
日本航海学会論文集，Vol. 125, (2011.9). 1 

1. はじめに 
AIS 情報やレーダー、目視などを用いて他船の動

きや周囲の状況を把握し常時監視を行うことが重要

である。特に沿岸部に重要な施設を保有する場合、

近海を航行する船舶の情報を短時間で取得する技術

が求められる。しかし、AIS は船舶に関するさまざ

ま情報の取得が可能であるが、小型船舶には AIS の

搭載義務がないため、AIS による小型船舶の情報取

得が難しい。また、小型船舶の識別は、安全航行の

ためだけでなく、海上交通解析の観点からも非常に

重要である。そこで筆者らは、総トン数２０トン未

満の以下のような小型船舶を対象とし、小型船舶の

識別を行うための小型船舶の船名読み取りを目指す。

なお、小型船舶は、小型船舶登録原簿に登録を受け

たものでなければ航行することは出来ないが、船名

登録に関する規則（小型船舶の登録等に関する法律

（平成十三年七月四日法律第百二号） ）はない。ま

た、公式な小型船舶の船名データベースもない。 

小型船舶の船名読み取りには、(1)船のカラー画像

から文字列の抽出(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)を行い、(2)OCR 文

字識別(9)(10)(11)により文字列を認識しコード化すると

いう 2 つの処理ステップが必要である。現在におい

ては、きれいに抽出されたフォント統一の文字列に

対しては、OCR による文字列認識は 95%以上の識別

率に達しているが、カラー画像からの文字列抽出は

まだ低い抽出率（約 60%）に限定されている。抽出

した文字列パターンには不完全または不明瞭なもの

が多く、文字認識不可能な場合がよくある。特に、

船名には特有の文脈があるため、文脈を学習し認識

精度を向上させる必要がある。また、船名の場合、

フォント、文字間隔が手書き文字と異なるため、船

名特徴の学習が必要となる。これら情報は、別途、

船舶登録された情報から構築することは出来ない。 

これらの問題点を解決するために、船名の文字列
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パターンを大量に蓄積し、船名以外に、文字のフォ

ント、文字間隔といった情報を管理する「認識用船

名データベース」を作成し、船舶用文字認識に特化

した文字列認識エンジンを作成する必要がある。以

上により、船名文脈の特定、字種の特定、文字のフ

ォントの特定と文字間隔の特定などを行い、不完全、

不明瞭な文字列パターンでも、船名特定でデータベ

ースの中から最類似の文字列を選択可能となる。そ

のため、正しく認識することが可能になり、認識精

度の大幅な向上が期待できる。 

船名を効率的に取得するために「認識用船名デー

タベース」の構築が極めて重要である。我々は第一

段階として、小型船舶に書かれた文字領域を抽出、

蓄積し、小型船舶の情報を「認識用船名データベー

ス」化するシステムの構築を行う。今後、「認識用

船名データベース」の充実をはかり、この情報を基

に船舶用文字認識に特化した文字認識エンジンを設

計し、認識率向上を目指す。 

以下、2章では処理の流れについて、3章では文字

列抽出と文字列認識の現状について、4章では処理の

詳細について、5章では実験と考察について報告する。

最後に、6章において結論を示す。 

 

2. 文字列抽出と文字列認識の現状 

カラー画像からの文字列抽出の方法として、画像

空間から文字列領域を抽出する方法(1)(2) (3)(4)(5)と色空

間を分割して文字列領域を抽出する方法(6)(7)が提案

されている。前者では、エッジ抽出や連結成分とヒ

ストグラムなどにより文字列領域の検出を行うが、

エッジ抽出の失敗や多形状・多色などへの対応にお

いては精度の限界がある。後者の方法では，一つの

文字列が同じ色に限定されるが、その代わり各色分

割画像において文字列領域を求めるため、複雑な背

景にも対応できる。ここで、我々は色空間を分割し

て文字列領域を抽出する方法(8)を使用する。 

文字列認識においては、文字列パターンに対して、

連結成分などから切り出しを行い、文字パターン候

補を作成する。その後、文字パターン候補に非線形

正規化 (9)を行い方向線分 (9)から特徴値を抽出し、

MQDF（Modified quadratic discriminant function）の

関数(10)により単文字認識を行う。単文字認識した文

字認識候補から文字列認識候補ラティスを構築する。

文字列認識候補ラティスから、確率的なモデル(10)に

より文字認識の確からしさ、文字文脈の確からしさ

と文字サイズの確からしさなどを考慮し経路を評価

し最尤の経路を探索してそれを文字列認識結果とす

る。 

 

3.  処理の流れ 

Fig.1 に示すような一枚の船カラー画像に対する

船名の読み取りは次に示す処理に従う。 

 

