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Mechanical Characteristics of the Butterfly Bridge Using the 
Finite Element Method  

 
Asri saputra HENDRAa), Chihiro MORITAb), Shunsuke FUKAMIc), Motohiro OSHIKATAd) 

 

Abstract 

The construction of the Siak City-Indonesia Butterfly Bridge, which carries the European concept, was built in 
2015, using steel as its main component almost completely. In general, the butterfly bridge uses cable-stayed but this 
bridge uses a profile pole as a supporting pole on this bridge. Using the Finite Element Method (FEM) can see the 
mechanical characteristics produced from a butterfly bridge. 

The author uses the 2017 MARC Mentat Software to get the Finite Element Method results in this situation. This 
assessment aims to determine the mechanical characteristics of the deflection response of various degrees and elevation 
profiles and assessment of the bridge's natural frequency vibrations. The Sei Melengo Butterfly Bridge has a total length 
of 75,000 mm and a width of 10,800 mm. Curved structures that are often used in modern buildings, are structures 
called rigid arches. 

In modeling a butterfly bridge consists of 2 parts namely Steel (Shell) and Concrete (Solid). In the case of 3D 
modeling using the Finite Element Method where 63 degree angles are modeled according to material data in the field. 
Based on the results of the analysis using the 2017 MARC Mentat Program, the level of deflection generated by an 
angle of 63 degrees with distributed loading is 44.3 mm. The deflection does not exceed the permitted standard, which 
is 1/800 span length of 63.4 m, which is 79 mm. 

3D modeling was also designed at an angle of 53 degrees and 73 degrees and the height of the profile increased 
by 0.2 and the height of the profile decreased by 0.12. From the results of the analysis of an angle of 73 degrees and a 
high profile of 0.2 is a very good and strong bridge model because it has a very small deflection rate of 38.2 mm and 
40.5 mm compared to a 63 degrees angle with a high profile of 0.16. The mechanical characteristics of natural frequency 
vibrations produced by all models of less than 5 Hz, at an angle of 73 degrees experience a different bending mode in 
the 2nd Mode compared to other models. 
 
Keywords: The Butterfly Bridge, Finite Element Method (FEM), Steel Bridge, Bridge 
 

1. INTRODUCTION 
 

The butterfly bridge (3D arch) is principally a 
type of steel frame bridge in which one or more steel. 
In Indonesia, butterfly bridge use is not yet rampant, 
only in the United States and Europe. The following is 
a picture of a butterfly bridge design in the city of 
Austin, United States. This bridge has a span length of 
56 m with all parts using steel and has a total of 11 m1).  

 

Fig. 1.  The Butterfly Bridge at 2nd Street, America 

Fig.1 shows the arch of the 2nd St. Bridge is 
canted approximately 15 degrees from vertical. The 
arches were fabricated from weathering steel plates in 
a trapezoidal cross section. Cross frames and stiffeners 
are welded to the inside of the arch rib. Hanger 
connection plates supporting structural strand hangers 
bolt to the cross frames and stiffeners2).  
 

Fig. 2.  The Butterfly Bedford, England 
 
Fig. 2 shows a butterfly bridge was opened by 

Big Ears in 1998 after an architectural competition and 
was notoriously expensive. The bridge, at 32m in span, 
has twin steel arches which are inclined like butterfly 
wings. The two inclined tubular steel arches form the 
primary structure from which the hardwoodtimber 
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deck is suspended by means of a system of rod hangers 
connected to transverse steelbearers that are integral 
with the balusters supporting the handrails. The two 
curved tubes support the suspended steel and timber 
deck with stainless steel cables3).  

In 2015 a butterfly bridge was built in Indonesia 
combined with modern concepts such as in European 
countries. This bridge, in principle, is a steel frame 
bridge. Usually, in European countries, the butterfly 
bridge uses a cable-stay, but on this bridge it uses a 
profile as a support pole with a slope angle of 63 
degrees. 

The purpose of this work is to analyze the profile 
poles using the finite element method which will be 
compared with several polar angles profiles, which 
will be reviewed in terms of strengthening the steel 
profile pole against the response of the bridge structure, 
to the weight of the structure, and strand deflection. To 
get these results, the author uses the MARC Software.  
 
2. THE BUTTERFLY BRIDGE IN INDONESIA 
 
2.1 Study Area 

Fig. 3 shows that the butterfly bridge sei melengo 
is situated in Kampung Tengah Village, Mempura 
Subdistrict, Siak District, the bridge was constructed 
in 2015 through Siak Regency's Department of 
Highways and Irrigation and was constructed on a 
riverbank dividing Kampung Tengah town Kecamatan 
Mempura from the section of Siak City Highway. The 
bridge was constructed to support facilities connecting 
the Siak City road to Kampung Tengah town, 
Mempura sub-district.    
 

Fig. 3.  Location Area of the Butterfly Bridge, Siak City, 
Indonesia 

 
2.2 Explanation of the Butterfly Bridges in 

Indonesia 
Fig. 4 shows that Sei Melengo Butterfly Bridge 

has a length of 75,000 mm and a total width of 10,800 
mm. Curved structures that are often used in modern 
buildings, are structures called rigid arches. This 

butterfly bridge consists of several parts, namely 
profile poles, decks, bridge floors, abutments and 
arches.  

The material properties on the bridge are shown 
in Table 1. 

 
Table 1.  Material Data Properties of the Butterfly Bridge 

 
If this curved shape is made well, then this kind 

of structure can carry axial loads without bending or 
bending the structural elements. 

Fig.5 shows a butterfly bridge, the use of profile 
poles is very important, whether the settings are stable 
or not. on this bridge has 11 profile poles with the 
maximum profile pole height is 9,731.5 mm and the 
minimum profile pole height is 3,367 mm with a 63 
degrees. From the picture it can be seen that each 
distance between one profile pole and the other profile 
pole is 3,000 mm4).  

Application of girder beams in the construction 
world is generally used for bridge construction which 
is a flexible structural component composed of several 
plate elements. on this bridge, the girder is composed 
of several plates with a thickness of 12 mm with a 
length of each 3,000 mm girder. 2 longitudinal girders 
on this bridge have a total length of 63,400 mm. On 
the arc of this bridge, formed from several plate 
elements with a thickness of 14 mm. The number of 
segments is very influential on the distribution of force 
on the bridge, the fewer the number of segments the 
greater the force that is carried by the buffer column. 

No Information Material  Size  Unit 

1 Young's Modulus ( E ) Steel 200,000 MPa 

2 Poisson Ratio ( μ ) Steel 0.3   

3 Mass Density  Steel 7,850 kN/m3 

4 Young's Modulus ( E ) Concrete 25,000 MPa 

5 Poisson Ratio ( μ ) Concrete 0.2   

6 Mass Density Concrete 2,400 kN/m3 

Fig. 4.  The Butterfly Bridge, Siak City, Indonesia 
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This bridge has a length per box segment is 3,000 mm  
with a 63 degrees supported by several profile poles. 
Bridge floors use galvanized corrugated steel plates 
which function as scaffolding (concrete casting) at the 
time of execution, installed between stringers 
(elongated girder) with a minimum grade of 36 steel 
quality. The shape of steel deck and its thickness must 
be the same for all types of bridges.  

The connection between the steel deck and cross 
girder (transverse girder) or stringers (elongated 
girder) uses bolts (not welds). On this bridge the total 
length of the steel deck is 63.4 m. 

On the floor system, the distance between cross  
girder (transverse girder) is 6.0 m and has a length of 
7,500 mm. Transverse girder and longitudinal girders 
are equipped with practical shear connectors, each 
with a D16 size. This explanation is shown in Fig. 6. 
 

Fig. 6.  Cross Section of the Butterfly Bridge 
 
 
 

3. EVALUATION METHOD 
 
3.1   Finite Element Method  

The method used in completing this thesis is by 
means of the finite element method. The finite element 
method is a method of modelling of an object to divide 
into smaller parts as a whole still has the same 
properties as the whole thing before it was divides into 
smaller sections (discretization). The finite element 
method can be used to analyze various types of 
structures, such as plane truss, space truss, plane frame, 
space frame, beam, and grid5).  

The Finite Element Method is a method that 
divides the burdened material into several elements 
that will be calculated continuously6). The Finite 
Element Method is one of the most widely used 
numerical methods in the world of engineering and 
teaching in the world. This method attempts to solve 
equations with variables that exceed the available 
equations (partial differential equations) and other 
integration equations that result in discretization of 
continuum objects. Although in the form of an 
approach, this method is known to be quite effective 
in solving complex structures in the analysis of solid 
body mechanics.  
 
3.2   Loading Structure 
 Loading specifications are based on National 
Regulation SNI 1725 – 20167) which is a revision of  
National Regulation SNI T-02-20058), so that the load 
on the bridge can be described as follows : 
1. Dead Load (Self Weight) 

a. Weight of Structural Steel The weight of 
steel is calculated by multiplying the mass of 
steel with gravitational acceleration g = 9.81 

Fig. 5.  Isometric View of the Butterfly Bridge 
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m/dt². Mass Steel is a volume steel product 
with a mass density γ = 78.5 kN/m³. 

b.  Concrete Weight Concrete plates carry live 
concrete in the form of cargo traffic to 
children's girder. For this reason, heavy 
concrete loads are considered to work 
equally among girder children. The mass 
density for concrete is taken an average of  
24.0 kN/m³.  

2. Traffic load ("D" Load)  
a. Uniformly Distributed Load (UDL) has an 

intensity: q kPa with the amount q depending 
on length. 

 

 Fig. 7.  ‘’D’’ Load 
 

b.  Knife Edge Load (KEL) with the intensity of 
p kN/m must be placed perpendicular to the 
direction of traffic on the bridge. The 
magnitude of the p intensity is 49.0 kN/m. To 
obtain a maximum negative bending moment 
for a continuous bridge, an identical second 
BGT must be placed in the transverse 
direction of the bridge at the other end.  
L = 63 m 
q Load = 9.0 (0.5 + 15 / 63.4) kPa 
q Load = 6.63 kN/m2 
P load = 49 kN/m. 

 
3.2   Modeling Steel Parts 

Steel part modeling is done by using MARC 
software which starts with entering the material data 
used and processing the data through connection 
determination, rod numbering, profile selection etc., In 
Fig. 8 below will explain the parts of the design. 

a. Box Girder Modeling 
 Box Girder Section has 3 parts Outside Box 
Girder, Inside Box Girder, and Connect Box 
Girder. The distance of each segment outside the 
girder is 1,500 mm, while the segment distance 
 for each inside box and connect box girder is 
3,000 mm. The amount of mesh in the Box Girder 
modeling section is 7,796 which consists of 
Element 3,412 and Nodes 4,384. 

b. I Girder 
 I girder has a distance per segment is 3,000 
mm. The amount of Mesh on the I Girder is 
29,172 which consists of Element 13,200 and 
Nodes 15,972. 

c. Concrete Floor Deck 
  Steel floor deck has an Amount of Mesh is 
117,594 consisting of Element 46,716 and Nodes 
70,878.  

d. Arch Bridge Modelling 
 The Arch Bridge Section has 3 parts Outside, 
Inside, and Connect Steel. The distance of each 
segment outside is 1,500 mm, while the segment 
distance for each inside and connect Steel is 
3,000 m. The amount of mesh in the Arch 
modeling section is 20,412 which consists of 
Element 9,488 and Nodes 10,924. 

e. Profile Poles 
 The total profile pole used by the butterfly 
bridge is 21 poles. The amount of mesh in the 
Profile modeling section is 440 which consists of 
Element 132 and Nodes 308. 

 
3.3   Modeling Solid Parts 
 The butterfly bridge has several parts where the 
main material uses concrete, Bridge abutments 
function to connect the Box girder, deck or bridge 
surface to the ground and help support its weight both 
horizontally and vertically. On this bridge has 4 large 
abutments which are connected directly to the girder 
box and arch which have a 63 degrees, and 2 other 
abutments which are connected directly to the deck. 
 Abutment that has a length of 8,700 mm, width 
1,950 mm and height 4,915 mm. This abutment has a 
Mesh Number of 29,960 consisting of Element 12,800 
and Nodes 17,160. 
 
4. RESULT 
 
 3D modeling of material conduct that is modeled 
on the MARC program in a nonlinear manner. After 
the input of load data, element specifications and 
structural modeling using MARC Software, the 
structure attitude data is acquired after the load has 
been received after the analysis has been performed. 
The data of the analysis is in the form of deflection 
occurring on the butterfly bridge. It was found from 
the analysis that the butterfly bridge was unable to 
recognize because of the overall load impact.  Fig. 8.  Modeling using MARC Software 
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In Fig. 9 is the result of a butterfly bridge model 
design with an angle of 63 degrees using MARC 
software which will be analyzed using distributed 
loads. The highest deflection that occurs at an angle of 
63 degrees the butterfly bridge has a displacement of 
44.3 mm. Based on computational deflection analysis 
and load distribution, deflection meets deflection 
requirements because it does not exceed the 
permissible deflection requirements of L/ 800 = 79.25 
mm. 

 

4.1. Analysis of the results of the load distributed 
with angle variations and rise span ratio 

 From the Fig.10 and table above it is clear that 
from all angles modeled it is still within the service 
standard limit of under 79 mm. At an angle of 53 
degrees gets a result of 53.4 mm, an angle of 63 
degrees gets a result of 44.3 mm and an angle of 73 
degrees gets a result of 38.3 mm. 
 

Fig. 10.  The results of load analysis are distributed at 
different angular variations 

 
 Basically, the result of deflection analysis at an 
angle of 63 degrees still has a safe number and does 
not exceed the standard that has been calculated in 
accordance with Technical Guidelines for Steel Frame 
Structure Design at the Directorate General of 
Highways 2009. 
 From the results of the analysis of the three 
models, modeling using an angle of 73 degrees has the 
smallest deflection rate. It can be concluded that a very 

good and strong angle of 73 is used rather than 53 
degrees and 63 degrees. So, if the bridge design model 
approaches 90 degrees, the level of security and 
deflection value will be smaller, better and stronger. 
 

Fig. 11. The results of load analysis are distributed on  
variations in profile rise  

 
 From Fig.11 above, it is clear that from all 
variations of the profile increase modeled it is still 
within the service standard limit below 79 mm. On the 
increase of profile 0.2 got a result of 40.5 mm, on the 
profile of 0.16 it got a result of 44.3 mm and on the 
decrease of the profile 0.12 got a result of 47.1 mm. 
Basically, the results of the deflection analysis on the 
profile increase of 0.16 still have a safe number and do 
not exceed standards that have been calculated in 
accordance with the Technical Guidelines for the 
Design of Steel Frame Structures at the Directorate 
General of Highways 2009. From the results of the 
analysis of the three models, modeling using an 
increase in profile to 0.2 has the smallest deflection 
rate. It can be concluded that increasing profile 0.2 is 
a very good and strong model used from 0.16 and 0.12 
 
4.2   Analysis of the results of Natural Frequency 

Vibration with angle variations and rise span 
ratio 
In general, structures can have 3 types of core 

vibration models, namely horizontal, torque, and 
vertical. From the analysis of capital, it is obtained the 
shape function in each structural mode analyzed, 
namely in the horizontal direction. 
 

Fig. 12.  1st Mode = 2.78 Hz 
 

Fig. 9.  Modeling Deflection 
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Fig. 13.  2nd Mode = 3.53 Hz 
 

Fig. 14.  3rd Mode = 3.68 Hz 
 
In Fig.12, Fig.13, Fig.14  shows the results of the 

63 degree angle analysis, we have obtained the 
mechanical characteristics of natural frequency 
vibrations in the form of numerical values in units 
(Hertz) in each mode, including 1st mode which 
obtains a number of natural frequency vibrations of 
2.78 Hertz, 2nd mode which obtains a number natural 
frequency vibrations 3.53 Hertz, 3rd mode which gets 
the amount of natural frequency vibrations 3.68 Hertz. 

The overall vibration value is produced from 
natural frequencies below 5 Hz. At an angle of 73 
degrees experiencing a natural frequency vibration in 
2nd mode experiences mechanical characteristics that 
differ from an angle of 53 degrees and 63 degrees, 
which in 2nd mode a natural frequency vibration that 
occurs in the form of a twister, a total of 3.68 Hertz, 
when compared to the results of the natural frequency 
vibration from an angle of 53 degrees and 63 degrees 
which gets results below an angle of 73 degrees 3.23 
Hertz and 3.53 Hertz. It can be concluded that at an 
angle of 73 degrees has a very good bending mode and 
is stronger than at an angle of 53 degrees and 63 
degrees. Meanwhile, for the results of the natural 
frequency vibration value generated by lowering the 
height of the profile at 0.12 has a very good and strong 
bending mode. 
 
5. CONCLUSIONS 

 
This study investigates the mechanical 

characteristics of butterfly bridges in the loading 
section which are specialized in distributed loading 
which results from the analysis obtain figures from 
deflection and this study also investigates the 
mechanical characteristics of natural frequency 
vibration. Based on the results of the analysis and 

discussion, some important points that can be 
concluded in relation to the research objectives are as 
follows : 
1) The overall deflection that occurs in each model 

with different angles and height profiles has a 
deflection rate not exceeding the deflection rate 
in accordance with Indonesian bridge standard 
regulations (RSNI T-02-2005 and SNI 1725 -
2016 RSNI)., from the results of the analysis it 
can be concluded that the important factor of 
deflection results also depends on the stability of 
the steel profile. 

2) If the degree of the profile pole approaches the 
angle of 90 degrees, the deflection number will 
be smaller and if the profile pole is higher, the 
resulting deflection number will also be smaller. 

3) From the comparison of the whole model, it can 
be concluded that the butterfly bridge with an 
angle of 73 degrees is the best because it has a 
much smaller deflection rate than all models. 

4) Overall the results of the analysis of natural 
frequency vibrations obtained less than 5Hz, for 
angles of 73 degrees and 0.2 have excellent 
bending modes and are stronger than at angles of 
53 degrees, 63 degrees, profile height increases 
of 0.12 and 0.16. 
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牛舎から発生するアンモニアガスへの消臭剤効果と消臭に影響

する因子の検討 
 

土手 裕 a)・林田 啓佑 b)・伊藤 健一 c)・関戸 知雄 d) 

 
Consideration of the Deodorization Effect on Ammonia Gas from 

Caw Barn and Factors Influencing Deodorization 
 

Yutak DOTE, Keisuke HAYASHIDA, Kenichi ITO, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 
 

    The purpose of this research was to investigate the effect of Deodorant-A on ammonia gas, which is the main 
odor gas in a caw barn. Several investigations were conducted in both barns using Deodorant-A and barns not using 
Deodorant-A in order to identify factors affecting the concentration of ammonia gas above litter. Deodorant-A 
affected nitrification activity at a deodorant concentration of 1% or more. There were barns with high concentration 
of ammonia gas above litter using Deodorant-A and barns with low ammonia gas concentration not using 
Deodorant-A. As a result of multiple regression analysis, urea degradation activity was a biological variable 
showing a significant negative partial regression coefficient for ammonia gas concentration above litter. Calcium 
showed a significant, positive partial regression coefficient for urea degradation activity. It was suggested that the 
concentration of ammonia gas above litter might be decreased by increasing calcium and zinc, which showed a 
strong, positive correlation with calcium and was reported to inhibit the activity of urease. 

 
Keywords:  Caw barn, Ammonia gas, Deodorant, Urea decomposition, Litter 

 

1. はじめに 

 

畜産業に起因する環境問題は、悪臭・水質汚濁問題が挙

げられる。農林水産省の調査によると、平成 29 年度にお

いて牛（乳用と肉用）の苦情件数は 49.0％と約半分を占

めている 1)。また、牛舎から発生する主要な悪臭成分はア

ンモニアであり 2)、人体だけでなく 3)牛に対しても健康被

害をもたらす 4)。したがって、様々な影響をもたらすアン

モニアの牛舎での発生を抑制する必要がある。 

日本において悪臭防止法により発生する悪臭について

排出規制が行われ、規制地域や規制方法は、都道府県知事

及び市の区域内の地域については市長が指定している。規

制方法は、特定悪臭物質の排出濃度・臭気指数を規制基準

として定められる。特定悪臭物質とはアンモニア、メチル

メルカプタン、硫化水素等の 22 物質である。これらは不

快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれある物

質であるため、政令で指定されている。都道府県知事、市

及び特別区の長が当該区域に応じて臭気強度 2.5～3.5 の

範囲内で敷地境界線上の規制を定める。宮崎県においても

敷地境界線におけるアンモニアの規制基準として、住居及

び商業用の地域は 1ppm、工業用あるいは臭気に対する順

応がある地域が 2ppm、その他の地域では 5ppmが対象とな

る 5、6)。 

畜産業における脱臭方法は物理的方法・化学的方法・生

物学的方法の 3つに分けられる。物理的方法は水洗法・吸

着法など、化学的方法は薬液吸収法・燃焼法など、生物学

的方法は生物脱臭などである。場合によってはこれらを組

み合わせて用いる場合もある 7)。 

本研究で検討する消臭剤 A は消臭剤としての効果は認

められており、天然ミネラル抽出の独自成分で悪臭の原因

となるアンモニアを分解し、牛舎の環境面だけでなく敷替

えなどの頻度を減らす効果を持っていると言われている
8)。しかし、その消臭メカニズムは明らかになっていない。

牛舎でのアンモニアガスの消長メカニズムは、敷床上に排

泄されたふん尿中の尿素の微生物によるアンモニアへの

分解 9)、生成したアンモニアのアンモニア酸化菌による分

解、敷床への吸着 10)などが考えられる。そのため、消臭

剤 A が尿素分解抑制やアンモニア酸化促進の効果を持っ

ていることが考えられる。なお、筆者等は消臭剤 Aがアン

モニアの物理的吸収・化学的分解効果を持たないことを報

告している 11)。 

a) 社会環境システム工学科教授 

b) 社会環境システム工学科学部生 

c) 国際連携センター准教授 

d) 社会環境システム工学科准教授 
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本研究では、牛舎の主要な臭気ガスであるアンモニアに

対する消臭剤 Aの効果の検討を行った。そのために、敷床

溶出液に消臭剤 Aを添加し、消臭剤 Aの尿素分解、アンモ

ニア分解活性等への影響を検討した。また、消臭剤 Aを用

いている牛舎及び用いていない牛舎でのアンモニアガス

濃度を測定し、採取した敷床試料の尿素分解活性、アンモ

ニア酸化活性、アンモニア酸化菌数の測定と溶出試験を行

い、消臭剤 Aの使用の有無による違いや牛舎でのアンモニ

アガス濃度に影響を与える要因を検討をした。 

 
2. 実験 

 

2.1 消臭剤 Aによる尿素分解阻害・アンモニア酸

化菌増殖実験・硝化活性 

実験に用いた消臭剤 A の分析結果 11)を表 1 に示す。ま

た、敷床溶出液は敷床試料(2018 年 6 月 19 日に宮崎大学

農学部住吉フィールドで採取した牛の敷床を 9.5mm の篩

で総雑物を除去したもの)に蒸留水を L/S=10 で加え、

200rpmで 1時間振とう後、100Gで 10分間遠心分離後の上

澄みを用いた。敷床溶出液 20mL と 0.27M リン酸緩衝溶液

((NaH2PO4・H2O)4.78gと無水 NaHPO414.66gを 500mLの蒸留

水に溶解させたもの)180mL の割合で混合して敷床溶出液

-リン酸緩衝溶液を作成した。 

消臭剤 A の尿素分解阻害実験は、敷床溶出液-リン酸緩

衝溶液を 10mL、3％尿素-リン酸緩衝溶液 1mL、蒸留水に消

臭剤 Aを溶解させて濃度を調整した(0、0.1、1、10、100％)

