
原則衝突は生じない

キャリアセンスにより
常時SOTDMA優先

キャリアセンスにより
常時SOTDMA優先

衝突回避の
システムなし
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受信隻数 データ受信数 スロット使用率

東京湾 190 34833 13％

大阪湾 120 14331 5％

シアトル 91 20708 8％

ロッテルダム 153 19167 ７％

シンガポール 395 46140 17％

地域ごとのVDLの規模

回数 東京湾 大阪湾 シアトル ﾛｯﾃﾙﾀﾞﾑ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 合計

総数 743 719 742 742 742 3688

1回目 674 594 673 429 448 2820

2回目 60 93 64 162 171 550

3回目 7 24 3 68 72 174

4回目以降 0 8 2 83 51 144

Class	B	AISによるキャリアセンス回数

（平成22年6月訪問のうえ聞き取り調査）

○ 2008年1月から、SOLASに基づくAIS搭載義務の導入

○ 2011年1月1日までに順次、200トン以上の船舶へのClass	B AIS
搭載を義務付け（自国籍船に限る）

○ 2011年7月までに順次、主要河川（長江、珠江、黄浦江及び京
杭運河）を通航するすべてのコンテナ船・液体貨物運搬船及び
100トン以上のすべての船舶にClass B AIS搭載を義務付け

○ 東シナ海で操業する漁船に対し、Class B AIS発信機の搭載を義
務付け

など

中 国
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（平成22年6月訪問のうえ聞き取り調査）

○ 2007年1月から、港内小型船に対してHARTSによる位置通報を
義務化

○ 2012年1月1日から、AISまたはHARTSを搭載していないすべて
の動力船に対し、AIS（Class AまたはClass B）あるいはHARTSの
搭載を義務付け（自国船及び、定期的にシンガポールに入港する
外国船）

→ これにより、現在約300～400隻のAIS搭載船舶が、800隻程度ま
で増加する見込み

シンガポール

（EMSA：平成21年2月訪問のうえ聞き取り調査）
（スウェーデン：平成20年ロンドン事務所による調査）

○ スウェーデンでは300トン以上の非国際航海従事船舶及び、長
さ20m以上の漁船に対して、Class	A	AIS搭載を義務化
・デンマークと共同で、オアソン海峡内TSSにおける船舶からの

通報の一部をAIS情報で代行

○ EUでは2009年4月から加盟国籍の漁船、加盟国内水・領海内で
漁を行う外国漁船及び域内の港に水揚げする外国漁船に対し、
Class A	AIS搭載を義務化

欧 州
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（平成20年ロンドン事務所による調査）

○ イスタンブール海峡を航行する連絡フェリー、長さ20m以上の漁
船、給油／給水船、業務用プレジャーボート（個人所有を除く）に
対し、Class B	AIS搭載を義務化

トルコ

（報道等）

○ 2011年1月1日より、自国籍の50トン以上の船舶すべてにClass A
AISの搭載を義務化

韓 国

○ 船舶設備規定第146条の29
・ 国際航海に従事する旅客船
・ 国際航海に従事する300トン以上の船舶
・ 国際航海に従事しない500トン以上の船舶

→ SOLASの求める「国際航海に従事しない500トン未満の旅客
船」については非適用

○ 実態上は、500トン未満の内航船舶でもAISを自主的に搭載する
船主も少なくない

日 本
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○ SOLAS条約非適用船に対するAIS搭載義務化は世
界的に拡大の方向

○ 義務付けはClass B AISだけではなく、Class Aの搭載
を義務付ける例も少なくない

○ AIS強制化が信号のオーバーロードに直結する状況
ではないが、CSTDMA方式間の同時送信など、将来
的な不安は残る。
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海賊事案の現状について 

 

日 本 海 難 防 止 協 会 

国際室長 志水知也 

 

はじめに 

 1990 年代から注目を浴び始めた海賊事件は、各国の努力にもかかわらず、その形態を変

えて現在もなお海運におけるもっとも深刻な問題として継続している。2000 年前後には東

南アジア、特にマラッカ・シンガポール海峡で頻発していた海賊は、Eyes in the sky など

に見られる周辺国の協力体制の構築に伴い減少したが、それと時期を同じくしてソマリア

周辺海域での海賊事案が激化している。 

 

 船員の保護と海上交通の円滑化の実現のため、国際連合をはじめとする国際機関や各国、

海事団体が協調して対策を行っているが、ソマリアの海賊はその活動形態を変化させつつ

依然として大きな脅威となっている。 

 

 IMO では 2011 年の国際海事の日のテーマを「Piracy – Orchestrating the Response」と

して、関係機関などの一層の協力を呼びかけている。IMO では具体的なアクションプラン

として、国際連合やアフリカ連合、EU、インターポールなどとの連携のもと、捕らえられ

ている人質の解放のための政治的圧力の強化、各種ガイドラインの見直しや実施の推進、

海賊発生海域周辺国の法執行能力強化海賊被害を受けた船員及びその家族に対する支援な

どを推し進める予定となっている。 

 

 このような状況において、沈静化の見えない海賊に対してどのような手段を取りうるの

かを検討するため、現在の海賊の活動の状況とこれに対する最新の対応策について調査を

行った。 
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１ 近年の海賊発生状況 

 International Maritime 

Bureau（IMB）の統計によると、

2010 年に発生した海賊事件は、

未遂の事案も含めて 445 件とな

っており、2009 年と比較して 35

件の増加を示している。そのうち

のほぼ半数に当たる 219 件はソ

マリア周辺、アデン湾、紅海など

で発生しており、攻撃手法などか

らソマリアの海賊組織によるも

のと見られている。 

 東南アジア地域における海賊事件は多くがインドネシア及びマレーシアで発生しており、

マラッカ・シンガポール海峡内では 5 件のみとなっている。また、南シナ海及び周辺国を

あわせると 100 件余りであり全体の約 25％となっている。この数は 2009 年と比較すると

約 6 割の増加を示しているが、特に顕著な増加を示しているのはインドネシア（15 件→40

件）と南シナ海（13 件→31 件）である。東南アジアの海賊事案について、ReCAAP は件

数の増加が認められるものの、「ハイジャックなどの凶悪な事案は 3 件にとどまり、深刻性

は低い」と指摘している。他方、インド沿岸で発生している海賊事案については、使用し

ている武器や襲撃の形態から、ソ

マリアの海賊がこの海域まで出

没を始めたとみている。 

 また、アフリカ西岸ではこれま

でナイジェリアの反政府勢力が

石油リグや油送船、通船を標的と

してニジェールデルタ地域で発

生していたが、昨年はこれが範囲

をカメルーンなどにまで拡大し

ており、今後の動静が注目される。

なお、2010 年に船員が海賊に誘

拐された事案は、すべてナイジェ

リア及びカメルーンで発生して

いる。 

 海賊の襲撃を受けた船舶を見ると、最も多いのが、ばら積み船の 80 隻、ついでコンテナ

船（74 隻）、ケミカルタンカー（63 隻）、一般貨物船（63 隻）、タンカー（43 隻）となって

いる。一般的な傾向として、海賊にとって襲撃が容易な船舶は、速力が遅く乾舷の低い船

IMB Annual Report2010 年版より作成

IMB Annual Report2010 年版より作成
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舶であるとされており、例えばベストプラクティスマネジメント（BMP）1では速力が 18

