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一人乗り漁船乗組員の海中転落時の機関停止装置

酒井久治*・北野罵介*

Emergency Stop System of Main Engine on 
Fishing Boats Operated by One Man 

日isaharuSAKAI * and Y osuke KIT ANO * 

Abstract 

An emergency stop system of main engine on fishing boats operated by one man was devised to save a 

fisherman who fell into the sea. This system consists of the three parts; a transmitter. a FM radio. and a 

detector. Experiments were conducted to evaluate the characteristics of the emergency stop system. 

The results showed that the average of the operating distanc巴 limitsof transmitter. the stopping distance 

and time on the initial speed of 6.3kt were 22.8m. 198m. and 166sec. respectively. Thus this system is 

expected to be significantly effective as a life勾savingdevice for many fishing boats. 

，. はじめに

漁船における海中転落事故は，海難によらない人身事

故のうち. 40%を占めている1)。なかでも，そのほとん

どが一人乗りである小裂漁船では，操業中や航行中に一

度転務するとへ本船に追いつくことが困難になり，生

存の可能性は僚般に救助される以外，極端にi尽くなる。

したがって，海中転落は，死亡事故に直結するので，小

型漁船における海中転手喜時の救助対策は沿岸漁業の最議

要課題の一つであると言える。

一方，転手喜時の救命，救助のための支援対策として，

漁労用救命胴衣の改良 3) エマージョンスーツ U および

無線警報式海難救命ヘルメット 5)の開発などがあり，発

見されるまでの生存に大きく寄与していると推察され

る。

しかし，どの場合でも，転落待に本船側が無人になる

ため，燃料切れを生じるまで紙走することが考えられる。

そこで，乗組員の転落事故が発生した場合，直ちに機関

を停止させることができるならば，自力による救命が可

吉告になり，漁業者の死亡事故を減らす近道であると考え
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ら才工る。

本研究では，一人乗り漁船の乗組員が海中に転落した

とき，機関を自動的に停止させる装置を試作し，漁業者

の救命，救助のための支援装霞の開発を目的にしたもの

である。

ヌド論では機関停止装置を用いた海上実験を実施し，そ

の効果を確認したので，装置の概要，実験結果，および

若干の知見を報告する。

2. 実験装農および方法

1) 実験装置

機関停止装置は. Fig.lに示すように，微弱な電波を

発信する発信号告を乗組員の身体に取り付け，乗組員が海

中転落すると，発信器と受信器問の距離が増加し，電波

が途切れ，機関停止操作を行う。

発信器 (Transmitter)は，共和製作所製の FM変調式

ワイヤレスマイク WL701キットを利用した。搬送周波

数 76-90Hzの FM波利用のワイヤレスマイクで，マイ

クロホンの代わりにブリップフロップ回路を取り付け，

同回路から出力される 666Hzを変調信号とした。仕様は，

外形寸法67x 16 x 22mm.コードアンテナ 40cm.使用電

池 LR44(DC1.5V).連続送信時間約 30h.送信距離約 20m

としTこ。

受信号告は専用の装置を設けず. FM放送が受信可能な

イアホン端子イ寸きラジオならば，すべて使用可能とした。

この理由は，小型漁船で操業する場合，多くの乗組員が

ラジオを携幣していることから，可能な限り既存の設備

の活用を図ったためである。
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Fig. 1 General arrangement of emergency stop system of main engine. 
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Fig. 2 Block diagram of detector. 