消臭剤溶液 1mL をこの順番で 50mL のポリ瓶に加えた。繰

り返し回数を 3とした。消臭剤濃度 0％のポリ瓶にすぐに

5.3M硝酸を 1mL加え反応を停止させた。その他のものは、

28℃に設定したインキュベータ内で 24 時間静置した後に

5.3M硝酸を 1mL加えた。硝酸添加後、0.45μmのメンブレ

ンフィルターでろ過し、 0時間及び 24時間後の試料中の

NH4-N濃度を後述する方法で分析した。24時間後と 0時間

の試料中の増加 NH4-N濃度を尿素分解活性とした。 

消臭剤によるアンモニア酸化菌増殖活性(以降、AOB 増

殖活性と呼ぶ)実験は、培養用の試験管に各濃度(0、1、10、

100％)の消臭剤溶液 1mLとアンモニア溶液 3mL、敷床溶出

液 1mLを加えた。その後、37℃に設定したインキュベータ

内に 4週間静置した。敷床溶出液の AOB 菌数および、4週

間後の AOB菌数を土壌微生物実験法 12)に従って計数した。

4 週間培養した敷床溶出液の菌数を AOB 増殖活性とした。 

消臭剤 A による硝化活性実験に用いたアンモニア溶液

は、土壌微生物実験法 13)のアンモニア酸化菌計数培地の

硫酸アンモニウムと炭酸カルシウムのみを残したものを

用いた。試験管に消臭剤溶液(消臭剤濃度:0、0.1、1、10、

100％)を 1mL、アンモニア溶液を 3mL、敷床溶液を 1mL を

加えたものを消臭剤溶液濃度毎に 4 本用意した。その後、

測定時間 0分のものに 5.3M の硝酸を 1mL 加えた。24時間

後に取り出し、5.3M の硝酸を 1mL 加えた。硝酸添加直後

直ちに 20mL のシリンジと 0.45μm のメンブランフィルタ

ーでろ過し、ろ液のNH4-N濃度を後述する方法で分析した。 

24時間後と 0時間の試料中の減少 NH4-N濃度を敷床溶出液

1L当たりの菌数(MPN/L)で除した値を硝化活性とした。 
 

2.2 牛舎での調査方法 

2.2.1 牛舎の種類と聞き取り項目 

消臭剤 A 噴霧の有無と小林市畜産課への聞き取りで得

た情報を元に牛舎でのアンモニア臭の強弱の組み合わせ

で牛舎を選定した。各牛舎の条件を表 2 に示す。消臭剤 A

を使用している牛舎を 2件、消臭剤 A未使用かつアンモニ

ア臭が弱い牛舎 2件、アンモニア臭が強い牛舎 3件を選定

し、牛舎 ID として条件名の後に小文字のアルファベット

(a〜b)を付けて用いた。なお、牛舎 NSbについては 1回目

の調査が不適切な場所を選んだため、再度調査を行った。

その結果を牛舎 NSb`として今後示す。 

 

2.2.2 調査方法 

牛舎ではチャンバーを用いた敷床直上アンモニアガス

濃度、敷床表面及び敷床内部温度、敷床から約 1.5cm上の

アンモニアガス濃度及び温度を測定した。全ての測定終了

後、分析用の敷床を採取した。チャンバーの設置個所を図

1 に小文字アルファベットで示す。設置は図 1a)の様に三

角形としたが、牛舎の構造上無理な NSa と NSb`では横一

列で配置した。用いたチャンバーは既報 11)と同じものを

用いた。 

表 1. 消臭剤 Aの成分分析結果(※pH，EC以外の単位は mg/L)11) 

pH EC(mS/m) DM Na K Ca Mg Al Si Fe Zn Mn 

1.765 0.739 3，098 12 9 86 12 22 113 16 6.7 0.44 

Cu Cr B Cl PO4-P T-P SO4-S T-S T-N NH4-N NO3-N TOC 
0.23 0.18 0.06 10 0.0 1.1 746 699 4.5 0.12 7.1 1.9 

 

表 2. 牛舎条件 

消臭剤 A  アンモニア臭:弱 アンモニア臭:強 

使用 UW(Use，Weak odor)    

未使用 
NW(No use，Weak 
odor) 

NS(No use，Strong 
odor) 
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敷床直上アンモニアガス濃度測定は、まずチャンバーを

敷床に押し付けてチャンバーを約 1cm沈め、周辺の敷床を

用いてチャンバーと敷床の隙間を塞いだ。次にシリコンチ

ューブ下端のT字管を敷床から3cmの位置になるように固

定し、上端をピンチコックで留め、自動ガス採取装置（株

式会社ガステック、GSP-300FT-2）、ガス検知管(株式会社

ガステック)を用いてアンモニアガス濃度を測定した。吸

引速度は 100mL/min、吸引時間は 1～2 分とした。測定前

に T 字管、シリコンチューブ内の空気を吸引して除いた。

その後チャンバーを撤去し、チャンバー設置地点の表面温

度を非接触温度計(株式会社マザーツール、MT-10)を用い

て測定し、棒温度計(シンワ測定株式会社、H-1S)を用いて

敷床深さ 3cm の位置で敷床内部温度を測定した。その後、

チャンバー設置地点から敷床 500g 程度採取し、採取場所

ごとにビニール袋に保存した。ただし、UWa、UWb、NSb`、

NSc についてはチャンバー設置場所の近傍から採取した。 

牛舎内のアンモニアガス濃度、気温は図 1 中のチャンバ

ー置位置 aの近傍で、敷床約 1.5cmの高さで上記と同じガ

ス検知管、棒温度計を用いて測定した。牛舎に設置されて

いるファンは牛舎内での測定の間停止してもらった。 

 

2.3 牛舎敷床試験方法 

2.3.1 含水率、VS 

各牛舎で採取してきた敷床を採取当日に目開き 9.5mm

の篩でふるい分けを行い、篩下の敷床を均一化した後で含

水率用、生物試験用、溶出試験用に分取した。含水率測定

用試料約 10g を磁皿にとり、105℃で 24時間乾燥させて含

水率を測定した。生物試験用に試料約 30g を 500mLのポリ

瓶に加え冷蔵庫で保存して、翌日生物試験用の溶出操作を

行った。溶出試験用に試料約 40gを 500mLのポリ瓶に加え

冷蔵庫に保存して、後日(最大 9 日後)溶出操作を行った。 

VS は磁皿に含水率測定後の敷床試料を取り、105℃で 2

時間乾燥後、600℃で 2時間強熱を行うことで得た。 

 

2.3.2 溶出試験 

溶出試験は、溶出試験用の 500mL のポリ瓶に L/S 比 10

となるよう試料重量の 10倍の蒸留水を加え、振とう機(タ

イテック株式会社 TS-4N)を用いて200rpmで1時間振とう

して行った。振とう後、溶出液の pH と EC を卓上型 pH 水

質分析計(株式会社堀場製作所 F-74BW)で測定後、溶出液

を遠心機(トミー工業株式会社 Suprema21)で 5,000Gで 10

分間遠心分離した。遠心分離後、5C のろ紙を用いて吸引

ろ過を行い、ろ液を金属用、TOC・T-N 用にそれぞれポリ

瓶に取り、金属用のろ液に濃硝酸、TOC・T-N 用のろ液に

濃硫酸をろ液に対して 0.5%加え冷蔵庫に保存した。溶出

液は次の方法で分析した。重金属元素（Al、Pb、Fe、Zn、

Mn、Ni、Cu、Cr、B、Cd、Mo）、Si、T-P、T-Sを ICP-AES(株

式会社島津製作所、ICP-8100)により測定した。Na、K、Ca、

Mg をフレーム原子吸光光度計（株式会社日立ハイテクサ

イエンス、Z-2000）により測定した。NH4-N はインドフェ

ノール青吸光光度法により測定した。T-N 及び TOC は TOC

アナライザー(株式会社島津製作所、TNM-1、TOC-VCPH)で

測定した。溶出液中の塩素濃度は、チオシアン酸水銀吸光

光度法で測定した。 

 

2.3.3 生物学的試験 

生物学的試験は、採取後ふるい分けを行った敷床試料

30gと敷床重量 9倍重量の蒸留水をポリ瓶に加え、200rpm

で 1 時間振とう後に静置して上澄水を敷床溶出液として

用いた。 

尿素分解活性実験は、遠心管に 0.27Mリン酸緩衝液 9mL

と 3％尿素-リン酸緩衝液 1mL、敷床溶液 1mL を加え、2.1

と同様に処理した。1敷床試料の繰り返し回数は 1回とし、

0、24時間用にそれぞれ用意した。 

アンモニア分解活性実験は、試験管にアンモニア溶液

3mLと敷床溶出液 (敷床溶出液は0.5mlあるいは1mL)を加

え、2.1 と同様に処理した。繰り返し回数は 1 とし、0、

24時間用を用意した。 

AOB増殖活性実験は、消臭剤溶液を加えることを除いて

2.1 と同様の方法で行った。ただし、2.1 と異なり、0 週

間培養した敷床溶出液の菌数に対する 4 週間培養した敷

床溶出液の菌数の比を AOB 増殖活性とした。  

 

3. 結果と考察 

3.1 消臭剤 A による尿素分解阻害・硝化活性・

アンモニア酸化菌増殖活性結果 

  

通路

２ｍ

a

b c

0.87ｍ 0.5ｍ

   

通路

1.5m

0.5m

3m

溝

0.5m
ファ
ン

牛

a b c

  

通路

1.5m

0.5m

3m

溝

0.5m
ファ
ン

牛

a b c

 
a)牛舎 UWa，UWb，NWa，NWBb，NSc              b)牛舎 NSa                        c)牛舎 NSb`                                                         

図 1. チャンバーの設置個所 
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消臭剤Aの尿素分阻害効果(24時間後のNH4-N増加濃度)

を図 2に示す。図中の点線は消臭剤濃度 0%での NH4-N増加

濃度を示す。全ての消臭剤濃度で 0時間の NH4-N増加濃度

よりも高い NH4-N増加濃度が検出され、24時間で尿素が分

解されたことが確認できた。また、消臭剤 0％の群と各消

臭剤濃度の群との間でNH4-N増加濃度の平均値の差の検定

を行ったが、有意水準 5%で有意でなかった。したがって、

消臭剤濃度を高くしても 24 時間後の NH4-N 増加濃度は影

響を受けなかったことから、消臭剤は尿素のアンモニアへ

の分解を阻害しないと言えた。 

消臭剤 A 濃度と硝化活性(AOB 菌数当たりの NH4-N 減少

量)の関係を図 3示す。図中の点線は消臭剤濃度 0%での硝

化活性を示す。消臭剤濃度 0％の硝化活性と比較すると、

消臭剤濃度 1％以上で 2倍程度高い活性を示した。 

図 4に消臭剤濃度と 4週間培養後の AOB増殖活性の関係

について示す。図中の点線は消臭剤濃度 0％での 4週間後

の AOB増殖活性である。消臭剤濃度 0％での 4週間後の AOB

濃度は、培養前の濃度(7×103 MPN/mL)と比べてでわずか

に増加した。培養後の AOB濃度は、消臭剤濃度 0.1%、10％、

100％は消臭剤濃度 0％の場合と比較して AOB 濃度が増加

していたが、消臭剤濃度 1％の場合は消臭剤濃度 0％の場

合と比較してわずかに AOB 濃度が減少した。しかし、消臭

剤濃度 0％の群と各消臭剤濃度の群との間で平均値の差

の検定を行った結果、消臭剤濃度 0％と各消臭剤濃度の平

均値の差は有意水準 5％で有意でなかった。 

以上より、消臭剤 Aは硝化活性について濃度 1％以上で

活性を 2倍程度にする効果があったが、尿素分解阻害、AOB

増殖活性については効果がないことが分かった。 

 

3.2 牛舎でのアンモニアガス濃度分析結果 

表 3に牛舎での聞き取り調査結果を示す。全体として敷

床におが粉を使用している牛舎が多かった。また、敷床に

石灰を添加している牛舎(NWa)や、敷床におが粉ではなく

シラスと稲わらを使用している牛舎(NSb`)があった。敷床

の交換頻度は 1ヶ月に 1回行っている牛舎が多く、最も頻

度の多い牛舎で 1日 2回、最も頻度の少ない牛舎で 6ヶ月

に 1回敷床の交換を行っていた。敷床の厚みが薄いところ

が多かった。 

表 4に敷床直上アンモニアガス濃度、敷床表面温度、敷

 

図2. 消臭剤濃度と24時間後のNH4-N濃度 の関係(点
線：消臭剤濃度 0％での NH4-N濃度). 
 

 
図 3. 消臭剤濃度と硝化活性(点線:消臭剤濃度 0%での
硝化活性). 

表 3. 牛舎での聞き取り調査結果. 

牛舎 ID 敷 床 交

換頻度 

直 近 の

敷 床 交

換時期 

敷床の材料 測 定 場

所 の 牛

の種類 

悪臭対策 

UWa 
1回/1ヶ

月 
1 週間前 おが粉 肉牛 

消臭剤散

布 

UWb 
1回/6ヶ

月 
6 ヶ月前 おが粉 肉牛 

・消臭剤

散布 

・餌にス

ーパーネ

ッカリッ

チを添加 

NWa 
１回/1

ヶ月 
1 ヶ月前 

おが粉，石

灰

(60kg/8t) 

肉牛 なし 

NWb 
２回/1

ヶ月 

２週間

前 
おが粉 肉牛 

飲料水に

薬品添加 

NSa 1 日 2回 当日 おが粉 乳牛 なし 

NSb' 不明 2 ヶ月前 
シラス 

稲わら 
乳牛 

餌にスー

パーネッ

カリッチ

を添加 

NSc 
１回/４

ヶ月 

２ヶ月

前 
おが粉 肉牛 なし 

 

 

図 4. 消臭剤濃度と AOB増殖活性の関係(点線：消臭
剤濃度 0％での 4週間後の AOB濃度). 
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床内部温度の変動を示す。敷床直上アンモニアガス濃度の

平均が高かった牛舎は UWa で 35ppm、NSb`が 13ppmであっ

た。消臭剤 Aを使用しているにも関わらず UWaは高いアン

モニアガス濃度であったが、これは消臭剤 Aの噴霧ムラに

よる可能性も考えられた。敷床直上アンモニアガス濃度の

低かった牛舎は UWb、NWa、NWb、NSa の 1～4ppm であり、

消臭剤 A を噴霧していなくても濃度の低い牛舎もあった。

敷床にシラスを主に用いている NSb`のガス濃度は高く、

おが粉を主に用いている牛舎は UWa を除いてガス濃度が

低いことから、おが粉がアンモニアガス発生抑制に効果が

ある可能性があった。敷床交換頻度と敷床直上アンモニア

ガス濃度との間には関係がないと思われた。また、直近の

敷床交換時期も 1 週間前に交換した UWa で濃度が高く、6

ヶ月間交換していない UWb で濃度が低いことから、交換時

期も敷床直上アンモニアガス濃度との関係がないと思わ

れた。悪臭対策として飼料にスーパーネッカリッチを添加

している牛舎は、UWb と NSb`であったが NSb`はアンモニ

アガス濃度が高く、その効果は認められなかった。 

宮崎県では敷地境界線上の規制値として、住居地域で

1ppm が設けられている。牛舎内アンモニアガス濃度は最

大でも 2ppm であった。牛舎は住居地域に隣接している場

合もあるが、臭気が敷地境界上に達するまでに大気による

希釈が期待できることから、住居地域に隣接している場合

も、規制基準を満足する可能性が高いと考えられた。 

表中の敷床直上アンモニアガス濃度は 3 箇所の平均値

であるが、変動が大きく、例えば UWbでは 0.5～11.5ppm、

NSc で 0.5～21ppm と同じ牛舎でも測定箇所により敷床直

上アンモニアガス濃度は大きく異なった。よって、敷床直

上アンモニアガス濃度の代表値として平均値を用いるこ

とは不適切と考えられた。 

敷床表面温度と敷床内部温度は概ね同じか敷床直上内

部温度が 1～2℃高かった。UWbの敷床温度等が他の牛舎よ

りも低い理由は、UWb以外の調査時期が 7 月中旬から 8 月

下旬であったが、UWb は 10 月上旬に調査を行ったためで

ある。全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と敷床

表面及び内部温度の相関を取ると、敷床表面温度の相関係

数は 0.38、敷床内部温度は 0.45で敷床直上アンモニアガ

ス濃度とこれらの温度の間には弱い正の相関がみられた。  

 

3.3 牛舎敷床試験方法 

3.3.1 含水率、VS 

表 5 に各牛舎の敷床の含水率、VS の平均及び変動係数

を示す。敷床の含水率は 43～78％であった。変動係数は 1

～13％であり、牛舎内での変動は少なかった。NWaの含水

率が低い理由として、敷床に石灰を添加していることで、

石灰が敷床中の水分と反応しているためだと考えられた。

また、NSb`の含水率が低い理由として敷料にシラスを添加

しており、水はけが向上しているためだと考えられた。 

敷床の VSは 28～91％であった。変動係数は 1～7％であ

り変動は少なかった。NSb`の VS が低かったが、敷床中に

シラスが添加されているためだと考えられた。全測定箇所

での敷床直上アンモニアガス濃度と含水率、VS の相関を

とると、敷床の含水率の相関係数は-0.15、敷床の VS は

-0.16で敷床直上アンモニアガス濃度と含水率、VSに相関

は見られなかった。 

 

3.3.2 溶出試験結果 

表 6に各牛舎の溶出量の平均と変動係数を示す。アンモ

ニアガス濃度の高い牛舎(UWa、NSb`)において共通して溶

出量が高いもの、低いものはなかった。また、敷床直上ア

ンモニアガス濃度の低い牛舎(UWb、NWa NWb、NSa)で、溶

出量の低い物質は Kであった。飼料に石灰を添加している

牛舎(NWb)の Ca は他と比べて Ca 溶出量が特に高くはなか

った。 

表 7 に全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と

表 4. 敷床直上アンモニアガス濃度，敷床表面温度，敷床内部温度の変動 

牛舎 ID 

敷床直上アンモニアガス濃

度(ppm) 
敷床表面温度(℃) 敷床内部温度(℃) 

牛舎内の

アンモニ

アガス濃

度(ppm) 

牛舎気温

(℃) 
調査日 

平均 変動係数(％) 平均 変動係数(％) 平均 変動係数(％)  

UWa 35 20 31 2 34 1 2.0 30.7 180830 

UWb 4 124 22 1 22 1 1.0 21.8 181004 

NWa 3 19 29 1 30 1 1.5 29.5 180724 

NWb 1 35 29 1 30 4 0.5 29.1 180724 

NSa 2 10 28 1 30 3 0.7 27.9 180719 

NSb' 13 47 27 0 28 1 1.0 27.4 180830 

NSc 8 127 32 5 30 2 0.5 34 180828 

 

表 5. 各牛舎の敷床の含水率，VSの平均及び変動係数 

牛舎 ID 
含水率(％) VS(％) 

平均 変動係数(％) 平均 変動係数(％) 

UWa 60 2 79 1 

UWb 71 1 71 3 

NWa 43 8 91 2 

NWb 68 7 87 3 

NSa 78 2 76 7 

NSb' 53 4 28 1 

NSc 61 13 67 6 
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表 9. 全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と
尿素分解活性及び硝化活性，AOB増殖活性の相関関係 

尿素分解活性 

(mg/L) 

硝化活性 

(μg-N/MPN) 

敷床溶出

液の AOB

数 

AOB 増殖活性

(AOB-4/AOB-0) 

0.85 0.26 -0.03 -0.23 

 

溶出 pH、溶出量の相関係数を示す。敷床直上アンモニア

ガス濃度と強い正の相関を持つものは T-Pであった 

 

3.3.3 生物学的特性 

尿素分解活性及び硝化活性、敷床溶出液の AOB 数、AOB

増殖活性の平均及び標準偏差、変動係数を表 8に示す。AOB

増殖活性は培養前の菌数(AOB-0)に対する 4 週間培養後の

菌数(AOB-4)の比である。敷床直上アンモニアガス濃度の

高い牛舎(UWa、NSb`)において共通で活性の高いものは尿

素分解活性であった。また、敷床直上アンモニアガス濃度

の低い牛舎(UWb、NWa、NWb、NSa)において共通で活性の低

いものは尿素分解活性であった。 

全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と尿素分

解活性及び硝化活性、AOB増殖活性の相関係数を表 9に示

す。敷床直上アンモニアガス濃度と硝化活性、AOB数、AOB

増殖活性には相関が見られなかったが、敷床直上アンモニ

アガス濃度と尿素分解活性には強い正の相関が見られた。 

 

3.4 敷床直上アンモニアガス濃度に影響を与える

因子 

3.4.1重回帰分析に用いる非生物系変数の選定 

全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と非生物

表 6. 各牛舎の溶出量の平均と変動係数 

牛舎 ID 
平均(mg/kg-wet) 

pH Na Mg K Ca T-P T-S Si Fe Zn Mn Al B NH4-N Cl T-N TOC 

UWa 8.16 1，235 354 7，873 36 1，211 474 113 2 3 5 2 2 409 4，318 1，061 2，055 

UWb 8.80 3，171 189 4，570 159 216 41 196 7 2 4 16 1 16 4，557 112 1，073 

NWa 7.45 1，180 425 4，838 337 380 398 80 4 3 2 3 2 194 4，117 658 2，602 

NWb 7.84 1，136 561 4，071 271 409 464 109 3 3 5 0 2 250 2，894 534 2，182 

NSa 7.66 1，358 706 4，301 1，064 376 234 79 6 5 3 2 6 331 3，199 689 3，147 

NSb' 8.94 983 312 5，038 187 390 134 120 22 4 4 15 5 250 2，327 494 1，842 

NSc 8.53 3，116 304 7，446 262 378 179 253 13 3 12 14 0 265 8，013 519 1，928 

 

牛舎 ID 
変動係数(%) 

pH Na Mg K Ca T-P T-S Si Fe Zn Mn Al B NH4-N Cl T-N TOC 

UWa 2 5 36 5 5 14 5 1 7 3 6 10 1 25 7 7 4 

UWb 1 5 10 5 4 3 4 4 11 4 4 9 3 2 1 1 4 

NWa 2 12 2 12 4 5 11 26 38 23 18 21 4 36 6 12 15 

NWb 2 9 13 11 18 18 12 8 12 10 22 - 3 34 5 24 12 

NSa 4 6 12 17 46 15 20 18 33 26 30 12 14 74 23 52 35 

NSb' 3 5 10 2 16 3 3 4 13 8 10 17 6 6 1 1 6 

NSc 7 58 45 53 62 9 47 26 27 47 81 60 33 108 53 59 16 

 

表 7. 全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と溶出 pH，溶出量の相関係数 

pH Na Mg K Ca T-P T-S Si Fe Zn Mn Al B NH4-N Cl T-N TOC 

0.22 -0.08 -0.27 0.56 -0.39 0.86 0.28 -0.02 0.02 -0.14 0.01 -0.08 0.02 0.43 0.07 0.59 -0.14 

 

表 8. 尿素分解活性及び硝化活性，敷床溶出液の菌数，AOB増殖活性の平均及び標準偏差，変動係数 

牛舎

ID 

尿素分解活性(mg/L) 硝化活性(μg-N/MPN) 
敷床溶出液の AOB 数

(MPN/g-wet) 

AOB 増殖活性

(AOB-4/AOB-0) 

平均 
標準偏

差 

変動係

数(％) 
平均 標準偏差 

変動係

数(％) 
平均 標準偏差 

変動

係数

(％) 

平均 
標準

偏差 

変動係数

(％) 

UWa 825 16 2 1.7E-03 1.4E-03 81 2.2E+06 2.0E+06 90 7 6 90 

UWb 368 16 4 4.0E-04 3.5E-04 88 6.0E+05 2.0E+05 33 151 79 53 

NWa 295 77 26 6.5E-04 1.7E-04 26 5.0E+05 1.5E+05 29 52 40 77 

NWb 281 35 13 1.4E-03 1.5E-03 105 2.1E+06 2.0E+06 92 14 11 78 

NSa 168 48 29 4.0E-04 2.3E-04 57 2.7E+06 1.4E+06 54 3 1 33 

NSb' 628 64 10 2.3E-03 7.2E-04 32 5.9E+05 2.6E+05 44 15 9 59 

NSc 354 99 28 2.4E-03 1.9E-03 80 5.7E+05 5.3E+05 94 1 1 130 
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系要因である含水率、VS、pH、溶出成分の相関分析結果を

表 10 に示す。敷床直上アンモニアガス濃度と最も相関の

強い因子は T-Pであった。また、消臭剤 Aに多く含まれる

成分上位 3 項目(T-S、Si、Ca)を含む 4 変数の相関は低か

った。これら 4 変数と相関の低いもの(相関係数 0.6以下)

は、含水率、VS、K、Mn、B、NH4-N、TOCであった。したが

って上記 11 変数を非生物系変数として以降の重回帰分析

に用いることとした。 

 

3.4.2 敷床直上アンモニアガス濃度と非生物系要

因との重回帰分析結果 

敷床直上アンモニアガス濃度を目的変数とし、非生物系

変数を説明変数とした重回帰分析の結果を表 11 に示す。

得られた回帰式は有意であり、自由度調整済み寄与率は

0.77で、説明変数 T-P、T-S のみが有意であった。敷床直

上アンモニアガス濃度に対して T-Pは正の相関、T-Sは負

の相関を示した。t値は T-S よりも T-Pが高いため、敷床

直上アンモニアガス濃度に対して T-P の方が貢献度が高

かった。図 5に敷床直上アンモニアガス濃度の実測値と計

算値の比較を示すが、ある程度の一致が見られた。  

 