（1） 画像領域分割 

（2） 各領域分割の色分解画像作成 

（3） 各色分解画像の文字列パターン候補構築 

（4） SVM による文字列パターン候補識別 

（5） 文字列パターンの重畳による文字列画像作成 

（6） 文字列画像の文字列パターン構築 

（7） 文字列パターン識別 

（8） 認識結果の修正とデータベースへの登録 

 

最初に、エッジ画像により画像の領域分割を行う。

小さい領域では色の数が少ないため、色分解画像を

作成した時の精度がよい。次に、FCM（fuzzy c-means 

algorithm）の手法により、各分割領域の色分解画像

を作成する。各色分解画像をラベリング後に最小連

結成分を作成し、最小連結成分から文字列パターン

候補を構築する。そして、SVM（Support Vector 

Machine）により文字列パターン候補を文字列パター

ンと非文字列パターンの 2 クラスに分類する。続い

て、全ての色分解画像の文字列パターンを重畳し、

文字列の画像を作成する。さらに、文字列画像をラ

ベリングし、最小連結成分を作成する。最小連結成

分から文字列パターンを構築する。その後、文字列

認識エンジンによって、文字列パターンをテキスト

識別する。最後に、文字列パターンとその認識結果

をユーザに提示し、認識結果を修正し、データベー

スへ登録する。 

 

4.  処理の詳細 

4.1 画像領域分割 

RGB色空間では等距離にある 2点であっても場所

により人の色差の感覚と異なるため、RGB 値を均等

 

Fig. 1 A color image of a small ship. 
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色空間に写像する。均等色空間は L
*
a

*
b

*空間（知覚

と装置の違いによる色差を測定するために派生した

ものである）と L
*
u

*
v

*空間（光の波長を基礎に考案

され、波長間隔の均等性を改善したものである。）が

推奨されている。本論文では画像処理の分野でよく

用いられている L
*
a

*
b

*空間において色を分析するこ

とにした。 

画素の各 L
*
a

*
b

*値を 0～255の間に線形正規化する。

次式により求めた 5×5 のガウスフィルタ（Fig.2）に

より、画像を平滑化する。 
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次に Sobel フィルタ（空間 1 次微分を計算し、エ

ッジを検出するフィルタ）もしくは多重スケール解

析（フーリエ変換などの方法により、画像を低域成

分から高域成分までの複数の帯域に分解し再合成す

る）により、画像の x 方向と y 方向のエッジ成分を

抽出する。そして、各画素において、x 方向と y 方

向のエッジ成分のユークリッド距離を求め、それら

の平均値を得る。各画素について、その x 方向と y

方向のエッジ成分のユークリッド距離が平均値×閾

値より大きい場合、その画素を 1 に、小さい場合、0

にすることで、2 値化のエッジ画像を得る。Fig.3 に

Sobel フィルタによるエッジイメージの例を示す。

エッジ画像のラベリング後に、最小連結成分を求め

る。本論文では、大きいサイズの画像に対しても短

い時間でラベリングできる再帰関数のラベリング方

法を採用することにした。再帰関数のラベリング方

法とは 2 値画像を走査し黒画素にあたると、その隣

接の黒画素に対して自分自身を呼び出し、返り値と

して、黒画素数を返す方法のことである。 

その後、最小連結成分から文字列ブロックを構成

し、一つの文字列ブロックを一つの領域とし、領域

分割を行う。元画像も一つの最大領域とする。Fig.4

は最小連結成分から文字列ブロックを構成する方法

を示す。R1、R2 は両連結成分の外接矩形である。R1

から発する 2 つの上下水平線と R2 が重なる領域を

OR とする。R1、R2の水平方向距離を d とする。ここ

で OR の高さ/R1 の高さ，OR の高さ/R2 の高さが閾値

以上、かつ，d/（R1 と R2 の高さの小さい方）が閾値

以下であれば、両連結成分を連結する。両連結成分

が連結されたらその連結したものをさらに一つの連

結成分として他の連結成分との連結判断を行う。こ

れを連結がなくなるまで繰り返す。 

 

4.2 色分解画像作成 

FCM（fuzzy c-means algorithm）の手法により、各

領域分割の画像と元画像の色をクラスタリングし、

色分解画像を作成する。 

教師無し分類であるクラスタ分析では、各個体が

唯一のクラスタに完全に属するという状況の他にも、

複数のクラスタにある程度ずつ属しているという状

況もしばしば存在する。そこで、個体のクラスタへ

の所属の度合いをあいまいに表そうとするファジィ

クラスタリングが提案（Fuzzy c-Means 法）されてい

る。Fuzzy c-Means 法のアルゴリズムを以下に示す。 

 

(1) c 個のクラスの中心をランダムに設定する。 

(2) それぞれの個体の各クラスへのメンバシップ値

を求める。 

y 

x 
-2 -1 0 1 2 

-2 C-2-2 C-2-1 C-20 C-21 C-22 

-1 C-1-2 C-1-1 C-10 C-11 C-12 

0 C0-2 C0-1 C00 C01 C02 

1 C1-2 C1-1 C10 C11 C12 

2 C2-2 C2-1 C20 C21 C22 

Fig. 2 A Gauss filter. 

