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AIS信号を用いたビッグデータ解析による船舶の自動分類 

Automatic classification of the ship by the big data analysis using the AIS signal 

1982003 井野 慎也 

指導教員 武尾 英哉 教授 

Abstract  For liner vessels, a two-step identification process was conducted using AIS signals, resulting in a correct answer rate of 93%. For 

fishing vessels, a three-step identification process was used, resulting in a correct response rate of 88%. In the case of tugboats, a two-step 

identification process was used, resulting in a correct answer rate of 83%. In addition, overall, 90% were correctly identified. 

キーワード：定期航路船，ニューラルネットワーク，AIS 信号，漁船，タグボート 

Keywords：ship, Neural Networks, AIS signal, fishing boats，tugboats 

1. 背景と目的 

従来から難破船や不審船は発見されてきたが，救難信号

を発する付近を船や航空機が近づく以外に発見の方法は

なく極めて難しかった．近年 AISの装備と人工衛星の発達

によって常時船舶の状況を見守ることができるようにな

った．しかし，AIS 活用の歴史は短く救護や警戒の必要な

船舶を発見する有力なアルゴリズムはない．本研究では，

日々大量の AIS 信号から得られる情報より船舶の判別を

することにより船舶の種類を明確にすることを目的とし

ている．また現段階では，港間を航行する定期航路船の判

別を行い，時点で数の多い漁船，タグボートの判別を行っ

た． 

2. AIS信号 

船舶自動識別システムは，船名や信号の発信時刻などの

船舶の情報を信号として送受信し船舶間や船舶と海岸局

で情報交換を行うシステムである．日本では，300t 以上ま

たは旅客の外航船，500t の内航船に搭載の義務がある．船

舶間のやりとりにより衝突の回避や安全な航行の手助け

をする．この信号を AIS 信号といい，本研究では，主に緯

度，経度，発信時刻などを用いている．[1] 

3. 船種 

本研究における船舶には次に示す円グラフのような大凡

の分布が存在する．最も多いのが定期航路船，その次に漁

船，曳航船と続き，細かくわかれる． 

まず定期航路船とは，目的地と港を結ぶ定まった航路を

航行する船舶のことである，これにはタンカーや貨物船，

大型の貨客船などが含まれる．海上では基本的には障害物

は存在しないため，直線的に移動する船舶を定期航路船と

している．次に，漁船は海上での動きに共通するようなも

のはほとんどない，これは，漁船が漁を行うことに起因す

る．タグボートは船舶などを牽引する船舶である．これ以

外の船舶に，水先船や救急船などがあり，細かく種類が分

かれる． 

 

Figure 1  Ship types and their distribution 

4. 手法 

  本研究は，各船舶を多い順に判別を行っていく．まずは

定期航路船，その次に漁船，その次にタグボートといった

流れで行う． 

4．1 定期航路船の判別 

まず定期航路船の判別は二段階の判別手法を用いて行

う．まず一段階目として明確な定期航路船の判別(A)，二段

階目として，NN での判別(B)を行う．手法 A の流れを次

の図に示す．このように離線度を計算し，明確な定期航路

船の判別を行い，その後次式で求められる進退度を含めた，

緯度経度進退度の 3 項目を用いて NN で判別を行う．[2] 

(x3 − x2)(x2 − x1) + (y3 − y2)(y2 − y1)

((√x3 − x2)2 + (√y3 − y2)2)((√x2 − x1)2 + (√y2 − y1)2)
(1) 

 

Figure 2  Clear liner identification 



4.2漁船の判別 

漁船の判別では，まず座標での分類，次に特徴による分

類，次に NN での判別を行う．また，一段階目が行われた

際の残りの漁船の分布図を図 3 に示す． 

 

Figure 3 Classification of open-sea fishing vessels 

4.3 タグボートの判別 

2 隻のタグボート距離の図を図 4 に示す．下記の式（以降

TBA）を用いてグラフ化し，閾値を決めて判別を行う．これ

を第 1 段階として 2 段階目に NN での判別を行う． 

𝑇𝑢𝑔𝑏𝑜𝑎𝑡_𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝛿 =
𝐷×|𝑇1−𝑇𝑎|

|𝑇2−𝑇𝑎|
    (2) 

 

Figure 4: Tugboat discrimination method. 

