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1 はじめに 

船舶の運航は先進国での人件費の高騰や船員志願

者の不足，省力化という点から，近年自動化が望ま

れている．特に着桟操船は船速の低下に伴い操舵性

が著しく低下し高度な操船技術が要求されるため，

着桟操船の自動化が望まれている． 

 着桟操船の自動化は操船所要時間を評価基準とし

た最短時間操船法[1]で制御解を導出することができ

るが，制御解の計算に時間を要するため，実海域に

おける実用化が難しい．そこで，実海域での外乱に

対応するため，モデル予測制御による目標追従を行

う方法が提案された[2]．しかし，モデル予測制御に

は操縦運動モデルが必要であり，設計データや模型

試験結果から決定されたモデルの精度が低いと，制

御性能が低下してしまう可能性がある．この問題を

解決するために，操縦運動モデルを MOGA-Ⅱと呼

ばれる遺伝的アルゴリズムを用いて最適化するとい

う方法が提案された[3]．しかし，最適化するパラメ

ータが多いため，最適化に時間を要し，操船中に船

舶の特性が変化したときに対応できない． 

 そこで本研究では，修正するパラメータを減らし

て操縦運動モデルの最適化を行うことで，モデルの

精度向上と計算時間の短縮を試みた．なお，モデル

精度の検討は，操縦運動モデルを用いたシミュレー

ションによって行った． 

 

2 着桟操船の定式化 

目標とする着桟操船を

図 1のように“ある位置

において一定方向・速度

で航行している船舶を，

指定した位置へ，その位

置での方向・速度を指定

して移動させる操船”と

定義する．ここで，原点 

 

 

O を着桟位置，点 A を着桟制御開始位置，点 B を

着桟位置手前の誘導目標の位置とし，本研究では着

桟距離 l [m]の区間の制御を対象とする．また，𝑥, 𝑦

は船舶の位置座標[m]，𝑢, 𝑣, 𝜓, 𝑟はそれぞれ船舶の前

後方向速度[m/s]，横方向速度[m/s]，回頭角度[deg]，

回頭角速度[deg/s]である． 

 

3 操縦運動モデルの最適化 

3.1 対象船舶 

本研究では対象船舶を東京海洋大学所有の小型練

習船“汐路丸”とする．汐路丸の主要目を表 1に示

す． 

表 1：対象船舶の主要目 

Lpp 46.0 m 

Breadth 10.0 m 

Depth 43.8 m 

Draft 2.83 m 

Gross Tonnage 425 ton 

また本研究で用いる数学モデルは，MMGモデルに

基づいた非線形な操縦運動モデル [1]を用いる． 

3.2 最適化手法 

 実船実験の指令値をモデルに入力してシミュレー

ションを行い，そのシミュレーション出力と実船実

験データの誤差を最小にするように，船体運動モデ

ルのパラメータの最適化を行う．操縦運動モデルの

パラメータは多くあるが，青木らの論文([4]に示され

ているように，舵力の中の整流係数 𝛾𝑅 と流入速度

の比𝜀 が船舶の操縦性能に大きな影響を及ぼすパラ

メータである．そこで，本研究では効率良く短時間

で最適化を行うため，最適化を行うパラメータとし

て  𝛾𝑅, 𝜀 の 2つを選定した．  

最適化手法としては，最適化するパラメータが 2

つと少なく，また船体運動モデルが非線形モデルで

あるため，滑降シンプレックス法[5]を用いた．この

図 1：着桟操船の定式化 
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とき，評価関数 Jは次のように各状態の誤差の二乗

和を無次元化し重みを付けて足し合わせたものを用

いた．重みは，先行研究でパレート最適解から一番

良い解を選択したときの評価関数で用いられた値を

使用した． 

𝐽 = 𝐽𝑥 + 2𝐽𝑦 + 𝐽𝑢 + 2𝐽𝑣 + 3𝐽𝑟 + 3𝐽𝜓 (1) 

𝐽𝑖 = ∑{𝑆𝑖(𝑡) − 𝑀𝑖(𝑡)}2

𝑁

𝑡=0

 (2) 

𝑆𝑖(𝑡)：時刻 tのときのシミュレーションデータ 

𝑀𝑖(𝑡)：時刻 tのときの実船実験データ 

𝑁：実船実験データの操船所要時間 

𝑖：各状態(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣, 𝑟, 𝜓) 

 また，実船実験データは 2014年 1月 22日に行っ

た向かい風時と追い風時のそれぞれ 2回ずつ，合計

4回の着桟距離 250mの自動着桟操船実験の結果を

用いた． 

 

4 最適化結果 

 本研究の手法で船体運動モデルの最適化した結果

を表 2 に示す．なお，最適化に要した時間は Intel  

Core i7@1.60GHzのCPUを備えたコンピュータを

使用したとき 133.5秒であり，1回の着桟に比較し

ても短時間で最適化が終了していることが分かる． 

表 2：最適化前後のパラメータ 

 
𝛾𝑅 𝜀 

従来モデル 

（最適化前） 
0.361565038  0.969618617  

最適化モデル 

（最適化後） 
0.520531335  1.109727368  

最適化後のパラメータの有効性は，最適化で使用

しなかった実船実験データの指令値をモデルに入力

してシミュレーションした結果で評価した．図 2に

2011年1月26日に行った着桟距離350mの自動着

桟操船実験の向かい風時の実験データと，従来のモ

デルと最適化したモデルを用いたシミュレーション

結果を示し，表 3には実船実験データと両モデルに

よる結果の出力の誤差の二乗和を示す． 

図 2および表 3より，従来の船体運動モデルを用い

たシミュレーションデータと比べて，最適化した船

体運動モデルを用いたシミュレーション結果のほう

が，すべての状態(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣, 𝑟, 𝜓)に関して実データと

の誤差が小さくなった．  

 
図 2：モデルによる実験データの再現  

表 3：各変数に対する誤差二乗和 

 従来モデル 最適化モデル 

𝑥 1.584× 105 7.407× 102 

𝑦 1.831× 105 4.079× 103 

𝑢 2.824× 10   2.792× 10   

𝑣 1.950× 10   1.881× 10   

𝑟 8.419 4.643 

𝜓 2.696× 104 2.192× 103 

5 まとめ 

 本研究では，操縦運動モデルの 2つのパラメータ

を滑降シンプレックス法で最適化した．その結果，

操縦運動モデルによるシミュレーションの精度を向

上させることができた．また，短時間で最適化でき

るため，航海中に船舶の運動特性が変化した場合に

も有効であることを確認した．  
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