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英国水路部の ECDIS ワークショップ 
UK Hydrographic Office’s ECDIS workshops 

 
ECDIS を船舶に統合するためのアドバイスを提供 
 

 
 
航海のデジタル化が進みつつあります。商船

への電子海図表示情報システム(Electronic 
Chart Display and information system [ECDIS])の
搭載を求める、海上における人命の安全のた

めの国際条約（Safety of Life at Sea [SOLAS]）
の改正規定（改正 SOLAS）が、航海計画と運

航に電子海図を活用する新たな時代の到来を

告げています。デジタル航海システムの搭載

が義務化された場合、その対応はそれほど簡

単ではありません。安全、タイムリー、かつ

効率的な方法で改正規定を遵守するためには、

船会社は ECDISの船舶への統合計画を事前に

立てておく必要があります。 
 
ほとんどの大型船舶にECDISの搭載を要求す

る改正SOLASにより、船舶の航法は歴史的な

転機を迎えています。ECDISの搭載の義務化

は、2012 年から船舶の種類と規模に応じて適

用が始まり、2018 年に完了する予定です 1。

これは、船主や、運航業者、船長らに対して

デジタル航海への移行への対応を求めるだけ

でなく、航法データの作成担当者にも、

ECDIS搭載船舶ですぐに使用可能なデジタル

形式の高精度データを作成する大きな責任を

負うせることになるものです。英国水路部

（UK Hydrographic Office [UKHO]）は、世界

中の船舶のニーズを満たそうと、これまで以

                                                             
1 Gard News 第 208 号の記事「ECDIS implementation
（ECDIS の導入）」を参照してください。 

上に熱心に取り組みを進めています。英国海

軍本部ベクター・チャート・サービス

（Admiralty Vector Chart Service [AVCS]）は、

現在 12,000 以上の航海用電子海図を保有して

おり、独自に選定した、規模が大きく、通行

量の多い世界 200 以上の港湾を網羅していま

す。毎年、20 万件ずつ追加される情報に対し

て、三重チェックを行い、航法データの精度

の確保が図られています。 
 
デジタル化への移行において鍵となるのが早

めの準備です。市販されている ECDISモデル

は種類が数十種類以上あるほか、ECDISの型

式承認書、設置基準、認可訓練に関する要件

は旗国と船舶の種類ごとに異なるため、船主

と運航業者が考慮しなくてはならない事項が

多数あります。2013 年は、コンプライアンス

をいかに達成するかということに加えて、そ

れをどのように行動で示すかという実務的な

側面が重要になることから、船会社において

検討事項はさらに増えてゆくでしょう。 
 
これらを踏まえると、2013 年はデジタル航海

への移行に向けた重要な年になり、海運業界

が直面する様々な課題への対応が進むにつれ

て、変化のペースが急激に加速していくもの

と思われます。船主と運航業者は、ECDISの
統合に向かう多くの段階で重大な意思決定を

行う必要がでてくるでしょう。そこでの選択

を誤まれば、後に深刻な影響をもたらしかね

ません。こうした状況を背景として、デジタ

ル航海への移行に取り組む船会社を支援しよ

うと、UKHOによって次の 2 種類のワークシ

ョップが考案されました 2。 
 

                                                             
2 英国水路部は「Admiralty」ブランドを冠したグローバルな航

海関連製品とサービスを提供しているほか、ここで紹介したワ

ークショップの公式プロバイダーでもあります。 

http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734473/23_ECDIS_implementation.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/Content/20734473/23_ECDIS_implementation.pdf


    
UK Hydrographic Office’s ECDIS workshops                                                                            Gard News 210 May/July 2013 

