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Abstract

The awareness of the Japan Marine Cadastre is still low, and there is also a problem with the dissemination 

and sharing of self-created information. In this report, we consider multiplying the method for widely 

getting to know the Japan Marine Cadastre and the method for disseminating and sharing self-created 

information that can be displayed in the Japan Marine Cadastre.

1　はじめに
海洋台帳は，海洋基本計画に基づき海洋情報を
一元的に管理・提供する目的で 2012 年に公開さ
れたインターネット上の地理空間情報システム
（Web-GIS）で，地図の上に各種の海洋情報を重
ねて表示するなどの特長を持っている．海洋台帳
は，海上保安庁によって運営されており，イン
ターネット上で無料公開されている（URL 

http://www.kaiyoudaichou.go.jp）．このため，誰
でも自由に利用することができる．現在の海洋台
帳には，パソコン向けの海洋台帳とタブレット向
けの海洋台帳が整備されており，使用する端末
（パソコン orタブレット）の種類に合わせた表示
性・操作性が確保されている．海洋台帳について
の詳細は林王（2014）などにより報告されてい
る．
海洋台帳の公開から 5年以上が経過し，これま
でに海洋台帳掲載情報の充実や機能強化等が図ら
れている．現在では，約 100 項目の海洋情報が海

洋台帳に掲載されている．しかし，著者らの周り
では海洋台帳の知名度は低く，知っていたとして
もその使い方が分からない人が多い．
一方で，海洋台帳には地図上に海洋情報を重ね
て表示するだけでなく，各種の機能が備わってい
る．その中の機能の一つに，データの読込表示の
機能がある．この機能は，海洋台帳の利用者（以
下「ユーザー」と略）が作成したデータ（情報）
を海洋台帳に読込表示できる機能で，この機能が
あれば，ユーザーが海洋台帳に表示できる海洋情
報は，海洋台帳に掲載されている現在の約 100 項
目に限定されず，無数に存在することになる．
そこで著者らは，この機能でユーザー作成情報
を利用する場面に着目し，あるユーザー作成情報
がそのユーザー自身又はそのユーザーの仲間内だ
けの利用に限らず，（情報作成ユーザーの同意の
下で）不特定多数の一般ユーザーも容易に利用で
きるようになれば，一般ユーザーにとって海洋台
帳の利用の幅が広がることになり，そうなれば海
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洋台帳への関心も高まり，海洋台帳の更なる普及
も促進されるのではないかと考えた．
本報では，海洋台帳の多角的な普及とユーザー
作成情報の不特定多数の一般ユーザーとの共有な
どについて考察を行ったので報告する．

2　海洋台帳の普及
2.1　SNSを利用した普及
海上保安庁は最近相次いで Twitterや YouTube

などの公式アカウントを作成し（Figs. 1，2），海
上保安レポートやかいほジャーナルなどの紙媒体
による広報に加えてインターネットを利用した広
報にも力を入れている．また，公益財団法人海上
保安協会においても従来からの紙媒体の海上保安
新 聞 に 加 え て Twitter や Instagram 等 の SNS

（Social Networking Service）に取り組み広報の幅
を広げている．
これらインターネット配信型広報はそのほとん
どが無料でかつインターネットにつながる環境に
あればいつでもどんな場所でも閲覧が可能であ
り，翻訳機能が内蔵されているものもあるため，

外国人でも理解することができる．このことは海
上保安庁の認知度アップにつながっていると考え
られる．この様な状況下でWeb-GISを用いる海
洋台帳の便利な使い方等の情報が SNSなどに掲
載されれば，更なる普及に繋がる可能性があると
思われる．

2.2　外国におけるSNSを利用した普及活動事例
外国における海洋台帳類似システムの SNS等
を通じた普及活動について調べてみた．アメリカ
において日本の海洋台帳に相当するのが，
「Marine Cadastre.gov」である．これを運営して
いるのは，商務省の海洋大気庁（NOAA）と内務
省の海洋エネルギー管理局（BOEM）である．
BOEMでは Marine Cadastre.govの専用 Twitter

を開設し，約 1日に 1回の頻度でツイートして情
報発信に取り組んでいる．その内容は多岐にわた
り，Marine Cadastre.govの使い方から表示例な
どをMarine Cadastre.govのスクリーンショット
を使って紹介している（Figs. 3，4，5）．例えば
Fig. 3 ではスクロールせずとも検索をかければ

Fig. 1．Twitter operated by Japan Coast Guard.
図 1．海上保安庁が運営する Twitter．
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Fig. 2．YouTube operated by Japan Coast Guard.
図 2．海上保安庁が運営する YouTube．

Fig. 3． Example of how to use the Marine Cadastre, 
introduced on Twitter.

