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宮島
1．はじめに

秀規＊

きると考えられる。そこで，本会では，従来とは異
なるアプローチによる応力推定の実現可能性を確認

実船計測プロジェクトでは，航行中の船舶の状態

するために，実船計測データ及びNGBoostを活用

を把握するために主機回転数や船速，針路などの航

した船体構造に生じる応力推定の研究を実施してい

海データや，風や波などの気海象データ，船体の運

る。本稿ではその取り組み内容について紹介する。

る。これらのデータは，船体強度の評価や疲労被害
本研究では，計測項目やデータ数の観点から，

といったところを目的に様々な検討 1)~3)がなされて

8,600TEUのコンテナ船における実船計測プロジェ

おり，船舶の安全性確保の観点から，実際に船体に

クトで得られた約2年分のデータを使用している。

生じた応力の履歴を把握することの意義は大きい。

表1に本船の主要目，表2に本船の計測項目を示す。

実船計測における応力計測の課題としては，セン

本船は加速度，応力を計測するためのセンサーを

サーの設置やメンテナンスなどにコストがかかる点

搭載している。それぞれの設置箇所を図1に示す。

が挙げられる。需要のあるすべての計測箇所に対し

船体の応力計測には，光ファイバーを利用して構造

て計測を行うことは難しいため，より少ない計測箇

部 材 の 歪 を 測 定 す る OSMOS （ Optical Strand

所で船全体の応力を把握できる手法が望まれる。実

Monitoring System）が用いられており，船体の3

船計測と異なる応力履歴把握のアプローチとしては，

断面に4か所ずつ，計12か所に設置された。加速度

構造解析を取り入れて船体構造に生じる応力を推定

の計測には3軸（x, y, z）の加速度計が用いられてお

する「荷重構造一貫解析」に関する研究が行われて

り，船首・船体中央部・船尾の計3か所に設置され

いる。しかしながら，応力推定手法として確立した

た。海象データに関しては，ヨーロッパ中期予報セ

手法はないため，新たなアプローチの検討の余地が

ンター（ECMWF, European Centre for Medium-

ある。

Range Weather Forecasts）が提供しているERA-5

船体構造に生じる応力の推定を回帰問題として捉

の波浪追算データを用いた。なお，本船では計測期

えると，近年発展している機械学習を用いたアプロ

間中に定期航路の変更が行われている。

ーチが効果的だと考えられる。機械学習では課題に
関連した様々な要素を考慮した推定を行うことがで

表1

実船計測対象船舶の主要目

全長（LOA）
幅
深さ
計画満載喫水
総トン数

きるため，実船計測で得られた応力に関連するデー
タを用いることで，船体構造に生じる応力を推定可
能だと思われる。
実船計測で得られたデータには風，波，潮流とい

Abt. 334.5 m
45.6 m
24.4 m
14.0 m
Abt. 97,000 GT

った自然環境の影響を受けるデータが含まれている。
気海象の状況を正確に把握することは難しく，実船

表2
分類

計測データには不確実性のある計測値が多く含まれ
ることとなる。このようなデータをもとに数値推定

航海データ

を行う場合に有効な手法として，機械学習分野では，

気象データ
加速度データ
応力データ

確率分布を推定する手法である自然勾配ブースティ
ング（Natural Gradient Boosting：NGBoost） 4)
が提案されている。NGBoostを用いることで，確

海象データ

率分布を考慮した合理的な数値推定を行うことがで
＊

データ項目

詳細
対水・対地船速，針路，主機回転数，
主機馬力
風向き，風速
3軸（x, y, z）加速度
船体構造に生じる応力（縦曲げ応力）
波高，波向き，出会波向き，波周期，
波の方向幅，波の尖度，波の周波数集
中度，水深

技術研究所
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度評価による予寿命予測，設計へのフィードバック

山口

2．実船計測概要

応力など，様々なデータの取得・蓄積が行われてい
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4．実船計測データの統計処理
本研究では実船計測データを1時間ごとの統計値
として処理し，応力推定用のデータセットを作成し
た。各データの処理，及び作成したデータセットに
ついて記述する。