3.4.3 敷床直上アンモニアガス濃度と生物系変数

の重回帰分析結果 

敷床直上アンモニアガス濃度を目的変数とし、生物系要

因である尿素分解活性、硝化活性、敷床溶出液の AOB 数、

AOB 増殖活性を説明変数とした重回帰分析結果を表 12 に

表 10. 全測定箇所での敷床直上アンモニアガス濃度と含水率，VS，溶出 pH，溶出量成分の相関分析結果 

  

敷床直上

アンモニ

アガス濃

度 

含水率

(％) 
VS(％) pH Na Mg K Ca T-P T-S Si Fe Zn Mn Al B NH4-N Cl T-N TOC 

敷床直

上アン

モニア

ガス濃

度 

1                                       

含水率

(％) 
-0.15 1                                     

VS(％) -0.16 0.10 1                                   

pH 0.22 0.13 -0.74 1                                 

Na -0.08 0.35 -0.04 0.54 1                               

Mg -0.27 0.19 0.34 -0.73 -0.55 1                             

K 0.56 -0.02 -0.11 0.39 0.57 -0.39 1                           

Ca -0.39 0.34 0.20 -0.48 -0.20 0.63 -0.39 1                         

T-P 0.86 -0.13 0.14 -0.08 -0.26 -0.01 0.48 -0.28 1                       

T-S 0.28 -0.22 0.58 -0.57 -0.35 0.36 0.26 -0.05 0.56 1                     

Si -0.02 0.19 -0.23 0.67 0.87 -0.60 0.53 -0.35 -0.20 -0.42 1                   

Fe 0.02 -0.23 -0.89 0.61 -0.02 -0.28 -0.06 -0.07 -0.30 -0.63 0.26 1                 

Zn -0.14 0.05 -0.23 -0.25 -0.60 0.60 -0.46 0.67 -0.09 -0.11 -0.49 0.39 1               

Mn 0.01 -0.13 -0.01 -0.02 -0.16 -0.01 -0.25 -0.02 0.03 -0.23 0.20 0.31 0.21 1             

Al -0.08 -0.13 -0.56 0.58 0.22 -0.50 -0.22 -0.17 -0.38 -0.84 0.46 0.74 0.05 0.56 1           

B 0.02 0.20 -0.40 -0.09 -0.51 0.55 -0.22 0.49 0.04 -0.04 -0.57 0.27 0.73 -0.33 -0.22 1         

NH4-N 0.43 0.14 -0.06 0.02 -0.09 0.14 0.48 -0.13 0.44 0.35 -0.12 -0.02 0.17 -0.13 -0.37 0.33 1       

Cl 0.07 0.09 0.06 0.33 0.84 -0.39 0.80 -0.21 0.01 0.00 0.80 -0.10 -0.53 -0.12 -0.05 -0.49 0.11 1     

T-N 0.59 -0.09 0.14 -0.23 -0.27 0.25 0.50 -0.13 0.70 0.59 -0.31 -0.24 0.11 -0.15 -0.55 0.28 0.87 0.08 1   

TOC -0.14 -0.05 0.21 -0.51 -0.37 0.76 0.01 0.38 0.09 0.37 -0.41 -0.17 0.52 -0.16 -0.50 0.53 0.47 -0.07 0.54 1 

 

表 11.  敷床直上アンモニアガス濃度と非生物系変
数との重回帰分析結果 

  係数 t  P-値 

T-P 0.04 7.92 2.8E-07 
T-S -0.02 -2.25 0.04 

 
 

 

図 5. T-P，T-S を説明変数とした場合の敷床直上ア
ンモニアガス濃度の実測値と計算値の比較(図中の直
線は実測値=計算値を表す) 
 
表 12. 敷床直上アンモニアガス濃度と生物系変数
の重回帰分析結果 

  係数 t  P-値 

尿素分解活(mg/L) 0.05 7.09 9.7E-07 
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示す。得られた回帰式は有意であり、自由度調整済み寄与

率は 0.71 で、尿素分解活性のみが有意で正の相関を示し

た。図 6に敷床直上アンモニアガス濃度の実測値と計算値

の比較を示すが、ある程度の一致が見られた。  

尿素分解活性を目的変数とし、非生物系変数を説明変数

とした重回帰分析結果を表 13 に示す。得られた回帰式は

有意であり、自由度調整済み寄与率は 0.66 で、説明変数

Ca、T-P のみが有意であった。尿素分解活性に対して T-P

は正の相関、Caは負の相関を示した。t値は Caよりも T-P

が高いため、尿素分解活性に対して T-Pの方が貢献度が高

かった。図 7に尿素分解活性の実測値と計算値の比較を示

すが、比較的良い一致が見られた。 

以上のことから、敷床直上アンモニアガス濃度に影響を

与える生物変数は尿素分解活性であり、尿素分解活性と負

の相関を持つ Ca は、尿素分解酵素であるウレアーゼの活

性に阻害を及ぼす可能性が報告 14)されている。また、表

10 に示すように Ca と相関の強い Zn についてもウレアー

ゼ活性の阻害が報告されている。したがって、Caや Zn を

増やすことで尿素分解活性を抑制することができ、敷床直

上アンモニアガス濃度が減少させることができる可能性

が考えられた。 

T-S は敷床直上アンモニアガス濃度と負の相関が認め

られたが、その因果関係については分からなかった。 

 
4. おわりに 

 
本研究では、牛舎の主要な臭気ガスであるアンモニアに

対する消臭剤 Aの効果の検討を行った。また、消臭剤 A

を用いている牛舎及び用いていない牛舎を調査し、牛舎で

のアンモニアガス濃度に影響を与える要因を検討をした。

得られた主な知見を以下に示す。 

(1)消臭剤 Aは硝化活性について消臭剤濃度 1％以上で

活性は 2倍程度にする効果があったが、尿素分解阻害、AOB

増殖活性については効果がなかった。 

(2)消臭剤 Aを使用しているのにも関わらず敷床直上ア

ンモニアガス濃度の高い牛舎や、消臭剤 A を使用せずとも

敷床直上アンモニアガス濃度の低い牛舎があった。 

(3)敷床直上アンモニアガス濃度に対して有意の負の偏

回帰係数を示した生物系変数は、尿素分解活性であった。 

(4)ウレアーゼ活性阻害が報告されている Caは、尿素分

解活(4)性に対して有意で正の偏回帰係数を示した。 

(5)Caや、Caと強い正の相関を示しウレアーゼ活性阻害

が報告されている Znを増やすことで敷床直上アンモニア

ガス濃度を減少させる可能性が示唆された。 
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 Kazuhiro SUGAMOTO, Makoto SAKAMOTO, Takahiro ISHIZU 

 
Abstract 

 
    In 2019, we provided educational guidance for second-year students at Miyazaki Minami High School. We 

hope that this project will lead high school students to interest in the engineering field and lead to a change in 
awareness of research and development. In this paper, we introduce the six research projects for which research 
guidance was provided from profeesor of University of Miyzaki in 2019, and report on the evaluation of the 
research guidance and their issues. 
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1. はじめに 

 

高等学校で実施されている「総合的な学習の時間」は、

2022年度から「総合的な探究の時間」1)に変更される。そ

れを受けて、高大連携による「総合的な探究の時間」のプ

ログラムの開発を試みる研究が行われている 2)。文部科学

省「地域との共同による高等学校教育改革推進事業」指定

校の宮崎県立宮崎南高等学校（以降、宮崎南高校）は、「産

学官連携による人の地域循環教育プログラムの研究開発」
3）の事業を 2019 年度から宮崎大学とともに開始した。そ
の事業の一環として、2019 年度において宮崎大学工学部
の 6名の教員が高校 2年生へ「総合的な探究の時間」課題
研究指導を実施した。この指導により、高校生が工学分野

への関心を高め、研究開発に対する意識の変容に繋がれば

と期待している。 
a)環境ロボティクス学科教授 

b)社会環境システム工学科教授 

c)機械設計システム工学科准教授 

d)電子物理工学科准教授 

e)環境応用化学科准教授 

f)情報システム工学科准教授 

g)宮崎大学大学院機械・情報系コース学生 

本稿では、2019 年度に研究指導を行った 6 つの「総合
的な探究の時間」課題研究指導の紹介を行い、大学教員に

よる課題研究指導の評価とその課題について報告する。 
 

2. 課題研究テーマ「IoT 技術で高齢者の在宅介

護を手助けするシステムの提案」 

2.1 指導内容 
本課題は、宮崎南高校フロンティア科の 4名が、自分た

ちで選んだ「介護ロボット」という課題キーワードのもと、

課題研究を実施した。実際に宮崎大学で指導した回数は 4
回であり、足りない分はメールのやり取りで、アドバイス

や先行研究事例の情報を提供した。また、高校生が実際の

介護ロボットを確認したり、老人ホームなどの現場調査を

行うには、限られた課題研究の時間内では難しいため、厚

生労働省が行っている介護ロボット宮崎フォーラムに高

校生を招待した。そこで、先進的なシステムを導入してい

る社会福祉法人スマイリングパークの山田一久氏や宮崎

県保健福祉部長寿介護課の服部達哉氏から、現場で求めら

れている介護ロボットや、実際に使用している介護ロボッ

トの話を直接聞いたり、フォーラム中に介護ロボットの体

験展示があり、そこで実際に介護ロボットに触れたりする

体験をすることができた。 
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生徒と話をしていく中で、生徒自身が「AI」、「IoT」技
術の活用が在宅介護をするうえで重要な技術であること、

また課題研究の目的を、現在問題になっている「認知症」

の対策として、「認知症」を予防するように対話可能なロ

ボットで見守るという発想に至った。社会の問題を探索し、

問題解決のための手段を考え、既存製品との差別化を提案

するという、研究開発のためのプロセスを、本課題研究で

生徒らは体験できたのではないかと考えている。 
最後に、本課題研究のまとめとして 2019年 12月 27日
に課題研究発表（ポスター発表）を行っている（図 1参照）。
ポスター作製に関しては事前にメールで数回やり取りを

し、指示された内容を修正して、ポスター発表を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：課題研究発表（ポスター発表）会時のポスター 

 
2.2 評価と課題 
 本課題研究の研究指導を行い、学生自身で目的を決め、

それを解決できるアイデアを出すということができたの

で、「研究開発すること」とはどういうことかを、体験で

きたので、生徒の意識の変容に繋がったのではないかと考

えている。しかし、実際に製作し、使用できるものが完成

したときの、達成感や、やりがいなどを体験してもらうこ

とは、今回できなかった。このテーマが次年度へ引き継が

れれば、次のステージの研究指導により、工学分野により

興味を持ってくれるようになるのではないかと期待して

いる。 
 

3. 課題研究テーマ「氷の忍耐合戦（溶けない氷
を作る」 

3.1 指導内容 
本課題は、宮崎南高校普通科の 3名が、自分たちで選ん
だ「溶けない氷を作りたい」という課題のもと、課題研究

を実施したものである。 
１回目のミーティングで、課題研究のテーマを話し合っ

た。研究をする自分たちが興味があるテーマを次回までに

考えることになった。また，気軽に議論できるように LINE
を使って連絡を取り合うことにした。LINE を使ってテー
マについて議論し、2回目のミーティングで高校でも手軽
に実験が可能な「溶けない氷」を作りたいというテーマに

決まった。このテーマの課題，実験方法について深く議論

した。このテーマで一番キーとなるのは氷の溶け方をどう

数値化するかであった。最終的には学生たちが独自の実験

装置を考え、氷の溶け方を数値化し比較できるようになっ

た。3回目のミーティングで実験の進捗状況と問題点を確
認し，今後の研究の進め方を議論した。さらに、プレゼン

テーションのコツや準備の仕方などを話した。 
最後に、本課題研究のまとめとして 2019年 12月 27日
に課題研究発表(ポスター発表)を行っている様子を図 1に
示す。一生懸命頑張った研究成果を自信を持って成果を発

表しており、聴講者からの質問にも的確に答えていた。 

  
図 2：課題研究発表会で発表している様子 

 

3.2 評価と課題 
本事業の目的は、学生自らがテーマを設定し、その解決

策を探求することであり、大学進学を目指す学生にとって

は、大変有意義な経験であったと考える。しかしながら、

ミーティングの回数が少なく、より深く指導できなかった

と反省している。LINE などでこまめに連絡を取るように
したが、普通科の学生は授業，部活と忙しく研究する時間

を確保するのが難しそうであった。来年度以降は，ミーテ

ィングできる回数を増やして頂き、より高い完成度を求め，

きめ細かい指導をしたい。 
 

4. 課題研究テーマ「窓の加工を利用した騒音対
策」 

4.1 指導内容 
本課題は、宮崎南高校フロンティア科の 4名が騒音問題
に関する研究を実施したものである。当初、学生からは、

航空機の離着陸時に発生する騒音の低減対策に関する研
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究を行いたいという提案があった。宮崎南高校は宮崎空港

に近い場所にあり、教室にも飛行機の騒音が聞こえる状況

にある。この騒音問題を解決するために、ジェットエンジ

ンのタービン翼形状を改良して騒音を低減したいという

のが学生の希望であった。しかしながら、短期間で行うに

は難しい内容であったため、研究テーマを再検討すること

とした。 
初回のミーティングでは、実際に音を測ることを経験し

てもらうために、騒音計（Rion社製、NL-32）を用いて音
叉の共鳴実験やコンプレッサーの騒音測定実験を行った

（図 3）。また、騒音に係る環境基準や測定方法、および
実用的な騒音対策法について調査した。その中で、生活環

境における騒音対策には「防音」や「遮音」といった方法

があることを学生に説明した。その後、学生間で論議した

結果、機械の騒音改善を試みるのではなく、教室に騒音対

策を講じることはできないかという着想に至った。そして、

教室の窓に対する騒音対策について研究することに決定

した。 
学生の活動は、主に宮崎南高校の課外時間に行われたた

め、実験に立ち会うことはできなかった。そこで、大学で

行うミーティングの際に進捗状況を報告してもらい、実験

装置の製作や実験方法について指導した。その際、学生自

身で考えてたことを尊重するために具体的な指示は行わ

ず、実験が円滑に行えるように助言する程度に留めた。課

題研究発表会までに宮崎大学で行ったミーティングの回

数は 3回であり、その他にメールで連絡をとりながら発表
ポスターの作成に関して指導した。 
 

 

図 3：ミーティング時に実験を行っている様子 
 
4.2 評価と課題 
本事業では、学生自身が選んだテーマで主体的な研究が

経験できるので、工学部へ進学を志す学生にとって大変有

益である。残念ながら課題研究発表会には参加できなかっ

たが、ポスターは簡潔で分かりやすくまとめられており、

実験結果や考察の内容から、十分達成感を得られたのでは

ないかと感じた。一方、指導する立場からすると、学生が

活動できる時間が短いために、研究計画について上手く助

言することができなかった。今後また指導する機会があれ

ば、限られた時間で効率的に活動するために、学生ひとり

一人が自分の役割を理解し、主体的に取り組むように指導

したいと考える。 
 

5. 課題研究テーマ「目指せ！被害０！～災害に
強い橋～」 

5.1 指導内容 
本課題は、宮崎南高校普通科の 4名が、自分たちで選ん
だ「橋の構造」という課題キーワードのもと、課題研究を

実施したものである。 
１回目のミーティングで、課題研究での実施内容につい

て聞いたところ、災害に強い橋を造り、振動実験などで強

さを比較したいという提案であった。しかしながら、短期

間で行うには難しい内容であったため、橋の構造に要点を

絞り、その強さを探求することとした。まず、橋の構造に

ついて、桁橋、アーチ橋、トラス橋、ラーメン橋、斜張橋、

吊り橋などの簡単な原理を説明し、一般的な桁橋より、ア

ーチ橋やトラス橋が強いことを、模型を使って確認しても

らった。図 4は、簡単なトラス構造を作成している様子で
ある。 
 

図 4：ミーティング時にトラス構造を作成している様子 
 
 普通科の学生に対してのアドバイスの回数があまり設

定されておらず、進捗状況が気になっていたところ、学生

から、再度、アドバイスを頂きたいとの連絡があったため、

２回目のミーティングを行った。学生からは、パスタを使

って色々な構造を造り強さを確かめたいこと、接合に問題

があることなどの課題が出され、解決方法を検討した。ま

た、トラス構造に関しては、どの部材に最も力が働いてい

るかを調べるため、力のつり合いを使って部材力を求める

方法を講義した。弱い部材が求まれば、その部材の補強方

法を検討することなどを新たな課題とした。その後、数回、

メールで連絡を取り、進捗状況を確認した。 
 最後に、本課題研究のまとめとして 2019年 12月 27日
に課題研究発表(ポスター発表)を行っている様子を図 5に
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示す。自信を持って成果を発表しており、聴講者からの質

問にも的確に答えていた。 

図 5：課題研究発表会で発表している様子 

 

5.2 評価と課題 
本事業の目的は、学生自らがテーマを設定し、その解決

策を探求することであり、大学進学を目指す学生にとって

は、大変有意義な内容であったと考えている。しかしなが

ら、地域の現状や地域の抱える課題の理解まで、より深く

指導できなかったと反省している。普通科の学生の指導回

数は１回以上であり、受入側のこちらは何回でも対応する

予定ではあったが、学生が遠慮するのか、あるいは、その

時間が確保できないのか、ミーティングする機会が少なか

ったのが残念であった。来年度以降、しっかりミーティン

グできる回数を増やして頂き、より良い事業を進めて頂け

ればと考えている。 
 
6. 課題研究テーマ「歩くだけで発電！？」 

6.1 指導内容 
本課題は、宮崎南高校普通科の 5名が、自分たちで選ん

だキーワードのもと、課題研究を実施したものである。 
１回目のミーティングで、課題研究での実施内容につい

て聞いたところ、充電できる床を作りたい提案であった。

事前に圧電素子や電磁誘導については調査していたよう

であった。しかし、圧電素子については材料から作ること

はできず、市販品を買い、配線するだけになる可能性があ

り、予算的にも教育的にも適していないと考えた。そこで、

コイルと磁石による起電力を使う方法にし、コイルの巻き

方や複数のコイルを直列や並列などどのように配線する

かというところを研究の中心にするのがよいということ

で、生徒たちの同意のもと、実験を進めた。まずはコイル

の巻き数依存性やコイルの径依存性、磁石の種類、磁石を

動かす速さなど基礎データを取り、データをプロットし傾

向を把握することを指導した。当初は高校の検流計を用い

ていたが、針の動きが小さく、動きも早いため、数値で評

価することが困難であった。そこで、研究室のオシロスコ

ープを 2回目からは持参し、繰り返し磁石を動かした際の

波形を記録し、なるべく定量的に評価できるようにした。

合計 3回の指導を行い一緒に実験を行ったが、生徒たちは
インターネットで収集した情報も参考にしながら、磁石の

つなげかた、コイルの巻き方を工夫し、それらによって波

形が変化することを確認し、好奇心を持って積極的に取り

組んでいたように思われた。 
本課題研究のまとめとして 2019年 12月 27日に課題研
究発表(ポスター発表)を行った。ポスターのまとめかたに
ついては指導を行っていなかったが、図 6のように高い完
成度でまとめられていた。また、最終的に最も高い電圧が

出る方法を採用し、図 7のように上下に動く疑似的な床と
コイルで作ったものをポスターの前に展示し、実際に聴講

者にも触れてもらいながら説明していて、好印象であった。 
 

図6：課題研究発表会でのポスター 
 
6.2 評価と課題 
合計 3回の指導を行い、一緒に実験やデータ収集を行っ
た。高校にはないオシロスコープを使用したため、実験量

的に生徒が満足できたかどうかはわからないが、その後も

高校の機材を使い、検討を進めていたので普通科の課題研

究としては適当なボリューム感ではないかと思われた。電

子メールなどを通してもっと質問してもらってもよいか

と思ったので、来年以降は生徒や先生にその旨を伝えた方

がよいかと思われる。 
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図7：課題研究発表会での展示物（床板を外して左に置いた状態） 

 
7. 課題研究テーマ「宮崎を救う神話アプリケー
ションの作成」 

7.1 指導内容 
本課題は、県立宮崎南高等学校のフロンティア科 2年の
総合科学による課題研究への協力依頼で実施したもので、

生徒 4名への指導を担当した。生徒は、最終的に自分たち
で考えたテーマに沿って課題研究を進めていくことにな

り、そのための基礎的知識や技術を授けた。１回目のミー

ティングでは、課題研究に必要な映像技術の知識について

講義し（図 8参照）、2回目からは具体的なWebデザイン
技術やプログラミング等について演習形式で指導を行っ

た（図 9参照）。課題を進めていく中で、研究テーマを観
光支援アプリの試作に絞ることになり、自ら観光アプリ

「宮崎を救う神話アプリケーション」を制作できるよう必

要となる知識や技術についてプログラミング課題を解き

ながら身につけて頂いた。開発環境および演習の概要は以

下の通りである。 

図 8：課題研究のための講義風景 
       

＜開発環境等＞ 
・主な使用言語：HTML、CSS、JavaScript 
・Webブラウザ：Chrome 
・端末：PC、スマートフォン、タブレットなど（カメラ 
 

   図 9：課題研究のための演習風景 
 
機能、GPS機能のあるもの） 
・開発環境：Netlify（ホスティングサービス）、GitHub、
Atom等のエディタ、Blender 
＜演習の概要＞ 
・HTMLを用いたWebアプリケーション制作。 
・CSSを用いてボタンの配置や画像の配置などのデザイン
を学ぶ。 
・ユーザにとって使いやすいデザインを第一に考える。 
・自力でプログラミングできるようにするためネットで調

べながら簡単なWebページを製作する。 
・画像ファイルを呼び出す際のパスの指定の仕方など基本

的なファイル操作に関しても学ぶ。 
・imgタグを CSSのパスを教えた後に枠を付けるなどのテ
クニックを学ぶ。 
・テンプレートとなるコードを用意し、変数や条件を変え

ることで画像の表示等の自由な動きを学ぶ。 
 
 また、図 10は、演習用としてこちらが自作したサイト
におけるホーム画面である。例えば，「J S練習」をクリッ
クすると、図 11に遷移する。そして、「イメージマップ」
をクリックすると HTML のイメージマップの使い方を体
験でき、「クイズ」をクリックすると簡易的に作成したク

イズが始まる。これらの機能を持つサイトと同様のものを

作成することにより HTMLや CSSについて学ぶことがで
きる。図 11 は、プログラミングの基礎を学ぶための練習
用のページである。JavaScript を使ってプログラミングの
3大要素である順次処理，繰り返し，条件分岐に関して簡
単に学べるように配慮した。また、最終的には Web ペー
ジの制作を行うので、画像の表示制御などを行う練習も可

能にした。図 12は、実際に生徒が作成したページの一部
である。「クイズ」では，宮崎に関する問題が出題され、

県外の人に宮崎への興味を持って頂くように工夫してい

る。「現在地」では、GPSにより位置情報を取得すること
で宮崎県の地図上に現在地が示される。地図上には各地域

に関する説明が表示され、観光客はそれらの地域に関して

の知識を得ることができる。また、「カレンダー」では宮

崎におけるイベント情報を知ることもできる。 
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図 10：練習用アプリ画面 図 11：JavaScript練習用ページ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12：生徒が制作したWebアプリ 
 
7.2 評価と課題 
本課題研究のまとめとして 2019年 12月 27日に課題研
究発表（ポスター発表）が催された。その結果、校内審査

で 3位になり、学校代表で県大会（3月）にて発表するこ
とが決定した。生徒はとても喜び、まずは満足できる結果

となった。これも一生懸命課題に取り組んだ生徒の努力の

賜物であるが、本研究室が映像による観光支援研究を長年

続けており、スケジュールをうまく調整して、きめ細かな

指導ができたことも大きな要因であったと思われる。次回

またこのような課題研究への協力依頼がある場合には、メ

ールだけでなく、直接顔を合わせてできるだけ多く指導で

きるよう、お互いの積極的な日程調整が必要であると思わ

れる。 
 
8. 結論 

 

宮崎南高校の「産学官連携による人の地域循環教育プロ

グラムの研究開発」の一環として、2019 年度において宮
崎大学工学部の 6 名の教員が宮崎南高校の高校 2 年生へ
「総合的な探究の時間」課題研究指導を実施した。本事業

は、2019 年度が初めての実施であった。本稿では、宮崎
大学工学部が行った 6 つの課題研究指導の紹介及びその
評価と課題について述べた。多くの教員は、本課題研究指

導が工学部へ進学を志す学生にとって大変有益であった

と考えている。しかし、共通の問題点として、高校生へ課

題研究に対するコミュニケーションや時間が十分に取れ

ず、課題をより深めることができなかったという問題が明

確になった。 
「総合的な探究の時間」は、高校生にとって今までの受

け身の教育から、自身で興味のある課題を見つけ、その内

容を深掘りし、そこにある問題を発見することと、どのよ

うにしてその問題を解決できるのかを調査する主体的な

学習である。大学の教員は、長年の研究・開発を通じて、

その問題発見、問題解決のやり方のノウハウを有している。

そのため、本年度の活動のように高校生が大学教員と一緒

に「総合的な探究の時間」を行うことは、そのノウハウを

感じ、高校生自身がその能力の一部を身に付けることがで

きる良い機会であると考える。明確な答えを教わることは

できないが、「総合的な探究の時間」を行い、先導者によ

り路頭に迷うことなく、自主的な活動を行い、自身が探し

た課題又は先導者の教員に魅力を感じることができれば、

高校生の意識の変容に確実に繋がるといえる。そのような

高校生が本年度の活動の結果より、多くいると期待したい。 
次年度以降は、本年度の問題点を把握したうえで、実施

可能な指導計画を立てることや、本年度の課題を継続して

いくような場合は、先輩から後輩への引継ぎを行い、年々

成果を積み上げていくような方法も考えられる。高校生に

工学分野への興味を持ってもらい、研究開発することへの

意識の変容に繋がったかどうかは、指導を受けた高校生の

進路が示すものと考える。 
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カメラを用いた豚群追跡の可能性に関する研究 
 

千布 流星 a)・田村 宏樹 b) 

 
Research on possibility of tracking pig herd using a camera 

 

Ryusei CHIBU, Hiroki TAMURA 
 

Abstract 
 

   In recent years, due to the growing demand for pork, the growing scale of pig farmers is progressing. As a result, 
the burden on pig farmers increases as the number of living pigs per household increases. Therefore, we wanted to 
reduce the burden by automating the work of pig farmers. In this paper, in order to automate the con firmation work 
of the health status of pig which is part of the work of pig farmer, the purpose was to track pigs in the pig house. As a 
result of selection of a method suitable for pig tracing in the pighouse, it was thought that pig can be tracked by 
combining YOLOv2-tiny and labeling method. We report the results of analysis using the proposed method for 1 hour 
videostaken of pigs in a pighouse. 

