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漁船の衝突防止へのAI活用

橋本博公1,2* • Haiqing Shen2 • 

松田秋彦3．谷口裕樹2

Utilization of AI Technology for Collision Avoidance of Fishing Vessels 

Hirotada HAsHIMOTo1•2*, Haiqing SHEN2, 

Akihiko MATsuoA3 and Yuuki TANIGucm2 

Abstract 

Most of marine accidents are caused by human errors, and hence the prevention of marine accidents 

is essentially difficult as long as ships are operated by human beings. In addition, further congestion of 

seaborne routes and harbors is apprehended, and also it will be seriously difficult to secure required 

number of seafarers in near future in Japan. Therefore automation of ship navigation is an urgent issue 

in marine transportation. As the automatic collision avoidance is a key technology for realizing 

autonomous ships, various algorithms and approaches related to hazard detection and maneuver for 

collision avoidance have been studied nowadays. In this report, we try to demonstrate the potential of 
automatic ship handling by AI (Artificial Intelligence) through comparisons with that by a conventional 

geometric model as well as a dedicated experiment using three self-propelled ship models. 

l.はじめに

海難事故の多くは人為的要因により発生しており，人

間が操船を行う限りにおいて海難事故の防止は本質的に

困難といえる。また，国内外ともに海上輸送量は堅調な

増加が見込まれるため，主要航路や港湾の一層の輻較化

が懸念されている。さらに国内においては超高齢化社

会に突入していることから，近い将来に船員数の逼迫が

深刻化する恐れがある。これらの状況は，海難事故の発

生頻度が高く，今後の労働力確保が喫緊の課題となって

いる国内の漁船にとっても同様といえる。

こうした背景のもと，船舶に対する省人化の要望が急

速に拡大しており．自律運航船に関する研究が，ロール
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ス・ロイス社を皮切りに世界的に広く行われるようにな

った。欧州では大型の研究開発プロジェクトがいくつも

実施され，法規制の問題も含めて活発な議論が進められ

ている。最近では，ャラ社とコングスベルグ社が，ゼロ

エミッション電気コンテナ船を2022年までに完全自律航

行させると発表した。また，ロールス・ロイス社とフィ

ンフェリー社は世界初となる完全自律運航フェリーのデ

モ航海を行った。国内でも，楽天研究所が無人貨物船の

研究に着手すると発表しており，今後は開発競争が激化

することが見込まれる。こうした状況の中で，国土交通

省海事局では， i-Shipping(Operation) としてIoT技術

などを活用した船舶運航の高度化の支援や関連技術の実

証実験を促進しており， 自動運航船の2025年までの実用
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化を目指している。