4.1

航海データ，気象データ，海象データ

航海データ，気象データについては，1時間ごと
の平均値として処理を行った。また，海象データに
ついては1時間毎の波浪追算値を用いた。なお，波
図1

センサー設置箇所

向きや風向き等の角度に関しては，船首方向を0度

山口

3．応力推定手法

1

word 品目／ AS14I

として時計回りに360度のデータとなっているため，

3.1

船首方向からの角度の変化量を変数として加えてい
る。

推定対象について

4.2

応力データ

コンテナ船は大きな開口部を有しており，船体構

船体構造に生じる応力は，周波数分析を行うこと

造に高い応力が生じるため，船体上部の構造に生じ

で波浪応答成分と弾性応答成分の大きく2つに分離

る応力を精度良く推定することが重要である。また，

することができ，それぞれ0.1Hzと0.5Hz付近にピ

計測箇所の中でも船体中央部は相対的に応力が高く

ークが現れる 2) 。そのため本研究では，1時間ごと

なるため，重要な箇所である。そのため，本研究で

に区切った応力の時系列データについて，

は船体中央，左舷デッキ側の計測箇所（図1中No.6）

1/60~0.3Hzの波浪応答成分，0.3Hz~1.0Hzの弾性

における応力を推定対象とした。

応答成分，1/60~1.0Hzの波浪応答成分＋弾性応答

3.2

成分を分離し，ゼロアップクロス法により波の1周

NGBoost

本研究では，実船計測データの不確実性を考慮し，

期毎の応力範囲を抽出した後，標準偏差を算出した

確率分布を推定することが可能な手法である

値を用いた。

NGBoostを用いて船体構造に生じる応力の推定を

4.3

加速度データ

行う。NGBoostは確率分布の形で推定結果を出力

周 波 数 分 析 を 実 施 し た と こ ろ ， 0.1Hz 及 び

することができる回帰モデルであり，勾配ブーステ

0.6~0.8Hz付近にピークが確認された。これらの成

ィングを拡張した手法を用いている。勾配ブーステ

分は，それぞれ波浪応答成分と主に弾性応答成分で

ィングは，単独では推定精度が低い弱学習器を複数

ある。本研究では，ピーク部分を含むように

組み合わせることで1つの学習器を作るアンサンブ

1/60~0.3Hzの波浪応答成分，0.3Hz~1.0Hzの弾性

ル学習の手法の一種であるが，NGBoostでは，複

応答成分，1/60~1.0Hzの波浪応答成分＋弾性応答

数の確率分布のパラメータを同時に推定するために，

成分を分離し，1時間ごとの最大値及び標準偏差を

弱学習器の学習効率化に自然勾配 5)を用いている点

算出した値を特徴量として用いた。

が特徴である。

4.4

応力推定用データセット

本研究では，NGBoostの学習段階で最適化する

上記の処理を行い，目的変数1項目（No.6の応力

損失関数として式(1)に示す対数尤度𝐿𝐿�𝜃𝜃, 𝑦𝑦�を用い
�𝐿𝐿�𝜃𝜃, 𝑦𝑦�は式(2)で表さ
る。また，このとき自然勾配∇

実測値），説明変数108項目からなるデータセット

列である。推定分布には正規分布，弱学習器には決

測値は高応力が計測されたデータが少ないことが確

定木を用いる。

認できる。このように不均衡データを用いて機械学

を作成した。表3にデータ点数，図2に目的変数であ

れる。ここで確率分布のパラメータ𝜃𝜃，正解ラベル

る応力の時系列プロット及びヒストグラムを示す。

𝑦𝑦，確率分布𝑃𝑃であり，𝐼𝐼� (𝜃𝜃)はフィッシャー情報行

図2(b)の応力のヒストグラムから，No.6の応力計

習を行う場合，データ数の少ない部分については，
𝐿𝐿(𝜃𝜃, 𝑦𝑦) = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙� (𝑦𝑦)

�𝐿𝐿(𝜃𝜃, 𝑦𝑦) ∝ −𝐼𝐼� (𝜃𝜃) 𝐿𝐿(𝜃𝜃, 𝑦𝑦)
∇
��

(1)

推定モデルの推定精度が低下することが懸念される。

(2)

そのため，不均衡データの偏りの補正を目的とし，
サンプル数の少ないデータを増やすオーバーサンプ
リングの手法であるSMOTE6) を用いてオーバーサ
ンプリングを実施した。
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SMOTEはk近傍法を利用してデータを増やす手
法であり，少数派に属する特定のデータと，その近
航海データ
気象データ
海象データ
加速度データ
応力データ

傍にあるk個のデータからランダムに選択されたデ
ータを用いて，新たなデータを内挿する。本研究で
は目的変数となる応力に閾値を設け，閾値以上・未
満のデータにラベル分けしたうえで，多数派と少数

データ項目
ケース①
〇
〇
〇
〇
〇

ケース②
〇
〇
〇
－
－

派が同程度のデータ数になるようオーバーサンプリ

5．応力推定結果

ングを行った。
表3

5.1

応力推定用データセットのデータ点数
データ点数
11,435
2,614
2,288
16,337

ケース①及び②の推定結果の比較

ケース①及び②における，テストデータに対する
応力推定結果をそれぞれ図3，図4に示す。x軸に実
ットした散布図となっており，応力の実測値と推定
トされる。また，推定した正規分布の2σ信頼区間
を示している。表5には実測値と推定値の平均二乗
誤差及び相関係数，推定した標準偏差の平均値を示
す。
ケース①について，図3を見ると，推定結果のプ
ロットが基準線に沿って分布しており，また相関係
数の値が0.99程度であることから，実測値と推定値
が精度よく一致していると考えられる。

(a) 時系列のプロット

ケース②について，図4を見ると，プロットが基
準線付近に分布しており，船体構造に生じる応力を
捉えることができている。一方で，表5から，ケー
ス①と比較して相関係数の値が減少し，平均二乗誤
差及び標準偏差の平均値が増加しており，推定精度
が低下していることが確認できる。また，ケース②
では高応力部分で推定値が実測値を下回る傾向が見
られた。船体構造の強度の観点からは，推定値が応
力を過小評価するのは好ましくないため，高応力部

