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1. 研究の目的

図面を海に固まれているわが国にとって海は重要な突

通路である.エネルギー資源をはじめとする原材料の多

くが船舶により海外から輸入され，多くの基幹産業が臨

海部に立地しているため，海上輸送活動がきわめて活発

に行なわれている.また，海洋レジャー活動や漁業活動

も盛んで・ある.しかし，狭水道が多数存在する東京湾，

伊勢湾および瀬戸内海の 3 海域は，背後に大都市および

工業地帯を控えているため，船舶交通が編稜しており，

海の過密度はますます高くなっている.また，衝突・乗

揚げに代表される海難事故も多数発生し. 3 海域におけ

る海難事故は全体の約 3 割を占め，これら海域における

船舶交通の航行安全対策が必要となってきている.

航行安全対策を推進するためには，海域の航行環境に

ついて，総合的な評価を行なう必要がある.そして，そ

の評価結果をもとに航行環鏡の中で重点化を図り，目標

を設定した上で，これに沿った対答を推進しなければな

らない.

航行環境は多くの要因で構成され，その評価を行なう

には専門的知識を要することから，本研究では 3 海域

の船舶幅稜域である狭水道の航行環境の総合評価を定量

的かつ定性的に行なうエキスパートシステムを確立する

ことを目的とする.

2. 研究の流れ

研究は，図 1 の流れに沿って行なう.

ここで，評価項目，定性的評価，事象変数選択肢，数

値変数区分のウェイト決定には. AHP (階層化意思決

定法)を用いる.そして，ウェイトを組み込んだプロダ

グションルールを作成し，エキスパートシステム知識ベ
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図 1 研究の流れ

ースに蓄積し，システムを運用する.

なお，データには， 日本海難防止協会が平成元年 9-

10月に実施した「航行環境評価のためのアンケート調

査J 結果を用いる.

3. 評価項目の選択・ウェイト決定

アンケート調査結果をもとに，海域の航行環境を「地

理的条件J ， r気象・海象条件J ， r交通条件J に分け，各

条件を 4-6 の要素で表わし，階層構造を作成する.

アンケートでは，階層構造最下層 18項目が衝突・乗揚

げ海難に， どの程度の影響 (r非常に大きし、J ， rかなり

大きL 、 J ， r普通程度J ， r少しあるん「ほとんどない」の

5 段階)を与えているかを調査している.そこでまず，

AHPにより 5 段階の影響の程度のウェイトを算出す

る. そして. r階層構造最下層項目と影響の程度j アン

ケート回答数に影響の程度のウェイトを乗じて合計し

(表 1 )，その合計値の比を用いて一対比絞を行ない，評

価項目のウェイトその合計値の比を用いて一対比較を行

ない.評価項目のウェイトを算出する(図 2 ). 

一対比較により算出したウェイトの低い項目は，航行

環境を評価するにおいて重要性が低いものと判断し，

階層構造から削除する(r建築構造物の存在J ， r高い潮

差J ， r浮遊物存在J ， r航路不設定J ).また，狭水道では
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表 1 事故に影響する航行環境要素

影響の程度 持こ|山い大きい あるどない程の

ウェイト om|0262|01240063|ooAi 

航要行環境素
じた

回答数 計値

水路幅 329 

水路屈曲 254 

水路見良通 220 
し不

地 水路水深 206 
理 不足

的 障存害在物の 235 

条 震築構造 125 
件
奪苔ひび 243 

陸岸の灯 178 
火

計 1790

強潮流 335 

気象 高潮差
119 

強風 224 

視界不良 472 

在浮遊物存 94 

言十 1244 

通輔航稜船舶 425 

交 針路交錯 355 

通 漁船幅験 495 

条 フレジャ 330 
一輔襲

件 航路不設 204 
定

2十 1809

すでに船舶航行に十分な水深を有しているため， r水路

水深不足J を階層構造から削除する.

その結果，階層構造最下層項目を必要最小限の 13項目

に絞り，再度一対比較を行ない. この 13 評価項目によ

り，狭水道航行環境の総合評価を行なうこととする(図

3 ). 