このように船舶運航の自動化の流れは加速しているが，

その実現のためには他船との衝突や座礁を回避する避航

操船が重要であり，危険察知や回避行動に関する様々な

アルゴリズムやアプローチの研究が行われている。現状

では，実船を使用した直接の検証はハードルが高いため，

当面はシミュレーションに加えて， 自走式の模型船を使

用した水槽実験が重要な役割を果たすこととなる。

本研究では，従来から衝突回避に用いられてきた幾何

学的モデルと様々な分野で革新技術となりつつあるAI

(Artificial Intelligence :人工知能）による衝突回避につ

いて， 自由航走模型実験結果の比較を通じて， AIによ

る避航操船の可能性を明らかにすることを H的とする。

なお，樵船の事故としては衝突が約32％と最も多くなっ

ており 1), AIの活用によって衝突事故を防止できるなら

ば，漁船の安全性向上に大きく貢献するものとなる。

2.幾何学的避航モデルと問題設定

船舶同士の衝突を回避する避航モデルとしては，いわ

ゆる長澤モデル2,3)が広く用いられている。このモデル

は制限水域でも使用可能とされており，後述するAI操

船と比較すべき従来型の避航モデルとして採用する。

長澤モデルは，海上衝突予防法をもとに，一般商船に

対する避航アルゴリズムとして構築されている。まず，

他船は現在の針路・速力を維持すると仮定して， 自船が

変針や変速を行った場合の衝突危険度を計算する。選択

し得る全ての操船行動に対して他船との衝突危険度を計

算するが，衝突判定には他船が自船周囲の一定範囲内を

通過するか否かを相対ベクトルを用いて幾何学的に調

べる。そのうえで，船長の操船選好度と求めた衝突危険

度との差をとり，最も大きな値をとる針路・速力変更の

組み合わせを最適操船として採用する。ここで操船選好

度とば大角度の変針や速力変更を極力避けるという一

般的な船長の意向を反映させたものである。以上のよう

に，長澤モデルは経済性を考慮しつつ，危険な見合い関

係を取らないためのルールを予め定めた避航モデルとい

える。

衝突の危険判断が困難な状況としては，長狭な海峡の

通行時，複数の航路の合流点，超過密湛でのtl_JI人港など

が挙げられる。衝突回避能力の検証にあたっては，制限

水域かつ非常に輻鞍した状況が好ましいため，水産研

究・教育機構水産工学研究所の角水槽にて 3隻の模型船

を用いた自由航走膜型実験による検証4)を行った。各模

型船には目標とするウェイポイントを設定し，無事に通

過すると別のウェイポイントが順次設定されるようにし

た。このように模應船はウェイポイントを辿りながら航

行するが，衝突の危険が生じた場合は避航操船を行うこ

ととなる。次章で述べるAIによる避航操船の場合でも

問題設定は同じである。

3.自動避航用のAl開発

l) 深層強化学習

人工知能の定義や研究分野は幅広いが，衝突屈避操船

における船長の危険判断や回避行動選択のプロセスを明

瞭に記述することは容易ではなく，衝突や座礁という危

機的状況での操船の正誤を学習するための教師データは

ほほ存在しないため，本研究で取り扱う衝突回避問題に

関しては，機械自身に評価やチューニングを行わせる機

械学習が有力な手段となる。特に衝突回避などの最終ミ

ッションのみが与えられる問題では，投機的な探索と評

価を繰り返して知能を強化する強化学習が適していると

考えられる。強化学習では，将来にわたる累積報酬を最

大化する方策を学習するが，本研究ではある状態が与え

られた場合の行動価値を実際に行動してみて学習するQ

学習を採用した。この行動価値関数Qの近似にデイープ

ラーニング（深層学習）を用いることで，あらゆる状態

における行動価値を定めることができ，これにより最大

の報酬が得られる最適行動の選択が可能となる。この強

化学習と深層学習を組み合わせたdeepQ-learningは

DeepMind社により提案され， このロジックをAtariゲ

ームに適用した結果人間と同等以上の操作が可能とな

ったことで一躍注目を集めた見

本稿で紹介する船舶の自動避航操船は， このdeep

Q-learningを船舶の衝突回避間題に適用した結果である。

強化学習により得られる知能は予め設定した報酬関数に

大きく左右されるため， この報酬の与え方が人間に要求

される重要なタスクとなるが，今回の問題では衝突回避

が唯一の目的であるため，衝突した場合に大きな負の報

酬を課す報酬関数とした。ただし，相手船との航過距離

が大きいほど安全であるため，相手船や障害物との距離

に応じた正の報酬も与えている見

2) 学習方法

前節で述べたように強化学習ではある状態に対して

最大の報酬が期待できる行動方策を学習するため，エー

ジェントの状態を構成する情報が必要となる。本研究で

は，周辺の他船や障害物の存在は12本の検出線により検

知し，各方向の障害物までの距離を）廿いて状態を作成し

ている。ただし，相対迎動を把握するため，現タイムス

テップだけでなく過去の複数ステップの柏報も状態とし

て）廿いる。今回の避航間題では，単純化のため，出力で

ある行動は針路変吏のみとするが，速度変更を行動の選

択肢に加えることも容易である。

避航操船を学習する際には，検証実験を行う水産工学

研究所の角水槽と 1司じ水面領域を設定し，最初は本船の

みで学習を行い，仮想の境界櫓を超えない操船を学晋さ

せた。その後針路変更をランダムに行う他船を投入し，
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境界および他船に衝突しなくなるまで学習を行った。こ