5. 結果 

5.1 定期航路船の判別 

まず一段階目では定期航路船の内 50%が定期航路船と

判別された．ここでは，明確な船舶だけを判別する．次に

二段階目では正答率は 86.3%という結果が得られた． 

5.2 漁船の判別 

まず一段階目として緯度経度での分類を行った結果，約

1%の漁船がその他の船舶と分けられた．二段階目では，海

上で 180 度転換している船舶での分類を行い，1%ほどの

漁船が分類される．三段階目に NN による判別を行いその

結果として，判別率の最高値は 86%という結果が得られた． 

5.3 タグボートの判別 

タグボートの軌跡と TBA 化グラフを図 5 に示す． 

 

 

Figure 5: Tugboat trajectory and TBAized graph 

(a)で示すタグボートでは TBA でグラフ化したところ赤枠

部以外は閾値内に収まり，タグボートと判別される．また

(b)では，TBA 化グラフで示すと，V 字になり閾値内に収

まらない．NN での判別では 73%が最高値となった． 

6．考察 

6.1 定期航路船の判別 

一段階目では，判別率は高くないが，これは定期航路船

の中にそれ以外が含まれない閾値を設けたためである．二

段階目で得た結果を合わせると，定期航路船の 93%以上が

判別できるという結果となる．このことから，定期航路船

の判別は十分な成果を出していると考える． 

6.2 漁船の判別 

漁船の判別では，各段階での判別率を合わせると，最終

的な判別率の最高値は約 88％となる．この結果から，漁船

はまだ最終的な判別率の向上が可能であると考える．より

良い特徴や各段階の判別率の向上が必要である． 

6.3 タグボートの判別 

TBA を用いて牽引している船舶の判別が可能だとわか

った．また，同軌道でも逆方向だと一部が閾値に収まるこ

とがあり進行方向に気をつけることが必要であるとわか

った．二段階での判別を考慮して最終的な判別率を得ると，

約 83%という結果が得られた． 

7．まとめと今後 

 定期航路船は 2 段階の手法を用いての判別により最終

的に 93%の正答率で分類ができ，漁船は 3 段階の判別手

法により約 88％の最終的な正答率が得ることができた．

タグボートでは 2 段階での判別手法によって約 83%の最

終的な判別結果が得られた． 

また，すべての船舶の最終的な判別結果として，全体の

約 90%が正確に判別がされた． 

今後はこの正答率を向上させるために，よりその船種の

もつ有力な特徴を見つけるなどで判別率の向上，それと共

に，その他の船舶の分類ができるように開発を進めていく．  
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画像と音声情報を用いたうつ病診断の定量化 

Quantifying the diagnosis of depression  

using image and audio information 

1982012 和田 昇太 

指導教員  武尾 英哉 教授 

英文要旨 

The number of depressed people is on the rise in Japan. In 2011, depression was added to the four major diseases, 

making it one of the five major diseases. This suggests the need for reliable detection of depressed people. Currently, 

the diagnosis of depression is mainly based on the interview. However, this lacks objective indicators, and some have 

questioned the accuracy of the diagnostic results. In order to solve this problem, we are developing an AI-based system 

that calculates the degree of certainty that a patient is depressed by focusing on facial images and voice information. 

The purpose of this study is to use this as an objective indicator to assist in the diagnosis of depression.                                      

                                            

キーワード：うつ病，音声情報，機械学習，特徴量選択 

Keywords: Depression, Voice information, Machine learning, SVM, Feature selection 

 