(b) ヒストグラム
図2

分における推定精度向上も課題である。
ケース②の高応力部分における推定精度低下の原

No.6の応力実測値の時系列プロット及び

因としては，高応力が計測されたデータの不足が考

ヒストグラム

えられる。実海域における計測で高い応力を計測す

4.5

応力推定モデル

る頻度は低く，また，航路によって船舶が遭遇する

本研究では，表4に示すように全説明変数を用い

気象・海象の傾向は異なる。航海・気象・海象デー

るケース①と，航海・気象・海象データのみを用い

タのみを用いた場合の高応力部分の推定精度向上に

るケース②を設定し，NGBoostによる応力推定モ

は，より長期間の計測データ収集や，航路別の応力

デルを作成した。なお，ケース②では推定精度が悪

推定モデル作成が有効ではないかと考えられる。

化する傾向にあったため，オーバーサンプリングは
実施していない。原因としては，ケース①よりも説
明変数が少なくなったことで，学習データ内に含ま
れるデータのパターンが減少し，類似したデータが
増えてしまうためではないかと考えられる。
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値が等しい場合，対角線に引いた基準線上にプロッ

山口

測値，y軸に推定値として正規分布の平均値をプロ
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学習データ
検証データ
テストデータ
合計

，

。

表4
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要度の一部として，上位5個を示す。
ケース①では目的変数である計測箇所No.6の応
力の近辺や，船体上部であるNo.1，No.5，No.9，
No.10における応力の重要度が高くなっていた。一
方で，船体下部や船首側のNo.3，No.4，No.7につ
いては他の計測箇所と比較して重要度が低くなって
いた。本研究では計測箇所No.6を対象としたが，
他の計測箇所や船舶を推定対象とした際の知見を蓄
積することで，応力推定に必要な計測箇所を明らか
にすることや，少ない計測箇所で複数の箇所におけ
る応力を精度よく推定できるようになることが期待
山口

ケース②では波浪荷重に関わる波高や波周期，出
会い波向きの重要度が高くなっていた。特に波高に

1

word 品目／ AS14I

される。

ついては，図5に示す通り計測箇所No.6の応力と線
図3

ケース①の実測値及び推定結果のプロット

形に近い関係にあるため，推定に大きく寄与したも
のと考えられる。
表6

標準偏差について

1

応力（No.5）
波浪成分＋弾性応答成分

応力（No.5）
波浪成分

2

応力（No.1）
応力（No.5）
波浪成分＋弾性応答成分 波浪成分＋弾性応答成分

3

応力（No.9）
応力（No.10）
波浪成分＋弾性応答成分 波浪成分＋弾性応答成分

4

応力（No.10）
応力（No.12）
波浪成分＋弾性応答成分 波浪成分＋弾性応答成分

5

応力（No.10）
波浪成分

表7

図4

ケース②の実測値及び推定結果のプロット
表5

5.2

推定結果
ケース①

ケース②

平均二乗誤差

0.13

1.10

相関係数

0.99

0.91

標準偏差の平均値

0.19

0.74

ケース①の説明変数の重要度

平均値について

応力（No.9）
波浪成分＋弾性応答成分

ケース②の説明変数の重要度

平均値について

標準偏差について

1

波高（風浪＋うねり）

波高（風浪＋うねり）

2

波周期

風速

3

風速

出会い波向き

4

対水船速

主機回転数

5

主機馬力

対水船速

説明変数の重要度の算出

決定木をベースとした機械学習手法では，作成し
た推定モデルの推定結果に対する各説明変数の重要
度を算出することができる。NGBoostを用いた応
力推定モデルでは，推定結果として正規分布のパラ
メータである平均値及び標準偏差を出力しているた

図5

応力（No.6）及び波高

め，それぞれについて重要度が算出できる。表6，
表7に，ケース①，ケース②における説明変数の重
－48－
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5)

6．おわりに

Amari, S.: Natural Gradient Works
Efficiently in Learning, Neural Computation
Vol. 10, 1998

本稿では，実船計測データ及び機械学習を用いた
船体構造に生じる応力推定の研究の内容を紹介した。

6)

Chawla, N., Bowyer, K., Hall, L. and
Kegelmeyer, W.: SMOTE: Synthetic Minority

本研究は特定の船舶1隻を対象にしたものである
ため，他船に適用した場合の応力推定結果との比

Oversampling Technique, Journal of

較・検証を通じて本手法の有効性・汎用性を確認す

Artificial Intelligence Research 16, 2002

る必要がある。また，そのような取り組みを行うこ
とで，一定の推定精度を確保するために必要なデー
タ数や，推定精度向上に有効な説明変数について知
見を得ることが期待される。
られる。本研究では実船計測で応力が計測された箇
所を対象に，実測値を正解データとして応力推定の
る応力推定の需要がある箇所は多数あり，そのよう
な箇所すべてにセンサーを設置し実測値を得ること
は困難である。そのため，直接的な計測に頼らずに，
精度よく応力履歴を推定する手法の確立に取り組む
ことに意義がある。
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取り組みを行った。一方で，実際に船体構造に生じ
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