 

Fig. 3 An edge image. 

R1 

 

R2 

 OR 

 

d 

 
 

Fig. 4 Construction of character string. 
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すべてのクラスに対する帰属度（比率）を求める。 

(3) クラスごとに中心を計算しなおす。 

 現クラス分散と前クラスタ分散の差異が閾値以下、

それとも、反復数が閾値以上の場合、反復が終了す

る。それ以外は(2)へ戻る。 

 

また、初期クラス数を次に示す式を用いて決定す

る． 

   SzvzvzvzN sbbaallc log         (2) 

 

ここで，zl、za、zb、zs は係数であり、vl、va、vb は

L
*
a

*
b

*色空間の各次元の分散、S は画像の面積を表す。

クラス i に対する画素 j の帰属度
jia は次に示す式に

より求める。 
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ここで、
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e 、
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e 、
bj

e は画素 j の L
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*色空間に

おける各次元の値、
li

g 、
ai

g 、
bi

g はクラス i の中

心の L
*
a

*
b

*色空間における各次元の値、Ep は指数定

数を表す。また、クラスごとの新しい中心点は次に

示す式を用いて求める。 
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ここで Ne は全サンプル数である。そして、クラス

タの色空間上の分散に基づく分割と、各クラスタ中

心間の色空間上の距離がある程度近い場合には統合

を行う処理を付加してクラスタ数を動的に決定する。 

 

●クラスタの分割 

ソフトクラスタリングの 1 つである FCM では、

ハードクラスタリングとは異なりクラスタの分散を

単純に求めることができない、そこで次のように分

散を求めた。 
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ここで
iaS はクラスタ i の帰属度の合計、 iV はク

ラスタ i の分散、ej は画素 j，gi はクラス i の中心を

表す。クラスタリング処理では各クラスタを収束さ

せるためにクラスタ中心を変化させながら反復を行

うが、 iV が前の反復で得られた分散
piV より増加し、

かつ全サンプルの分散より大きい場合にクラスタ i

の分割を行った。 

 

●クラスタの統合 

各クラスタ中心間のユークリッド距離が閾値より

小さい場合、統合を行う。 

Fig.5 は Fig.1 に示すカラー画像からの色分解画像

の例を示す。 

 

4.3 色分解画像の文字列パターン候補構築 

各色分解画像のラベリング後、最小連結成分を求

める。最小連結成分から文字列パターン候補を構成

する。4.1 節に示す領域分割の文字列ブロック構成

方法と同じである。Fig.6 は色分解画像において構築

された文字列パターン候補の例を示す。 

 

 

Fig. 5 Color decomposition images. 
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4.4 SVM による文字列パターン候補識別 

Fig.7 に示すように、SVM（Support Vector Machine）

識別手法によって、文字列パターン候補を文字列パ

ターンと非文字列パターンの 2 クラスに識別する。 

 

4.5 文字列パターンの重畳による文字列画像

作成 

 

エッジや色の構成により、同じ文字列が違う分割

領域および違う色分解画像に分解されている場合が

ある。したがって、Fig.8 に示すように、全ての色分

解画像の文字列パターンを重畳し、文字列の画像を

作成する。 

 

4.6 文字列画像の文字列パターン構築 

文字列画像をラベリングし最小連結成分を作成し、

最小連結成分から文字列パターン候補を構成する。

4.1 節に示す領域分割の文字列ブロック構成方法と

同じ手法である。Fig.9 は構築された文字列パターン

候補の例を示す。 

 

4.7 文字列パターン識別 

文字列認識エンジンによって、文字列パターンを

テキストに識別する。この時ノイズの除去や文字フ

ォントやペンの太さなどの激しい変動に対応するた

めに、Fig.10 に示すように、前処理を行う。 

まずは、文字列パターンを 2 回縮小しさらに 2 回

拡大して連結成分の平均サイズより閾値倍以上大き

い連結成分を削除することでノイズの除去を行う。

そして、次に示す式により各黒画素の連結数を計算

する。 

 

 6,4,2,0

)()()()( 8mod)2(1








S

xfxfxfxfN
Sk

kkkkCe    (6) 

黒画素の画素値は 1、白画素の画素値は 2である。

Fig.11 に示すように、注目画素は p にあり、その 8

近傍の画素位置 x0～x7 における画素値を f(x0)～f(x7)

とする。
CeN は注目画素 p の連結数である。連結数

は 1でかつその 4近傍の黒画素の数は 2以上の場合、

その注目画素を消去することによって、連結保持の

細線化を行う。細線化した画像においては、小さい

枝の線分がある。線の先端から交差点が見つかるま

で線分の長さを計算し、長さが閾値以下のものを削

 

Fig. 7 Recognition of character string pattern candidates. 