ノット、乾舷 8m 未満の船舶は危険性が高い船舶であるとする基準を示しており、他の専門

家からも概ねこれに近い見解が出されている。これは比較的高速かつ乾舷の高いコンテナ

船が多くの襲撃を受けていることと相反する印象を与えるが、コンテナ船は襲撃される事

例が多いものの、多くが無事に逃げ切ることに成功している比較的ローリスクな船種と言

える。ソマリア周辺の事案を例にとると、詳細の判明している海賊事案 216 件のうち、襲

撃が成功した事案が 65 件、未遂に終わった事案が 151 件となり、30%以上の事例で襲撃が

成功されているが、コンテナ船に限ってみると、襲われた 34 件のうち、襲撃が成功してい

る事例は 12％となる 4 件のみであり、海賊の接近を振り切っている事例が多い。これにも

かかわらずコンテナ船に対する攻撃回数が多い理由について、専門家は後方視界の悪さか

ら接近が容易であること、その輸送形態から貨物が高額かつ小型であることが指摘されて

いる。また、海賊頻発海域を航行している頻度が高いことも挙げられている。 

 海賊によるハイジャック事件は人質の増加に加えて拘束期間の長期化も問題となってい

る。2010 年に船舶がハイジャックされ、人質となった船員は 1181 人にのぼり、90％以上

にあたる 1016 人がソマリアの海賊による犯行である。これは 2007 年の 292 人から 2008

年にかけて 889 人に急増し、以後 2009 年の 1050 人を経てコンスタントに増加している。

また、人質の拘束期間についても 2008 年には拘束されてから解放されるまで 59 日間であ

ったものが 2009 年には 70 日、2010 年には 116 日となっている。拘束期間が長期化してい

る理由として、身代金の引き上げがある。早期の解放を実現するために身代金を速やかに

支払ったところ、支払い後乗組員が開放されずさらに金額を吊り上げられた例がある。 

身代金の高額化も顕著になっており、2009 年には拘束された船舶 1 隻あたり約 200 万米

ドル程度であったものが 2010 年には約 500 万米ドルにまで高騰し、2011 年に入っても依

然として上昇を続けているとみられている。 

 

２ ソマリアの海賊の現状 

 ソマリア周辺海域で活動している海賊は、元々はソマリア海軍の兵士であったとも言わ

れており、そのため武器の使用に習熟している。船舶をハイジャックして得た身代金は、

地元に分配されている一方で、ソマリアのイスラム過激派組織にも流れているとみられて

いる。このため、ソマリアにおける政権の安定、法執行体制の確立がソマリアの海賊の根

絶のための条件であるという分析がされているものの、仮にこれが実現した場合には、海

賊が拠点をソマリアから外国に移して拡散していくことを懸念する専門家もいる。 

 海賊が使用している武器は AK-47 と呼ばれる自動小銃や RPG-7 と呼ばれる携行式対戦

車砲であり、かつてソマリアに駐留していた旧ソビエト連邦軍が残していったものである。

これらはいずれも経年劣化が激しいとされているものの、残された数自体が多く、殺傷力

                                                  
1ソマリア周辺における海賊の襲撃を回避するために海事関連業界が策定した自主防護策事

例。2011 年 3 月の時点で第 3 版（BMP3）が公開されている。 
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は十分なものもあると考えられている。なお、これ以外に新しい武器の流入はないと考え

ている専門家もいるが、異なる考えを示す者もあり断定できる状況にはない。 

 人質となった乗組員に対して暴行や殺害を働くことはほとんど発生していない。これは

海賊にとって人質が身代金獲得のための“商品”であると考えているためである。過去に

ソマリア周辺に展開している海軍が海賊を殺害した際に、報復の声明が出されることがあ

ったが、現在まで特定の国籍の人質が報復のために殺害された例はない。 

 人質に対する扱いはむしろ親密なものであることもあり、拘束期間の長期化もあって、

海賊に対して親近感をもつ人質がいることも指摘されている。これが事実であった場合に

は、将来的に船員の中から海賊に対する内通者が生まれることも懸念される。 

 

３ ソマリア周辺海域における海賊の戦略の変化 

 2010 年後半から見かけられるようになった海賊の戦略に、「ハイジャックした船舶を襲撃

のための母船として利用する」というものがある。2010 年 10 月 10 日ケニアのモンバサ沖

でハイジャックされたパナマ籍船 Izumi が、11 月 6 日にアフリカ連合の艦船に向けて銃撃

を行っている。 

 ハイジャックした船舶を海賊母船として使用することにより、今後海賊の戦略に以下の

可能性が生じることが懸念されている。 

①  海賊の母船が従来使用されてきたものよりも大型化し、堪航性が向上することによ

り、その活動範囲が拡大するとともに、これまでは活動が制限されていたモンスーン

発生時期（1～3 月及び 8～9 月）についても活動が可能となる可能性がある。 

②  船体とともに拘束された乗組員をそのまま運航要員として行動させることにより、

襲撃時以外には海賊が十分な休養を取ることができる。 

③  襲撃に際し、被襲撃船舶の保護に現れた海軍艦船が現れた場合であっても、母船の

運航要員である乗組員をそのまま人質として利用し、攻撃を回避することができる。 

BMP では、その対象

となる海域をスエズ運

河から南緯 10 度線、東

経 78 度線に囲まれる

海域としているが、昨

年発生した海賊事案は

BMP で示された範囲

を超え、モザンビーク

海峡やマダガスカル周

辺海域でも、ソマリア

の海賊によるものとみ

られる襲撃事件が発生
IMB Annual Report2010 年版より作成
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している。 

2008～2009 年にかけて海賊の襲撃が多発していたアデン湾では、各国海軍が艦艇を派遣

し、国際推薦通航帯（IRTC：International Recommended Transit Corridor）を設定した

警備を行っていることから、この海域での襲撃は半減している。これに対し、この海域と

接続している紅海やソマリア沖合の海域での襲撃事件は増加しており、今後の警備体制の

検討が必要となろう。 

 

４ 海賊に対する防護策 

 ソマリアの海賊の一般的な戦術は、母船から降ろした小型ボートで接近し、舷側または

船尾から梯子をかけて乗り移るという手法である。このため、海賊によるハイジャック事

件を回避するために最も重要なことは、前述のとおり速力が大きなカギとなり、可能な限

り速力を上げるとともに、速力が落ちない範囲でジグザグ航行を行って船体周辺に波を作

り、舷側に取りつかれないような操船をすることが重要となる。 

 母船から降ろされた小型艇は複数の船外機を搭載しているものも目撃されており、早い

ものは 25 ノット程度の速力を有している。このため速力の遅い船舶では振り切ることがで

きないことも多い。このような場合に備えた措置として、船体側方への放水や舷側に有刺

鉄線を張り巡らせることで、乗り移りを阻止することが重要となる。また、実際の乾舷が

低い船舶であっても、板張りなどで外見上の乾舷を高くするなどの偽装を施すことにより、

海賊の関心をそらすことが可能になる。 

 一方で、過去に有効であると考えられていた防護策の中には、近年その有効性に疑問が

投げかけられているものも少なくない。外舷に高圧電線を張り巡らせる手法はその取扱い

やメンテナンスの必要性、また殺傷力の高さから、有刺鉄線の方が効率的であるという認

識が広がりつつある。また指向性を持って大音響を発することによる海賊の接近を阻止す

る LRAD（Long Range Acoustic Device）は、機材の横に立って操作をしている際に海賊

の銃撃を受けた例があり、また音響のみで実害がないことから有効性が低いと認識されて

いる。 

 万一海賊に乗り込まれた際に、船内への進入を阻止するために、開口部のロックアップ

を行うことは、時間を稼いで救援を待つ、また海賊の犯行を断念させるという点で効果の

ある防衛方法であるが、船橋の窓ガラスが広い船舶については窓を破られてしまえば全く

意味をなさない。それに加え、海賊の発生が予想される海域を航行する間、常時厳重なロ

ックアップを行っていることは、船内で火災が発生した場合など、急いで船外に退避する

必要のある場合には重大な障害になりかねず、実施に当たっては慎重に検討しなければな

らない。 

 海賊に乗り込まれた場合に備え、船内にシタデル（待避所）を備える船舶もあるが、こ

れも必ずしも万能というわけではない。シタデルの目的は外部から救助が来るまでの間、

乗組員を安全に保護することにあり、その効果を発揮するためには救助を行う船舶が付近
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海域に存在し、これと連絡を取ることが可能であることが必要となる。このため、海賊事