1．背景 

 我が国において，うつ病患者は増加傾向にある．平成 19

年から 21 年の警察庁統計における自殺の動機として各年

うつ病が原因であるものが 4 割以上を占め，厚生労働省で

は自殺対策として，うつ病対策を重点的に行っている(1)． 

現在のうつ病診断は，DSM-5(精神障害の診断と統計マ

ニュアル第 5版)や ICD-10(国際疾病分類第 10版)などの診

断基準に照らし合わせ行われるものである．しかしながら

これが医師や患者の主観に影響されることで客観性を欠

き，正確な診断が行われていないという指摘もあり，有効

なうつ病判別バイオマーカーの研究が行われている． 

 例えば人間の発話音声をうつ病判別に用いた研究とし

て，和家ら(2)は，収録環境を統一したうえで様々な課題に

沿って収録した音声を分析し，従来から検討されてきた音

声のエネルギーなどの有効性を確認した．また時間内に想

起された単語数といった新たなバイオマーカーを抽出し

て有効性を示した．しかしながら，これらの手法には，文

章読み上げなど患者側の負担が考えられる． 

我々もうつ病判別システムの開発を行ってきた．これは

AI 技術と画像工学技術を組み合わせうつ病の確信度を算

出することで，医師に客観的な指標を提示し，診断の参考

にしてもらうことを目的としたうつ病 CAD である．本研

究においては，新たに 3 つの音声を用いたうつ病判別器導

入を検討した．①最終的に前述の CAD と統合し，システ

ム全体としての判別精度向上を実現すること．②発話音声

については定型文読み上げなどを用いない自由発話の音

声を用いて判別器の検討を行うこと．この 2 点が新規性で

ある． 

 

2．データ 

本研究のデータは，動画投稿サイトより収集した．うつ

病者・健常者のそれぞれについて，男女各 10 名ずつの計 40

名の動画像である．実際の問診を想定し，動画の内容は自

己紹介など自分について自由に話しているものとした．音

声は動画像から 240[s]分を切り出した．またうつ病者・健常

者の判断は，自身の動画内で実際に処方されたうつ病治療

薬や，医師から受けた症状改善のアドバイスなどについて

話していることなどを確認したうえで，うつ病を罹患して

いると自己申告している者をうつ病者とした． 

 

3. 手法 

判別器は後述する特徴量選択を有効に行うために，デー

タを男女で分け，それぞれについて SVM(:Support Vector 

Machine)と一個抜き交差検証を用いて作成・評価する．SVM

は 2クラスのパターン認識に用いられる学習モデルであり，

マージン最大化により，高い判別精度を実現している．ま

た一個抜き交差検証とは，入力するデータから 1 つを除い

て評価データに，それ以外を訓練データに分割し学習・評

価を行うことで，判別器の汎化性を担保できる手法である． 

必要な特徴量は，うつ病者の特徴をまとめた以下の表 1

に沿って作成した． 

 



 

  

Table 1. Characteristics of depressed patients 

 

 

<3.1>音声判別器①(音声一般判別器) 

 表 1中グループ 1～4の特徴全てに着目した．例えば発話

速度は，発話の量と相関があると考え，音声 240[s]の

10,584,000[sample]の発話部分の割合として定量化した．

また発声量は音響 intensity に，抑揚は音声から抽出した

基本周波数 F0の時系列波形から定量化した． 

 

<3.2>音声判別器②(音声内容判別器) 

 うつ病者は悲観的になる傾向があり，発話音声の内容に

着目する判別器を作成した．音声を書き起こした文章を形

態素解析エンジン”MeCab”(4)に入力し，文の最小単位であ

る形態素に分離した後，日本語単語感情極性表(3)を用いて各

形態素にスコア付けする．スコアはネガティブな意味の語

に”-1”～ポジティブな意味の語に”+1”の間で付与され

る．このスコアの時系列波形から前述の特徴を定量化した． 

 

<3.3>音声判別器③(音声感情判別器) 

判別器②と同様の経緯から発話音声に含まれる感情に着

目する判別器を作成する．まず音声感情データセッ

ト”LAVDESS”(5)と音響特徴量抽出器”openSmile”(6)を用

いて音声感情予測モデルを作成する．句点程度に区切った

音声データをモデルに入力し，出力された音声に含まれる

感情の予測値をもとに特徴量を作成する． 図 1は音声に含

まれると予測された嫌悪の感情から計算した歪度である． 

 