4. 定性的評価のウヱイト決定

定性的な評価結果は 5 段階(r良好J ， r槻ね良好J ， r少

し危険J ， r危険J ， rかなり危険J) で表わす. (以下，単

に「定性的評価」という)

200 (6) 

CI=O, CRで。

地理的条件 0.37

CI=O, CR=O 

水路幅 0.18 

水路照的 0.14 

水路見通し不良 0.12 

水路水深不足 0.12 

障害物の存在 0.13 

i」 主建築問 0.07 

海苔ひび等 0.14 

陵岸の灯火 0.10 
総
介

十気象・海象条件 0.26
1111i I CI=O, CR=O 

強潮流 0.27 

高潮差 0.10 

強風 0.18 

視界不良 0.37 

浮遊物存イ{ 0.08 

交通条件 0.37

CI=O, CR=O 

通航船舶幅終 0.24 

針路交錯 0.20 

漁船幅鞍 0.27 

ブレシャ 幅帳 0.18 

航路不設定 0.11 

図 2 18評価項目・ウェイト

CI=O, CR=O 
地理的条件 0.36

CI=O, CR=O 

水路幅 0.23 

水路屈曲 0.17 

水路見通し不良 0.15 

i」 t障害物の存在 0.16 

海苔ひぴ等 0.17 

隆岸の灯火 0.12 
総
メロ入

ト気象峨条一百干
1,IIi 

Lー一1=→「O」一，ー一一C視強強R=O j朝 iÆ 0.33 

風界不良
0.22 

0.45 

交通条件 0.39

CI=トo「ト」，ーー一C通街漁Rプ=舵路船レO飴交幅ン銅短絡 0.27 

帳錯ャー輯犠
0.22 

0.30 

0.21 

図 3 13評価項目・ウェイト
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表 2 定性的評価の

ウェイト

ールの気象・海象条件評価は 3 評価項目，

第 3 ゴールの交通条件評価は 4 評価項目を

用いて行な~'. 3 条件の評価から第 4 ゴー

ルの総合評価を求める.ゴールの変更には

メタルーんを用いる.

(2) 事象変数選択肢・数値変数区分の代

表値の決定

定性的評価|ウエイト
良好 I 0.062 

概ね良好 I 0.097 

少し危険 I 0.160 

危険 I 0.263 

かなり危険 I 0.418 第 4 ゴール:航行環境総合評価

。 -4 の問を事象変数選択肢，数値変数

区分のウェイトで区分し，区分域の中間値

を，それぞれの選択肢，区分を代表する値

図 4 知識ベースルール構成 (以下「代表値J という)とする・

定性的評価の危険性に着目した一対比較を行ない，そ (3) 定性的評価数値範囲区分の決定

れぞれの評価のウェイトを求める(表 2 ). 

5. 事象変数選択肢・数値変数区分の

ウェイト決定

評価項目の入力は事象または数値を用いる.事象変数

選択肢，数値変数区分の危険性に着目した一対比較を行

ない，各評価項目の事象選択肢.数値区分のウェイトを

求める.一例として，表 S に突通条件評価項目の事象変

数選択肢，数値変数区分のウェイトを示す.

6. プロダクションルールの作成

(1) 知識ベースの整理法

図 4 に示すように知識ベースにプロダクションルール

を蓄積する.

第 1 ゴールの地理的条件の評価は 6 評価項目，第 2 ゴ

0-4 の聞を定性的評価のウェイトで区分し，定性的

評価数値範囲区分とする.

(4) 条件評価値の算出

各条件ごとに，事象変数選択肢または数値変数区分の

代表値に各評価項目のウェイトを乗じて合計し，条件評

価値を算出する.条件評価値は，各条件の航行環境を定

量的に評価したものである.