図 3． Twitterで紹介されているMarine Cadastreの使
い方の例．

Fig. 4． Display example of the Marine Cadastre, 
introduced on Twitter.

図 4． Twitterで紹介されているMarine Cadastreの表
示例．
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seagrassを探すことができる旨を紹介している．
また，Fig. 4 ではMarine Cadastre内のデータ表
示でカリフォルニア州が海岸沿いにエネルギー施
設の建設を承認する前に，どのような影響が出る
かを分析できる旨の説明がされている．さらに
Fig. 5 では船舶のデータとクジラの位置データの
比較で船舶とクジラとの衝突を減らすことができ
る旨の説明をしている．これと同様に SNSを通
じた普及活動が，海洋台帳類似システム「AMSIS」
を持つオーストラリアにおいても行われている．
AMSISは，オーストラリア地球科学研究機構が
運営しており，AMSIS専用ではないが Twitterを
開設し，表示例を中心にツイートしている．例え
ば Fig. 6 のように新しい Web Service である
AMSISで沖合の鉱物資源を見ることができると
いう旨の説明がなされている．さらに，Fig. 7 の
ようにマルチビーム測深の行った範囲が広がった
ことを見ることができる旨の説明もなされてい
る．
海洋台帳をより普及させるには，上述のアメリ
カやオーストラリアの事例のように，ホームペー
ジや Twitterなどの SNSを利用するのも一つの
方策であると考えられる．

2.3　海洋台帳の多様化
現在，海洋台帳にはパソコン向け海洋台帳と，

Fig. 5． Display example of the Marine Cadastre using 
comparison, introduced on Twitter.

図 5． Twitterで紹介されている比較を用いたMarine 
Cadastreの表示例．

Fig. 6． Display example of the AMSIS （Mineral 
Legacy）, introduced on Twitter.

図 6． Twitterで紹介されている AMSISの表示例（鉱
物資源）．

Fig. 7． Display example of the AMSIS （Multi-beam 
Bathymetry）, introduced on Twitter.

図 7． Twitterで紹介されている AMSISの表示例（マ
ルチビーム測深）．
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タブレット向け海洋台帳が整備されているが，ス
マートフォン向け海洋台帳は未整備である．ス
マートフォンでパソコン向けやタブレット向けの
海洋台帳を見ると，一部表示されなかったり，表
示された海洋台帳が作動しなかったりなどの不具
合が生じる．海洋台帳に掲載されている海洋情報
は現場での利用にも有用なものが多いため，現場
での海洋台帳の利用を考えると，パソコンやタブ
レットでの利用に加えて，数多くのユーザーが日
常的に持ち歩いているスマートフォンでの完全な
利用も可能になると海洋台帳の普及に大きな効果
があると考えられる．また，スマートフォンはパ
ソコンやタブレットに比べて防水措置が施しやす
い面もあり，海での利用に向いているともいえ
る．
これらのことから，スマートフォン向け海洋台
帳を整備することは，海洋台帳の普及を促進する
ことになると思われる．

3　ユーザー作成情報の普及・共有
3.1　海洋台帳の機能
海洋台帳には地図上に約 100 項目の海洋情報を
重ねて表示することができるだけではなく，表示
している地図上で図形等の描画，その描画した図
形等の保存（CSV，TXT及び KMLの各形式の
データとしてのエクスポート機能），その保存し
た図形等データの読込表示機能など，数多くの機
能がある（海上保安庁，2017）．これらの機能の
中で，海洋台帳で保存した図形等データの読込表
示機能は，海洋台帳を経ずにユーザーが直接作成
したデータ（以下「ユーザー作成情報」）も海洋
台帳に読込表示できる機能でもある．この機能を
上手く活用できれば，海洋台帳で表示できる海洋
情報の種類や数が飛躍的に増加すると思われる．
そして，実際の活動事例を増やし，前述 2章で取
り上げられた SNS等で紹介することで，更なる
普及に資すると思われる．

3.2　現在の海洋台帳における情報の共有法
海洋台帳はサイト内で他のユーザーと繋がって

いるわけではないので，ユーザー作成情報につい
て海洋台帳を通じて直接共有することはできな
い．つまり，現在の海洋台帳には不特定多数の
ユーザーとの相方向性の通信機能は有していない
ため，ユーザー作成情報を読込表示させている海
洋台帳の画面を他のユーザーと準リアルタイム
的，又は一時的に共有するためには，海洋台帳に
もともと掲載されている情報，表示区画及び表示
縮尺などの情報を URL化（一種の暗号化）して，
ユーザー作成情報のファイルと一緒にメールで他
のユーザーに送付するか，或いは CD-Rや USB