Fig.1 The skewness of disgust 

<3.4>特徴量選択① 

 ここまでで作成した特徴量を，判別器の精度及び解釈性

の向上を目的として選択する．特徴量選択の手順は以下図 2

のように行う．まず入力された特徴量の類似度の高いもの

同士をまとめるクラスタリングを行う．さらに Filter

法,Embedded法，Wrapper法に属する特徴量選択手法などを

段階的に適用し特徴量を選択する． 

 

Fig.2 Steps of Feature Selection 

 

<3.5>特徴量選択② 

 クラスタリングされた特徴量の各クラスタから必ず一つ

を選ぶ条件付き確率のもとで特徴量のすべての組合せにつ

いて SVM および一個抜き交差検証により学習を行い，最高

精度を出した判別器のスコアを抽出する． 

 

4．結果 

作成した音声判別器の判別精度は表 2 のようになった．判別

器はうつ病である確率(重症度)を出力するが，今回は評価のた

め便宜的に重症度の閾値を 0.5とし，それを以上でうつ病と判定

している．判別精度は全データにおける，真陽性(うつ病者をう

つ病者と判定)と真陰性(健常者を健常者と判定)の割合ある．  

Table 2  Accuracy of each discriminator  

 

 

5．まとめ 

 うつ病 CADに導入する 3つの音声判別器を作成・評価し，

有効な特徴量を示すことが出来た．今後は判別器の統合に

よる汎化性の向上を目標として未知データに対する判別精

度の評価などを行う必要がある． 

 

文  献 

(1) 厚生労働省：自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめにつ

いて，https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/03.html 

(2) 和家 尚希，鈴木 雅之，長野 徹 他：精神疾患診断補助に有効な

発話課題と音声特徴に関する検討．信学技報 SP2014-133(2015) 

(3) Hiroya Takamura : Semantic Orientations of Words， 

“http://www.lr.pi.titech.ac.jp/~takamura/pndic_en.html” 

(4) MeCab : Yet Another Part-of-Speech and Morphological 

Analyzer ：”https://taku910.github.io/mecab/” 

(5) (RAVDESS (The Ryerson Audio-Visual Database of Emotional 

Speech and Song)：”https://zenodo.org/record/1188976” 

(6) openSMILE (open-source Speech and Music Interpretation) : 

“https://www.audeering.com/opensmile/” 

グループ 音声の特徴 うつ病者の場合

1．口数が少ない

2．話し方が途切れ途切れ

3．動作が遅い

4．思考速度が遅く

2 発声量 1．声量が小さい

1．抑揚に乏しい

2．活気がない

3．感情が動かない

1．声がかすれる

2．悲観的になる

1

3

4

発話速度

抑揚

その他

音声一般 音声内容 音声感情

男性 85% 90% 90%

女性 95% 100% 80%
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うつ病診断支援システムの開発 

Development of a depression diagnosis support system 

1982017 牧優太 

指導教員 ( 武尾 英哉 教授 ) 

Depression is a common disease that affects about 1 in 16 people. Currently, depression and other psychiatric disorders 

are diagnosed in a manner that lacks objectivity. In this paper, we develop a system that comprehensively calculates the 

confidence that a person is depressed using multiple pieces of information to assist the physician in diagnosis. We used 

an AI model to calculate the confidence level, which is a three-stage stacking: multiple feature selection with clustering 

(MFS-C) and conditional brute force (C-BF) were used in the first level, ensemble learning in the second level, and 

neural networks in the third level. This AI model was used to simulate the data of 20 men and women, 10 depressed and 

10 healthy, respectively. The results showed that there was a significant difference between the mean of the confidence levels of 

depressed patients and healthy subjects in men and women respectively. 

                                     

キーワード：うつ病，AI モデル，Stacking，特徴量選択，アンサンブル学習，ニューラルネットワーク 

Keywords: Depression, AI model, Stacking, Feature selection, Ensemble learning, Neural network 

 

1．背景 

 うつ病とは精神障害の 1種であり，生涯有病率は 6.5%と

約 16人のうち 1人は発症する，common disease のひとつ

である．このうつ病を含めた精神障害の診断は問診によっ

て患者の症状及びその期間を聞き取り， DSM-5(精神障害

の診断と統計マニュアル第 5 版)などの診断基準に照らし

合わせ，診断を行うという方法をとっている(１)．この診断

方法の問題として，患者自身の自覚症状の有無や自己申告

に頼らざるを得ないことや診断には医師の主観が影響し

てしまうこと，客観的な指標(バイオマーカー等)がないこ

となどがあげられる．このような問題から，うつ病をはじ

めとした精神疾患は，客観性の欠けた方法で診断が行われ

ているというのが現状である． 

 