のように，学習フェーズでは相手船は 1隻であるが，実

際の適用フェーズでは，相手船は 2隻であり，衝突回避

問題としてはかなり難易度が上がるものと思われるが，

AIの高い可能性を示すとともに，学習結果のロバスト

性を示すことを念頭に，このような学習方式とした。

行動価値関数Qの近似には多層ニューラルネットワー

クを用いるが入力数は60,隠れ層は 2層で各512ノー

ド，活性化関数にはReLU, ドロップアウト 率は0.2を使

用し，ノード間の結合重みとバイアスはKerasのAdam

のデフォルト値を用いて決定した。なお，強化学習に関

しては， リプレイサイズを50,000,ミニバッチ数を150,

報酬の割引率を0.99と設定した。

今回の問題では指定されたウェイポイントヘ向かうこ

とと，必要に応じて衝突回避を行うことが要求されるが，

行動価値を決定付ける報酬関数が煩雑となるため，今回

は目的地に向かう“通常モード”と衝突回避を行う“避

航モード＂に分離した 。“通常モード＂では目標針路と

の偏差に応じた舵の比例制御を用いているが自船のバ

ンパーゾーンに他船や障害物が進入した場合は “避航モ

ード”に切り替わり ，deepQ-learningの学習成果とし

てAIが自動で衝突回避を行う 。なお，模型実験に先立ち，

シミュレーション上で学習結果を適用したところ，相手

船が2隻の場合であっても，十分な試行回数を経ること

で，衝突を完全に回避できることが確認された (Table1 

参照）。

4.模型実験による衝突回避の検証

1) 模型実験の概要

模型船を用いた自動避航実験は，水産工学研究所の海

洋工学総合実験棟に設置された長さ60mx幅25mx深さ

3.2mの角水槽にて実施した。衝突回避のためには， 自

船と相手船の位置方位，速度などの情報が必要となる

が，位置についてはハイドロフォンを用いた超音波によ

る測位を用いて，方位については各船に搭載された光フ

ァイバージャイロスコープから，速度については船底に

備えた流速計から得ている。各模型船がこれらの情報を

ZigBeeによる無線接続によって陸上の情報管理サーバ

に送信し，サーバがとりまとめた他船情報を含めた各種

情報を全模型船に配信する。受け取った情報をもとに各

Table 1 Number of collisions per three hours for 
different number of trials at learning phase 

試行フレーム数

（ステップ数）

3時間あたりの

衝突回数

2,000 20,000 260,000 

Table 2 Principal particulars of three ship models 

漁船 調査船 旅客船

船長 (m) 1.69 2.40 3.0 

船幅 (m) 0.72 0.49 046 

船速 (m/s) 0.50 0.45 0.35 

最大旋回角速度
14.3 7.5 5.7 

(deg/s) 