メモリなどの外部記録媒体を通じて他のユーザー
に送付するしか方法がない．具体的には，共有し
たい情報項目が表示された画面にし，海洋台帳の
画面上の共有のアイコンをクリックする．次に出
てきた「クリップボードへ URLを送る」，「お気
に入りに登録する」，「メールで URLを知らせる」
の 3つの選択肢から自分の好きな方法で URLを
保存することで共有する．この方法では，URL

化した情報で海洋台帳にもともと掲載されている
情報，表示区画及び表示縮尺などを他のユーザー
の海洋台帳の画面で再現し，その次にユーザー作
成情報の読込表示を行うことで他のユーザーと表
示画面の一時的な共有を図ることができる．この
様に現在の海洋台帳で，ユーザー作成情報を読込
表示させている海洋台帳の画面を一時的に共有す
るには，煩雑な操作が必要となる問題がある．

3.3　ホームページを利用した共有方法案
海洋台帳に読込表示ができるユーザー作成情報
を多くのユーザーに直接広めること（共有）がで
きれば，海洋台帳の普及を促進すると考えられ
る．
この共有のための手段（方法）としてまず

SNSが考えられるが，前述の利用者が多い SNS

では海洋台帳で読込表示が直接できる CSV，TXT

及び KML形式データ等の掲載はできないという
致命的な欠点がある．そこでホームページを通じ
た情報共有に注目したい．以前はホームページの
作成やサーバへの掲載が有料だったり，ホーム
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ページ作成に HTML等の高度な知識を必要とし
たりと容易に初心者がホームページを作るには課
題があった．しかし，近年では，ドラッグやド
ロップなどの簡単なマウス操作のみで一定レベル
のホームページを簡単に作成でき，しかも無料で
あるWIX，アメーバ及び Googleなどの登場によ
り，この課題はほぼ解決している状況にあると思
われる．このようなホームページ作成サイトを使
用し，ホームページを訪れた一般ユーザーが
CSVファイルをダウンロードすることで，一般
ユーザーの端末の海洋台帳上に読込表示させるこ
とができる．つまり不特定多数のユーザーと共有
することができると言える．さらにパソコン用
ホームページ作成と同時にスマートフォン用ホー
ムページも同時に作成できるサイトもあるので，
スマートフォン向け海洋台帳が構築されれば，マ
リンレジャー中にスマートフォンを通じて容易に
必要とするユーザー作成情報を読込表示すること
も可能となる．また，これらのホームページ作成
サイトは自分の SNSを貼り付けることもできる
ので，具体的な活用例の紹介や詳しい解説などを
自分の SNSで行うことを通じて不特定多数の
ユーザーとの共有の幅がより広がると言える．さ
らに有料サービスを活用すれば，サーチエンジン
最適化（SEO）を行うことができるものもある．
SEOとは，サーチエンジンの検索結果のページ
の表示順の上位に自らのWebサイトが表示され
るように工夫すること，また，そのための技術や
サービスであり，検索サイトで表示される検索順
位を上げることも可能である．
このようにユーザー作成情報をホームページで
共有することによって，この情報を日本中に発信
することができる．また自分の成果をアピールす
る場所にもなる．

3.4　ホームページ作成例
本報では，多数の便利な機能を有し，特に

Excel形式のデータ（Excelファイル）等を作成
したホームページに容易に掲載することが可能
で，しかも無料であるWIXに着目し，ホーム

ページ作成に取り組んでみた．具体的な事例とし
て，公益社団法人燈光会が公開している灯台 50
選の中で取り上げられている灯台の情報を海洋台
帳上に表示することができるユーザー作成情報を
作成したホームページに掲載することを試みた．
なお，実際にはこれら一連の作業は海洋台帳を初
めて使う方にも分かりやすいようにホームページ
上に説明文を加える必要があると思われる．

3.4.1　ホームページ掲載のユーザー作成情報の
ファイル形式
現在の海洋台帳上に情報を読込表示することが
できるファイル形式は KML形式，CSV形式及び
TXT形式の 3 つのファイル形式に限られている
が，この 3つのファイル形式は現在のWIXにお
いて直接作成したホームページ上に掲載すること
はできない．WIXで作成したホームページに掲
載できるファイル形式はWord形式や Excelブッ
ク形式などに限られていることから，今回は，
TXT形式や CSV形式のファイルの読込や，これ
らの形式への変換が容易に行える Excelブック形
式を作成したホームページに掲載するユーザー作
成情報のファイル形式に決定した．