NCEV1= I:. NGRVi ・NGWi

NCEV1 ::地理的条件評価値

NGRVi : 地理的条件評価項目代表値

NGWi : 地理的条件評価項目ウェイト

NCEV2= I:. NWRV;-NW耳Ti

NCEV2 : 気象・海象条件評価値

NWRVi : 気象・海象条件評価項目代表値

評価項目
ウェイト

表 3 交通条件評価対応

室 l 擁護鰐[ウエイト lsA持( 定性的評価数値範囲区分

事 少多ない 0.070 0.140 交通条件評価値 (NCEVa)
通航船舶数 L 、 0.223 0.726 

= I:. ~=1 NTRVí ・NTWí
(S 隻) 象 かなり多い 0.707 2.586 

=0 <NCEVa::;;O. 248 :良好
NTW1 数 S く500 0.081 0.162 =0. 248 <NCEVa::;;O. 636 :概ね良好
=0.27 500::;; S < 1000 0.188 0.700 

=0. 636 <NCEVa::;; 1. 276 :少し危険値 1000::;; S 0.731 2.538 
= 1. 276 <NCEVa::;; 2.328 :危険

付与奪戸 事 ほとんどなし 0.070 0.140 
=2. 328 < NCEVaζ 4 :かなり危険少多しあり 0.223 0.726 

=0.22 象 くあり O. 707 2.586 

り与事ア 事 ほとんどなし 0.060 0.120 

少多しくあありり 0.231 0.702 
=0.30 象 0.709 2. ラ82

プNレTジWャ4ー 事 ほとんどなし 0.060 0.120 

少多しくあありり 0.231 0.702 
=0.21 象 0.709 2.582 
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表 4 総合評価対応

条 件
条件評価値 l ウェイト
NCEVj NCW 

地理的条件 I 0-4 の値

気象・海象条件

交通条件

0.36 

0.25 

0.39 

スケイE己主|主主|重要|白出

NWW包:気象・海象条件評価項目のウェイト

-NCEV.= L: NTRVi.NT協Ti

NCEV. :交通条件評価値

NTRVi : 交通条件評価項目代表値

NTWi : 交通条件評価項目ウェイト

(5) 狭水道航行環境条件別評価

各条件評価値を定性的評価数値範囲区分に対応させ，

定性的評価を得る.一例として，表 3 に交通条件の評価

対応を示す.

評価結果は， 定性的評価および条件評価値で表示す

る.

(6) 総合評価値の算出

条件評価値に各条件のウェイトを乗じて合計し，総合

評価値を算出する.総合評価値は，狭水道の航行環境の

総合評価を定量的に表わしたものである.

NSEV= 土NCEVj ・NTWj
NSEV: 総合評価値

NCEVj : 条件評価値

NCWj : 条件ウェイト

(7) 狭水道航行環境総合評価

総合評価値を定性的評価数値範囲区分に対応させ，狭

水道航行環境の総合的な定性的評価を得る.

表 4 に総合評価対応を示す.

評価結果は， 定性的評価および総合評価値で表示す

る.

202 (8) 

定性的評価数値範囲区分

総合評価値 (NSEV)

=L:~=lNむEVj ・NCWj
=O<NSEVζ0.248 :良好

=0.248<NSEV~0.636 :概ね良好

=0.636 <NSEV ~ 1. 276 :少し危険

= 1. 276 <NSEV云 2.328 :危険

= 2. 328 <NSEVζ4 :かなり危険

7. ルールの知識ペースへの組み込み

これまでに示したAHP一対比較は，線形スケーんに

もとづいて行なってきたが，同様の一対比較を指数スケ

ーんを用いて行ない，ウェイトを算出する.線形スケー

ル，指数スケールの一般的な対応は，表 5 に示すとおり

である.

線形スケールによるルールを「線形Jレール J. 指数ス

ケールによるルールを「指数ルール J と呼ぶ.条件評価

値，総合評価値の算出;定性的評価への対応を線形ルー

ル，指数ノレーんともに92ルールで表わし，エキスパート

システム知識ベースに組み込み線形システム J. r指

数システム J とする.

8. システムの運用

線形システム，指数システムを用いて，浦賀水道，伊

良湖水道， 友ケ島水道， 明石海峡， 鳴門海峡， 備讃瀬

戸，来島海峡，釣烏水道，関門海峡の 9 狭水道について

航行環境評価を行なったところ，指数システムの方が線

形システムよりも若干安全寄りの評価となる.