 
Keywords: YOLOv2-tiny, labeling method, 異常行動 

 

1. はじめに 

 

近年、日本の農業を取り巻く問題は数多く存在する。例

として、我が国の豚肉の需要は年々増加しており、平成 30
年度には豚肉の消費量が 180万トンを超え、過去最高とな
っている(図 1)。しかし、豚の飼養戸数は小規模層の養豚
農家を中心に減少傾向である。そのため、平成 21年度に
は、1,436.7頭であった一戸当たりの飼養頭数が平成 30年
度には、2,119.4頭へと増加し、養豚農家の大規模化が進展
している 1)。 
一方、養豚農家は主に以下のような仕事があり、多岐に

わたる。一戸あたりの飼養頭数が多くなるとそれだけ養豚

農家の負担が大きくなる。そのため、我々は養豚農家の仕

事を自動化し、負担を軽減することができないかと考えた。

豚舎内での飼育から出荷までのすべての作業を自動化す

ることを最終的に実現するために、本論文では、豚の健康

状態の確認を行う作業を自動化することを目標とし、異常

行動の検出と豚舎内の豚群の移動量を算出する手法を提

案する。 
・餌やり 
・ふん尿等の掃除 
・装置の整備 
・出荷作業 
・データ整理 
・健康状態の確認 

a) 宮崎大学大学院 工学研究科修士課程 工学専攻機械・情報系
コース 

b) 宮崎大学工学部 環境ロボティクス学科 教授 

図 1. 豚肉需要の推移 
 
2. 先行研究 

 

現在、画像処理により生き物を追跡する研究は、対象を

人間としたものが多くを占めており、豚を対象としたもの

は非常に少ない。豚を追跡する事前研究としてオプティカ

ルフローを用いたものやヒストグラムの類似度を用いて

頭部を抽出するものがある。しかし、それらの研究には連

続した追跡をするのが困難である問題や処理時間が非常

に長いという問題があった。豚の追跡の先行研究として

KCF(Kernelized Correlation Filter)を用いたマルチオブジェ
クトトラッキングと背景差分法を組み合わせたもの 2)が

ある。先行研究の手法では、連続した追跡を行うことがで

きるが、同じ場所にとどまる豚を検出することが難しいと
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いう問題がある。そこで本論文では、YOLO(You Only Look 
Once)v2-tiny3)という物体探索手法とラベリングの手法を

用いて追跡を行うことで、それらの問題を解決する手法を

提案する。 
 
3. 提案手法 
 
3.1 YOLOv2-tiny 
 
本研究の提案手法では、YOLOv2-tinyとラベリングを用

いて豚の追跡を行い異常行動を行う豚を検出する。YOLO 
v2-tinyとは、YOLOv2の精度をあまり落とさず、処理量を
減らすために畳み込みレイヤ―を 9層に減らし、6層のマ
ックスプーレイヤーで構成された全畳み込みネットワー

クである。YOLOv2-tiny の学習には、2,661 枚の豚の画像
を使用した。 
 
3.2 ラベリング 
本節では、ラベリングの処理について述べる。本論文で

は、各豚毎の移動量を算出し、異常行動の検出を行う。よ

って、各豚毎に番号を付ける(ラベリング)。図 2にラベリ
ングのフローチャートを示す。 

図 2. ラベリングのフローチャート 
 
最初のフレームは YOLOv2-tiny の検出順に番号を付け、
以降のフレームでのラベリングは、現フレームで検出した

豚の位置と前フレームで最も近い豚の位置の番号を与え

ることとする。また、前フレームから豚数が増加した場合

は、新規の豚として新しい番号を与える。YOLOv2-tinyが
認識できなかった豚がいた場合、その番号の座標データは

失われないため、認識することができたタイミングで移動

距離を算出することが可能である。また、誤認識した場合、

誤った移動距離が算出されることがある。また、移動距離

に対して条件を加える。誤った移動距離は通常算出される

移動距離より大きく算出される傾向にある。そのため、移

動距離の条件は過去 4フレーム間の移動距離の 3倍以上 1
フレーム間で移動した場合、それらの豚は異なる豚と定義

する。よって、誤認識による誤った移動距離の算出を防ぐ

ことができる。YOLOv2-tiny の性能は、学習データ 2,661
枚から 100枚のテスト画像を用いて評価を行う。テスト画

像は、学習データを作成した豚の動画から作成した。また、

テスト画像は 1枚につき 1頭以上の豚が存在し、100枚で
計 959頭の豚が写っている。 
 
3.3異常行動 
 
本節では、異常行動について述べる。豚の行動パターン

は一定であり、それ以外の行動をとると「異常行動」とし

て何らかの問題を抱えている可能性がある。そのため、豚

舎内で異常行動をとる豚がいないか判断するために豚の

追跡・監視を行う必要がある。現在は人の目で確認して豚

の状態を判断しているが、豚舎にカメラを設置し、動画か

ら豚の追跡・監視を行うシステムを構築することで養豚農

家の負担を軽減することができる。本論文では、一定時間

同じ場所に留まっている事を異常行動と定義している。そ

のため、各番号ごとに一定時間任意のしきい値を移動量が

超えていなければ、その番号の豚は異常行動を行っている

と検出する。本論文では、提案手法の精度検証のため 5分
間連続でフレーム間の移動距離が 10[pixel]以下であれば
異常行動と判断することと定義した。 
 
4. 実験環境 
 
本章では、本論文で使用する豚舎の環境について述べる。 
本論文は農工連携で行われているプロジェクトの一部

であり、今回使用する豚舎はプロジェクトで用意されてい

るものである。豚舎の寸法は幅 8[m]、奥行き 8[m]、高さ
は最も高い場所で 4.2[m]、軒高は 2.65[m]である。 
 
5. 実験結果 
 
本章では、実験結果について述べる。本実験に用いる動

画は、画面内に多数の豚が写っている豚舎内の様子を撮影

したものを用意した。その動画を用いて、YOLOv2-tinyと
提案手法の誤差率、異常行動の検出率および豚舎内の豚群

の移動量を算出し、提案手法の豚群追跡の可能性を検討す

る。 
 
5.1 YOLOv2-tiny 
 

YOLOv2-tinyの誤差率は式 1から算出する。 

pigallはフレーム内に存在する豚数、pigrecはYOLOv2-tiny
が認識した豚数を示す。実験の結果、YOLOv2-tinyは 959
頭中 841頭の豚を認識することができた。したがって、式
1より YOLOv2-tinyの誤差率は 16.7%であった。 
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5.2提案手法 
 
提案手法の誤差率は式 2, 3から算出する。 

pig_movetrue は豚の移動量の真値、pig_moverec は提案手
法が算出した移動量を示す。実験対象となる動画は 2頭、
5頭それぞれ 1時間の動画である。移動量に関しては、豚
の全体移動量を 1 分毎に合計したものと 1 時間分全て合
計したもの(全フレーム)の 2 パターンで検証した。また、
YOLOv2-tiny の認識領域が微小振動しているため、1.5 
[pixel]以下を 0[pixel]と定義した。豚の移動量と真値の時間
変化の一例を図 3, 4に示す。また、提案手法の誤差率は、
表 1に示す。図 5, 6には真値と実測値の散布図を示す。 

図 3. 真値と実測値の比較(2頭) 

図 4. 真値と実測値の比較(5頭) 
 

表 1. 提案手法の移動量の誤差率 
豚の数 比較法 誤差率[%] 

豚 2頭 
1分毎 69.3 

全フレーム 46.3 

豚 5頭 
1分毎 48.0 

全フレーム 1.77 
 
 
 

図 5. 豚 2頭の散布図 

図 6. 豚 5頭の散布図 
 

表 1より、豚 2頭の誤差率は 46.3[%]、豚 5頭の誤差率は
1.77[%]となった。絶対的な評価では豚 2 頭の場合、精度
が低い。しかし、表 5, 6から相対的な評価では、高い精度
で移動量が算出されていることがわかった。 
誤差率の原因として、以下の 2点が考えられる。1点目
は、YOLOv2-tinyの追跡精度である。柵やソーティングゲ
ートが存在する領域では、オクリュージョンが発生し、認

識ミスが増加していた。2点目は、ラベリングの数字が入
れ替わる現象である。複数の豚が密集していて、かつ

YOLOv2-tinyの認識ミスが発生した場合、ラベリングの数
字が入れ替わる現象が起きる。そのため、その分移動量が

大きく算出されると考える。 
 
5.3 異常行動 
 
本節では、異常行動の検出について述べる。本論文では

異常行動検出の実験として、5分間連続でフレーム間の移
動距離が 10[pixel]以下であれば異常行動と判断すること
と定義した。異常行動と定義された豚は与えられている番

号の数字の色が変化するようにした。実験に使用する動画

は、豚 2頭、豚 5頭、豚 17頭のそれぞれ 3本ずつ計 9本
用意した。異常行動の誤差率は式 3から算出する。 

Pig_abntrueは異常行動を行っている豚数、pig_abnrecは
提案手法が認識した異常行動の豚数を示す。異常行動の真

値に用いる値は、5分間動いていない豚の数を人の目で数
え、定義した。表 2に各動画の真値、提案手法が異常行動
と判断した豚数を示す。また、図 7に豚 5頭の異常行動検
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出結果の一例を示す。数字が赤くなっている豚は異常行動

を行っていることを示す。 

図 7. 豚 5頭の異常行動検出例 
 

表 2. 異常行動の検出結果 
豚の数[頭] 真値[頭] 実測値[頭] 

2 
2 2 
1 1 
2 2 

5 
1 1 
3 3 
2 2 

17 
2 1 

10 4 
12 8 

表 2より異常行動検出の誤差率は、豚 2頭と 5頭で 0[%]、
豚 17頭の場合は 47.8[%]、全体で 15.9[%]となった。誤差
の原因として、移動量の誤差率の原因と同じで、YOLOv2- 
tinyの追跡精度また、近くの豚と番号が入れ替わる問題が
考えられる。 
 
6. 結論 

 
本論文では、豚舎内の複数の豚を追跡することで、異常

行動をする豚を検出するために必要な情報を求めること

を目標として、複数の豚を追跡する手法の提案と評価を行

った。まず、豚追跡に必要な手法の検討を行い、畳み込み

ニューラルネットワークを用いた物体検出アルゴリズム

であるYOLOv2-tinyを用いることとした。また、異常行動
をする豚を検出するためには個体別の移動量を求める必

要がある。そのため、YOLOv2-tinyとラベリングの手法を
組み合わせた豚追跡手法を本論文の提案手法とした。

YOLOv2-tinyの学習には、2661枚の学習画像を用意し、学
習を行った。その結果、YOLOv2-tinyの豚追跡の誤差率は、
16.7[%]となった。個体別の移動量の算出にはラベリング
の手法を用いた。ラベリングの手法はYOLOv2-tinyが追跡
している豚を個体ごとに数字を与え、フレームが変化して

も同じ数字を保持し続ける手法である。また、提案手法を

用いた実験により、豚の追跡率、異常行動の判別の評価を

行った。評価の結果は、豚2頭は46.3[%]、豚5頭は1.77[%]
であった。誤差の原因としては2点挙げられる。1点目は
YOLOv2-tinyの追跡精度、2点目はラベリングの問題であ
る。1点目に関しては、柵やソーティングゲートなどのオ
クリュージョンが発生した場合や豚が密集している箇所

の検出ミスが見受けられた。2点目に関しては、複数豚が
密集し、YOLOv2-tinyの認識ミスが起こった場合に起こる
可能性が高い。ラベリングの番号が入れ替わり、誤った移

動距離が算出されてしまう原因となることがわかった。異

常行動の検出は豚2頭、5頭、17頭の動画それぞれ3本ずつ
異常行動を行っている豚が写っているものに対して実験

を行った。結果として、豚2頭、5頭は誤差率0[%]、豚17頭
は誤差率47.8[%]、全体で15.9[%]となった。豚の数が多い
場合、柵やソーティングゲート、他の豚によるオクリュー

ジョンが大きく影響し、異常行動判別の誤差率に影響した

と考えられる。しかし、このラベリングの手法により豚の

数が少ない場合、高い精度で異常行動を行う豚を判別する

ことができると考えられる。 
今後の課題としては、4点が挙げられる。1点目は

YOLOv2の精度向上である。YOLOv2-tinyの精度が提案手
法の精度に大きくかかわっているので学習データや学習

回数を増やすなどにより現在の誤差率16.7[%]より改善さ
れるのではないかと考えられる。2点目は様々な条件下で
の実験である。時間帯や天候、豚の数などの様々な条件下

で長時間の解析を行い、データを増やす必要がある。3点
目は真値の作成である。本論文の追跡の誤差率で用いた真

値は、先行研究2)のものを使用している。しかし、先行研

究の真値作成に用いているMultiTrackerのCSRTは、追跡中
に微小な振動を起こしているため、正確な真値とは言えな

い。そのため、正確な真値の作成方法を検討する必要があ

る。4点目は他の異常行動の判別条件を加えて総合的に判
断することである。本論文では、同じ場所に留まっている

豚のみを条件に異常行動を判別している。しかし、異常行

動の条件は複数あるため、それらを総合的に判別すること

ができる手法を検討する必要があると考える。これらの問

題を解決し改良を行うことで、異常行動をする豚を検出す

るシステムを構築することができるようになると考えら

れる。 
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ランダム位相法において入力周波数が乱流スケールに及ぼす 
影響に関する観察 

 
若松 祐亮 a)・B. シン b) 

 
Observation of the Effect of Input Frequencies on Turbulent Scale 

by Random-Phase Method 
 

Yusuke WAKAMATSU, B. SHIN 
 

Abstract 
 

Control of turbulence intensity and scale is fundamentally important in the study of turbulence. In this study, we 
used a random-phase method to investigate the effect of input frequencies on the turbulent scale. The method 
makes use of shear layers generated between the outfows from adjacent ducts, and is realized high intensity 
(12-16 %) and large integral scale (0.6-0.7 m). It is known that the vortex size depends on the size of the lattice in 
studies using lattice turbulence, while there is no equivalent in the random phase method. This study aims to clarify 
the dominant parameter for the integral scale in the random phase method, and examines its dependence using 
turbulence with different frequencies. As experimental results the scale depended on the frequencies of the input 
velocity signal. Thus, it is expected that the scale might be controlled by the frequencies. 

 
Keywords:  Multi-fan wind tunnel, Integral scale, Control of turbulent scale, Random-phase 

method 
 

1. はじめに 

 

乱流の研究において乱流の生成は非常に重要であり，ま

た乱れの強度とそのスケールを制御することが必要であ

る．乱流生成には，これまで静的な方法と動的な方法が試

みられてきた．格子乱流やフラクタル格子 1)などの静的な

方法では，一様流を格子に通し後流に渦を放出させ，これ

を種として乱れを生成する．一方，動的な方法 2)は格子に

よる渦放出と平板などによる攪拌を組み合わせたもので

ある．いずれの乱流生成でも初期の渦形成を起点としてい

るようである．近年，池田らはマルチファン型風洞を使用

し，“ランダム位相法”という運転方法によって強乱

(12-16%) かつ大スケール(0.6-0.7m)の近似的一様等方性

乱流生成に成功した 3)．ランダム位相法とは，流れ場をフ

ァンの回転数により動的に制御して，各ファン間の流速差

から生じる速度勾配だけで乱流を生成する方法で，風洞内

に格子や矩型翼等の物体を置く必要がないため，スケール

の制限を受けないより自由な乱流生成をすることができ

る．しかし古典的な格子乱流と比べて乱れ強度や積分スケ

ールがなぜ大きな値をとりうるかはまだ明らかではない．

格子乱流による研究では渦サイズが格子のサイズに依存

することが知られているが，マルチファン型風洞を用いた

ランダム位相法ではそれに相当するものはない．ランダム

位相法においては入力振幅の依存性が報告されているが
4)，スケールについてはまだ報告がない．従来の乱流生成

法と同様に初期に渦形成を行うのであろうか，それとも異

なるメカニズムが作用し渦形成が行われるのか疑問が残

る．本研究では，前報 4)に続き入力周波数に着目し，周波

数帯を変化させ乱流スケールの変化を調査する． 
 

2. 実験 

 

2.1 実験装置 

2.1.1 マルチファン型風洞 

本実験で使用した本学部のマルチファン型風洞はエッ

フェル型である．風洞は縦 11 個×横 9 個=合計 99 個の

ファン(外径 270mm)で気流が起こされる（図 1）．それぞ

れ AC サーボモーター(出力 750W) に接続され，1 台のパ

ソコンで互いに独立に回転数を制御することができる．測

定部は 7 個の可搬洞を組み合わせて構成することができ，

本実験は測定部を長さ 15.5m に設定した．測定部断面サ

イズは横 2540mm×縦 1800mm である．入力信号値に比例

した回転数でファンが回転し，駆動された気流は四面を壁

で囲まれた短形断面のダクトを通り縮流され，最終的にハ

ニカム（外径 30mm，長さ 212mm）で整流され吹き出さ

a) 工学専攻 大学院生 
b) 機械設計システム工学科 教授 
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れる．座標軸は流れ方向に距離 X を定義し，u は主流方向

変動成分，v は水平方向変動成分である．ダクト出口の寸

法は，水平長さMY= 282mm，鉛直長さMZ= 164mm であり，

測定点の位置はMD=�MY×MZ�1/2=215mm を用いて無次元

化された． 
 

 
図 1. マルチファン型風洞の写真 

 

2.2 実験方法 

 

2.2.1 変動流速計測方法 
変動流速の計測には，熱線流速計 Kanomax Model 

7000Ser を 用 い た ． セ ン サ ー は X 型 プ ロ ー ブ

(Kanomax0251R-T5)を使用し，風洞中心線上に沿ってトラ

バースし測定を行った．プローブの熱線の線径は 5.0μm，

受感部長は 1.0mm である．熱線流速計の信号はデータロ

ガー(Keyence NR-600)で AD 変換しパソコンに収録した．

サンプリング周波数は 5000 Hz とし，2 kHz 以下のローパ

スフィルターを通した．よって 1 ラン当たり 204800 個の

データを取得し，同じ条件で少なくとも 6 回の計測をおこ

なった． 
乱流の積分スケール𝐿𝐿�は，ある点の変動風速(u,v)の時刻

歴を X 型プローブにより計測した後に自己相関係数𝜌𝜌�と
テイラーの凍結仮説により求められた．自己相関係数𝜌𝜌�が
零となる𝜏𝜏�までの領域を積分し，その値に平均風速 U を

かけて求めた．LYも同様に求められた． 

LX=U � ρud
∞

0
τ=U � u(τ)u(t+τ)������������

u2� dτ
∞

0
 (1)

 
2.3 乱流生成方法 

2.3.1 ランダム位相法 
ランダム位相法は次の二つのステップからなる． 

 
ステップ 1：まず，入力スペクトルSe�fi�を以下のように仮

定する． 

Se�fi�= �C (fmin ≤  fi  ≤  fmax  , i=1 , ⋯,J)
0 (otherwise)  (2)

ここで C はスペクトル密度であり，本論では 15m2/sに設

定された．この C から入力信号ueは以下のように定義され

る． 

ue�t�=Ue+ue
' �t�=Ue+�2C

T0
� sin 2πfi(t+ϕi)    

J

i=1

 (3)

t は時間，Ueは時間平均流速，J は正弦波の個数，添え字 e
は外部入力であることを示す．本風洞では定義区間 [0, 𝑇𝑇�] 
= [0 sec, 40.96 sec] をまず定義し，これを任意回数だけ繰

り返して運転する．𝑓𝑓�は信号の変動成分を構成する i 番目

の入力周波数である．𝑇𝑇�からfmin=1/T0=0.024Hzであるので，

�𝑓𝑓 � �������とし，fi=i×∆fと定義される．本風洞の応答性

は 1Hz 以上で劣化することが分かっているので，

1/0.024�50=J とした．従って，𝑓𝑓�の範囲は次のようになる． 

fmin(=0.024Hz)  ≤  fi  ≤  fmax(=1.2Hz) (4)

位相は-π ≤ ϕi ≤ πの範囲で組み込み関数を使ってランダム

に発生させた．時間平均速度Ueは 4.67 m/s を使用した．本

論ではこの入力周波数 fiの範囲を 5 分割し周波数帯の異

なる入力信号を作成した．(表 1) 
 
ステップ 2：ステップ 1 で定義された信号ueには 99 個の

位相ψ(ne)が与えられファンに入力される．整数neは図 2(a)
のようにランダムに与えられる．これらを形式的に書くと

次のようになる． 

ue�t�→ue�t+ψ(ne)� (5)

ψ(ne)=
T0

99 ×(ne-1)       (1 ≤ ne ≤ 99) (6)

図 2(b) に示すように，これら位相差は隣接するダクトか

らの吹き出し速度間に差を生み，せん断層を生じさせる．

せん断層は相互作用により色々なスケールの渦を形成し，

最終的に乱流に至ると思われる． 
 

表 1．入力信号一覧 
入力信号 入力周波数帯fi[Hz] 

fA 0.024≤  fi ≤0.24 

fB 0.264≤ fi ≤0.48 

fC 0.504≤ fi ≤0.72 

fD 0.744≤ fi ≤0.96 

fE 0.984≤ fi ≤1.2 

 
次に入力信号の変動成分の振幅を表すパラメータ

I=ue
' /Ueを定義する．ここにue

' は入力信号 ue�t�（式(3)）の

rms 値である．I が増加するにつれて入力信号の振幅が増

加する．全ての入力信号において𝐼𝐼=40%と設定された． 
 

 

30 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号



  

 

図 2 ランダム位相法の概念図 
 
3. 実験結果および考察 

 

3.1 一様性と等方性 

本研究のランダム位相法の一様性(主流方向平均速

度分布)を図 3 に示す．全域において高い一様性を得て

いる．通常入力振幅の高低により主流方向平均風速は

異なるが，入力周波数においても同様のことが言える．

しかしその差は非常に小さい． 

等方性の指標として変動速度 r.m.s値の比 u′/v′ を図 
4 に示す．X/MD=30 を境に u′/v′ ≈1.0 に漸近していき格

子乱流と同等の等方性を示すが，fAのみ異方性が高くな

る結果となった．fAの場合では流下方向に値が大きく変

化し続けており，準等方状態に達するためには更なる

流下距離が必要であると考えられる． 
 

 

図 3 一様性 

 

 

図 4 等方性 

 

3.2 乱流強度分布 

主流方向成分の乱流強度 u’/U の変化を図 5(a)に示す．

u′/U は流下とともに単調に減衰し，一般的な一様乱流

の傾向を示した．いづれの乱流も下流においても強い

乱れを保っている．乱流強度は，振幅を変化させた際

は 20%程の大きな差が見られ，全域において入力信号

強度の順位を満たした 4)．入力信号は強度𝐼𝐼=40%に統一

されているが，周波数の高低により 10%程度の変化が

見られた． 
図 5(b)には水平方向成分の乱れ強度 v’/U の流れ方向 

への変化を示す．u’/U に比べ小さい変動が見られる． 

 
(a) 

 

 
(b) 

図 5 乱流強度 
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3.3 乱流スケール 

主流方向成分の積分スケールLXの変化を図 6(a)に示

す．測定されたデータのエラーバーは，95%信頼区間

で計算された．格子乱流においては一般にスケールは

メッシュサイズ M よりも小さな値をとる．これに対し

てランダム位相法のLXは，低周波数の乱流ほど大きな

値を示し，ダクト面積MD(=0.215m) と比較しても十分

大きなスケールを得た．入力周波数成分が少ない場合，

乱流発達が比較的緩慢になることが報告されており 5)，

低周波数 fAの乱流が特に大きな値をとっているのは，

低周波数では吹き出し直後でのせん断運動が小さく，

混合が促進されなかったことが原因と考えられる．図

6(b)に水平方向成分の積分スケールLYの流れ方向の変

化を示す．LXの場合と同様に低周波数帯のfAの結果が

大きいスケールを示した．等方性理論ではLX/LY=2 が要

求されるが，図 6(a)と(b)から本ランダム位相法による

スケールの比は高周波数帯のほぼ一定の値に漸近する

と予測されるものの，fA，fBの周波数ではスケール比の

ばらつきが大きくなることも分かる． 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

図 5 乱流スケールの流れ方向への変化 

  
 
 
 

4. 結論 

 

ランダム位相法による乱流場の生成において入力周

波数の影響を調べるため，周波数帯域の異なる乱流を

用いてスケールを観察し，以下の結論を得た． 
 
(1) ランダム位相法において入力周波数の変化は，高周

波数乱流に対しては一様等方的な値をとるが，fAよ

り低い周波数乱流においては異方性が見られた． 
 
(2) 流れ方向および水平方向の乱流は低い入力周波数

ほど周波数依存性が高い． 
 
(3) マルチファン型風洞を用いたランダム位相法では，

入力周波数の操作により乱流スケールを容易に制

御できることを示した． 
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インデューサの入口条件がキャビテーションに及ぼす 
影響に関する数値解析 

 
韓 竹 a)・若松 祐亮 a)・B.シン b) 

 
Numerical Analysis of the Effect of Different Inlet Condition to 

Cavitation in an Turbopump Inducer  
 

Zhu HAN, Yusuke WAKAMATSU, B. SHIN 
 

Abstract 

      Numerical simulation of cavitating flow was performed to investigate the effect of different inlet conditions for 
turbopump inducers with three blades with a backward sweep and different inlet blade angle. The computation was 
carried out by solving the Reynolds averaged Navier-Srokes equations with a homogenous cavitation model and k-ω 
turbulence model. Numerical results concerning inducer characteristics and performance curves were compared with 
experimental results at difference flow coefficients and cavitation numbers. The occurrence of cavitation and its spatial 
distribution in each inducer were also investigated. As the result, at the inlet tip blade angle decreases, the occurrence 
of cavitation decreases in the cavitation regime, resulting in increasing the cavitation performance. Also, it was found 
that the present computation simulated well the complicate cavitating flow in inducer and gave a good estimation of 
inducer characteristics. Detailed observation and development of cavitation with respect to the cavitation number as 
well as the inlet blade angle are provided and discussed. 
 