信号検出器 (Detector)は. Fig.2に示すように，ラジ

オのイアホン信号が入力されると. 666Hzのパスフィル

タを通過する。この信号は，比較部において，あらかじ

め設定された信号レベルと比較される o これを下回ると，

発信器を取り付けた乗組員が転落したものと認識し. 0 

-10秒間の遅延後，ブザーと共に機関停止回路を作動さ

せる。なお，遅延回路は，発信器を取り付けた乗組員が

船上で漁労作業を行う場合，発信電波が微弱なため，姿

勢や場所によって一時的に遮断され，機関が停止する危

険性を回避するためである。

なお，本システムと同様な目的を持った装置，すなわ

ち受信信号の遮断によって主機関を停止させる装鐙は，

過去にヤンマーディーセソレ(株)*によって開発されたが，

普及するまでにはきさらなかった。この原因は. 1)高価格

であった. 2)発信器が大型であった. 3)信号遮断の方法

が水面下 30cm以上による海中減衰であった，などのこ

とが考えられる。そこで，本システムでは，上記の1)に

対して FMラジオの利用によるコストの低減. 2)に対し

てワイヤレスマイクによる小型化. 3)に対して微弱電波

の距離減衰を利用した信号遮断による作動を構築した。

2) 実験方法

実験は，東京水産大学実習艇ひよどりを使用し東京湾

内で実施した。ひよどりの婆gは，総トン数19.9トン，

会長 19.7m.主機関出力 260kWx 1950rpm.速カ 10.5kt

て-ある。

ひよどりを一定速力で，風上に向かつて直進させ，発

信器投入時(転落時)および機関停止信号発生時の持刻

と共に，船速 Vを計測周波数 5Hzでディジタルレコー

夕、 (Teac.DR-Fl)に計誤uし7こ。

速力は.JEl角 10degに保持したまま機関回転数を 600

-1700rpmまでの 100rpm怨に調節したときの船速とし

7こ。

機関停止装置は，現場海域で急速な衝突回避動作が可

能なように機関停止回路に接続せず，機関停止信号の発

生と向特にクラッチ脱操作のみによりプロペラ軸を停止

させ，機関停止状態とみなした。なお，これ以降，船体

が停止するまで，舵を中央 [Odeg]に保持した。

受信器(ラジオ)は操舵室の震根j二に，信号検出器は

直下の操舵室に設置した。なお，信号検出器の遅延時間

Td Iま5秒に設定した。

発信器は転落者に見立てた旗竿，ボンデン，および重

りで構成される浮き旗に，水頭上 1.5mに位置するよう

に取り付け，ひよどりの後部甲板から海中に投下した。

なお，投入位置と受信器開の距離Ldは. 13mであった。

停止距離 (Stoppingdistance) Dt [m]は，計測された速

力鎮を用いて次式により算出した。

事 FER1400形マリナサークエンジン自動停止装置取扱

説明醤:ヤンマーディーゼル株式会社
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ここで，T=Oは発信器投入時，T=t は停止時であり，

船体停止条件を 0.5ktとした。したがって，停止距離お

よび停止時間は，発信号器投入時を基準とし，それから速

カが 0.5ktになるまでの距離および時間を表す。また，

Si は計測周波数で，Si=5とした。
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Effect which the ship's speed exerts on 
the stopping time of main engine. 
The solid curve indicate the theoretical values. 

Fig.4 

結果および考察

1) 受信限界距離

実験の前に，本装置の受信限界距離を計測した。なお，

計測j誤差を少なくするため，直線距離が長くとれるグラ

3. 