案の発生がアデン湾からアラビア海、インド洋などに拡大しつつある状況では必ずしも有

効であるとは限らないまた、仮に連絡が可能であり、かつ近い海域に海軍艦艇がいる場合

であっても、救助を行うことが必ずしも保障されているものではない。また、シタデルに

退避して救助を待つ場合には、確実にすべての乗組員が避難できるようにする必要があり、

外に取り残された者があった場合には海賊に人質を取られ、海軍の救助が来ても手を出せ

ないことになりかねない。このような点からシタデルを使用できる海域、状況、乗組員へ

の周知や事前訓練などについて、事前に検討をしておく必要がある。 

 

５ 武装警備員の乗船に対する賛否 

 海賊に対する対抗措置として、武器を携行した警備員を配備することに対しては、依然

として意見が分かれている。最近では、特に欧州の船主から「自衛は権利である」という

声が上がりはじめており、ドイツ、スウェーデン、デンマークなどではすでに自発的に武

装警備員を乗船させている船主が現れている。また、これらのほか英国やノルウェーでも

武装警備員の配備についての検討が行われている。 

 武装警備員の配備に反対する考えは、海賊の一層の凶悪化につながるおそれや武器を海

賊に奪われる危険性があること、船籍国・寄港国・沿岸国などの法律上の問題がクリアさ

れていないこと、安全の確保は船主ではなく国家の責任であるという考えなどが主な要因

であった。また、近年このようなサービスを提供する企業が現れてきたものの、統一的な

基準やノウハウの蓄積がないことから、能力面で不安視する声もある。BMP3 では、民間

警備会社による警備は各社の慎重な判断に基づいて行われるべきであるとしつつ、「武装警

備員の利用は勧められない」としている。 

 

６ 今後の海賊対策 

 各国から派遣された海軍艦船がアデン湾での警備を行っていることにより、この海域に

おける治安は向上したといえる。しかしながらこれは海賊が沈静化したことを意味するも

のではなく、活動する海域が拡散したに過ぎない。今後海軍の活動がその勢力を増し、ま

た活動範囲を拡大するという見通しは立っていないことから、各船主やオペレーターによ

る自主的な対応策が引き続き重要となる。 

はじめに行わなければならないのはカンパニーポリシーの決定とリスクアセスメントで

ある。船舶の種類、形状、速力、航行海域などに応じて想定されるリスクや対応策は異な

るものである。これまでに IMO における各種ガイドラインや BMP などのように、一般論

としての対応策は数多く示されている。自衛手段としての武装警備員の乗船についても選

択肢の一つとして検討する必要があろう。しかし、先に示したシタデルのように、特定の

状況下においては極めて有効であるものの、別の状況では全く役に立たないものもある。

また、活動範囲や戦略を変化させている海賊に対し、適切な情報収集を行って脅威の状況
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を正確に把握しておくことが必要となる。なおカンパニーポリシーには船舶がハイジャッ

クされた際の対応方針や交渉における役割の明確化もあらかじめ検討しておく必要がある。 

リスクアセスメントの結果として作成された対応策は、船長や船舶保安職員（SSO）の

みが把握しておくのではなく、すべての乗組員に海賊襲撃時の船内周知、救助要請の手法

を周知し、理解させておく必要がある。また、必要な機材の取扱い方や安全区画・シタデ

ルへの退避のタイミングなど、事前に訓練を実施しておかなければならない。なお、民間

警備会社から船員以外の警備員を乗船させる際には、船内における指揮系統について明確

化しておく必要がある。 

海賊からの襲撃が発生した場合には、未遂に終わった場合であっても乗組員に対するデ

ブリーフィングを実施し、対応策の検証を行うとともに、乗組員に対する身体面・精神面

でのケアを実施しなければならない。 

いずれにしても、海賊の戦略・戦術は刻々と進化を続けており、これに合わせて各国、

各船主の対応策も適時適切な修正を行う必要がある。 
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海賊事案の現状

2010.02.28

日本海難防止協会 国際室

海賊に対する関心

Action Plan

① 人質解放のための政治的圧力の強化
② IMOガイドライン、BMPなどの見直しや推進
③ 各国海軍による支援の強化
④ 国際機関、国家、地域による海賊対策の協調推進
⑤ 周辺国の治安維持・法執行能力の強化支援
⑥ 拘束された船員及びその家族に対するケアの実施

59



海賊発生数の推移

2010年の海賊発生件数：445件
うち半数近く（219件）が「ソマリアの海賊」

海賊事案の発生海域
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18%

17%

14%
14%

10%

7%

5%

4%

2%

1% 1%
7%

海賊の標的となった船種

バラ積み

コンテナ

ケミカルタンカー

貨物船

タンカー

精油タンカー

タグボート

漁船

LPGタンカー

RORO船

自動車運搬船

その他

成功事案 失敗事案

襲撃全体
65件

（30.1％）
151件

（69.9％）

コンテナ船襲撃
4件

(11.8%)
30件

(88.2%)

ソマリア及び周辺海域（紅海・アデン湾）における
詳細の判明している海賊事案（216件）の成否

コンテナ船：襲撃される件数は多いが、難を逃れることも多い
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Combating Piracy Asia 2011

人質の平均拘束期間
2008年：59日
2009年：70日
2010年：116日

• 2010年に拘束された船員は1181人、うち、1016人がソマリ
ア周辺での被害。

• 2010年2月の段階で、31隻約700人が拘束されたまま

身代金
2008年：200万ポンド（2.7億円）
2010年：500万ポンド（6.7億円）

ソマリアの海賊の現状
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ハイジャックした船舶を母船として使用

① 母船の大型化、堪航性向上により、
活動範囲の拡大
気象の影響を受けない活動

② 乗組員に運航させることで、海賊は襲撃に専念
③ 海軍の攻撃を受けた場合には、乗組員が「人間の盾」

2009年の海賊発生地域

63



2010年の海賊発生地域
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2010年10月10日
パナマ船籍船「ＩＺＵＭＩ」がモンバサ沖にてハイジャック

↓
2010年11月6日

スペイン艦船の護衛を受けてキスマヨに向かうアフリカ連合
ソマリアミッション（AMISOM）のチャーター船が、ＩＺＵＭ
Ｉからの攻撃を受ける

護衛船はＩＺＵＭＩと標的の間に割って入る
が、人質の安全のため反撃行為は差し控える。
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海賊の戦術＝小型船で接近、梯子を使って乗り移り

いかにして乗り移りを阻止するか？

○ 高速で逃げ切り
○ 高い乾舷で梯子をかけさせない
○ 蛇行して高い波を立てる

Scanjet社

放水による接近・乗り移り阻止
有刺鉄線による時間稼ぎ
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近年、効果が疑問視されている例
○ LRAD
→ 音響のみで実害がないことが知られている
→ 過去、機側で操作していた船員が銃撃を受けた例がある