デジタル統合ワークショップ 
1 つ目の「Admiraltyデジタル統合」ワークシ

ョップでは、ECDISの遵守、安全性、効率性

を確保するための 9 つのステップが紹介され

ます。このワークショップは、2012 年に、

1,000 名以上の世界の海運業界の代表者の参加

を得て開催されました。同ワークショップの

評判が高かったことから、2013 年も開催され

る予定です。 
 
このワークショップを主導した、ECDISと統

合船橋業務に関する世界的に有名な専門家で

ある Paul Hailwood 大佐は、同ワークショップ

への参加によって期待できる成果を次のよう

に説明しています。「多くの船会社は、

ECDISの準備の大変さを想像して尻込みし、

また、デジタル航海を船舶に導入する計画を

立てるのに必要な時間を甘く見積もっていま

す。このワークショップでは、改正 SOLASの

遵守方法の理解を促し、各船会社の船舶、乗

組員、業務に最も適した ECDISソリューショ

ンにたどりつくためのサポートを提供しま

す」。 
ワークショップでは、デジタル航海への安全

かつ効率的な移行を実現するために従うべき、

9 つのステップについての説明が行われます。 
 

 
デジタル航海へ安全かつ効果的に移行するた

めの 9 つのステップ 
 
第 1 ステップ 
デジタル航海への移行プロセスの第 1 ステッ

プは、保有船舶に対する SOLASの遵守期限を

確認することです。遵守期限は船舶の種類・

規模によって異なりますが、既存船の場合、

改正 SOLAS発効後の最初の検査の前に ECDIS
を導入する必要があります。 
 
第 2 ステップ 
船主は、確認した遵守期限内に、最初の

ECDISリスク評価を実施し、ECDIS導入プロ

セス中に保有船舶が直面する一般的なリスク

を確認するべきです。このステップは、スケ

ジュールを含め、ECDISの導入戦略を確立す

るために、船の乗組員と陸側のスタッフの双

方の視点に立って行う必要があります。 
 
第 3 ステップ 
移行プロセスの第 3 ステップは、ECDIS訓練

の計画を立案することです。乗組員が確実に

規定を遵守し、自信を持って ECDISを使用で

きるようになることが、デジタル移行の最大

の課題になると思われます。今から 2018 年ま

でに、最大 20万人の船舶職員が ECDISの総合

／タイプ別訓練を受けなければならないと予

測されています。いずれのコースも、STCW
条約（船員の訓練及び資格証明並びに当直の

基準に関する条約）(International Convention on 
Standards of Training, Certification and 
Wachkeeping for Seafarers, 1978)のホワイトリス

トに掲載された海事当局の承認を受け、船舶

職員が乗務する船舶の旗国の承諾を受けるこ

とが不可欠です。また、該当する ECDISメー

カーからタイプ別の訓練の承認を得ることも

重要です。 
 
第 4 ステップ 
船主は、ECDISメーカーを選択した後、その

ECDISを適切に設置しなければなりません。

ECDISの型式承認書が旗国の容認できるもの

であることを確認し、設置プロセスそのもの

に関する旗国と船級協会の双方の要件を遵守

することが重要です。また、ECDISのバック

アップシステム、冗長性、定期保守について

も検討を要します。 
 
第 5 ステップ 
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ECDISの設置と同時に、各船会社はそれぞれ