Keywords:  Inducer, Cavitation, Blade angle, Flow rate 

 

1. はじめに 

 

 ターボポンプインデューサにおいて、キャビテーション

により、様々な流れの非定常現象、ポンプの軸振動などの

問題がが発生するのはよく知られている 1,2)。例えば、ロ

ケットエンジンの燃料供給ポンプではインデューサが設

置され、常にそれの吸込み性能の限界近くで作動している。

そのため、ターボポンプはその高い回転速度により、羽根

の負圧面における圧力の低下によりキャビテーション現

象を伴って作動する。そのため、キャビテーションサージ、

旋回キャビテーションのような様々な非定常現象が発生

し、ポンプの信頼性の確保する上で重要な問題となる。キ

ャビテーション不安定性はロケットエンジン用のターボ

ポンプインデューサの設計における一つ避けなければな

らない問題であり、これまで、キャビテーションの不安定

性を低減するいくつかの研究は実験的または数値的によ

って行われた 3-5)。しかし、インデューサに発生する非定

常現象に関してはまだ未知なことが多く、解明まではいだ

っていない。このインデューサの非定常現象は、それの内

部流れ場の状況、特にインデューサの入口で発生する逆流

現象に関連する可能性があることも知られているが、これ

らに関する研究は比較的に少ない。 

  a)工学専攻 大学院生 

  b)機械設計システム工学科 教授  

 本研究では、インデューサ対して、入口羽根角、流量(速

度)のような条件が異なったキャビテーション流れの数値

計算を行い、入口条件がインデューサの性能、キャビテー

ションに及ぼす影響について調べる。 
 
2. インデューサの諸元及び数値モデル 

 

 本研究で用いたインデューサは、図 1 で示すように、
95.2°の後退角が付いている 3枚の羽根を持つ。また、その
諸元については表 1に示す 4)。ここで流量係数は𝛷𝛷 = 𝑉𝑉a/𝑈𝑈t
で定義され、𝑉𝑉aは軸流速度で、𝑈𝑈tは回転速度である。本研
究では、入口流量が異なる時の影響を調べるために、設計

流量係数である Φ = 0.078の時と流量係数を Φ = 0.10にし
た場合の計算を行った。また、入口翼端側の羽根角𝛽𝛽itの影
響を調べるために、𝛽𝛽it=7.5°(今後、インデューサ 7.5と呼
ぶ)、6.0°(インデューサ 6.0)、5.0°(インデューサ 5.0)、
4.0°(インデューサ 4.0)の場合の 4 種類のインデューサを
表 1のパラメータに基づいて設計した。一方、インデュー
サ の 前 縁 羽 根 角 の 半 径 方 向 分 布 は 𝛽𝛽b(𝑟𝑟) =
tan−1[𝑅𝑅t tan𝛽𝛽it /𝑟𝑟]に基づいて定義した。ここで𝑅𝑅tは翼端半
径、𝛽𝛽itは翼端 r = 𝑅𝑅tでの羽根角である。 
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図 1. インデューサモデル 
 

表 1. インデューサの諸元(インデューサ 7.5) 

Tip diameter, mm 149.8 

Tip clearance, mm 0.5 

Sweep angle, deg 95.2 

Inlet tip blade angle 𝛽𝛽it, deg 7.5 

Outlet tip blade angle, deg 9.0 

Hub/Tip ratio at inlet 0.25 

Hub/Tip ratio at outlet 0.51 

Solidity at tip 1.91 

Design flow coefficient, 𝛷𝛷 0.078 

Blade thickness, mm 2 

Blade number 3 

 

 
 

3. 計算方法 

 

 本研究ではすべての計算に対して、図 2が示すように、
二つの羽根間の一つの流路を 3 次元計算領域として考え
た。インデューサの上流側と下流側にそれぞれ翼端側の直

径の 5.4倍と 5.6倍の長さを持つ直管を設けた。すべての 
計算格子は六面体として形成され、羽根近傍の一部を図 3
に示す。計算方法としては、汎用の CFD 解析ソフト
ANSYS-CFX6)を用いて、レイノルズ平均ナビエストーク

スの方程式に対して有限体積法で解い。また、乱流モデル

は k-ω モデルに適した。キャビテーション流れについて
は、Ratleigh-Plessetの式に基づいた均質キャビテーション
モデルを利用した。境界条件に関しては、入口に全圧を与

え、出口に質量流量を与えた。インデューサのハブ側とシ

ュラウド側にすべりなしの壁として設定し、流路の境界面

には周期条件を入れた。計算用の作動流体は 25℃の水で
あり、作動回転数は 1500rpm と 3000rpm である。すべて
の計算は速度や運動量などの残差が1 × 10−4になるまで
行った。 

図 3. 羽根周りの計算格子 
 

 

 

 

図 2 計算領域と境界条件 
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4. 結果と考察 

4.1 入口羽根角が異なるインデューサ 

 最初に、インデューサ内の非キャビテーション流れに

対して、本計算手法について検証した。図 4は 1500rpm
の時のインデューサ 7.5に関する非キャビテーション時
の性能曲線を示す。本研究結果は実験データ 4)に精度よ

く一致した。ここで静圧係数𝜓𝜓は𝜓𝜓 = (𝑝𝑝2 − 𝑝𝑝1)/(𝜌𝜌𝑈𝑈𝑡𝑡2)で
定義され、𝑝𝑝1、𝑝𝑝2は入口と出口の圧力で、ρは水の密度
である。 

図 4 非キャビテーション条件での性能曲線 

図 5 キャビテーション条件での性能曲線 
 次は𝛽𝛽itが異なる 4つにインデューサに対して、3000rpm
での設計流量におけるキャビテーション発生時の性能曲

線を図 5に示す。図 5より、羽根角の減少につれ静圧係数
が上昇することが分かる。また、性能はキャビテーション

係数 σ が 0.02 になるまでほぼ一定に保っていたが、0.02
より低くなると急減に低下し、ブレイクダウン現象を示し

ている。 
 図 6はインデューサ 7.5の前縁翼端負圧面近傍に発生し
たキャビテーションの様子を示す。キャビテーションは蒸

気の体積分率が 0.01の等値面で表示した。翼端に発生し 
たキャビテーションが、キャビテーション数の減少ととも

に、増大し下流側に延びていくのが分かる。また、σ=0.13
からは、キャビテーションが前縁ハブ側にも現れてきた。

図 5で説明したように、キャビテーション数が σ = 0.02よ
り低くなるとブレイクダウンが発生する。 

(a) σ= 0.20 

(b) σ= 0.13 

(c) σ= 0.10 

(d) σ= 0.06  

(e)σ= 0.02 
図 6 キャビテーション係数とキャビテーションの発生 
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一方、図 7 は羽根角が異なる 4 つのインデューサに対し
て、σ = 0.13におけるキャビテーションの発生様子で、こ
の図から、入口側の羽根角𝛽𝛽itの減少により、キャビテーシ

ョンが発生しにくくなるのが分かる。図 8はスパンが 0.98
の時の σ = 0.13における蒸気の体積分率を子午面で示した
ものである。キャビティの大きさやキャビテーションの羽

根に対する傾斜角度が入口羽根角の減少に比例し変化す

ることが分かる。 

     インデューサ 7.5         インデューサ 6.0   

    インデューサ 5.0          インデューサ 4.0 
図 7 羽根角によるインデューサ周りのキャビテーショ

ン発生様子(σ = 0.13) 

インデューサ 7.5       6.0       5.0       4.0 
図 8 σ = 0.13におけるインデューサ周りの蒸気の体積分

率、(子午面表示) 

 

 
4.2 入口流量が異なる時の影響 
 

 4.1節では、入口羽根角を減少させることはキャビテーシ
ョンの回避に有効であることを示した。それは、羽根に対

する流れの衝突角を減らすことで入口翼端側に生ずる漏

れ渦を抑制することと考えられる。そのため、実際のポン

プ(インデューサ)の運転において、ある程度衝突角を有す
る。それは衝突角がゼロになると、キャビテーションが負

圧面と圧力面両方に発生したり、また交互に発生してしま

うからである 2)。従って、入口翼端羽根角が 4°のインデ
ューサ 4.0 では、流れに対する衝突角が小さすぎるため、
実際の運転には不向きであろう。 一方、入口翼端側の逆

流は、ポンプの前後の圧力差により発生するので、この圧

力差を適切に調節ことで逆流を抑え、キャビテーションの

発生を抑制できると考えられる。そのため、本研究ではイ

ンデューサ 5.0 に対して、Φ = 0.078 の設計流量から Φ = 
0.10に増やし計算を行った。図 9にインデューサ 5.0が流
量係数 Φ = 0.100で運転した時のキャビテーション発生時
の性能曲線を示す。図 5と比べて入口流量の増大により、
出口圧力が低下したことが分かる。 

図 9 Φ = 0.078, 0.10の時のキャビテーション条件での 
性能曲線(インデューサ 5.0) 

 
図 10は Φ = 0.10の時、インデューサ 5.0におけるキャビ
テーションの発生様子を示す。キャビテーションは高いキ

ャビテーション係数ではほぼ抑制させているが、圧力面に

もキャビテーションが発生した。 

(a) σ= 0.20 
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(b) σ= 0.13 

(c) σ= 0.10 

(d) σ= 0.06 

(e) σ= 0.02 
図 10  Φ = 0.100におけるキャビテーションの発生様子、

インデューサ 5.0 
 
5. 結論 

 

 本研究では、まず本数値計算手法を非キャビテーション

時の計算を通して、良い精度で計算できることを確認した。

次に行ったキャビテーション発生時の計算では、入口翼端

側の羽根角の変化が、キャビテーションの発生に大きく影

響し、入口羽根角が小さいほど、キャビテーションを抑制

できることを示した。さらに、低い羽根角を持つインデュ

ーサにおいて、キャビテーションをもっと抑制するため、

入口流量を増やすことを試みた。その結果、出口圧力が減

少するため、静圧係数が低下し、低いキャビテーション係

数では圧力面にもキャビテーションが発生した。なお、部

分的ではあるが、本研究を通して、キャビテーション抑制

に関する知見を広めることができ、また、異なる入口流動

条件におけるインデューサの複雑なキャビテーション流

れの非定常挙動とキャビテーション特性を明らかにした。 
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太陽光レシーバから熱交換器への蓄熱粒子移動方法の検討 
 

橋本 直季 a)・長瀬 慶紀 b)・友松 重樹 c)・野村 文椰 a)・木村 正寿 d) 

 
Examination of transfer method for heat storage particle  

in solar receiver to heat exchanger 
 

Naoki HASHIMOTO, Yoshinori NAGASE, Shigeki TOMOMATSU, Fumiya NOMURA, Masatoshi KIMURA 
 

Abstract 

 
In solar thermal power generation, it is necessary to put the heat medium heated by the solar light 

receiver into the heat exchanger, and exchange heat with the working fluid such as water or air that 
drives a heat engine such as a turbine. Previously, heat exchange experiments were conducted by 
directly contacting high-temperature air with a certain amount of alumina particles as a heat storage 
material. However, continuous heat exchange was not possible due to the batch type heat exchanger. 
Therefore, it is necessary to develop a heat exchanger that continuously exchanges heat by directly 
contacting the heat storage particles with the working fluid. For this purpose, a mechanism that allows 
the heat storage medium to move from the receiver at atmospheric pressure to the heat exchanger at 
high pressure is required. Since the mechanism uses a poppet valve to discharge heat storage particles, 
a preliminary experimental device was manufactured to confirm the operation. 

 
Keywords: Heat storage particles, Heat exchange, Poppet valve, Alumina particles, Solar heat 

 
1. はじめに 
 
 現代の人類は電気エネルギを利用し生活しているが、主な発電

方法としては化石燃料を燃焼させ水を沸騰させて水蒸気を取り

出しタービンを回す火力発電や、ウランやプルトニウム等の物質

が核分裂する際に放つ熱を利用し発電を行う原子力発電などで

ある。火力発電は化石燃料を燃焼させるので温室効果ガスを大量

に排出して環境破壊などにつながるほか、資源が有限であるため

将来の燃料の枯渇が懸念されている。原子力発電は、火力発電の

ようには多量の温室効果ガスを排出したりしないが、放射線の出

る使用済み燃料が排出されるため、その廃棄場所などが問題であ

る。再生可能エネルギを利用した発電方法には、水力発電や風力

発電などがあり、発電時には温室効果ガスを出さないが、発電量

が天候に左右されることなどがあり、電力供給が不安定であるデ

メリットがある。その再生可能エネルギを利用した発電方法の一

つとして太陽熱発電がある。本研究室では、単位面積当たりの集

光率が高く太陽光集光装置の規模として中規模から大規模のエ

ネルギ供給が適しているビームダウン式タワー型太陽光集光装

置（Beam-Down Solar Concentrator以下BDSCと記す）の利用につ

いての研究が行われている。BDSCを用いて太陽光を集光し、太

陽光を熱に変換する太陽光レシーバ内の蓄熱粒子を加熱し、加熱 
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した蓄熱粒子から熱エネルギを取り出すために粒子と流体間で

熱交換を行う。熱交換により加熱された流体は、タービンや圧縮

空気エンジンなどの熱機関に送られ、発電機が駆動することで発

電を行う。熱交換器内は熱機関のための高圧の作動流体で満たさ

れているため、加熱された粒子を熱交換器に投入する際、高圧の

作動流体の漏れを極力少なくすることが必要である。 

 また、太陽熱発電における熱媒体は、水蒸気、溶融塩、固体粒

子などがある 1)~3)。水蒸気を用いることのメリットは、直接加熱

することで約400℃の蒸気を発生させることができることにより、

発電効率が向上することである。近年、水・水蒸気を熱媒体とし

て利用するDSG システムを採用したタワー型のプラントが建設

され、アメリカのeSolar，BrightSourceでは、450~550 ℃の水蒸気

を生成可能としている。デメリットとして、蓄熱する際には蒸気

をそのままタンクで保存するので、蓄熱できる時間が短い点が挙

げられる1)。溶融塩については、一般的に使用されているのは硝

酸塩系の溶融塩である。メリットは、溶融塩は最高550 ℃程度ま

で加熱が可能なため、熱交換器によって水蒸気を発生させる場合

550 ℃に近い温度の水蒸気を発生させることができる点、溶融塩

自体を蓄熱媒体として利用できる点などが挙げられる。デメリッ

トとしては、溶融塩の凝固を防ぐために溶融塩の温度を溶融塩の

融点よりも約 40~50 ℃高く維持するための必要エネルギが大き

い点、溶融塩がシステム外に漏れ出した際の環境への負荷が大き

い点などが挙げられる2)。固体粒子については、カーテン状に砂

を空中に自由落下させ流し続けているところに太陽光を集光さ

せ蓄熱するという方法などが研究されており、700℃前後の高温

の蓄熱も可能にした事例もある3)。固体粒子を用いるメリットと
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しては、固体粒子が太陽光により加熱された後、熱交換を行わず

そのまま蓄熱を行える点がある。デメリットとしては、粒子に蓄

熱を行う際に太陽光受光部から粒子がこぼれてしまうことや風

の影響によって粒子の落下位置に影響が出る点などが挙げられ

る。 
 本研究室では、粒子と流体の熱交換についての研究 4)は行われ

ているが、高圧の熱交換器内に粒子を投入し、直接接触させるこ

とにより熱交換を行うことに関する研究は行われていなかった。

よって、本研究は熱交換器内の高圧の作動流体の漏れを抑えなが

ら、加熱粒子を熱交換器に投入するための機構を設計・製作し、

動作を確認することを目的とする。 
 
2. 実験装置 

 
2.1 太陽熱発電システム 
 図1に太陽熱発電システムの概要図を示す。本研究での太陽熱

発電は、太陽光レシーバで加熱された粒子が、熱交換器に投入さ

れ、熱交換器内で高圧の作動流体に直接接触することにより熱交

換を行い、熱量を得た作動流体がタービンや圧縮空気エンジンな

どを駆動させ、発電を行うものである。固体粒子を蓄熱材料とし

て利用する太陽熱プラントシステムに関する研究は少なく、最も

集光倍率が高く高温化が可能であると考えられる BDSC につい

ても研究は行われてこなかった。本研究室は BDSC の利用を目

的とする研究が様々行われてきたが、BDSCと固体粒子を用いて

連続的に発電することを目的とする研究は行われていなかった。

そこで、固体粒子に蓄熱する太陽光レシーバや、空気と加熱され

た粒子が熱交換する熱交換器と粒子が循環できるようにし、両者

の間を循環させ、連続的な発電を行う装置を開発する必要がある。

太陽光レシーバ内は大気圧であるが、熱交換器内は高圧の作動流

体によって満たされている。そのため、熱交換器内の圧力を保っ

たまま粒子を熱交換器内部に投入する機構が必要である。 
 
 
 
 
 
 
 

図1. 太陽熱発電システム概要図 
 
2.2 BDSC 

 図 2 に BDSC の概略図を示す。タワー周辺に設置され凹面鏡

を備えたヘリオスタットと呼ばれる太陽追尾ミラーとタワー上

部の楕円鏡によって、太陽光を１点に集める装置である。図2に
おいて、太陽光がヘリオスタットに反射し、楕円鏡の第一焦点を

通過する。そのまま楕円鏡に反射し、楕円の性質によって楕円鏡

の第二焦点を通過する。第二焦点は CPC と呼ばれる光濃縮装置

の上端に位置しており、第二焦点を通過した光は CPC の中に入

り、第二焦点に集光された光がさらに濃縮されレシーバに照射さ

れる。宮崎大学のBDSCは，熱ベースで100 kWthを得ることが

できる。 
 一般的なタワー型太陽集光装置のメリットとしては、多数のヘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図2. BDSC 
 
リオスタットを制御して反射される太陽光を１点に集めるので、

集光度が高く高温化に向いている点が挙げられる。一方、デメリ

ットとしては、メンテナンスが比較的困難である点とシステム導

入のコストが高い点が挙げられる。 
 BDSCは、タワー型太陽光集光装置の一種であり、焦点が地上

に近いため、蓄熱装置などの設置が行いやすいなどのメリットが 
ある。 
 
2.3 粒子供給機構 
粒子を熱交換器内の圧力を保ったまま太陽光レシーバと熱交

換器を循環させる必要がある。そこで使用するのが粒子供給機構

である。粒子供給機構の動作は以下のように行われる。粒子供給

機構の動作イメージ図を図3に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  状態A             状態B            状態C 
 

図3. 粒子供給機構イメージ図 
 
 

図3の状態AからCまで時系列順にならんでいる。初めに、

太陽光レシーバから落下してきた粒子がバルブ1で止まり、状

態Aになる。バルブ2が閉じた後にバルブ1が開き粒子がバル

ブの間の空間に投入され、状態Bになる。バルブ1が閉じた後

にバルブ2が開き熱交換器内に投入され、状態Cになる。この

状態Aから状態Cを繰り返し、熱交換器へ粒子を投入する。 
 
2.4 粒子排出装置 
図4に粒子排出実験で使用する粒子排出装置を示す。この装置

は、図3に示された粒子供給機構のバルブとして、二つバルブが

太陽

楕円鏡
（二次反射鏡）

第１焦点

第2焦点

CPC

レシーバ

ヘリオスタット
（第一次反射鏡）
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ある内の一つを取り出したものである。粒子排出装置は粒子容器、

粒子が排出される様子を記録するカメラなどから構成される。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4. 粒子排出装置 
 
 

2.5 粒子容器 
 図4の粒子排出装置の、粒子容器周辺機器のみを示した概略図

を図5に示す。粒子容器には、ソレノイド、ポペットバルブ、バ

ルブスプリング、タペットなどが含まれる。粒子が粒子容器内に

充填され、ソレノイドを作動させることによりソレノイドはタペ

ットを介してポペットバルブを押し出し、粒子容器内の粒子を排

出する。その後、ソレノイドの電源を切るとバルブスプリングに

よりポペットバルブは閉じられる。図4のカメラのレンズは、図 
5中のポペットバルブの軸の延長線上に配置され、ポペットバル

ブの底面と正対するように設置される。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図5. 粒子容器 

 
 図6に粒子容器単体の断面図を示す。粒子容器はポペットバル

ブのバルブガイド、ポペットバルブの座面と一体化しており粒子

容器の中央にポペットバルブが差し込まれ取り付けられるよう

に設計されている。材質はA5083、粒子容器内体積は41.4 cm3で

あり、傾斜床と接続するためにM8の並目ねじが通る穴がフラン

ジに開けられている。また、粒子容器の側面には粒子を充填する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図6. 粒子容器単体 

 

ための穴が設けられている。 
粒子容器に取り付けられたポペットバルブを図7に示す。また、

その諸元を表1に示す。このポペットバルブは、粒子容器に充填

された粒子を排出するためのバルブである。 
 

表1. ポペットバルブの諸元 
型番 トヨタ 13715-61030 

バルブ軸径 7.95 mm 

バルブ傘部直径 37.45 mm 

バルブ軸長さ 125 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図7. ポペットバルブ 
 

図8 にソレノイドの外観を、表2 にソレノイドの諸元を示す。

ソレノイドは、電流を流すことによってプランジャ（可動鉄心）

が押し出され、ポペットバルブを押し開く。 
 

表2. ソレノイドの諸元 
製造会社 国際電業 
型番 SA-3002 

定格電圧 AC 100V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図8. ソレノイド 
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バルブスプリングの諸元を表3に示す。バルブスプリングのバ