○ 高電圧線
→ 有刺鉄線と比較して、取扱い・メンテナンスの複雑さ
→ 殺傷能力の高さ

○ ドアのロックアップ
→ 窓を破っての進入が可能なら無意味
→ 非常時の脱出の妨げとなる可能性

シタデル（Citadel）＝船内における避難所

必須事項
○ 外部との連絡手段の確保

→ 救助が来なければ無意味
○ 全員が確実に避難すること

→ 人質を取られた場合、救助者も手出しできない
○ 操縦系統を掌握できること

→ 退避したまま船ごと運ばれては意味がない
○ 十分な知識、食料などを事前に
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成功例
2010.11.27 アデン湾
トルコ船籍のばら積み貨物船「26 Agustos」が海賊による襲撃を受け、乗り込まれたも
のの、乗組員はセーフルームに避難し、トルコ海軍に対して電話にて通報を実施。

トルコ海軍行動司令センターは乗組員に対し、安全の確保のための対応策を指示し、
結果として海賊は船を奪うことを断念するに至った。

海賊の乗った小型船とみられる船舶は米海軍所属のヘリコプターからの銃撃を受け、
現場から逃走した。

失敗例
2011.01.22 セイシェル諸島北800海里
アンティグア・バーグーダ籍貨物船「Beluga Nomination」が海賊に乗り込まれ、乗組

員はシタデルに逃げ込んで救助を求めたものの、救助に向かえる海軍艦艇が周囲にお
らず、25日にシタデルの扉が破られてハイジャックされた。

賛否が分かれるところ。欧州では支持する方向に傾きつつある

賛成
○ 「自衛は権利である」
○ 海軍の警備にこれ以上の拡大が望めない
→ 独・端・丁ではすでに船主などが自主的に利用

英などでも法整備の検討中

反対
○ 船員の武装により、海賊が一層凶悪化の懸念
○ 安全の確保は国家の責任（UNCLOS）
○ 法制度の不備（船籍国/沿岸国/加害・被害国…）
○ 武装警備員自体の能力面への不安
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＜第 1 回委員会議事概要＞ 

 

１ 開催日時及び場所 

日時：平成 22 年 5 月 7 日（金） 14：00～15：00 

場所：日本財団 2 階 第 1～第 3 会議室 

 

２ 議題 

（１） 平成 22 年度委員会実施計画（案）の承認 

（２） 平成 22 年度調査テーマ（案）の承認 

（３） COMSAR14 審議結果報告について 

（４） MSC87 対処方針（案）の検討 

（５） その他 

 

３ 出席者（敬称略、（ ）書きは代理、[ ]書きは随行） 

（１）委員 

矢吹 英雄（委員長）、柿原 利治、松本 宏之、阪根 靖彦[村田 信]、 

吉野 高広、山内 章裕、藤田 泰彦、佐藤 幹夫、待場 純、 

吉田 正則（平川 貴光）、錦郡 満 

（２）関係官庁等 

斉藤 夏起（高橋 達也）[丸山 謙一郎]、石原 弘一、吉田 晶子（山内 達行）、

篠部 武嗣（梅原 寛）、久保田 秀夫（井田 充彦）[森 孝紘]、 

粟井 次雄（古川 正樹）、小瀬 達之（酒井 敬）、大久保 安広（木村 嘉仁）、

春日 茂（馬場 典夫）、松田 康夫、岩﨑 俊一（上山 伸二）[安徳 弘幸]、

川崎 勝幸（小清水 和善）、藤井 寿夫（安光 良博） 

（３）事務局 

増田 正司、杉田 勝美、志水 知也、田口 はるか 

 

４ 配布資料 

  IR10-1-1    平成 22 年度調査研究委員会名簿 

    IR10-1-2    平成 22 年度委員会実施計画（案） 

    IR10-1-3    2010 年国際海事機関会議日程 

    IR10-1-4    平成 22 年度調査テーマ（案） 

 ●IMO 第 14 回無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR14）の結果について 

 IR10-1-5-1  GMDSS、e-Navigation、EPIRB 関連：海事局安全基準課 

   IR10-1-5-2  捜索救難、LRIT の SAR 利用関連等：海上保安庁救難課 
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   ●IMO 第 87 回海上安全委員会(MSC87)対処方針関連資料 

 IR10-1-6-1  MSC87 議題 

IR10-1-6-2  SOLAS付属書等強制要件改正、GBS関連等：海事局安全基準課 

 

５ 議事概要（◎委員長、○委員、△関係官庁、□事務局） 

（１）委員長の選出等 

事務局から委員会資料 IR10-1-1 に基づき昨年度より変更のあった委員の紹介を行っ

た後、本年度委員会の委員長として東京海洋大学矢吹教授が選出された。以後、矢吹

委員長に議長をお願いし、議事次第に則り議事が進行された。 

（２）議題 1：平成 22 年度委員会実施計画（案）の承認 

事務局から委員会資料 IR10-1-2 及び IR10-1-3 に基づき本年度委員会実施計画（案）、

IMO の委員会（MSC、NAV、COMSAR）の会議スケジュールの説明があり、特段の

意見なく承認された。 

（３）議題 2：平成 22 年度調査テーマ（案） 

事務局から委員会資料 IR10-1-4 に基づき平成 22 年度調査テーマ（案）について説

明が行われ、以下のとおり質疑応答があった。 

○「２．船舶動静把握システムに関する調査」に関して、「小型船舶」という言葉が

あるが、これは AIS 搭載が義務付けられていない比較的小さな船舶という意味か、

それともプレジャーボートあるいは漁船等、具体的な船舶が念頭にあるのか。 

□「小型船舶」とはいわゆる小さな船という意味であり、漁船やプレジャーボート

も含まれる。具体的に言えば、現在、国内では 500 トン以上の船舶に AIS の搭載

が義務化されていることから、500 トン未満の船舶という意味である。 

（４）議題 3：COMSAR14 審議結果報告について 

関係官庁から委員会資料 IR10-1-5-1 に基づき COMSAR14 審議結果報告が行われ、

続いて海上保安庁総務部情報通信課から COMSAR14 会議後の状況について説明が行

われた。概要は以下のとおりであった。 

△GMDSS の近代化について、会議では今後２年間かけて GMDSS 見直しの取り組

みの方法を考えることとなった。日本として GMDSS の見直しにどのように取り

組んでいくのか、各機関が各々に検討するのではなくて、関係官庁、民間企業、

研究機関とが連携して見直しに取り組んでいきたいと考えている。また、衛星

EPIRB の性能要件の見直しについて、海上保安庁としては実際の捜索救助の現場

に向かい、捜索救助をする立場、またシステムを導入する立場から積極的な発言

ができると思う。同様に関係先と連携をしながら取り組んでいきたい。 

  質疑応答については以下のとおりであった。 

   □EPIRB の性能要件の見直しに関して、オーストラリアは導入に反対ということで

あったが、その理由を教えていただきたい。日本と同じ理由で反対であったのか。 
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   △日本と同様、捜索救助を行う航空機等に AIS 信号を受信する体制が整備されてい

ないという理由からである。 

続いて関係官庁から委員会資料 IR10-1-5-2 に基づき COMSAR14 審議結果報告が行

われた。 

（５）議題４：MSC87 対処方針（案）の検討 

   関係官庁から委員会資料 IR10-1-6-1 及び IR10-1-6-2 に基づき MSC87 対処方針（案）

の説明が行われ、特段の質疑応答はなかった。 

（６）議題 4：その他 

事務局より、次回第 2 回委員会の開催を、NAV56 に併せて 7 月中旬（16 日頃）を考

えている旨説明があった。 

 

以上 
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平成 22 年度「海事の国際的動向に関する調査研究委員会」 
（海上安全）実施計画（案） 

