
小型船事故6割「相手船気づかず」　国、アプリ利用促す
社会・調査

2021年12月14日 21:00 [有料会員限定]
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プレジャーボートなど小型船の事故の約6割が相手の船に気づかずに発生していたこ
とが運輸安全委員会の調査で分かった。衝突を防ぐには、周囲の船の位置を把握でき
る「船舶自動識別装置（AIS）」が有効だが、設置コストがかさむうえ、小型船には
搭載義務がなく、普及率は1%程度にとどまる。事故防止を目指し、国は類似機能を
持つスマホアプリの利用を呼び掛けている。

図表を保存

長崎県南島原市の沖合で今年5月、小型漁船と停泊中のミニボートが衝突する事故が
あった。小型漁船の70代船長は事故直前、ミニボートの存在に気づかず、船を加速
しようとしたタイミングで衝突。ミニボートに乗船していた50代の同乗者が重傷を
負った。

海上保安庁によると、2020年に事故にあった船舶は1961隻。ここ数年は2000隻前後
で横ばいが続いており、小型船が8割を占めた。特にプレジャーボートの事故が目立
ち、前年から26隻増の996隻だった。

同庁の担当者は「新型コロナウイルス禍が続くなか、密を避けられるマリンレジャー
として新たに始めた人が増えたことが影響しているのでは」とみる。

運輸安全委員会が08～20年にかけて、死亡・行方不明者の出た208隻の事故原因を調
査したところ、57%が相手の船の存在に気づいていなかった。死角による見落とし
や、他船はいないという思い込みが主な要因だ。

こうした事故の防止に活用されているのがAISだ。500トン以上の船舶などに搭載が
義務づけられているが、20トン以下の小型船については義務化されていない。総務
省によると、21年8月末時点でAISを搭載している小型船は6097隻。日本小型船舶検
査機構や水産庁の統計によると小型船は全国に約54万隻あり、搭載率は1%程度にと
どまる。

国土交通省は小型船の所有者にAISの機能に関するチラシを配布するなどして、利用
を促している。ただアンテナなど機材や取り付けの工事費でAIS設置には一般的に
200万円程度かかる。機能を簡略化した簡易型AISでも機材のみで十数万円以上かか
り、個人所有も多い小型船への普及は容易でない。AISで無線を扱うには電波法に基
づく免許も必要だ。

このため、国は小型船でも導入しやすい事故防止策として、AISと同種の機能を持た
せたスマホアプリの普及にも力を入れている。

昨年から今年にかけ、民間企業と連携して瀬戸内海を航行する船舶の位置情報を全地
球測位システム（GPS）を使って共有できるアプリの実証実験を実施。今後はアプリ
の認知度向上に加え、AISとの間でも相互に位置情報を共有できるエリアを増やすな
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ど、さらなる安全対策に力を入れる方針だ。

▼船舶自動識別装置（AIS）　船舶の位置や針路を無線で他船や海上保安庁の陸上施
設に向けて発信する装置。モニターに周辺の船の位置が表示される仕組みで、周囲の
船の状況などを把握でき、衝突回避につなげることができる。

すべての記事が読み放題　まずは無料体験（初回１カ月）
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