9. 研究のまとめ

(1) システムの特徴

① 通常，われわれが意思決定を行なう際には，評価

項目間の重要性のあいまいさの問題を有している.しか

し，本システムにおいて，各評価項目は同列に扱われる

ものではない. AHPを適用することにより.航行環境

に対して重要性の高い項目のウェイトは大きく，それほ

ど重要性の高くない項目についてはウェイトを小さくと

っている.そして，ルールの中にウェイトを組み込むこ

とにより，評価項目間の重要性の軽重の客観性を担保し

てる.

② また，航行環境は数多くの要因から成り立ってい
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る.その要因のウェイトを決定し，それぞれの要因につ

いて 1 つずつ検討したとしても，要因間の関連性が明ら

かでない場合は，航行環境の評価を行なうのは困難なも

のとなり，また，信頼性も低いものとなる.この点につ

いては，航行環境構成要因を階層構造で表わし，要因の

レベル，関連を明確にすることで解決している.この階

層構造は，要因のウェイトを決定する AHP一対比較の

第 I プロセスと共通である.

③ 航行環境評価を行なう場合，航行環境の構成要因

の関連と評価項目のウェイトを机上で利用しようとして

も，多大なる人員，時間，労力を要することとなる.こ

の点については，エキスパートシステムの採用によって

解決した.エキスパートシステム知識ベースに，階層構

造の下層から上層に向かつて評価を行なうプロダクショ

ンルールを組み込み，ユーザーがシステムと対話を行な

うことにより，システム推論部が蓄積されたルーんを起

動して推論を行なっている.一度知識ベースを作成して

おけば，ユーザーが評価項目に必要な情報を入力するだ

けで，航行環境を総合的に評価することが可能である.

④ 入力情報については，評価項目の特性により事象

変数または数値変数あるいはその両者のうちいずれかを

選択できるようにしている.事象変数は定性的情報に，

数値変数は定量的情報に対応している.

⑤ 評価は定量的かつ定性的に行なうこととした.こ

れは， AHPで求めた事象変数選択肢，数値変数区分の

ウェイトからそれぞれの代表値を決定し， この代表値

に，評価項目のウェイトを乗じて合計し，まず，定量的

評価である評価値を算出し，この評価値を定性的評価数

値範囲区分に対応させることによって定性的評価を導い

ている.事象変数選択肢，数値変数区分の組合せ数は，

34, 102, 224通りあり， 複数の海域について同ーの定

性的評価が行なわれる場合があるが，このときには定量

的評価である評価値の比較により，同一定性的評価内で

の順位つeけ，差別化が可能となる.

⑥ 定量的評価から定性的評価を導く方法を採用する

ことにより， I知識の組合せ的爆発の問題J を回避した.

システム知識ベースには92ルールを組み込んでおり，こ

れで 34， 102, 224 通りの組合せを表わしている.

( 2 ) システムの運用法

① 狭水道航行環境の現状把握

最も基本的な運用法である.航行安全を所掌事務とす

る行政庁としては，全国の狭水道航行環境の現状を常に

1992 年 5 月号

把握しておく必要がある.

②整備を必要とする狭水道の選択

整備を要する複数の狭水道がある場合，本システムに

より各狭水道の航行環境の評価を行ない，危険性の順位

を整備の優先順位とする.

③ 狭水道の整備項目の選択

ある l つの狭水道について，本システムでの推論を逆

にたどれば，どの要因が総合評価の危険性に大きく寄与

しているかを調べることができる.その要因を整備項目

として選択する.

④ 狭水道整備のシミュレーション

狭水道航行環境の現状分析を行なったのち，ある評価

項目について整備を実施した場合の想定情報を入力する

ことにより，その項目に対する整備にどの程度の効果を

期待できるのかを定量的かつ定性的に推定することが可

能である.

10. おわりに

本論文は，人事院の行なう「派遣行政官国内研究員」

制度にもとづき，海上保安庁から派遣された埼玉大学大

学院政策科学研究科における 2 年間の研究成果を，修土

論文としてまとめたものです.研究を進める過程におい

て，指導教官である刀根薫教授をはじめとする多くの方

々のご指導，ご助言をいただきました.ここにあらため

て，心からお礼申し上げます.
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