 
１ 目的 

海上安全の分野における国際的な動向を調査･研究し、もって官民一体となった我が国

対応のあり方の検討に資する事を目的とする。 

 

２ 方策 

（１）IMO 各委員会における審議結果の報告と対処方針の検討 

（２）調査テーマに基づいた調査の報告と検討 

（３）調査結果の発表 

 

３ 日程 

 

平成 22 年 

5 月 7 日〈第一回委員会〉 

・第 14 回無線通信・捜索救助小委員会(COMSAR14) 結果報告 

・第 87 回海上安全委員会（MSC87）対処方針検討等 

・その他 

5 月 12 日～21 日 第 87 回海上安全委員会（MSC87） 

7 月中旬〈第二回委員会〉 

・第 87 回海上安全委員会（MSC87）結果報告 

・第 56 回航行安全小委員会（NAV56）対処方針検討等 

・その他 

7 月 26 日～30 日 第 56 回航行安全小委員会（NAV56） 

11 月下旬〈第三回委員会〉 

・第 56 回航行安全小委員会（NAV56）結果報告 

・第 88 回海上安全委員会（MSC88）対処方針検討等 

・その他 

12 月 1 日～10 日 第 88 回海上安全委員会（MSC88） 

 

平成 23 年 

1 月下旬〈第四回委員会〉 

・第 88 回海上安全委員会（MSC88）結果報告 

・第 15 回無線通信・捜索救助小委員会(COMSAR15)対処方針検討等 

・平成 22 年度事業のまとめ 

添付資料 1
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・その他 

2 月初旬(予定) 第 15 回無線通信・捜索救助小委員会(COMSAR15) 

 

４ 委員会での検討事項、調査研究結果を報告書としてまとめる。 
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平成 22 年度調査テーマ（案） 

 
 
１．海上安全に関する IMO における審議状況等の調査 

（１）MSC 関係 

（２）NAV 関係 

（３）COMSAR 関係 

（４）その他 

 

２．船舶動静把握システムに関する調査 

小型船舶に対する各国等独自の AIS 義務化状況調査 

 

３．欧州及びオーストラリアにおける海上安全に関する動向調査 

 

添付資料 2
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＜第 2 回委員会議事概要＞ 

 

１ 開催日時及び場所 

日時：平成 22 年 7 月 16 日（金） 14：00～15：00 

場所：海運ビル 3 階 303、304 会議室 

 

２ 議題 

（６） 第 1 回委員会議事概要（案）の承認 

（７） MSC87 審議結果の報告について 

（８） NAV56 対処方針（案）の検討 

（９） その他 

 

３ 出席者（敬称略、（ ）書きは代理、[ ]書きは随行） 

（１）委員 

矢吹 英雄（委員長）、松本 宏之、岡村 敏、阪根 靖彦、吉野 高広 

山内 章裕（斉藤 光明）、藤田 泰彦、佐藤 幹夫、吉田 正則（清水 智司）、

錦郡 満 

（２）関係官庁等 

斉藤 夏起（高橋 達也）、石原 弘一、吉田 晶子（山内 達行）、久保田 秀夫

（森 孝紘）、粟井 次雄[古川 正樹] [宿里 和斉]、小瀬 達之（酒井 敬）、 

長嶋 貞曉（山戸 義勝）、大久保 安広（渡辺 博史）、春日 茂（馬場 典夫）、

松田 康夫（中田 英二）、岩﨑 俊一（上山 伸二）[野口 英毅]、川崎 勝幸

（小清水 和善）、藤井 寿夫（安光 良博）、安室 庸介、倉本 明 

（３）事務局 

渡部 典正、増田 正司、杉田 勝美、志水 知也、大村 はるか 

 

４ 配布資料 

IR10-2-1    第 1 回委員会議事概要（案） 

●第 87 回海上安全委員会(MSC87)の結果について 

IR10-2-2-1 第 87 回海上安全委員会の結果：海事局安全基準課 

IR10-2-2-2  LRIT関連議題の概要：海上保安庁総務部情報通信課 

IR10-2-2-3 海賊等に関する議論の状況：日本海難防止協会企画国際部 

●第 56 回航行安全小委員会(NAV56)対処方針(案)について 

IR10-2-3-1  第 56 回航行安全小委員会の対応方針：海事局安全基準課 

IR10-2-3-2  航路標識AIS のための新シンボルの開発：海上保安庁交通部企画課 
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５ 議事概要（◎委員長、○委員、△関係官庁、□事務局） 

（１）議題 1：第 1 回委員会議事概要（案）の承認 

平成 22 年度第 1 回委員会議事概要（案）については、特段の意見等なく承認された。 

（２）議題 2：MSC87 審議結果報告について 

関係官庁及び事務局から委員会資料 IR10-2-2-1、IR10-2-2-2、IR10-2-2-3 に基づき

MSC87 審議結果報告が行われ、以下のとおり質疑応答があった。 

○IMDG コードに関し、新規に危険物が指定されるとそれに伴い岸壁や船舶の性格

が変わる可能性がある。国内実施に関連して、現在分かっている変更等について

教えていただきたい。 

△こちらでは把握していないが、検査測度課で国内取り入れを行っていく予定であ

る。 

○MSC87 で SOLAS 第 5 章 23 規則（水先人用移乗設備の要件等）に関して検討が

行われたと思うが、その審議内容について教えていただきたい。 

△この件については MSC88 で採択の予定である。採択された１年６ヶ月後に発効が

予定されているが、今回の MSC87 でオーストラリアから、発効までに間があるの

で安全性確保の面から非公式に MSC サーキュラーを先に出し、各締約国に対し現

実的な範囲で改正を適用すべきという提案がされた。これに対し、ブラジル、フ

ランス等の国が全面的に支持し、MSC88 で改正が採択された後、当該改正の早期

適用を促すための MSC サーキュラーを出すことで合意した。そのため MSC88 で

採択される予定ではあるが、早期に適用されることが予想される。 

□LRIT に関して、データ交換が非常に低調であり、またデータセンターは未だ３分

の１の国が設置していない状況であるということだが、このシステム自体、デー

タ交換をしなければ機能しないものであると考えられる。一方、船舶動静把握シ

ステムとしては AIS が存在する。そのため、この先各国間でのデータニーズが増

加することは考えにくい。LRIT というシステムの将来展望を粟井技術企画官にお

伺いしたい。また、日本はカナダとのデータ交換契約を結んでいると聞いている

が、課金制度が契約上どのようになっているのか、合わせてご紹介いただきたい。 

△各旗国は自国船籍のデータを蓄積していくが、これを交換しなければシステムは

成り立たない。現在は 10％程しか交換がされていない状況である。もともとこの

システムを提唱したのは主にアメリカであり、必ずしも全ての国が自国の周囲千

海里までの全ての船舶の動静を把握することによってセキュリティを担保するこ

とを必要としていないという事が、データ交換が低調な原因である。しかしデー

タ交換に関与しているのは民間事業者であるので、データを買ってもらえなけれ

ば利益にならず、システム自体に問題が起きてくるのは目に見えている。システ
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ムを維持するためには各国が積極的にデータを購入しなければならないが、不必