2．関連研究 

上記の問題を解決するため，うつ病の症状や重症度の定

量化や判別を試みる研究は国内外で行われている．例を挙

げると音声に着目したものは，自然な会話でのテキストと

音声データを利用したものがある(2)．また，一般画像では 

Instagram に投稿した画像からうつ傾向のある人物を識別

するものもある(3)．このようにうつ病の定量化等を行おうと

する研究は行われているが，例えば音声と画像両方を用い

た，複数の観点から総合的に行おうとする研究はほとんど

行われていない． 

 

3．目的 

本稿では図 1 に示すような医師の診断の補助のために，

複数の情報を用いた，総合的にうつ病患者である確信度の

算出等を行うシステムを開発することを目的としている． 

 

 

Fig. 1  A outline diagram of the depression diagnostic support system   

 

4．システム 

図1のAIモデルの概要を図2に示す．本モデルはStacking

と呼ばれる，複数の機械学習モデルを組み合わせた手法用

いている．構成としては 3 階層あり，Stage1 にはクラスタ

リングを用いた複数特徴選択(MFS-C) と 条件付き総当た

り(C-BF)を，Stage2 にはアンサンブル学習を，Stage3には

NN(ニューラルネットワーク)を用いている. 



 

  

 

Fig. 2  Stacking  

 

<4.1>MFS-Cと C-BF  

 MFS-C は独立性が高く，有効な特徴量を残すことを目的

とした特徴量選択手法である．始めに特徴量に対し階層的

クラスタリングを行い，似たような特徴量を集めたクラス

タを作成する．次に， 28種類の特徴量選択手法，25種類の

特徴量選択手法を段階的に用いて，有効な特徴量のみを選

ぶ．この時，各クラスタから必ず１つは特徴量が選ばれるよ

うにしている．C-BF は MFS-Cで選ばれた特徴量に対し用い

る．必ずクラスタから１つ特徴量を選ぶ条件付きの元，全て

の組み合わせを作成しモデルに学習させ，最良モデルのス

コアの抽出を行う． 

 

<4.2>アンサンブル学習  

 アンサンブル学習とは，複数の単純なモデルを用いて最

終的な結果を得る手法であり，全体として高い判別性能を

得られるといわれている(4)．本モデルでは，ニューラルネッ

トワーク，SVM，判別分析，決定木といった機械学習モデル

68種類を用いた． 

 

<4.3>NN  

過学習の防止と汎化性をあげるため，正則化の設定の他，

100個のモデルを作成し，それらスコアの平均値を最終的な

出力とした． 

 

5．シミュレーション 

うつ病患者 10名，健常者 10名の計 20名の男性及び女性

のデータを用いて，シミュレーションを行った．うつ病患者

である確率の分布を，男女別にまとめたものを図 3，図 4に

示す．図 3より，うつ病患者と健常者はある程度分かれてい

るように見え，それぞれのクラスのうつ病患者である確率

の平均値は，うつ病患者は 約 65.3 % ，健常者は 31.9 %で

あった．この結果に対し有意水準 1 %で t検定を行ったとこ

ろ，平均には有意な差があることが確認できた．図 4に示す

女性のデータにも同様のことを行ったところ，うつ病患者

は 76.9 %，健常者は 21.5 % が平均値であり，有意水準 1 %

の t検定でも，有意な差があることが確認できた． 

 

 

Fig. 3  Distribution of probability of being a depressed patient in male 

data  

 

Fig. 4  Distribution of probability of being a depressed patient in female 

data  

 

6．まとめ 

複数の情報による総合的にうつ病患者である確信度

の算出等を行うシステムの開発を行った．シミュレー

ションを行ったところ，男性と女性，どちらもうつ病患

者である確率に有意な差を得ることができた． 
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