旋回径 (m) 1.5 3.0 1.9 

模型船に搭載したマイクロコンビュータが避航アルゴリ

ズムにもとづき操船指令を算出することとなる。なお，

AI操船ではオンポードのマイクロコンピュータではリ

アルタイムでの演算処理が困難であるため，陸上の情報

サーバからUDP接続によってAIプログラムが搭載され

たノ ート 型PCに必要な情報を送信し，AIが算出した操

船指令を，サーバを介して各模型船に送信している。検

証実験に用いた模型船の制御システムについては，参考

文献4)を参照願いたい。

今回の検証実験では，船種や船長の異なる 3隻の模型

船を用いた。Table2に各模型船の主要目を示している

が，単純な大きさの違いだけでなく ，避航操船に影響の

大きいと思われる旋回性能に大きな差があることが見て

取れる。

2) 幾何学的避航モデル

3隻の異なる模型船を使用し，長澤モデルにもとづく

自動避航実験を行った結果，模型船が2隻の場合には，

周囲が囲まれた狭い領域であっても問題なく避航が可能

であった。しかしながら，Fig.Iの模型実験のスナップ

ショットおよびFig.2の航跡圏が示すように，模型船を

33 

，
 

゜
Fig. 1 Experimental validation of collision avoidance based 

on Nagasawa model 
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Fig. 2 Measured trajectory of three ships (nine minutes) 

3隻とした場合には9分間という比較的短い時間で複数

回衝突する場面が見られた。これは，長澤モデルが相手

船の数や衝突危険度の時間的な変化を考慮せず，現タイ

ムステップでの評価値のみを用いて，取るべき針路を決

定しているためである。 1対lの見合い関係もしくは他

船や障害物との距離が十分にある場合には長澤モデルは

有効に機能するが，狭水道で輻較状況が著しく衝突危険

度の変化が複雑かつ急速である場合には避航が困難とな

ることが模型実験により確認された。なお，輻較状況や

閉鎖状況に応じて操船選好度を調整することで衝突回避

Fig. 4 Measured trajectory of three ships (thirty minutes) 

Fig. 5 Measured trajectory of three ships (five minutes) 

が改善される可能性は十分に考えられるが，将来予測を る。模型実験により，非常に狭い水槽内で模型船3隻が

行わず，現時点での評価点が高い針路を単純に選択し続 航行した場合でも， 30分間にわたり安定して衝突回避を

ける本モデルでは，輻較海域における複雑な見合い関係 達成可能であることが確認された。航跡図に見られるよ

や島影などからの予期せぬ船舶に遭遇した場合の衝突回 うに実験では位置計測データにかなりのノイズが含ま

避において本質的に限界がある。 れていたが，こうしたノイズに対しても堅牢な結果が得

3) Alによる避航操船 られたことは実用の点でも価値のある成果といえる。さ

従来の避航モデルの検証実験と同じ模型船を用いて， らに，水槽中央部に仮想の障害物を設けた場合でも他船

AIによる避航操船の検証実験を実施した。実験時のス と境界仮想壁，仮想障害物を避けて航行することが可能

ナップショットをFig.3, 3隻の航跡図をFig.4に示す。 であった。これは人間では達成が極めて困難なレベルの

なお， Fig.5はそのうちの 5分間を抜き出 したものであ 避航操船であると考えられることから，今回の実験結果

Fig. 3 Experimental validation of collision avoidance based 
on deep Q-learning 

は船舶の衝突回避問題に対するdeepQ-learningの大い

なる可能性を示すものとなった。

最後に，本稲は従来から用いられてきた幾何学的避航

モデルとの比較を通じて， AIによる自動避航の高いボ

テンシャルを明らかにすることを目的としておりその

ためAI開発については概要の紹介に留めているがそ

の詳細については参考文献叫こて網羅されていることを

付記しておく 。

5. おわりに

本研究は船舶全般を対象としており，必ずしも漁船に

特化したものではないが，冒頭で述べたとおり，今後の

漁船の安全性向上や労働力不足を解決するための有望な

新技術と考えられる。今回は自動衝突回避を課題とした

が自動着桟や定点保持などその適用範囲は限りなく広

いものであり，水産工学分野への早期禅入と発展が期待

される。

なお，本研究成果をもとに国立大学法人神戸大学，



漁船の衝突防止への AI活用

株式会社MTI, 株式会社日本海洋科学が共同で提案し

た「人工知能をコア技術とする内航船の操船支援システ

ム開発」が平成30年度国土交通省交通技術開発推進制度

に採択されており，操船シミュレータによる検証を経て，

平成32年度には実船を用いたAI操船の実証実験を行う

予定である。
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