要な物を買う国はないので、今後どうするかということが課題である。沿岸にお

いては現在 AIS が有効に活用されており、衛星 AIS によって探知すれば非常に広

域なデータが探知できるという事実がある。これを事業化している民間業者・国

は 5 つ程あり、この技術進化は止めることができないと感じる。衛星 AIS の問題

点として、高所から信号を収集するため、信号同士の衝突で信号が失われるとい

うことがあるが、これが起こらないようにする技術検討も行われている。ITU で

はそのための新しい周波数管理の基本的な案をまとめており、これが出来上がれ

ば衛星でも信号が失われることなく陸上局と同じように物標が探知できるように

なる。そのため議論がどうあろうとも AIS で全て探知できるようになってしまう

ので、LRIT の意義がますます不透明になってしまう危惧が潜在的にあるいうこと

は間違いないと考える。今まで AIS と LRIT は役割が違うということを強弁して

きたが、それも通らなくなってきている。しかし LRIT はすでに条約によってセキ

ュリティのために作られたシステムであるので、信頼性は高い。AIS は電源を切

っている場合、誤った情報を入力している場合があるので、必ずしも信頼性は高

くないと言えるが、LRIT も誤作動がないとは言えないと考える。衛星 AIS が 95％

程度の信頼性を持つようになれば、長期的に見れば LRIT の展望は明るくはないと

いう気がする。課金については、現在日本はカナダの他、主要なデータセンター

との契約が出来ておりデータ交換が可能で、売却のみを行っている。しかし日本

はそれを国の収益にしていないため、どの程度買われているのかは月締めの報告

書を見なければ分からないが、アメリカ、カナダにはかなりの量を売却している

ようである。課金の考え方については完全に民間事業者任せとなっており、国も

IMO も関与せず、データセンターに一任しているため、値段は様々である。パナ

マはデータが非常に高く、苦情も出ているが、IMO は公式な議題としてこのよう

なことを取り上げて課金標準を定め、議論することもなくなった。値段はデータ

センター同士が交渉で決めることとなっている。 

（３）議題 3：NAV56 対処方針（案）の検討 

関係官庁から委員会資料 IR10-2-3-1、IR10-2-3-2 に基づき NAV56 対処方針（案）

の検討が行われ、以下のとおり質疑応答があった。 

○議題 3（船舶の航路、報告と関連事項）の「夜間にマ・シ海峡を横切る 300GT 以

上の船舶に対し緑色全周灯 3 個の表示を義務付ける等の提案」に関し、インドネ

シアやシンガポールの国内法で対処しても良いような内容ではないかと思う。優

先関係が関わる部分であれば、おそらく条約上の話となると思うが、あえてこの 3

カ国が提案した背景として、国内法ではどうにもならない状況がこの海域にあっ

たのかどうか教えていただきたい。 

△担当は外航課であるので詳細は把握していないが、資料に記載してある内容とし
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ては、インドネシア、シンガポール、マレーシア 3 カ国の合意法というのがこれ

までなかったが、今回合意事項を作成しこのような提案文書を出したということ

である。背景については、事故が多いというようなことであったと記憶している。 

◎AIS シンボルに関連して、仮想航路標識を使用するということだが、具体的にど

のような場所に使うことを考えているのか。 

△1 月に仮想航路標識に関する IALA のワークショップが開催され、その中では仮想

航路標識を実際に使用したことのある国はほとんどないということだった。試験

的に使用した例としては、日本で伊豆半島沖の自主推薦航路を示す仮想航路標識

を航路標識測定船「つしま」のみに信号を与えて見せた例と、昨年、瀬戸内海の

航路沿いに仮想航路標識を入れて同じく「つしま」で映すという実験を行った。

また、デンマークでは沈船の周りに沈船標識のブイを入れたという報告もある。

実際のブイを入れるには 2、3 日かかるのに対し仮想航路標識は操作が容易である

ことから、利用方法として最も多いと考えられるのは沈船の表示である。また、

物理的に航路標識の設置が不可能な大水深の航路や、波が激しく岩礁等に灯台等

が建てられない場所についても、仮想航路標識で代用するという使い方があると

考えている。 

（4）議題 4：その他 

事務局より、委員会資料について、今回から、皆様にできるだけ理解を深めてい

ただくため、また委員会の活性化を図るため、資料がそろい次第事前にメールで送

付させていただくので活用をお願いしたい旨説明があった。 

また、次回第 3 回委員会の開催を、MSC88 に併せ 11 月下旬を考えている旨説明

があった。 
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＜第 3 回委員会議事概要＞ 

 

１ 開催日時及び場所 

日時：平成 22 年 11 月 10 日（水） 14：00～15：15 

場所：日本財団ビル 第 1～第 4 会議室 

 

２ 議題 

（１）第 2 回委員会議事概要（案）の承認 

（２）NAV56 審議結果の報告について 

（３）MSC88 対処方針（案）の検討 

（４）ロンドン事務所からの報告 

（５）その他 

 

３ 出席者（敬称略、（ ）書きは代理、[ ]書きは随行） 

（１）委員 

矢吹 英雄（委員長）、柿原 利治、松本 宏之、岡村 敏、阪根 靖彦、 

吉野 高広、山内 章裕、藤田 泰彦、佐藤 幹夫、小坂 智規、北林 邦彦、 

錦郡 満 

（２）関係官庁等 

吉永 隆博（高橋 達也）、石原 弘一、平田 徹郎（中川 貴統）、久保田 秀夫

（井田 充彦）、粟井 次雄[古川 正樹] [宿里 和斉]、小瀬 達之（酒井 敬）、 

長嶋 貞曉（山戸 義勝）、大久保 安広（渡辺 博史）、春日 茂（馬場 典夫）、

松田 康夫（宮井 義裕）、岩﨑 俊一（上山 伸二）[野口 英毅]、鈴木 弘二

（小清水 和善）、池田 晃康（安光 良博）、安室 庸介 

（３）事務局 

渡部 典正、増田 正司、杉田 勝美、志水 知也、倉本 明、大村 はるか 

 

４ 配布資料 

  IR10-3-1    第 2 回委員会議事概要（案） 

  ●第 56 回航行安全小委員会(NAV56)の結果について 

   IR10-3-2-1 第 56 回海上安全委員会の結果：海事局安全基準課 

   IR10-3-2-2  「航路標識 AIS のための新シンボルの開発」の審議概要 

：海上保安庁交通部企画課 

IR10-3-2-3  議題 3 等の審議概要：日本海難防止協会企画国際部 

●第 88 回海上安全委員会(MSC88)対処方針(案)について 
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IR10-3-3-1  IMO 第 88 回海上安全委員会(MSC88)議題 

IR10-3-3-2  第 88 回海上安全小委員会の対処方針：海事局安全基準課 

IR10-3-3-3  議題 6(LRIT)関連：海上保安庁総務部情報通信課 

IR10-3-3-4  「航路標識 AIS のための新シンボルの開発」の作業範囲拡大提案 

：海上保安庁交通部企画課 

●ロンドン事務所からの報告 

IR10-3-4-1  欧州各国における船舶動静把握システム活用状況等調査研究 

：日本海難防止協会ロンドン事務所 

 

５ 議事概要（◎委員長、○委員、△関係官庁、□事務局） 

（１）議題 1：第 2 回委員会議事概要（案）の承認 

平成 22 年度第 2 回委員会議事概要（案）については、特段の意見等なく承認された。 

 

（２）議題 2：NAV56 審議結果報告について 

関係官庁より委員会資料 IR10-3-2-1 及び IR10-3-2-2 に基づき NAV56 審議結果報告

が行われ、特段の意見・質問等はなかった。 

 