 

Fig. 8 Character string image construction. 

 

Fig. 9 Character string pattern construction. 

 

Fig. 10 Preprocessing of character string pattern. 

 

x3 x2 x1 

x4 p x0 

x5 x6 x7 

Fig. 11 A Gauss filter. 

 

 

Fig. 6 Character string patterns constructed. 
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除することによって、小さい枝の線分を削除する。 

最後に文字列パターンを必要な太さに膨張し、認

識する。位置でソートした連結成分から切り出しを

行い、文字列パターンから文字パターン候補を作成

する。続いて、文字パターン候補を認識した文字認

識候補から文字列認識候補ラティスを構築する。文

字列認識候補ラティスから、文字認識の確からしさ、

文字文脈の確からしさと文字サイズの確からしさな

どを考慮し経路を評価し最尤の経路を探索してそれ

を文字列認識結果とする。 

 

4.8 認識結果の修正とデータベースへの登録 

最後は、文字列パターンとその認識結果をシステ

ム操作者に提示し、認識結果を修正してもらい、「認

識用船名データベース」へ登録する。「認識用船名デ

ータベース」は、船名文字列とその画像データをペ

アで管理するデータベースである。 

 

5. 実験と考察 

10 枚の小型船舶画像に対して、船名読み取り実験

を行った。単文字認識モデルの学習は収集した

Nakayoshi と Kuchibue データベース(12)を利用した。

文脈処理は tri-gram（3 文字連結の頻度）による言語

の文脈確からしさのスコアを使用する。筆者らは

1993 年バージョンの朝日新聞と 2002 年バージョン

の日本経済新聞により言語の文脈確からしさのため

の tri-gram 表を作った。評価用 PC は Intel(R) 

Core(TM)2 Duo CPU 2.66 GHz，1.99GB メモリである． 

現状での「文字列」としての認識率は 50%と低く、

「文字」としての認識率は 80%である。1 枚画像の

平均処理時間は約 10s である。文字列認識のエラー

は主に文字列パターン抽出の不完全と不明瞭による

と考えられる（Fig.12）。また、Fig.13 に示すように

類似文字認識の限界と文脈の局限性による誤認識が

あった。そこでは、「七号千羽丸」は「七号千羽広」

に、「第 1 中島丸」は「第 1 中高丸」に誤認識された。

認識エラーを解決するために、船名の文字列パター

ンを大量に蓄積し「認識用船名データベース」を作

成することは極めて重要である。「認識用船名データ

ベース」をもとに船舶用文字認識に特化した文字列

認識エンジンを作成し、船名文脈の特定、字種の特

定、文字のフォントの特定と文字間隔の特定などを

する。万一、不完全、不明瞭の文字列パターンでも、

船名特定で「認識用船名データベース」の中から最

類似のものを選択するため、正しく認識することが

可能になり、認識精度の大幅の向上が期待できる。 

 

6. まとめ 

本論文において船名読み取りのための文字認識手

法を提案し、船名専用文字認識エンジンに向けた実

験を示した。本手法は、船の形に着目した画像解析

手法ではなく、船名情報に着目し鮮明な認識を目指

す手法である。これは、AIS による情報取得が難し

い小型船の識別に有効な手法であると考える。 

本論文が示すとおり、船名文字列パターンの「認

識用船名データベース」構築は鮮明に文字認識する

性能にとって極めて重要なことである。今後は船名

文字データ（画像）の大量取得、「認識用船名データ

ベース」構築、船名読み取り専用の船名文字エンジ

ン構築を継続する予定である。 
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質疑応答 

田中隆博（海上保安大学校）： 

RGB 原画像を Lab 画像に変換後にバイナリーイ

メージ化して処理していますが、途中で Lab 変換し

ている理由を教えて下さい。ベイヤー画像の解像度

の向上が目的であれば、L は別途撮像したグレース

ケールと差し替えるなどの工夫が必要ではないか。 

朱碧蘭： 

Lab 画像に変換後にバイナリーイメージ化してお

りません。Lab の画素値を利用して色分解画像を作

成しています。 

 