3.4.2　ホームページ掲載のユーザー作成情報の作
成
公益社団法人燈光会のホームページでは灯台
50 選の情報が公開されており，この情報を海洋
台帳上で読込表示ができるように武良・他（2019）
に従い CSV形式のファイルにとりまとめた．こ
の CSV形式のファイルでは，灯台の位置情報（経
緯度値）に加え，属性情報として灯台の住所や灯
質などを盛り込み，更に灯台の光達距離を海洋台
帳上に視覚的に表示させることができるように
なっている（Fig. 8）．前述のとおりで，CSV形
式のままではWIXのホームページに掲載できな
いことから，この CSV 形式のファイルを
Microsoft社の Excelに読込，その後 Excelブッ
ク形式で保存することで，CSV形式から Excel

ブック形式への変換を行った．
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3.4.3　ホームページへのユーザー作成情報のアッ
プロード

WIX上で作成したホームページに，ユーザー
作成情報として取りまとめた前述 3.4.2 項の灯台
50 選の Excelブック形式のファイルを掲載する．
具体的な掲載操作の概要は，まずWIX上の掲載
したいページをクリックし，さらに追加ボタンを
押す．出てきたアイコンから Excelファイルを選
択する．すると，予めアップロードしておいた
Excelファイルが出てくるので，その中からアッ
プロードしたい Excelファイルを選択する．する
と配置できるようになるので，好きな場所を選択
し，アップロードする．この様な操作を行うこと
で，ホームページ上にユーザー作成情報としての
灯台 50 選のファイルがアップロード（掲載）さ
れる（Fig. 9）．

3.4.4　ホームページからのユーザー作成情報のダ
ウンロード

WIX上に作成したホームページにアクセスし，
次にダウンロード画面にした後，ダウンロードし
たい灯台 50 選のファイル（今回は Fig. 9 の一番

左下の灯台 50 選（中国地方）と書かれた上にあ
る緑色の Xマーク）をクリックする．するとパ
ソコンにファイルをダウンロードするための画面
が表示されるので，画面に従いながら適当な場所
へダウンロードファイル（Excelブック形式の
ファイル）を保存する．ダウンロード完了後に，
このExcelブック形式ファイルをExcelで読込み，
CSV形式のファイル（コンマ区切り）に変換す
る．
その後，海洋台帳にアクセスし，「計測 /メモ」
をクリックする．出てきたアイコンの右上の「グ
ラフィックの読み込み」をクリックし，「CSV

ファイルを読み込み（IE8，9 未対応）」をクリッ
クする．「CSVファイルを読み込みますか？」に
対し「はい」をクリック．先ほどダウンロードし
て CSV形式に変換したファイルを選択する．す
ると海洋台帳上に灯台 50 選（中国地方）の画面
が表示される（Fig. 10）．
このようにして灯台 50 選（中国地方）の共有
が成功したと言える．しかし，アップロードした
者が再びダウンロードしてもそれは共有にならな
いので，著者間でホームページを教え合い互いに

Fig. 8．Example of a CSV file for lighthouses in the Chugoku region.
図 8．中国地方の灯台の CSVファイルの例．
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Fig. 9．Home page screen with the CSV file added.
図 9．CSVファイルを追加したホームページ画面．

Fig. 10．Home page screen where the CSV file is uploaded and displayed.
図 10．CSVファイルを読み込み表示させたホームページ画面．

共有した．

3.4.5　その他の共有法
仲間内だけでユーザー作成情報を共有するので
あれば，Googleドライブなどで簡単に安全に共
有する方法もある．Googleアカウントを持つ仲

間を共同編集に招待することで，クラウド上に保
存された様々なファイル形式で閲覧，ダウンロー
ドが可能である．
今後も簡単に自分でホームページを作成できる
環境は整っていくと思われるため，それらを活用
すればユーザー作成情報の普及・共有が進んでい
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くと思われる．

4　おわりに
海洋台帳に掲載されている情報は，海事関係者
のみならず一般のマリンレジャーを行う方々等に
も有益な情報であると思われる．さらにユーザー
作成情報も容易に多くの人が共有できるような措
置がとられると，海洋台帳に表示できる海洋情報
の数を大きく増やすことができる．しかし，海洋
台帳の認知度はまだまだ低く SNSなどを利用し
たさらなる広報・普及活動が必要であると思われ
る．本報では，ユーザー作成情報の普及・共有の
ためホームページを通じた方法等の検討も行っ
た．今後のユーザー作成情報の共有方法のさらな
る進展と，更なる海洋台帳の普及・認知の向上に
期待したい．
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要　　旨
海洋台帳の認知度はまだまだ低く，自己作成情
報の普及・共有にも問題がある．ここでは，海洋
台帳を広く知ってもらうための方法と海洋台帳に
表示することができる自己作成情報の普及・共有
方法について多角的な考察を行った．