ネ定数は、ポペットバルブを設置した時のバネの力がバルブの重

量、ソレノイドのプランジャの重量を上回るように選定した。 
 

表3. バルブスプリングの諸元 
バネ自然長 48.5 mm 
バネ線径 1.5 mm 
バネ定数 1 N/mm 
巻き数 8 

 
2.6 蓄熱材料 
蓄熱材料は本研究室内で最も使用される粒径が5�0.5 mmの平

均直径5 mmのアルミナの球を採用した。表4にアルミナ球の諸

元を、図9に外観を示す。 
 

表4. アルミナ球の諸元 
化学式 Al2O3 

密度 3890 kg/m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図9. アルミナ球 
 

2.7 カメラ 
撮影に使用したカメラは、スマートフォン付属のカメラを使用

しスローモーション動画を撮影・解析することで粒子の排出時間

を計測した。レンズの中央の位置はポペットバルブの軸の延長線

上に設定し、バルブの真下に設置された。表5にカメラの諸元を

示す。 
表5. カメラ諸元 

画素数 1920×1080 
フレーム数 240 fps 

 
3. 粒子排出実験 

 

粒子容器、ソレノイド、駆動部品取付け部、ポペットバルブを

用いて、熱交換器に粒子を排出する際の粒子供給機構の設計のデ

ータを得るために実験を行った。粒子供給機構を模擬した粒子排

出装置を製作し、粒子投入装置の傾斜角、ポペットバルブのリフ

ト量、排出粒子量を変化させ、それぞれの条件下で粒子を排出す

る際に必要な時間を計測する実験を行った。 

3.1 実験条件 
粒子容器を傾斜させ、ポペットバルブの軸と水平面との間にな

す角度を傾斜角𝜃𝜃と定義する。また、バルブが開いた際に軸方向

に動いた距離をリフト量 Lと定義する。両者を図 10に示す。ま

た、表 6に実験条件を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図10. 傾斜角とリフト量の定義 
 

表6. 実験条件 

リフト量 [mm] 7  13 , 20 
粒子量 [cm3] 10 , 20 , 30 
傾斜角 [deg.] 10 , 50 , 90 10 , 20 , 30 , 50 , 90 
粒子直径 [mm] 5 
実験回数 [回] 3 

 
7 mmのリフト量は、直径5 mmの粒子がバルブを通過する事

の出来る最小のリフト量である。最大リフト量である 20 mm と

その中間の 13 mm のリフト量を設定した。粒子量は、粒子容器

内体積が 30 cm3 までの粒子を充填することを想定して作られた

ため、最大量を30 cm3とし、傾向を確認するため10 cm3と20 cm3

の条件を設定した。傾斜角については、粒子容器を傾けた場合の

粒子の排出時間に対する影響を把握するため、10°、50°、90°の3
条件で実験を行い、次にリフト量が13 mmの場合と20 mmの場

合で20°と30°の条件を追加した。 
 

3.2 実験方法 
 初めにバルブのリフト量をスペーサによって所定のリフト量 

に設定する。次にカメラの光軸がバルブの底に垂直になるよう 

に設置する。そして、所定の傾斜角に設定し、粒子容器内に所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11. 粒子位置の判断基準 
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定の量のアルミナ球を投入する。動画の撮影を開始し、バルブ

を開き、粒子を排出した後に撮影を終了する。動画をPCに取

り込み、バルブが動き始める瞬間から最後の粒子が排出される

までの時間を求める。粒子がすべて排出されたと判断する基準

については、図 11に示すように粒子がバルブの傘部の底面の

円より外側に全部の粒子が排出された瞬間とする。同様の実験

を3 回行う。 
 
3.3 実験結果及び考察 

 
3.3.1 実験結果 

粒子排出装置を用いた粒子排出実験の結果を以下の図 12 から

図 14 に示す。縦軸に粒子の排出時間を、横軸に傾斜角を示して

おり粒子の体積をパラメータとしてバルブのリフト量別の結果

を示している。なお、各条件の平均をグラフにプロットし最大値

と最小値をエラーバーで表している。各条件での実験回数は3回
である。 
図 12のリフト量7 mmの粒子排出時間の実験結果については、

他のリフト量に比べ粒子排出時間のばらつきが大きい。また、リ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図12. リフト量7 mmにおける傾斜角による粒子量別排出時間 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
図13. リフト量13 mmでの傾斜角による粒子量別排出時間 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図14. リフト量20 mmでの傾斜角による粒子別排出時間 
 
 

フト量が13 mmの条件と20 mmの条件の結果と比較して排出時

間が 10 倍程度長いことがわかる。その原因として、バルブ座面

と傘部の間の粒子の詰まりが考えられる。リフト量の7 mmとい

うのは、粒径に若干の差がある直径5 mmのアルミナ球が通過す

る事の出来る最小のリフト量であるため、詰まりが発生したと考

えられる。さらに、実験によってそれぞれ違うタイミングで断続

的な粒子の流れが複数回観測され、ばらつきが大きくなったと考

えられる。粒子量が多くなるほど粒子の排出時間が増加すること

にも同様の理由が考えられ、粒子の量が増加した影響と、粒子の

量が多い条件の方がバルブシートとバルブフェースの間を通過

しづらい粒子の数も増加することになり、排出されやすいはずの

粒子が排出されにくい粒子にせき止められてしまう時間が増加

する影響があるからだと考えられる。以上より、7 mmのリフト

量の実験には再現性がなく、粒子排出時間も長いため、設計条件

から除外すべきである。 
リフト量13 mm、リフト量20 mmの図13と図14については、

どの傾斜角についても投入する粒子量が多いほど粒子排出時間

は長くなっている。また、傾斜角が大きくなるほど排出時間が短

くなっている。傾斜角が 50°と 90°の場合の粒子排出時間につい

ては共に差はほとんど見られなかったが、傾斜角が 10°では、排

出時間がそれらに比べ3倍程度長くなった。傾斜角が大きな場合、

すなわちバルブの軸が水平面に対して垂直に近い場合は、粒子の

初期分布はバルブの傘部の上に満遍なく広がり、図 15 の左図の

ようにバルブの底面から見た時に粒子がバルブの軸を中心に放

射状に排出されるが、傾斜角が小さくなると傘部の上全体には広

がらず、粒子はバルブの座面の最も位置エネルギが小さくなる位

置を中心にバルブの傘部の上と粒子容器の円筒の軸方向に広が

り、図 15 の右図のようにバルブの下側に偏った場所から粒子が

排出されるためだと考えられる。そのため、単位時間あたりに排

出される粒子の量が少なくなり粒子投入時間が長くなると考え

られる。図 13、図 14のリフト量が13 mmおよび20 mmにおい

て、粒子の量が30 cm3の条件では、いずれのリフト量の場合も、

傾斜角が20°と30°の排出時間の差が、傾斜角30°と50°の排出時

間の差よりも大きくなっていることから、傾斜角 30°付近から急

激に排出時間が増加していくと考えられる。 
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図15. 放射線状に排出される粒子(左) 
と偏って排出される粒子(右) 

 
3.3.2 粒子排出時間 

2章で記述した通り、粒子供給機構を用いて粒子を熱交換器内

に投入するためには、二つのバルブを順に開けなければいけない。

バルブが開いてからすべての粒子が完全に排出されるまでの時

間は、バルブの上方に 1 秒間あたりの流量と同じ体積の粒子が

溜まっているとすると、設定された流量を保つためにはその粒子

群が 1 秒以内に粒子供給機構を通り抜ける必要がある。粒子が

粒子供給機構を通り抜ける間に必要な時間として、図3に示すバ

ルブ 1 が開き粒子が全て投入される時間、バルブ 1 が閉じる時

間、バルブ2が開き熱交換器に粒子が完全に投入される時間、バ

ルブ2 が閉まるまでの時間が必要になる。図16 に二重バルブの

タイミングチャートを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図16. 二重バルブのタイミングチャート 
 

 開いたバルブが閉じるまでの時間は 0.04 秒であることが実際

に計測することで判明した。バルブが閉まる時間をAとし、バル

ブが開いて粒子を完全に排出するまでの時間をBとすると、 一
つのバルブを通過するのに使用できる時間は、A = 0.04 秒なので、

1回の投入する時間を0.46 秒以内にする必要がある。図13と図 
14 のリフト量13 mm と20 mm のグラフより、傾斜角が10°、

50°、90°の場合に粒子量が少なくなるほど粒子の排出時間が短

くなっているため、傾斜角 30°の場合も同様に粒子量が 30 cm3

の排出時間より短くなることが予想できる。よって、図 17 に排

出粒子量を30 cm3とし、横軸をリフト量、縦軸を粒子排出時間と 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図17. 30 cm3でのリフト量と粒子排出時間の関係 
 

したグラフを示し、0.46 秒の基準線を載せたグラフを示す。 
図17よりリフト量が13 mm、排出量が30 cm3の場合、傾斜

角30°で排出時間が0.419 秒であるため、排出量が30 cm3以下

であれば、傾斜角が30°以上であれば設定流量は保たれること

がわかった。図17よりリフト量が20 mm、投入量が30 cm3の

場合、傾斜角30°で排出時間が0.390 秒であるため、排出量が

30 cm3以下であれば、傾斜角が30°以上であれば設定流量は保

たれることがわかった。 
よって、粒子の設定流量を設計・製作した実験装置で実現す

る場合、傾斜角を30°以上かつリフト量を13 mm以上にする必

要があることがわかった。 
 

4. 結論 

 

熱交換器内の高圧の作動流体の漏れを抑えながら粒子を熱交

換器に投入するための機構を模擬した実験装置の設計・製作なら

びに動作確認を行った結果、以下の結論を得た。なお、設定した

粒子流量は、BDSCに設置された太陽光レシーバで粒子を加熱す

る実験から得られたものである。 

1.   蓄熱粒子を熱交換器に投入する粒子供給機構のバルブ動作

を模擬した実験装置を設計・製作した。 
2.   粒子の設定流量を設計・製作した実験装置で実現する場合、

傾斜角を30°以上かつリフト量を13 mm以上にする必要が

あることがわかった。  
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フレキシブル継手の 2 段設置による

配管振動の低減メカニズムに関する一考察

寺原 大雅 a)・盆子原 康博 b)・濵畑 貴之 c)・近藤 孝広 d) 

 
A Study on the Reduction Mechanism of Piping Vibration by 

Using Two Flexible Joints 
 

Taiga TERAHARA, Yasuhiro BONKOBARA, Takayuki HAMAHATA, Takahiro KONDOU 

Abstract

A vibration reduction method that involves installing two flexible joints in series has been found to be useful 
for countermeasures against structure-borne sound in pomp piping system. This technique is very useful compared 
to the general noise reduction which installs many vibration isolators in the whole system. However, the reduction 
mechanism of pipe wall vibration has not been completely explained yet. In this study, the simple apparatus having 
the straight-line piping and silicon tubes is treated, and the reduction of pipe wall vibration by installing flexible 
joints is verified experimentally and analytically. In addition, the effect of the location of the flexible joints on the 
pipe vibration modes is examined to consider the vibration reduction mechanism. The numerical analysis results 
confirm that the vibration redacting effect using two flexible joints is caused by optimizing the vibration mode in the 
upstream piping and by adjusting the installing position of the second joint. 

 
Keywords:  Vibration control, Noise control, Structure-borne sound, Flexible joint 
 

1. 緒 言 

 

日本では、十数年前から商業施設等をリノベーションし

て居住施設など別の用途で再利用することが増えている。

その一方で、商業施設と居住施設とでは騒音に係る環境基

準が異なるため、施工後に騒音問題が生じる事例も多い。

その原因の一つとなっているのが、空調や給排水等の目的

で設置されているポンプ配管系である。通常、ポンプは機

械室に設置されているが、ポンプに接続した配管系は建物

の広範囲に設置されている。ポンプを運転する際に発生す

る音や振動は、配管や水中を伝わり、さらには配管支持部

などから建築躯体を伝搬して居室にまで到達する。その結

果、居室内に固体伝搬音 1)と呼ばれる騒音が放射される。

固体伝搬音に対しては、ポンプ配管系に防振床や防振支持

などを設置して建物躯体への振動伝搬を低減する対策が

講じられているが、リノベーションでは現状の設備を再利

用することが多く、建物の構造上対策が難しい場合もある。 
 このようなポンプ配管系の固体伝搬音対策として、著者

らの一部は、2 個の配管用フレキシブル継手（以下、単に

継手と呼ぶ）を用いる方法を提案している 2~4)。この方法 
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b)機械設計システム工学科准教授 

c)教育研究支援センター技術職員 

d)九州大学大学院工学研究院機械工学部門教授 

では、ポンプ近傍配管の適切な位置に 2 個の継手を直列に

設置することで、継手よりも下流側の配管振動を低減する

ことができる。既報では、配管系の振動モードの実測値を

指針とする継手の適切な設置方法を提案した 2,3)。また、

より簡単で実用的な方法として、継手については 2 個とも

任意の位置に設置し、その代わりに剛体円板を適切な位置

に設置することで最良の振動低減効果を得る方法を提案

した 4)。ただし、これらの方法によって配管振動が低減さ

れるメカニズムについては十分に検討されていない。 
そこで本報では、既報 4)と同様の直線状配管を対象とし

て、継手の 2 段設置による配管振動の低減メカニズムにつ

いて考察する。本検討では、継手の代わりにシリコンパイ

プを用いた小規模で簡易的な実験装置を用い、継手の 2
段設置による配管振動の低減効果を実験と数値計算の両

面で検証した。さらに、継手を設置することによる配管振

動モードの変化が振動伝達に及ぼす影響について調べた。 
 
2. 直線状配管を対象とした振動低減効果の検証 
 

2.1 実験装置 
本報では、ポンプ配管系の代替として、図 1 に示すよう

な直線状配管を対象として実験を行った。既報 4)では、実

際の配管系で使用される呼び径 100A の炭素鋼配管（SGP）
を用いたが、本実験では、簡便のために呼び径 E25 の炭
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素鋼電線管を使用した。図 1 に示すように、配管の全長は

3.6 m であり、途中 4 箇所をワイヤーと円盤状のフランジ

で鉛直方向に吊り支持している。一方、フレキシブル継手

については、実際に使用されているゴム製の継手ではなく、

シリコンパイプを代用した。図 2 に示すように、配管をシ

リコンパイプ内に差し込み、配管とシリコンパイプ間に滑

りが生じないようにホース用クランプで固定した。また、

既報の結果と同様の振動特性が得られるようにシリコン

パイプの長さを調整した。以下では、このように設置した

シリコンパイプを単に継手と呼ぶ。配管および継手に関す

る諸元を表 1 に示す。 
本検討では、図 1 の実験装置において配管の左端が加振

されるときの水平面内曲げ振動を対象とする。継手は、配

管の左端から 0.6 m の位置から 1.6 m までの 1.0 m の範囲

内に最大2個設置する。以下では、右側の継手を第1継手、

左側の継手を第 2 継手と呼び、2 個の継手の設置位置

1 2,L L を図のように定義する。また、第 2 継手よりも左

側の配管を上流側配管、第 1 継手よりも右側の配管を下流

側配管と呼ぶ。 
 
2.2 実験方法および数値計算方法 

本実験では、図 1 の配管における水平方向（Y 軸方向）

に対する打撃実験および加振実験を行った。打撃実験では、

加速度センサ（小野測器社製 NP-3418）を配管の右端に

設置して、配管の左端をインパルスハンマ（小野測器社製 
GK-3100）で打撃した。そして、配管の右端における水平

方向の振動加速度信号を FFT アナライザ（小野測器社製  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

DS-3200）を用いて周波数分析を行い、伝達関数（イナー

タンス、基準値 1.0 m/Ns2）を求めた。また、固有モード

を測定する場合は、配管の左端から右端に掛けて 0.1 m 間

隔で打撃点を移動させながら合計 37 箇所で打撃試験を行

った。そして、各点における伝達関数から固有振動数毎の

振動振幅を求めた。また、加振実験では、加振器（B&K
社製 Type 4809）を配管の左端から 5 mm の位置に設置し

て、任意波形発生器（IWATSU 社製 SG-4321）からピンク

ノイズ信号を入力して配管を加振した。図 3 に示すように、

加振器と配管とは全ねじボルトを介して接合した。 
 一方、数値計算を行うにあたり、継手も含めて直線状配

管を 258 自由度の集中系にモデル化した。配管と継手はす

べて一様な中空丸軸として扱い、減衰については構造減衰

のみを考慮して、縦弾性係数 (1 )E E i   （ここに、損失

係数 0.005  ）とした。また、境界条件および支持条件

は自由端および自由支持とした。振動解析手法には、伝達

剛性係数法 5)を用い、水平面内曲げ自由振動および強制振

動解析を行って固有ペアおよび伝達関数を求めた。 
 
2.3 実験装置の妥当性について 
本節では、実験装置および数値計算モデルの妥当性につ

いて検証する。ここでは、図 4 に示すように継手を設置し

ない場合（No joint, NJ）、継手を 1 段設置する場合（Single 
joint, SJ）、2 段設置する場合（Double joints, DJ）の 3 種類

のモデルを取り扱う。そして、それぞれのモデルに対して、

上流側配管の左端を加振したときに下流側配管へ伝達す

る振動の大きさを比較する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 3. 配管と加振器の接合部 

図 1. 直線状配管モデル 

表 1 系パラメータ 

 Pipe Joint 
Outside diameter [m] 0.0254 0.033 
Inside diameter [m] 0.023 0.025 

Total length [m] 3.6 0.01 
Mass density [kg/m3] 7800 2330 

Young’s modulus [GPa] 188 52.5 10  図 2. 継手の代替として

用いたシリコンパ

イプ 

0.01 m 
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初めに、継手の設置位置を決めるために次のような数値

計算を行った。まず，継手の設置範囲内において 2 個の継

手の設置位置を総当たり的に変更しながら、周波数応答解

析を行った．そして、応答点（下流側配管の右端）におけ

る伝達関数 G（イナータンス，基準値 1.0 m/Ns2）を求め

た。また、固体伝搬音の発生周波数とされる 100 Hz から

500 Hz までの範囲における振動低減効果の評価値として

G の最大値 A を求めた。評価値 A は式(1)より求められる。 

  
2

1

Max 20log

1


    


 



N

yi
i

A G

G a
N

 (1) 

図 5 に、 1 2,L L 毎に求めた評価値 A をプロットした分布

マップを示す。凡例に示すように、評価値 A が大きい（振

動低減効果が小さい）領域を黒色で、評価値 A が小さい

（振動低減効果が大きい）領域を白色で示している。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この結果から、振動低減効果が最も大きくなる継手の設

置位置を調べると、 1 0.89 mL  , 2 0.42 mL  のとき（図

5 中の丸印の点）であった。以下，この位置に継手を設置

した場合を最良モデルと呼ぶ。同様に、振動低減効果が最

も小さくなる継手の設置位置を調べると、 1 0.85 mL  , 
2 0.12 mL  のとき（図 5 中の四角印の点）であった。以

下，この位置に継手を設置した場合を最悪モデルと呼ぶ。

 図 6(a)および(b)は、それぞれの設置条件で数値計算と打

撃実験により求めた伝達関数の結果である。数値計算結果

と実験結果を比較すると、両者は定量的に一致しているこ

とがわかる。最良モデルの結果を見ると、1 段設置時には 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 継手の設置方法 

(a) 継手なし (NJ) 

(b) 1 段設置 (SJ) 

(c) 2 段設置 (DJ) 

図 5. 1 2,L L ごとにおける評価値 A の分布図 
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図 6. 伝達関数の数値計算結果および実験結果、

並びに加振実験結果 

フレキシブル継手の 2段設置による配管振動の低減メカニズムに関する一考察 47



  

182 Hz 付近に大きなピークが現れているが、2 段設置にす

ることでそのピークが小さくなり、伝達関数が対象領域全

体で小さく抑えられている。一方、最悪モデルの結果を見

ると、2 段設置にしたことで 289 Hz 付近にかえって大き

なピークが現れていることがわかる。このような特徴は、

既報で示した結果とも一致している。また、図 6(c)は、そ

れぞれのモデルに対して配管の左端をピンクノイズ信号

を入力して加振して、配管の右端の振動加速度を測定した

結果である。この結果からも、伝達関数の結果と対応する

ように、2 個の継手の設置位置によって振動低減効果が異

なることが確認できる。 
 以上より、2 段継手による振動低減メカニズムを検証す

る上で、本報の実験装置および数値計算モデルが妥当であ

るといえる。 
 
3. 振動の低減メカニズムに関する考察 

 

本章では、継手を最良な位置に設置する場合（最良モデ

ル）と最悪な位置に設置する場合（最悪モデル）を対象と

して、継手の 2 段設置による振動低減メカニズムについて

考察する。まず、それぞれのモデルに対して自由振動解析

を行い、対象領域内に存在する固有ペアを求めた。図 7
および図 8 に最良モデルと最悪モデルの固有ペアを示す。

それぞれ左側の SJ1～SJ5 が 1 段設置時の結果であり、右

側の DJ1～DJ5 が 2 段設置時の結果である。また、図中の

破線は継手の設置位置を示している。固有ペアについては、

打撃実験によっても測定を行った。得られた結果の一部を

図 9 に示す。一部の固有振動数に多少の差異が生じている

ものの、数値計算結果と実験結果とは定量的に一致してい

ることが確認できる。 
 図 7 および図 8 の結果を見ると、固有モードの特徴とし

て、上流側もしくは下流側の配管にだけ振動モードが現れ

ているものがあることがわかる。図 6(a)の最良モデルの結

果において、1 段設置では 182 Hz 付近に大きなピークが

あり、それに対応する図 7 の SJ1 の固有モードを見ると、

配管全体に振幅の大きなモード形状が現れている。これに

対して、182 Hz に近い DJ2 の固有モードでは、下流側配

管のモード形状は SJ1 と変わっていないものの、上流側配

管のモード形状は全体的に節のような状態に変化してい

る。また、図 6(b)の最悪モデルの結果においては、1 段設

置では 289 Hz 付近のピークは大きくないが、2 段設置で

は大きなピークが現れている。これらに対応する固有モー

ドを比較すると、図 8 の SJ3 の固有モードでは、上流側の

モード形状が全体的に節となっているものの、289 Hz に

近い DJ3 の固有モードでは、下流側配管だけでなく上流

側配管にも振幅の大きなモード形状が現れている。このよ

うに、2 段設置の振動低減効果はモード形状の変化による

ものと推察される。 
提案している方法では、第 1 継手を設置した後、それよ

り上流側に第 2 継手を設置する。このため、第 2 継手は特 
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図 7. 最良モデルに対する固有ペアの計算結果 
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図 8. 最悪モデルに対する固有ペアの計算結果 
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(b) 最悪モデル 

図 9. 固有ペアの実験結果 
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に上流側配管の振動特性に影響する。また、継手の縦弾性

係数は配管に比べて非常に小さいので、上流側配管と下流

側配管の連成の度合いは弱いと考えられる。このことを踏

まえて、継手を 2 段設置した後の上流側配管を分離した上

で伝達関数を求め、モード形状との関係について調べた。 

最良モデルの場合、上流側配管の長さは 1.02 mであり、

最悪モデルの場合は 0.72 m である。左端を加振したとき

の上流側配管全体の伝達関数の平均を数値計算によって

算出した。図 10 に継手の最良および最悪設置位置の下流

側右端の伝達関数と 2 段設置時の上流側配管のみの伝達

関数を示す。図 10 の上段は図 6 に示した伝達関数の数値

計算結果と同一のものであり、下段は上流側配管単体に対

して伝達関数を求めた結果である。上流側配管単体に対す

る伝達関数は、数値計算モデルの全節点で求めた伝達関数

を周波数毎に平均して求めたものである。 
 図 10(a)の最良モデルの結果を見ると、1 段設置の伝達

関数 SJ で大きなピークの存在する 182 Hz 付近では、上流

側配管単体の伝達関数が極小値をとっており、反共振点と

一致している。一方、図 10(b)の最悪モデルの結果を見る

と、2 段設置の伝達関数 DJ で大きなピークが存在する 289 
Hz 付近では、上流側配管単体の伝達関数が極大値をとっ

ており、共振点と一致している。このことから、継手の 2 

段設置による振動低減効果のメカニズムは、次のように考

えることができる。 
まず、第 1 継手を設置して配管系が上流側と下流側に分

けられる。次に、下流側配管に振幅の大きいモード形状が

現れる共振点の振動を抑えるために、上流側配管に第 2
継手を設置する。その際、最良モデルのように下流側が共

振する振動数が上流側配管の反共振点と一致するように

第 2 継手の位置を調節する。これにより、上流側配管が加

振されても、上流側配管の振動は小さく抑えられるので、

結果として下流側配管に伝達する振動エネルギーも抑制

できる。反対に、最悪モデルのように下流側が共振する振

動数が上流側配管の共振点と一致すると、上流側配管に大

きな振動が発生して、下流側配管に振動エネルギーが伝達

してしまう。 
なお、最良モデルにおいて 150 Hz 付近と 390 Hz 付近に

上流側配管単体の共振点が存在しているが、これらの振動

数に対応する2段設置の固有モードDJ1とDJ4を見ると、

下流側配管のモード形状は全体的に節のような状態とな

っており、上流側配管が共振しても下流側配管に振動エネ

ルギーが伝達しにくいと考えられる。 

 
4. 結 言 

 

フレキシブル継手の 2 段設置による配管振動の低減メ

カニズムを解明するため、直線状配管を対象として実験と

数値計算の両面から検証を行った。本実験では、フレキシ

ブル継手としてシリコンパイプを利用した簡易的な実験

装置を用いたものの、継手の 2 段設置による振動低減効果

を再現することに成功した。そして、この直線状配管を解

析的に取り扱い、継手を設置することによる振動特性の変

化について調べた。その結果、第 1 継手を設置することで

上流側配管と下流側配管の連成の度合いが小さくなり、上

流側配管と下流側配管とが別々の振動特性を有すること

がわかった。第 2 継手を設置した場合も、上流側配管の振

動特性のみが変化した。このとき、下流側配管が共振する

振動数で上流側配管が反共振するように第 2 継手の設置

位置を調整することで、上流側配管の振動が抑えられ、下

流側配管に振動が伝達しにくくなることを示した。このよ

うに上流側配管の振動特性を調整して振動伝達を抑制す

ることが、フレキシブル継手の 2 段設置による配管振動の

低減メカニズムであると考えられる。 
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図 10. 配管全体および上流側配管単体に対する伝達

関数の比較 
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速度型地震計で利用する非線形ばねの試作および基本特性評価

貞方 啓希 a)・盆子原 康博 b)・濵畑 貴之 c)・寺薗 信一 d)・前田 貴博 e) 

 
Fabrication and Evaluation of Nonlinear Springs for a Velocity 

Seismometer
 

Hiroki SADAKATA, Yasuhiro BONKOBARA, Takayuki HAMAHATA, 
Shinichi TERAZONO, Takahiro MAEDA 

Abstract

    The authors have developed a domestic borehole seismometer for observing volcanic microearthquakes. In this 
kind of seismometer, the L-4C-3D short-period velocity seismograph are generally being used, since it has been 
designated as a specification criterion of velocity seismograph by Japan Meteorological Agency. In this study, with 
the L-4C vertical directional short period seismometer as objects to be analyzed, the seismic system structure using 
nonlinear springs and its vibrational properties are examined. In addition, the simple equipment of a seismic system 
having nonlinear springs is developed and the vibrational properties of the equipment are compared with that of the 
actual equipment experimentally. 