の事業、方針、業務上のニーズ、および船舶

に適した安全かつ効率的な ECDISの運用手順

を確立する必要があります。また、その手順

は安全管理システムに組み込むべきです。 
 
第 6 ステップ 
これまで、紙海図を使って安全な航海を実現

してきたのと同じように、ECDISを運用する

船会社は、必ず最新かつ正式な航海用電子海

図(Electronic Navigational Charts [ENCs])を使用

するようにしなければなりません。ENCsが入

手できず、かつ旗国の要求事項を満たしてい

る場合には、紙海図を正確にデジタルコピー

した航海用ラスター海図の使用が認められて

います。それには、Admiralty e-Navigator PC
アプリケーションなどのツールを用いて、船

内で海図を適切に管理することが必要です。

この方法は、電子海図のトップレイヤーとし

て表示される AdmiraltyInformation Overlay 
(AIO)を組み込むための最も簡単な方法であり、

ここには、船員向け AdmiraltyTemporary and 
Preliminary Notices to Mariners通知のほか、

ENCsと紙海図との間の大きな相違が強調表示

されます。 
 
第 7 ステップ 
保有船舶全体のリスク評価を終えたら、それ

ぞれの船舶と ECDISに固有の危険性と手順を

特定するために、個々の船舶の ECDISリスク

評価を実施する必要があります。この場合も、

船舶職員がこのプロセスに関与し、ECDISの

運用手順に必要な修正を加える必要がありま

す。 
 
第 8 ステップ 
ECDISの訓練、手順、設置を終えたら、旗国

から、各船舶の主要な航法ツールとして

ECDISの承認を受けることになります。これ

で、紙海図から ECDISに移行する準備が整い

ます。船舶職員に習熟させるために、移行に

数か月間かける場合もあります。 

 
第 9 ステップ 
最後のステップは、ECDISを船舶に実装する

ことです。これを効果的にサポートする方法

は、ECDISに習熟した船舶職員を配置して、

実装の支援、他の船舶職員への指導、共通の

基準の確立にあたらせることです。 
 
方針・手順に関連したワークショップ 
2 つ目の「ECDISの運用に関する方針・手順の

Admiraltyガイド」ワークショップは、1 つ目

のワークショップの参加者から出された、

ECDISの方針・手順について当局から求めら

れる要求事項とその策定に関するより詳細な

情報とサポートを求める声に応じたものです。 
 
主な航法ツールとして ECDISを使用すること

に関して SOLASが求める搭載要件を満たすた

めには、船舶の安全管理システムに ECDISの

運用手順を含める必要があります。このワー

クショップは、UKHO の専門知識を活用して、

この重要な要求事項を船会社が満たせるよう

にサポートを提供するものです。 
 
ECDISの導入に関する法的要件は、複雑であ

り、解釈が異なる場合があります。本ワーク

ショップではこれらの問題を明確にし、国際

基準で要求される項目と問題のチェックリス

トを提供します。これは、船会社が ECDISに

関する寄港国検査や第三者監査の準備を行う

一助となるものです。 
 
ECDISの運用に係る方針・手順は、構造的リ

スク分析プロセスを通じて策定すべきもので

す。本ワークショップでは、ECDISの運用に

伴うリスクと、それを最小限に抑えるための

制御方法を明らかにします。海運業界は、リ

スク評価には慣れてはいても、ECDISの危険

性と制御方法を特定するには、ECDISの専門

知識が必要です。UKHOでは、そのための十

分な知識を提供することが可能です。 
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まとめ 
UKHOは、200 年以上にわたり世界中の海図を

作成してきた経験をもち、今なお、航法デー

タに関する国際標準の確立を担っています。

UKHOの Admiralty紙海図とデジタル海図、そ

して出版サービスはほとんどの国際商船にお

いて使用されています。現在 12,000 以上の航

海用電子海図を保有する AVCSは、主要航路

や港湾をカバーする最も広範な公式海図を提

供しています。また、UKHOは ECDISワーク

ショップをはじめとして、海運業界のデジタ

ル航海への移行をサポートするにあたり、重

要な役割を果たしています。 
 
ECDISの搭載の義務化は、海運業界の多忙な

管理者や運航管理者にとって、タスクリスト

の一項目に過ぎないかもしれません。しかし

ながら、ECDISを最大限に活用するデジタル

移行に成功すれば、法的要件に遵守できるに

とどまらず、はるかに大きな恩恵を受けるこ

とができるのです。ECDISは、船橋における

状況把握力を高めることにより、安全性と運

航効率の向上をもたらし、ひいては商業利益

にもつながるものです。 
 
2013 年実施予定の Admiralty ECDISワークシ

ョップをはじめ、デジタル航海への移行に役

立つさらに詳細な情報が www.admiralty.co.uk
に掲載されています。 
 
 