すなわち，濯論値は受信限界距離 L=22.8mを逸脱す

るまでの時間 Tpと，信号検出器の遅延待問 Tdの会主事

時間とした。ここで. Ld (まひよどり船上の発信器の投

入位置と受信号雲院の距離 Ld= 13mで，この時点で受信

可能距離は (L Ld) m を残すのみである。

実ìJ!U{j痘と理論値を比較すると，初速が 4~6kt の範閣

では概略一致し，この範閉より低速域および高速域では

ばらつきが多くみられた。この理由は，受信限界距離に

おける信号状態が極めて不安定であり，信号検出器に遅

延時間を設定しでも，ぱらつきの原留になると考えられ

るためである。

しかし，本装澄は，受発信号器開の距離が受信限界距離

を越えると機関を確実に停止させ，所期の目的である機

関停止動作が達成されたことを確認した。特に，ノj、裂ボ

ートでみられるような機関操縦スタンドと操縦者をスパ

イラルコードで結ぶ機械式機関停止装援に比べて，漁労

中の作業姿勢に制約がなく，本装授の適用が漁労作業に

影響を及ぼさないことを確認、した。

3) 停止距離

Fig.5は，計測された速力と. (2)式により算出した停

止距離を，横車由に経過時間を取り示したもので，同図は

機関回転数 1000rpm時の結果である。このとき，初速

は 4.7ktであり，停止距離および時間はそれぞれ 158m，

1525を示している。

Fig.6は，各実験日寺に得られた停止距離および停止時

間と，初j衰の関係を示したものである。一例をあげると，

初速が 4.7ktのとき停止距離および自寺院は 158m，152sで

あり. 6.3ktのときそれぞれ 198m，1665であった。ま

た. 8ktでは約 220mであり，航行中，乗組員が誤って

海中に転落しても，船体は行き過ぎ距離約 220mで停止
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ンドにおいて笑施した。

Fig.3は，受信号告を中心に設置したときの16方位の受

信限界距離を示した。 90度方向がラジオの衰弱. 270度

方向が同前函方向である。限界距離の平均値 L土標準綴

羨は.22.8:t 0.3mであった。小型漁船の最大会長を 20

mと考えると，受信器を船澄または船尾に設置しても全

甲板上で受信可能である。したがって，この受信限界距

離 22.8miま綾適なものと推察される。

本装置は FM波を使F脅しているため. AM波に比べて

受信号まの設援方向による受信距離の相違治訂正とんどなく，

Fig.3における樹線はほぼ円形であった。このことから，

実験時の受信器の設霞方向は制限する必要がないことを

確認した。

2) 機関停止時間

Fig.4 の図 ~pは，発信器投入時の初速 Vο と，投入時

から機関停止符までの機関停止符間 Tmとの関係を示し

たものである。また，凶中の曲線、は理論備を示し，次式

で求めた。

67.5 

112.5 

O 

270 

180 

DircGtion [dcgJ 

Distance limit of operation on the system. Fig.3 
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することが明らかになった。

現実に乗組員が海中転落をおこすと，海水温度や体力

により異なるが，極度の緊張と疲労から約 200mの遊泳

でも困難な場合が生じる。したがって，更に停止距離の

短距離化を図る必要があるが，仮に機関停止時間を短縮

しゼロ秒を達成しても，停止距離は大部分が船体の惰カ

による前進距離で占められる。たとえば，速力 8ktでは

(4)式による機関停止時間 7.4sに前進する距離は 30mで

あり. 4ktでは 20mの短縮化しか図れない。しかし，漁

労中，たとえばトロールなどの曳網時は，漁具抵抗のた

め更に短くなるので，今後，自動的な機関後進発令や舵角

の変節による停止距離の短距離化を合わせて検討する必

要がある。

4. おわりに

一人乗り漁船の乗組員が海中に転落したとき，機関を

自動的に停止させる装置を試作した。実験の結果，発信

器の受信限界距離は受信器から 22.8mであり，転落後

から船体が停止するまでの距離および待問は，初速が

6.3ktのとき， 198mおよび 166sであった。このことか

ら，本装置は所期の目的を達成したこと，救命，救助の

ための支援装援として有効なこと，実用可能であること

を石室認;しfこ。

本装置は，他の救命胴衣やイマージョンスーツなどを
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否定するものでなく，これらの支援装置との併用によっ

て，自力による救命の可能性を向上させるものである。

更に，現在，研究が進められている衛星を使用した海中

転落者浮遊位置認識装置の実用化と共に，漂流者をより

効率的に，短時間のうちに発見することが期待でき，漁

業者の死亡事故を少しでも減少できればと願うものであ

る。

最後に，装置の試作に当たり無理な要求に答えていき

ました日本電計株式会社テクニカルセンターの小津寛氏

に，海上実験の実施に当たり東京水産大学実習艇ひよど

りの酒井一英艇長，徳山比呂志機関長，前任の菅伸之機

関長にお世話になりました。ここに深謝申し上げます。
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