 
Keywords:  Mechanism, Natural frequency, Seismic system, Seismometer, Nonlinear spring 
 

1. はじめに 

 

 我が国は、世界の活火山の約 6 割を有する環太平洋火山

帯にあり、全国には 111 もの活火山が存在している。宮崎

県は、霧島連山をはじめ桜島や阿蘇山などの活火山に囲ま

れた地域であり、近年の火山活動の活発化により、住民の

生命や財産ならびに農畜産業などの経済活動が甚大な影

響を受ける危険性が高まっている。気象庁は、平成 21 年

に火山噴火予知連絡会において「火山防災のために監視・

観測体制の充実等の必要がある火山」として選定された

47 火山およびその後に追加された 3 火山に対して 24 時間

体制で常時観測と監視を行っている 1)。火山活動を観測す

る方法としては、震動観測、空振観測、地殻変動観測、熱

観測、火山ガス観測などがあり、用途毎に様々な計測器が

利用されている。このような背景の中で、本研究では産学

連携の一環として、震動観測で用いられるボアホール型地

震計 2)の開発を行っている。 
ボアホール型地震計は、火山性微小地震を観測するため

の地震計の一種であり、地表での人工的なノイズを低減す

るために、地下数千メートルまで掘削された観測井の中に 
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b)機械設計システム工学科准教授 

c)教育研究支援センター技術職員 

d)株式会社アコー代表取締役 

e)株式会社アコー 

設置される。地震計には、観測する状態量や震動の周期

や大きさに応じて様々な種類があるが、本研究ではとくに

サイズモ系の測定原理を利用した速度型地震計に着目す

る。この種の地震計としては、米国の Sercel 社製の 3 成分

短周期速度型地震計(L-4C-3D)が広く普及している。L-4C-
3D は、気象庁が定めた緊急設置用火山観測装置の製作に

おける仕様基準になっており 2)、これまでに国内の多くの

観測点で使用された実績がある。 
 本研究では、L-4C-3D 相当の性能を達成しつつ、独自の

機構を導入した純国産のボアホール型地震計の開発を目

指している。そこでまず、L-4C-3D の構造と構成要素の特

性について調べた。L-4C-3D は上下、東西、南北の 3 成分

の震動を測定する地震計であるが、本報では、上下動成分

のみの震動を計測するタイプの地震計(L-4C)を対象とし

て分解と組立を行い、構造の分析を行った。詳細について

は後述するが、L-4C では非線形特性を有するダイヤフラ

ムばね 3)を利用することで、1 Hz 程度の固有振動数を有す

るサイズモ系を実現していることがわかった。そこで、こ

のばねの構造と特性について調べるために、実機と同等の

ダイヤフラムばねを製作するとともに、製作した非線形ば

ねを用いてサイズモ系を試作した。そして、実機と試作機

に対して打撃試験および加振実験を行って動特性につい

て比較を行い、試作機の性能を評価した。 
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2. 上下動成分地震計 L-4C 

 

2.1 基本構造 
 図 1(a)は、上下動成分地震計 L-4C を分解したときの写

真である。L-4C は、アルミ製の円筒シェルの中にサイズ

モ系（1 自由度ばね-質量系）を構成するセンサ本体が設置

されている。図 1(b)はサイズモ系の模式図である。このサ

イズモ系は、主に中央にある軸とその軸を貫通する円筒か

らなる。軸の中央部には永久磁石が固定されており、円筒

の上下にはコイルが設置されている。この円筒がサイズモ

系における質量要素に相当する。軸と円筒は、図 2 に示す

ような非線形ダイヤフラムばねによって結合している。非

線形ダイヤフラムばねは軸の上下にそれぞれ 4 枚ずつ設

置されており、非常に特徴的な特性を有している。 
 いま、軸を水平な基礎の上で鉛直に立てて静置すると、

円筒が軸の中央付近で平衡する。このとき、ばね要素はす

べて平坦な状態となる。その後、基礎を上下に振動させる

と軸も一緒に振動し、軸に固定された永久磁石と円筒に設

置されたコイルとの距離が変化する。このとき、電磁誘導

の原理によって磁石と円筒の相対速度に比例した起電力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

がコイルに生じる。円筒が慣性系において常に静止してい

れば、発生した起電力から基礎の速度を計測することがで

きる。そのためには、サイズモ系の固有振動数をなるべく

低くする必要がある。実際に実機のサイズモ系の固有振動

数を測定したところ、約 1.1 Hz であった。コイルを含む円

筒の質量は 0.96 kg であり、固有振動数を実現するには、

ばね定数は 46 N/m 程度である必要がある。しかしながら、

この大きさのばね定数では 1 kg 程の円筒の自重を支持す

ることはできない。この点について詳しく調査した結果、

L-4C では、非線形ダイヤフラムばねを利用して固有振動

数の低減化を実現していることがわかった。 
 
2.2 非線形ダイヤフラムばね 
 L-4C で使用されている非線形ダイヤフラムばね（以下、

単に非線形ばねと呼ぶ）の構造と特性について実験的に調

べた。まず、ICP 発光分光分析により成分分析を行った結

果、ばねの材質はベリリウム銅(C1720)に近いものであっ

た。形状は、厚さ 0.32 mm の薄板からなり、外径 67.0 mm
と 46.7 mm の 2 つのリングが 3 本の細い梁で結合してい

る。また、図 2 に示すように、無負荷時の状態では内側の

リングが引き上げられた状態となっている。 
 次に、非線形ばねのばね特性について調べるため、静荷

重実験を行った。図 3 に示すように、非線形ばねを電子天

秤の上に置き、内側のリングをハイトゲージに取り付けた

アームで押し下げながら荷重の変化を測定した。図 4(a)は、

ばねの変位と荷重の関係を求めた結果である。この図では、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) 外観 

 

 
(b) 模式図 

図 1. 上下動成分地震計 L-4C 

 
図 2. 非線形ダイヤフラムばね 

 
図 3. ばね特性試験の様子 
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ばねが平坦になったときを原点(0 mm)としている。図中の

横軸は、内側のリングの位置（下向きを正）を示し、縦軸

は荷重の大きさを示している。図 4(b)は、図 4(a)で求めた

荷重変位曲線の勾配からばね定数を求めた結果である。 
 図 4(a)の結果を見ると、無荷重時(-21 mm)の位置からば

ねの変位が大きくなるにしたがって荷重が増しているが、

その変化は線形的ではなく、原点付近では曲線の勾配が非

常に緩やかになり、原点を過ぎるとまた勾配が大きくなっ

ている。これは、図 4(b)に示すように、初期状態の付近で

はばね定数が大きく、平坦位置近傍ではばね定数が非常に

小さくなるという非線形ばね特性を有していることを表

している。したがって、ばねが平坦になる位置がブロック

の自重に対する静的平衡位置となるようにサイズモ系を

設計すれば、平衡点まわりではばね定数が非常に小さくな

るので、サイズモ系の固有振動数を大幅に低減することが

できる。L-4C では、このようなばね特性を利用して、1 Hz
の固有振動数を実現している。 
 

3. サイズモ系の試作 

 

3.1 非線形ばねの製作 
 本報では、実機の特徴を再現する目的で、実機を参考に

してサイズモ系の試作を行った。非線形ばねの製作にあた

っては、ばねの材料には実機のものと同じベリリウム銅

(C1720)製薄板を用いた。形状については、実機と同一に設

計した。ただし、実機では上下 8 枚とも板厚 0.32 mm の材

料を用いているが、入手が困難だったため、板厚 0.30 mm
と 0.35 mm の薄板を組み合わせて使用することとした。 
具体的な製作方法は次の通りである。まず、放電加工によ

りベリリウム銅薄板から原型となるばね要素を切り出す。

次に、切り出したばね要素を適当に引き伸ばした状態で治

具に固定し、そのまま電気炉に入れて熱処理（焼きなまし）

を行い、残留応力を除去する。このときの熱処理の時間は

180 分、温度は 315 度とする 4)。その後、十分な時間炉冷

することにより、図 2 のような非線形ばねが完成する。 
本検討では、上述の方法により非線形ばねを複数個製作

した。そして、上下 4 枚ずつ組み合わせて、なるべく実機

に近いばね特性が得られるように、使用するばね要素を選

定した。その結果、試作機では上下とも板厚 0.30 mm のも

のを 3 個、板厚 0.35 mm のものを 1 個用いることにした。

ばねを上下 1 枚ずつではなく、4 枚ずつ用いることの利点

としては、ばね定数の調整が容易となることが挙げられる。

試作したばねでは、同一条件で熱処理を行ってもばね特性

に多少のばらつきが生じた。図 5 に、ばね特性に極端な差

違が生じた場合の一例を示す。図中の 2 つのばねでは、熱

処理後のばねの高さに違いがあり、これがばね特性に大き

く影響しているようである。特に、ばねの高さが 18.0 mm
よりも高くなると、原点（0 mm）付近におけるばね定数が

負となってしまう。このように、1 枚のばねで所望するば

ね特性を得ることは困難であり，大小差異のあるばねを複

数組み合わせた方が効率的である。その他の利点としては、

ばね表面の応力の軽減やおもりの運動を拘束するガイド

としての役割が挙げられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) 荷重－変位特性 
 

 

(b) ばね定数－変位特性 

図 4. ばね特性試験結果 
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図 5. ばねの高さと特性の関係 
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図 6 は、上側の 4 枚の非線形ばねを組み合わせた状態

で、前章と同様の方法で静荷重実験を行った結果である。

図 6 の表示は図 4 と同様であり、比較のため、実機の非線

形ばねを用いて同様の実験を行った結果も示している。こ

の結果を見ると、製作した非線形ばねの特徴は実機と類似

しており、ばね要素の平坦位置近傍でばね定数が最小とな

ることが確認できる。ただし、ばねが平坦になるときの荷

重は実機よりも 0.3 N 程度小さくなっており、ばね定数は

若干大きくなっている。 
 

3.2 試作機 
 製作した非線形ばねを用いてサイズモ系の試作機を製

作した。図 7 に試作機を示す。ばね要素以外に製作したの

は、実機のコイルを含む円筒部分に相当するブロックであ

る。ただし、本実験では振動特性についてのみ検討するた

め、ブロックにはコイルは設置しておらず、炭素鋼(S45C)
とアルミ合金(A5052)とを組み合わせて質量を調整しなが 

ら製作した。その他、中心の軸やばね間に設けるスペーサ

ー等については実機のものを使用し、永久磁石については

設置していない。ブロックを調整したところ、質量を約

0.84 kg とすれば、実機と同様に平衡位置で非線形ばねが

平坦となった。ブロックの質量が実機の円筒よりも小さく

なったのは、図 6 に示したように製作した非線形ばねでは

支えられる荷重が実機よりも小さいことに起因している。 
 

3.3 性能評価 
 試作機と実機のサイズモ系としての性能について比較

した。まず、それぞれのサイズモ系を水平な基礎上に設置

し、円筒部分を打撃して自由振動させた。測定した自由振

動波形および周波数分析結果を図 8 に示す。この結果を見

ると、試作機の固有振動数は 1.25 Hz であり、実機に比べ

て若干高くなっている。これは、図 6(b)に示したように、

平衡点でのばね定数が実機よりも若干大きいことに起因

している。また、図 8(a)の自由振動波形から、試作機の減

衰は非常に小さいことがわかる。比例粘性減衰を仮定して、

減衰比を求めると実機では 0.16 程度であるのに対して試

作機では 0.005 程度であった。この原因として磁界の影響

が挙げられる。実機では軸に永久磁石があり、振動時に磁

界の中で導電性の高い円筒が運動すると円筒に渦電流が

発生する。その結果、円筒の相対運動を妨げる向きに磁気

抵抗力が作用する 5)。ここで、実機を用いた磁石有無によ

る自由振動波形の比較を図 9 に示す。この図より、磁石あ

りの場合は約 3 秒で振動がおさまっているのに対し、磁石

なしの場合は 20 秒後もまだわずかな振動が続いていたた

め、磁石の有無が減衰に大きく関わっていることが分かる。

このことから、試作機には永久磁石を設置しなかったこと

が減衰が小さくなった最大の原因であると考えられる。 
 次に、図 10 に示すように、サイズモ系を加振機の振動

台（松平式振動試験器）の上に置き、鉛直方向に加振して

振動応答を測定した。実験条件として、加振振動数の範囲

0.8 Hz から 40 Hz まで変動させた。加振振幅は、振動数が 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) 荷重－変位特性 

 

 

(b) ばね定数－変位特性 

図 6. ばね特性の比較 
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図 7. 試作機 
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0.8 Hz～8.0 Hz までは片振幅で約 0.5 mm とし、9.0 Hz～40 
Hz までは片振幅で約 0.3 mm とした。また、振動台と円筒

部分の変位をそれぞれレーザー変位計で測定した。 
 図 11 に測定結果を示す。図 11 の横軸は加振振動数であ

り、縦軸は加振台および円筒の変位振幅をとっている。ま

た、実機の結果を丸印で示し、試作機の結果を三角印で示

している。地震計では、円筒と基礎（振動台）間の相対速

度に比例して起電力が生じるので、円筒の振動振幅が零で

あることが求められる。図 11 の結果を見ると、両者とも 
固有振動数である 1.0 Hz 付近に共振ピークがあり、5.0 Hz
以降の振動数では円筒の振幅は零に近い値を取っている。

20 Hz 以降では両者とも若干振幅が大きくなっているが、

これは実験時にサイズモ系を加振台に固定しておらず、装

置に微小な揺れが生じたためである。このように、実機と

試作機の振動応答に大きな差違がないことから、製作した

非線形ばねによって実機のサイズモ系の特性を十分に再

現することができたといえる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 結論 

 

火山性微小地震を観測するためのボアホール型地震計

の開発を目指して、上下動成分地震計 L-4C の構造分析を

行うとともに、サイズモ系の試作機を製作した。L-4C で

は、非線形ダイヤフラムばねを利用することで、サイズモ

系の振子の自重を支えつつ、固有振動数を 1 Hz 程度まで

低減していることを確認した。また、この非線形ダイヤフ

ラムばねとそれを用いたサイズモ系を製作し、実機と同程

度の性能を達成することができた。以上の結果を踏まえて、

 

(a) 自由振動波形 

 

 

(b) 周波数分析結果 

図 8. 実機と試作機の比較 
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図 9. 磁石有無の比較 
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図 10. 加振実験の様子 

 

図 11. 加振実験結果 
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現在、3 成分速度型地震計への応用に向けた新しい機構の

開発を進めている。 
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Sr8Ti7S21結晶の熱電特性 
 

上水樽 昂樹 a) ・永岡 章 b)・吉野 賢二 c) 

 
Thermoelectric properties of Sr8Ti7S21 crystal 

 

Koki KAMIMIZUTARU, Akira NAGAOKA, Kenji YOSHINO 
  

Abstract 
 

We report growth of Sr8Ti7S21 crystal by solid-state reaction and characterization of its thermoelectric properties. 
Sr8Ti7S21 bulk crystals were fabricated in vertical furanace from 650 to 900 ºC. Sr8Ti7S21 polycrystalline sample could 
be obtained from growth temperature of 800 ºC. The samples became to stoichometry as the increasing growth 
temperarure. The conduction type showed n-type and the Seebeck coefficient of -234 μV/K at 323 K. These results 
indicated Sr8Ti7S21 a promising new thermoelectric material. 
 
Keywords:  Sr8Ti7S21, Bulk Crystal, Thermoelectric materials 

 
1. はじめに 
 

現代社会において最も一般的なエネルギー源である石

油などの化石燃料は、様々なエネルギーへと変換されてい

るが、その大部分は排熱として大気中に捨てられている 1)。

エネルギー需要の増加と化石燃料の埋蔵量の減少により

代替エネルギー源が求められている。主な解決策として再

生可能エネルギーが挙げられているが、その中でも熱電発

電は排熱を電気に直接変換できる唯一の方法として注目

されている 2)。熱電材料の変換効率は無次元性能指数(ZT)
によって決定され、以下の式で表される。 

𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑆𝑆2𝑍𝑍
𝜅𝜅𝜅𝜅             (1) 

 

ここで S、ρ、κ はそれぞれゼーベック係数、電気抵抗率、
熱伝導率である。(1)式より高い変換効率を得るためには
熱伝導率あるいは電気抵抗率が小さい材料が必要になる。 
現在実用化されている熱電材料の多くは Bi2Te3-Sb2Te3

や PbTe、PbSeなど、テルル(Te)やセレン(Se)の化合物であ
る。これらの材料は良い性能を示す一方、Teや Seが希少
元素であることから資源枯渇の可能性がある 3)。このよう

な観点から硫化物熱電材料は、脱テルル・セレン熱電材料

として近年特に大きな注目を集めている。これまでに

NdGd1.02S34), Cu4Mo6S85), PbS6)等の研究が進められてきた。 
本研究では硫化物熱電材料として、Sr8Ti7S21に着目した。

Sr8Ti7S21は c軸に長い単位格子(a =11.5 Å, c =47.5 Å)を有し
ていることから低い格子熱伝導率が期待される 7)。 

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 
b) 環境・エネルギー工学研究センター助教 
c) 電子物理工学科教授 

また、Ⅱ族の Srが Ti-S八面体の間隔に存在することに 
より結合が緩いと考えられ、この結合によるフォノン散乱

が期待できる。したがって Sr8Ti7S21は高効率な熱電材料を

実現できる可能性がある。現在、Sr8Ti7S21は結晶構造につ

いての報告 7, 8)はあるが電気特性や熱電特性などに関する

報告がなく、熱電材料としての物性が知られていない。そ

こで、本研究ではホットプレス法により Sr8Ti7S21結晶を作

製し、熱電材料としての可能性を検討した。 
 
2. 実験 
 

 硫化ストロンチウム(SrS、99%、株式会社高純度化学研
究所)と硫化チタン(TiS2、99.9%、株式会社高純度化学研究
所)の粉末を化学量論比で混ぜ合わせた。混ぜた材料をカ
ーボンダイス(内径 10 mm)に入れ、成長温度650 -700 °C、
圧力7.7 MPa、成長時間1時間で結晶成長を行った。650 °C
で作製した試料をas-試料として、石英管に真空封入後、
800-900 °Cで24時間アニール処理を行った。得られたサン
プルの構造特性を粉末X線回折(XRD)法、組成分析をエネ
ルギー分散型X線分析(EDX)、電気特性をホール効果測定、
ゼーベック特性をゼーベック係数により分析した。 
 XRD測定は PANalytical製の X'Pert-Proを用いて加速電
圧を 40 kV、管電流を 40 mA、光源は CuKaを 1.54 Åで測
定を行った。また、XRD 結果より、粒径、半値幅の算出
も行った。EDX では SU-3500 型日立走査型電子顕微鏡を
用いて、加速電圧を 20 kVとして測定を行った。ホール測
定は Ecopia 社製 HMS-3000SP Hall Effect Measurement 
System を使用した。オーミック電極として In を蒸着し、
磁束密度を 0.5 T、測定温度を 300 Kとして測定を行った。
ゼーベック測定は ULVAC 製の ZEM-3 を用いて測定範囲
50-400 ℃、測定間隔 50 ℃で行った。 
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3. 結果 

 

3.1 結晶成長 

 作製したSr8Ti7S21バルク結晶の結晶画像をFig. 1に示す。
バルク結晶の大きさは直径10 mm、厚さは約2 mmの円柱
状である。表面の状態については、成長温度650、700 °C
のサンプルでは表面が粗く、肉眼で確認できるほどの凹凸

が観察された。成長温度800、900 °Cでは表面の粗さがな
くなり滑らかな表面が観察された。 

Fig. 1 Sr8Ti7S21の結晶画像 
 
3.2 結晶構造と異相 

 作製したSr8Ti7S21を調べるためにX線回折による評価を
行った。Figs. 2, 3に成長温度を変化させた際のXRD測定結
果とXRD測定より算出した半値幅の結果を示す。700 °C
以下で作製したサンプルは、Sr8Ti7S21の強度が弱く、原料

であるTiS2と一致するスペクトルが観察され異相を確認

した。800 °C以上で作製したサンプルにおいてas- 試料を
アニールすることで未反応のTiS2のピークが消え、

Sr8Ti7S21の単相が得られた。 

Fig. 4は、Sr8Ti7S21の面方位を基にXRDの測定結果から得
られた半値幅と以下のシェラーの式によって粒径を求め

た。 

𝐷𝐷＝ 𝐾𝐾𝐾𝐾
𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐           (2)  

ここで K、λ、Bはそれぞれシェラー定数、X線の波長、
半値幅である。本研究では、Sr8Ti7S21 の強度が最も強い
(201)面の半値幅とK=0.9として算出した。半値幅は
Sr8Ti7S21 の単相を同定した900 °Cで作製したサンプルに
おいて結晶品質が最も良く0.14°であり、成長温度が増加
するにしたがい結晶品質が良くなる傾向を示した。粒径も

同様に成長温度が増加するにしたがい増加する傾向を示

した。成長温度が700-800 °Cにおいて粒径が大幅に増加し
ている。これは700-800 °Cの間にSr8Ti7S21の結晶成長が促

進され始めたことに由来するもので考えられる。また、

800-900 °Cの間にSr8Ti7S21の焼結がさらに促進された為、

温度を増加させることで結晶性が増し、粒径が増大したと

思われる。 
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Fig. 3   XRD測定結果より求めた半値幅 

Fig. 4  XRD測定結果より求めた粒径 
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Fig. 6 Sr8Ti7S21結晶のキャリア濃度 

3.3 組成分析と点欠陥 

作製した Sr8Ti7S21 の組成やキャリア濃度と成長温度の

関係を調べるために、EDX 組成分析とホール効果測定か
ら評価を行った。今回、同一サンプルで 3箇所測定し、そ
の平均値を載せたものを Fig. 5に示す。Fig. 5の各線は各
構成元素の化学量論的組成比を示す。今回作製したサンプ

ルの誤差は大きいもので±3 %程度であった。EDXの結果
より、全てのサンプルにおいて S-poor を示した。これは
高温で熱処理することで蒸気圧の高い S が結晶から抜け
たと考えられる。また、今回作製したサンプルは成長温度