続いて事務局より委員会資料 IR10-3-2-3 に基づき NAV56 審議結果報告が行われ、

以下のとおり質疑応答があった。 

  シンガポール海峡の分離通行帯（TSS）を横断する船舶の灯火表示関連 

○導入されるのは灯火のみなのか。形象物の表示についても同様に定めるべきだと

思う。 

□今回の審議は、特に夜間に横切り船を判別しづらいという理由から沿岸三国より

夜間の灯火について提案があったことによるもので、昼間の形象物については提

案の中に含まれていなかった。このため、今回昼間形象物表示に関する議論は行

われなかった。 

○非強制の暫定措置ということだが、この措置の位置付けを教えていただきたい。 

□明確な基準は示されなかった。非強制であるので罰則規定などはない。実効性に

ついてこの措置で不満はないのかとの質問に対し、シンガポールは、基本的に TSS

を横切る船舶はシンガポールに入港する船舶なのでこの措置で問題ないとの回答

だった。この発言から、この措置に従っている船舶と従わない船舶では、シンガ

ポール入港時の優先的な扱いの有無など、シンガポール当局による差別的扱いが

生じる可能性もありうると感じた。 

△監査や証書等は一切なく、あくまでも勧告という位置付けである。 

○夜間に灯火を表示することで、見張りによる横切り船の判別が容易になるが、今

回、横切り船を発見した後の動作について議論はあったのか。 
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□横切り船発見後の動作について特に議論はなかった。TSS を横切る船舶について

は、まずシンガポールの VTS に通報・灯火点灯を行い、航路筋に沿って航行して

いる船舶の妨げにならないよう速やかに航路を横断し、横断が終了したときは再

度 VTS に通報すると共に灯火を消灯することとなっている。 

○議論の中で、避航とは異なる概念である impede という言葉が使われるようなこと

はなかったか。 

□特にそのような表現が使用されることはなかった。横切り船の動作についても、

多くの時間をかけて議論された訳ではなく、関心は低いように見受けられた。 

△シンガポールの提案文書によると、灯火表示の主眼は横切り船であることの周知

にあると思われる。 

 

（３）議題 3：MSC88 対処方針（案）の検討 

関係官庁より委員会資料 IR10-3-3-1 及び IR10-3-3-2 に基づき MSC88 対処方針（案）

の検討が行われ、以下のとおり質疑応答があった。 

  AIS の年次検査（SOLASⅤ）関連 

○承認された検査員が年次検査を行うということだが、これは主管庁又は船級協会

の検査員の中でもさらに特定の資格を有する検査員という意味合いなのか。 

△検査員について、特に通常と違うという認識はない。 

○船速距離計の解釈オプションに関し、独立というのはどの程度のものを想定して

いるのか。例えば、回路が独立していればよいのか。 

△どこまで独立させるべきかという問題は、NAV ではプレナリーで議論されたのみ

で、詳細までは議論されていない。提案文書にも詳細は示されていない。 

ただし、提案側の「独立」の解釈については、併用時に片方が故障した際に他方

も故障することになるため、別々に持つべきだという考えである。一方日本は性

能基準の中で兼用する場合の基準が示されているため、兼用が前提となっている

と思われる。加えて、バックアップのために独立して装備させるわけではないと

いう前提がある。 

 この独立の程度については MSC において確認し、対応させていただく。 

◎艤装品には、対水速度のみ測定するシステムがある一方、ソナーのように対水速

度・対地速度の両方測定できる機器もある。このように複数の機器があることか

ら、独立させるかどうかという議論がなされていると思われる。 

  ECDIS の不具合への対処関連 

○ECDIS の不具合への対処に関し、他にも不具合の起きる計器はあると思うが、特

に ECDIS に関して取り上げられたのはなぜか、その背景を教えていただきたい。

またどのような不具合が想定されているのか。 
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△不具合の具体例としては、ECDIS は危険があれば警報を出すため浅瀬への乗揚げ

等の防止に効果的だが、その警報に頼ってしまい、ECDIS に不具合があった時に

逆に危険な状況となる。他に不具合があればそれも含めて対処していくような包

括的なフレームワークを目指している。 

◎ENC の基準によって、ECDIS の中には紙海図のように完全な表示ができないも

のがあるため、特に ECDIS に関して取り上げられたと理解しているが、正しいか。 

△提案側としては、警報が出ないということを問題視している。警報が出ないこと

の周知及び原因究明及の必要がある。ECDIS を絶えず改善していくためのフレー

ムワーク作りを行うことが目的である。 

  水先人移乗装置の基準（SOLASⅤ）関連 

□水先人移乗装置の基準について、MSC87 の原案では全ての船舶に対し水先人用昇

降機の使用禁止という表現だったが、今回の MSC88 の資料には適用日以降の新造

船に対し使用禁止となっている。また、括弧書きで「現存船であって移乗装置を

適用日以降に交換する場合には出来る限り最新の基準を適用すること」という文

章も追加されている。MSC87 以降にこのような変更があったのか。 

△MSC87 から変更はない。昇降機の使用は全ての船舶に対し禁止である。配布資料

の文章は、昇降機の使用禁止のみならず他の条件も入っている。括弧内はハード

面での基準であるので、「できる限り」となっている。一方、オペレーションであ

る「使用」については全ての船舶に対し禁止となっている。 

 

続いて関係官庁より委員会資料 IR10-3-3-3 に基づき MSC88 対処方針（案）の検討

が行われ、以下のとおり質疑応答があった。 

  LRIT の利用促進関連 

○LRIT 情報を海賊対処部隊に提供するスキームに関して、LRIT を SOLAS に定め

るにあたって「航行の安全」で規定するのか「テロ防止」で規定するのか議論が

あり、LRIT はテロ防止のためだけのものではないという欧州等の意見から「航行

の安全」で規定されたと記憶している。加えて、LRIT は目的外使用禁止が明確に

定められている。これを条約改正なく海賊対処部隊に提供することは、どのよう

な経緯で合意されたのか。またこれはどのようなスキームなのか。 

△LRIT を SOLAS に定めるにあたり、EU は LRIT に関しセキュリティの観点では

関心を示さなかった。そこで全会一致で承認させるため、LRIT はセキュリティ以

外にも有用であるとして「航行の安全」に規定した。海賊対策としての情報利用

に関しては条約の枠外の LRIT の利用であるとして無理やり関連決議を作成した

という経緯がある。そのため名称も、実態に合わせ「海賊船用特設データセンタ

ー」とすべきところを、データセンターという言葉は条約に抵触するため「Data 

Distribution Facility」という名称にし、IMO の事務局の中に機能を限定して開設
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した。仕様については、限定的な情報、いわゆる定時通報を一方的に発信するの

みで、必要に応じた発信頻度の変化、データの蓄積、図への表示等は行わない。

その上で、情報を希望する部隊は所属する国を通じて IMO に書簡で通知すること

としたが、現在まで通知は一件もないという状況であり、LRIT 情報が海賊対策に

有用だという前提が正しかったのかどうか疑わしいという結果になっている。 

 

続いて関係官庁より委員会資料 IR10-3-3-4 に基づき MSC88 対処方針（案）の検討

が行われ、特段の意見・質問等はなかった。 

 

（４）議題 4：ロンドン事務所からの報告 

   事務局より委員会資料 IR10-3-4-1 に基づき日本海難防止協会ロンドン事務所からの

報告が行われ、特段の意見・質問等はなかった。 

 

（５）議題 5：その他 

事務局より、次回第 4 回委員会（最終委員会）の開催について、COMSAR15 に併せ

日程調整の上、後日連絡する旨説明があった。 
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＜第 4 回委員会議事概要＞ 

 

１ 開催日時及び場所 

日時：平成 22 年 2 月 28 日（月） 14：00～16：00 

場所：海事センタービル 701、702 会議室 

 

２ 議題 

（１）第 3 回委員会議事概要（案）の承認 

（２）MSC88 審議結果の報告について 

（３）COMSAR15 対処方針（案）の検討 

（４）「SOLAS 非適用船舶に対する国内法による AIS 強制化について」 

「海賊事案の現状」 

（５）平成 22 年度事業報告書（案）の承認 

（６）その他 

 

３ 出席者（敬称略、（ ）書きは代理、[ ]書きは随行） 

（１）委員 

矢吹 英雄（委員長）、柿原 利治（宮本 佳則）、松本 宏之、岡村 敏、 

阪根 靖彦、吉野 高広、山内 章裕、井筒 毅（藤澤 昌弘）、佐藤 幹夫、 

待場 純、錦郡 満 

（２）関係官庁等 

石原 弘一、久保田 秀夫（森 孝紘）、粟井 次雄（古川 正樹）[水成 剛] [宿

里 和斉]、春日 茂（馬場 典夫）、松田 康夫（宮井 義裕）、岩﨑 俊一（上山 

伸二）[野口 英毅]、鈴木 弘二（小清水 和善）、池田 晃康（安光 良博）、 

安室 庸介 

（３）事務局 

渡部 典正、増田 正司、杉田 勝美、志水 知也、大村 はるか 

 

４ 配布資料 

 IR10-4-1   第 3 回委員会議事概要（案） 

 ●第 88 回海上安全委員会(MSC88)の結果について 

  IR10-4-2-1  第 88 回海上安全委員会の結果：海事局安全基準課 

  IR10-4-2-2  議題 23 「航路標識 AIS のための新シンボルの開発作業の作業範囲拡大提

案」の審議概要：海上保安庁交通部企画課 

  IR10-4-2-3  海賊等に関する議論の状況：日本海難防止協会 
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●第15回無線通信・捜索救助小委員会(COMSAR15)対処方針関連資料 

IR10-4-3-1  第15回無線通信・捜索救助小委員会議題 

IR10-4-3-2  第 15 回無線通信・捜索救助小委員会の開催：海事局安全基準課 

IR10-4-4-1 「SOLAS 非適用船舶に対する国内法による AIS 強制について」 

  IR10-4-4-2 「海賊事案の現状」 

IR10-4-5  平成 22 年度事業報告書（案）＜表紙・目次＞ 

 

５ 議事概要（◎委員長、○委員、△関係官庁、□事務局） 

（１）議題 1：第 3 回委員会議事概要（案）の承認 

平成 22 年度第 3 回委員会議事概要（案）については、特段の意見等なく承認された。 

 

（２）議題 2：MSC88 審議結果報告について 

関係官庁及び事務局より委員会資料 IR10-4-2-1、IR10-4-2-2 及び IR10-4-2-3 に基づ

き MSC88 審議結果報告が行われ、特段の意見・質問等はなかった。 

 

（３）議題 3：COMSAR15 対処方針（案）の検討 

関係官庁より委員会資料 IR10-4-3-1及び IR10-4-3-2に基づきCOMSAR15対処方針

（案）の検討が行われ、以下のとおり質疑応答があった。 

  e-ナビゲーション関連 

◎今後の予定として、コレスポンデンスグループ（CG）のレポートを COMSAR15

で議論し、その結果を MSC に報告するという取りまとめの仕方になるのか。 

△CG の取りまとめは NAV（航行安全小委員会）で行うこととなっている。STW 及

び COMSAR での議論は NAV で取りまとめが行われ、その後、MSC に上げられ

る。 

 

（４）議題 4：「SOLAS 非適用船舶に対する国内法による AIS 強制について」 

             「海賊事案の現状」 

   委員会資料 IR10-4-4-1及び IR10-4-4-2に基づき日本海難防止協会企画国際部国際室

長からの報告が行われ、以下の通り質疑応答があった。 

AIS 関連 

○シンガポールで採用されている HARTS（トランスポンダ）システムは MPA（港

湾局）が管理しているが、AIS についてはどの機関が管理しているのか。 

□AIS についても MPA が管理している。 

○AIS 搭載強制化の際には、国内法整備が必要であるが、EU での強制化実施の場合、

86



 

 

EU から各国への強制化についての法システムを教えていただきたい。 

□今回の調査では、EU 加盟国全てに効力を発揮する、EU 全体で決められている法

制度（EU directive）で Class-A AIS 搭載が義務化されているということであった。 

○次のステップとして各国が EU directive に則した国内法をつくり、AIS 搭載強制

化が実施されるということか。 

□EU directive が、各国で国内法化された後効力を発するものであるか、もしくは

EU directive として制定された時点で効力を発するものであるのかについては、

確認の上次回委員会にて報告させていただく。 

○中国においては、海事局の他にも複数の政府機関が個別に法を制定し、漁船等担

当する船舶に対し AIS 搭載を強制しているのか。 

   □中国ではそのような体制になっている。 

   □AIS の普及に関しては、コスト負担の問題が大きく係ってくると思われる。各国

の AIS 搭載義務化におけるコスト負担の状況について教えていただきたい。 

   □中国においては政府が国内の企業と協力し安価なものを開発した。そのため政府

がそれ以上の費用負担することはないとのことであった。シンガポールにおいて

は 2007 年の HARTS 導入時、導入前の一定期間に申請をした者に対しては無償で

供与し、それ以降は政府が HARTS が比較的安価になるようメーカーに指導し、

各船に備え付けさせることとした。そのため 2012 年 1 月の実施の際にもこのシス

テムが適用され、HARTS を導入する際には政府の援助があると考えられる。

HARTS は年間の使用料が 120 シンガポールドルであるが、仮にこれが故障した場

合には、政府が無償で交換することとなっている。 

   □欧州の資金負担の状況についても調査していただきたい。 

海賊関連 

○（補足）海賊の標的となった船種について、コンテナ船への襲撃の多さに注目し

ているとのことであったが、コンテナ船は乾舷が高く高速であるため海賊に襲撃

されにくいローリスク船である。アデン湾は、具体的には世界では年間約 20,000

隻、日本関係船では年間約 2,000 隻が航行しており、その中に占めるコンテナ船

の航行隻数は多い。従って、襲撃被害件数だけ見るとコンテナ船は海賊被害にあ

う件数が多いように見えてしまうが、これは通航数が多いためで、リスクという

視点から見るとコンテナ船のリスクが高いというわけではないと認識している。 

○シタデルを使用する際の必須事項に関し、救助の実施には各国軍ともきわめて高

度な政治的判断が必要となることから、仮に各国の軍が至近にいたとしても、す

ぐに救助が行われるとは限らないという点に注意が必要である。そのため、船主

協会としてはシタデルの使用については慎重に検討していく必要があると考えて
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いる。また、武装警備についても非常に慎重に検討したいと考えている。 

○アデン湾では漁船のような小舟が終日非常に多数航行しており、漁船と海賊の見

分けがつかない状況である。海賊の襲撃の可能性が高い時間帯を教えていただき

たい。また、昨今、海賊に母船が使用されるようになってきたとのことであった

が、どの程度の大きさの母船が使用されているのか教えていただきたい。 

□日出直前・日没直後が襲撃の可能性が高い時間帯である。母船の大きさについて

は様々である。漁船と海賊の見分け方について、イタリアの民間会社が、漁船の

行動形態（徘徊・停止等）、船上の人数、自船からの距離、自船との距離が一定以

下になったときの航行進路等のデータを基にして、海賊と漁船を見分けるシステ

ムを開発しているとのことであった。現在はまだ実験段階であるが、今後実用に

適うものが開発されれば参考になるかもしれない。 

 

（５）議題 5：平成 22 年度事業報告書(案)の承認 

   事務局から委員会資料 IR10-4-5 に基づき本年度事業報告書（案）について説明があ

り、特段の意見等なく承認された。 

 

（６）議題 6：その他 

事務局より、来年度の第 1 回委員会について、5 月中旬の MSC89 に合わせて、4 月

下旬の開催を検討しているとの説明があった。 
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