が増加するにしたがって封入量と対応した組成比が得ら

れた。これは、成長温度を増加させることで、原料の反応

が促進されたと考えられる。 

作製したサンプル組成比は Sr-poor 、Ti-rich、 S-poor の
傾向が得られた。このことから点欠陥として、Sr空孔(VSr)、
S空孔(VS)、格子間 Ti(Tii)、Srサイトの Ti(TiSr)などが考え
られるが、これらのサンプルはゼーベック測定の結果より

n型であった。また、類似した化合物半導体の SrTiO3では

酸素の空孔は欠陥生成エネルギーが低く Sr は置換されや
すい 12)。以上により、ドナー性欠陥として、VSと TiSrが

アクセプタ性欠陥より多く含まれていると考えらえる。 
Fig. 6より成長温度が増加するにしたがいキャリア濃度

は減少する傾向を示した。中でも 700 °Cから 800 °Cにか

けてキャリア濃度は大幅に減少した。これは、XRD の測
定結果より、700 °C 以下で確認された原料の TiS2(2×1020 
cm-3)13)が影響していると考えられる。また、Fig. 7より成
長温度が増加するにしたがって移動度が増加する傾向を

示した。これは成長温度 650、700 °Cにおいては結晶中の
粒子の焼結が進行せず、粒界の割合が増加することによる

と考えられる。そのため粒界散乱の影響が支配的となり、

移動度が低くなったと考えられる。 
 

3.4 熱電特性 

 HP法により作製した成長温度 650-900 °Cのサンプルの
ゼーベック係数、パワーファクターの温度変化を Figs. 8, 
9に示す。ゼーベック係数が負であることから n型伝導を
確認した。ゼーベック係数は測定温度の増加に伴い減少

する傾向を示した。この現象はキャリアの熱励起に起因

するものと考えられる 14,15)。800 ℃で作製されたサンプ
ルで最大のゼーベック係数-234 μVK-1 を示した。 
パワーファクターは、測定温度の増加にしたがって増加

する傾向を示し、抵抗率は測定温度の増加に伴い減少する

通常の半導体挙動を示した。最大のパワーファクターは

700 ℃で作製したサンプルで 3.81 μW/mKであった。650, 
700 ℃で作製したサンプルは測定温度が 250 ℃をさかい
に減少する傾向を示した。これは Fig.10に示すように測定
温度が 250 ℃以上になると抵抗率が金属的な振る舞いに

Fig. 5 Sr8Ti7S21結晶の組成比 
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変化しすることによると考えられる。 

 
4. 結論 

 

粉末 2元系材料 SrS、TiS2を用いて、ホットプレス法に

より Sr8Ti7S21結晶の作製を試みた。 
 X線回折の結果より、700 °C以下で作製したサンプルは、
Sr8Ti7S21の強度が弱く、原料である TiS2と一致するスペク

トルが観察され異相を確認した。これは 700 °C以下で作
製したサンプルは反応が不十分であったためと考えられ

る。800 °C以上で作製したサンプルにおいて as- 試料をア
ニールすることで未反応の TiS2のピークが消え、Sr8Ti7S21

結晶の単相が得られた。半値幅は Sr8Ti7S21結晶の単相を同

定した 900 °Cで作製したサンプルにおいて結晶品質が最
も良く 0.14°であり成長温度が増加するにしたがい結晶品
質が良くなる傾向を示した。粒径も同様に成長温度が増加

するにしたがい増加する傾向を示した。 
 エネルギー分散型 X 線分析により成長温度が増加する
にしたがって封入量と対応した組成比が得られた。また、

傾向的には Sr-poor Ti-rich S-poor の結果が得られた。サン
プルはゼーベック測定の結果より n型であったので、ドナ
ー性欠陥の VSがアクセプタ性欠陥より多く含まれている

と考えらえる。 

ゼーベック係数は測定温度の増加にしたがって減少する

傾向を示した。この現象はキャリアの熱励起に起因するも

のと考えられる。800 ℃で作製されたサンプルで最大のゼ
ーベック係数は-234 μVK-1 を示した。 
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Fig. 10 Sr8Ti7S21結晶の抵抗率 

Fig. 9 Sr8Ti7S21結晶のパワーファクター 
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ゲル化燃焼法により作製した希土類添加 
アルミン酸ストロンチウム蛍光体の応力発光特性の評価 

 
児玉 直弥 a)、松本 知真 a)、横山 宏有 b)、境 健太郎 c)、前田 幸治 d) 

 
Mechano-luminescence properties of rare-earth doped strontium 

aluminate phosphor prepared by gel-combustion method 
 

Naoya KODAMAa), Kazuma MATSUMOTOa), Hirosumi YOKOYAMAb), Kentaro SAKAIc), 
Koji MAEDAd) 

 

Abstract 

 
 Strontium aluminate phosphor was synthesized using the gel-combustion method. The effect of changing the amount 
of Sr on the optical characteristics was evaluated. The Photo-luminescence and Mechano-luminescence intensities were 
greatly increased by reducing the amount of Sr. It seems that the trap state in the crystal changed. From the TL 
measurement, it was found that the total amount of carriers trapped in the sample were reduced with amount of Sr 
increasing, but the activation energy of the trap level did not change. So, increase in ML intensity was found to be due 
to increase in trap level. The activation energy was about 0.55 eV for all samples, consistent with previous studies. 
 

Keyword: Combustion synthesis, Mechano-luminescence, Thermoluminescence, Activation energy, trap level 

1. はじめに 

 

1.1 応力発光材料 

応力発光(ML:Mechano-luminescence)は、材料を破壊に至

らない外部応力で刺激し、トラップされたキャリアを発光

再結合させる現象である。この材料を用いると応力を光と

して可視化することができる。このシンプルで便利な特性

から近年注目されているのが、構造物にかかる応力分布の

測定,可視化である。構造物表面に応力発光材料を塗布す

ることで、亀裂や表面まで達していない内部歪みまで可視

化することができる 1)。その他にも応力の面分布センサー

や医療分野への応用が期待されている。 

現在、最も強い ML 強度を示す材料として、緑色の発光

波長をもつ SrAl2O4:Eu,Dy(SAOED)蛍光体がよく知られて

いる。またこの物質は代表的な長残光蛍光体の一つで、表

示プレートや道路標識などとして広く普及している。 

蛍光体の発光過程には、フォトルミネッセンス(PL)、残

光(AG)、熱ルミネッセンス(TL)など多くの種類が存在する。

SAOED 蛍光体において発光中心は Eu2+の 4f5d 遷移であ

り、電子トラップとして Vo、正孔トラップとして VSr、正

孔トラップの賦活剤として Dy が働くと考えられている
2)  。 

a)工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b)電子物理工学科助教 

c)産学･地域連携センター 機械分析部門 

d)電子物理工学科教授 

 

 

 

Fig.1 に現在提案されている SAOED 蛍光体の発光メカ

ニズムの一例を示す。光照射によって励起された電子は、

一部 PL 光として再結合し、他の電子は酸素空孔などの電

子トラップに捕獲される。励起光を遮断すると室温のエネ

ルギーで電子がトラップ準位から徐々に解放され、これが

残光となる。ここにさらに外部からエネルギーを与えると

トラップの深い部分から電子が解放される。力学刺激によ

る解放が ML、熱エネルギーによる解放が TL となる。 

 
1.2 燃焼合成法 

 燃焼法とは原料の燃焼反応(発熱反応)を利用してセラ

ミックスを合成する手法である。原料金属硝酸塩の混合水

溶液に尿素などのゲル化剤を加え攪拌すると、加えたゲル

化剤の配位子によって複数の金属イオンが配位高分子を

形成し、ゲル状になる。さらに硝酸塩が酸化剤、尿素は燃

Fig.1 Mechanism of luminescence 
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料としても作用し、低温電気炉で燃焼させると発熱反応に

よりで瞬間的に高温となる。液相での工程があるため、固

相法に比べて均一な原料の混合が見込め、ナノ粒子を作製

する方法として知られている。 

 

1.3 本研究の目的 

 本研究室ではこれまで固相反応法で SAOED 蛍光体を

作製、評価してきた。3)そこで本研究では燃焼法を用いて

応力発光材料の合成を試みた。そして従来の固相反応法試

料と比較する。また Sr 量を変化させることにより酸素欠

陥の状態が変化することを期待し、トラップ準位の深さと

トラップ量について評価する。 

 

2. 実験 

 

2.1 作製方法 

 原料として Sr(NO3)3･H2O、 Eu(NO3)3･H2O、 Al(NO3)3・

H2O、  Dy(NO3)3･6H2O、燃料かつゲル化剤として尿

素:CO(NH2)2、溶融剤としてホウ酸:H3BO3 を使い、化学量

論組成に基づき作製した。燃焼反応後、試料の見かけの体

積は大きく膨張し、白い燃え殻のような外観(Fig.2(a))で
得られる。これを粉砕後プレスし、還元雰囲気(Ar/H2 = 
95%/5%)でアニール処理することで作製した。最終的に得

られた試料は PL,TL 測定用のバルク試料と、ML 測定用

の膜試料にそれぞれ加工した。バルク試料は高さ 2mm の

円柱状に削り底面と上面を紙やすりで研磨した。膜は試料

とエポキシ樹脂を質量比 1:1 で混合し、スライドガラス上

に塗布、乾燥後厚さ 0.2mm に研磨した。試料の焼結前後

での走査電子顕微鏡増像を Fig.2(b)と Fig.2(c)に示す。 

 

 比較のために固相反応法で化学量論組成の試料を作製

した。これは以前から本研究室で用いられている作製方法
3)で作製した。 

 

2.2 測定 

 試料の結晶構造評価の目的で XRD 測定を行った。発光

遷移を見るために PL 測定、トラップ準位の状態を TL 測

定によって測定した。 

 

3. 結果および考察 

 

3.1 XRD, PL測定結果 

 Fig.3 に燃焼法で作製した化学量論組成試料の XRD 測

定結果を、固相法の結果と併せて示す。ICDD:01-074-0794
のピークデータと一致し、単相の SrAl2O4結晶と同定した。

Sr 量を変化させた試料でも同様の結果を得た。 

 XRD 測定の結果から格子定数を計算した。燃焼法、固

相法試料それぞれの化学量論組成試料について Table 1 に

示す。燃焼法試料では固相法試料に比べて格子体積が約

1.8%小さくなる結果を得た。このことから燃焼法の瞬間的

な高温発熱反応が結晶中に何らかの空孔を生成し、格子体

積が小さくなったと考えられる。次にシェラーの式から 2
試料の結晶粒径を計算した結果、燃焼法試料で 60 ± 2nm、

固相法試料で 56 ± 1nm となった。燃焼反応によって微小

粒子を生成する燃焼法であるが、後の焼結過程によって結

晶粒径の点では固相法と大きな違いは見られなかった。 

Fig.4 に化学量論組成試料の PL 測定結果を示す。スペク

トル形状はほぼ相似であり、通常の Eu2+イオンを発光中心

とする 4f65d→4f 遷移の発光が見られた。また、燃焼法試

料ではピークがブルーシフトする結果を得た。 

これは Rivera らの結果 9)とよく一致し、Eu2+の励起準位

である 4f65d 軌道が結晶場の影響を受けて縮退したためと

考えられる。これは 2 価の希土類イオンでよく見られる現

象で、Fig.5 に示すように 4f65d 準位が混成軌道を成すため

電子軌道状態が広がっているので周りの結晶場の影響を

受けやすいことに起因する。 

Fig.3 XRD pattern of prepared sample for 
both methods 

Table 1. The lattice constants depending on 
 fabirication method 

Fig.2 The morphology of each stages of sample  
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3.2 ML測定 

 ML 測定結果を Fig.6 に示す。まず、燃焼合成法によっ
て固相法試料と同程度のML強度を得ることができた。ま
た、Sr 量を減らすと ML 強度が増加し、Sr 量を増やすと
減少した。Sr量に強い相関が見られた。 

 

 

3.3 TL測定結果 

 TL 測定によって試料のトラップ深さと、トラップ量
を定量化できる。試料の昇温速度 βを 40℃/minで固定し、
ML 測定において発光が見られた x = - 0.02～0.04 の 4 試
料の TL測定を行った。得られたグローカーブの積分強度
を縦軸に取ると Fig.7のようになった。これはML強度の
傾向と一致した。このことから、TL 測定で熱的に解放さ
れた電子の一部が MLに寄与していることが予想される。 
また β = 10～70 [℃/min] の範囲で測定した TL結果を用

いて Hoogenstraaten の式 12)を用いて Sr 量を変化させた試
料の活性化エネルギーを求めた。 

ln ( β/Tm2 ) = - ( ε/k ) ( 1/Tm ) + ln ( sk/ε ) 
( s: 頻度因子, k: ボルツマン定数, β: 昇温速度, 
Tm: ピーク温度, ε: トラップ準位の活性化エネルギー) 
全ての試料で 0.53 ± 0.02 [eV] となり、固相法による
SAOED蛍光体の文献値( 0.57 [eV] )13) と近い値となっ
た。 
 

3.4 考察 

XRD の結果から格子体積が減少しているため燃焼法は
Voを生成しやすいと考えられる。また Sr量を減らした試
料での TL測定の結果よりトラップの総量が増加している
ので、これらを合わせると格子体積の減少は電子トラップ

として働く Voの増加と関連している。 

 Sr組成を変化させたところ活性化エネルギー(トラップ
深さ) は変化せず、トラップされるキャリアの総量(トラ
ップ量)が増加する結果を得たことから、Sr原料を減らし
た試料では Voの量が増加したと考えられる。これは、Sr
量を減らすことで Sr空孔の形で欠陥が導入され、電荷補
償のため Voの量が増加したものと思われる。トラップ準

位は分布を持っていると思われるので、伝導帯から見て

深い位置のトラップ量が増加したことによりML強度の
増加が説明できる。 
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Fig.6. ML intensity of each sample 
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Fig.5 Energy diagram of 4f65d level degeneration 

Fig.7 TL intensity of each sample (β:10~70[℃/min]) 
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4. まとめ 

 

燃焼法を用いて、SAOED蛍光体を作製した。XRD測定
によって全ての試料は単斜晶アルミン酸ストロンチウム

と同定した。燃焼法では固相反応法試料よりも格子体積が

約 1.8%小さくなっており、作製手法による違いにより酸
素空孔の生成量が燃焼法では多くなる可能性がある。さら

に Sr 量を減らすことで ML および TL 強度が大きく増加
した。トラップ準位の活性化エネルギーは Sr 量で変化せ
ず、電子トラップの量が増加することによりML強度が増
加したと思われる。 
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硫黄とフッ素を導入したアルミン酸ストロンチウム
蛍光体の応力発光とトラップ準位との関係

松本 知真 a)・児玉 直弥 a) ・横山 宏有 b) ・境 健太郎 c) ・前田 幸治 d)

Correlation between mechano-luminescence and activation energy 
of trap level in sulfur and fluorine doped strontium aluminate 

phosphor

Kazuma MATSUMOTOa), Naoya KODAMAa), Hirosumi YOKOYAMAb), Kentaro SAKAIc),
Koji MAEDAd)

Abstract

Light emission induced by applying an elastic deformation is called a mechano-luminescence (ML) in this paper. 
Although the mechanism has not been unknown yet, a model is proposed in which electrons excited by light irradiation 
are captured by electron traps, the electrons re-excited to the conduction band of the material by mechanical stimulation, 
and emited light at the emission center of the material. Strontium aluminate doped Eu and Dy, and added the same 
amount (at.%) of fluorine (F) and sulfur (S) as impurities were prepared by a solid-state reaction method. The ML 
intensity increased with the addition of the amount of F and S, peaked at 0.17 at.% each, and then decreased. The 
activation energy of the trap levels also had a similar tendency for the samples. The results showed that the ML intensity 
had a strong correlation with the activation energy of the trap level.

Keywords:  Mechano-luminescence, Europium, Fluorine, Phosphor, Activation energy, Trap level

1. はじめに

蛍光体は、LED や省エネルギーなどの観点から興味が

持たれ、多色化や高輝度化が図られている。蛍光体にお

いて、希土類イオン添加は長い歴史を持っている 1）。そ

の中でもよく使われるユーロピウムイオン Eu2+の発光の

特徴は 4f65d1→4f7遷移に基づくブロードな波長の発光を

示し、添加する母体材料によって発光ピーク波長が 300
～650nm まで変化する 2）。

蛍光体の中でも、材料を破壊しない程度の圧縮、摩擦

などの力学的刺激を与えることで、繰り返し発光をする

材料を応力発光(Mechano-luminescence : ML) 材料と呼

ぶ。応力発光材料は、1996 年に Matsuzawa が Eu2+と

Dy3+を共添加したアルミン酸ストロンチウム(SAOED)を
報告したことから始まった 3）。SAOED は強い応力発光

強度を示す事が報告されている 3）。応力発光現象のメカ

ニズムがまだ解明されていないが、その中でもよく用い

られているものを図 1 に示す。伝導帯と価電子帯の間に

発光中心である Eu2+の基底状態が存在し、伝導帯近傍に

電子トラップ準位が存在している。まず励起された電子

が電子トラップ準位に捕獲される。捕獲された電子が

外部からの力学的刺激により、トラップ準位から解放さ

れ、図 1 の点線の経路を通り、希土類の 4f65d1準位に戻

り、発光中心で正孔と再結合する際に発光するとされて

いる 4）。電子トラップ準位は真性的に存在する酸素空孔

(Vo)と言われている。また、Dy3+も電子を捕獲すると言

われている 5）。このように、ML の電子遷移過程におい

て、電子トラップ準位が重要な役割を担っている 6）。

我々の研究室では、応力発光体における酸素空孔の状

態が変化することを期待して不純物(フッ素、硫黄)単独

導入により、ML 強度が増加することを見いだした 7-9）。

本研究では、不純物であるフッ素と硫黄両方を導入し、

不純物導入量を変え、これらの応力発光強度と、不純物

の導入量やトラップ準位との関係の検討を目的とした。

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生

b) 電子物理工学科助教

c) 宮崎大学 産学・地域連携センター 機器分析部門 准教授
d) 電子物理工学科教授

図 1 応力発光のメカニズムの 1 例 6-7） 
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2. 実験方法

2.1 試料作成

試料は固相反応法を用いて作製した。SrCO3と Al2O3 に、

Eu 原料として Eu2O3、EuF3、EuS の 3 種類、Dy 原料とし

てDy2O3、DyF3、Dy2S3の 3種類を用い、組成が Sr1-x-yAl2O4 : 

Eux, Dyy (x = 0.01, y = 0.02)となるように秤量した。これに

不純物としてフッ素(F)と硫黄(S)の両方 (F,S:それぞれ 0

～1.3at.%) を加え、その原料比を変化させた。原料を混合

粉砕し石英ガラス管に詰め、1000℃で 5 時間空気中で仮

焼きをした。その後取り出し、粉砕後還元雰囲気ガス

(95%Ar+5%H2)を流しながら、1150℃で 5 時間本焼きを行

った。

2.2 評価方法

試料は X 線回折(XRD)測定による同定と、XRD 測定よ

り最大のピーク強度である(-2 1 1)面のピークの半値全幅

より、シェラーの式を用い粒径の算出、フォトルミネッ

センス(PL)測定、応力発光(ML)測定、残光測定、室温から

の熱ルミネッセンス(TL)測定を行った。ML 測定は励起光

源（ブラックライト（365nm））を用いて、60 秒照射し、

励起光遮断後 60 秒後にピエゾアクチュエーター(3Hz)で

応力を印加した。その時の発光をデジタルカメラで撮影

し、画像処理により ML 強度を算出した。残光測定は励

起光源（ブラックライト（365nm））を 60 秒照射後 60 秒

後の発光強度を残光強度として測定した。TL 測定は試料

に 60 秒 UV 光(253.7nm)を照射後、一定昇温速度(β)で温

度を上げることで得たグローカーブのピーク温度(Tm)を

Hoogenstraaten 法により、以下のβと Tm の関係式を用い

て

ln �𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚2� � = −∆𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑇𝑇𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚� + ln�s𝑘𝑘𝑘𝑘
∆𝐸𝐸𝐸𝐸� �            (1)

(s:頻度因子, k :ボルツマン定数,ΔE :トラップ深さ)トラッ

プ準位の活性化エネルギーΔE を求めた。

3. 実験結果

3.1 XRD 測定結果

 今回作製した SrAl2O4 : Eu, Dy のフッ素と硫黄の導入

量を変化させた試料と SrAl2O4 の ICDD(01-074-0794)の

XRD パターンを図 2 に示す。作製した試料のピーク位置

と ICDD のピーク位置がほぼ一致していたため、単相の

SrAl2O4 結晶と同定した。

図 3 に XRD 測定の結果より求めた粒径を示す。不純物

導入により粒径は 52nm となり、約 10%増加したが、導

入量による依存性はなかった。格子体積は不純物導入で

8.818±0.001Å3から 8.787±0.014Å3程度わずかに減少し

た。

3.2 フォトルミネッセンス測定結果

 図 4 に SrAl2O4 : Eu, Dy に不純物を導入した試料の PL

スペクトルを示す。スペクトルは、520nm 付近にピーク

を持つブロードなピークとなった。これは Eu2+イオンの

4f65d から 4f7への電子遷移と同定した。4f65d が幅のある

バンドとなっているので、PL スペクトルはブロードなピ

ークになったと考えられる。また、図 5 に PL 測定結果よ

り求めた PL 強度を示す。PL 強度の不純物導入量依存性

は、0.043at.%まで増加し、それ以降は減少した。増加し

たのは、粒径が増加したことにより、粒の表面積が減少

し、表面の欠陥での非発光遷移が減少したためだと考え

られる。一方、フッ素と硫黄のそれぞれの導入量が

0.043at.%以上で PL 強度が減少したのは、フッ素や硫黄

が不純物として働き、不純物準位を形成し、非発光遷移

が増加したためだと考えられる。

図 2 フッ素と硫黄両方導入した試料の XRD パターン 

図 3 フッ素と硫黄両方導入した試料の粒径 
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3.3 応力発光測定結果

F と S を両方導入した ML 強度の変化とこれまでの結

果 7-9）を図 6 に示す。F と S を導入した試料は F 導入、S

導入、導入なしよりも ML の強度が増加した。F と S 導

入の場合、不純物がそれぞれ 0.17at.%の導入量の時に最

も高い ML 強度が得られた。しかし、それ以上の濃度で

は徐々に ML 強度は減少した。これは F の導入量の変化

とほぼ一致した。一方で、S の導入量依存性は小さかっ

た。また、不純物の導入量を増やすと ML の強度が減少

したのは、PL 測定と同じ理由で、不純物が準位を形成し、

励起され電子が発光中心に戻る際に一部がその準位を経

由し、非発光遷移したからだと考えられる。

3.3 残光測定結果

 図 7 に F と S を導入した試料の残光強度を示す。残光

強度はトラップ準位に捕獲された電子が室温で再励起さ

れた量を表している。F と S の導入量がそれぞれ 0.17at.%

のときに最大となった。その後、残光強度は減少する傾

向が見られた。しかし、不純物導入なしより残光強度が

高い結果が得られた。このことから、不純物導入なしに

比べ不純物導入は残光強度を増加させる効果があり、不

純物導入はトラップ準位数の増加を意味していると考え

られる。

3.4 熱ルミネッセンス測定結果

図 8 に SrAl2O4 : Eu, Dy にフッ素と硫黄を導入した試料

の熱ルミネッセンス測定結果より求めたトラップ準位の

活性化エネルギーを示す。結果は、不純物導入なしに比

べ、フッ素と硫黄を導入することで、活性化エネルギー

を増加させることが分かった。特にフッ素と硫黄をそれ

ぞれ 0.17at.%導入したときの活性化エネルギーは約 2.0 

eV となり、不純物導入なしに比べ 2 倍もの活性化エネル

ギーの増加が得られた。

図 9 に ML 強度とトラップ準位の活性化エネルギー(Δ

E )の関係を示す。ΔE の増加に伴い、ML 強度も増加し

正の相関(相関係数：0.72)があった。これより、ΔE の増

加が ML 強度が増加した原因の 1 つと考えられる。

図 5 フッ素と硫黄両方導入した試料の PL強度の変化 

図 7 フッ素と硫黄両方導入した試料の残光強度 

図 4 フッ素と硫黄両方導入した試料の PL スペクトル

図 6 フッ素と硫黄両方導入した試料の ML 強度 
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4. 考察

ML、残光、トラップ準位の活性化エネルギーは類似し

た不純物濃度依存性を示した。一方 PL 強度はやや異なる

傾向を示した。その理由は、励起光照射後 Eu イオンの励

起準位からすぐ基底準位に落ちて再結合して発光する

PL 発光過程と励起光照射後トラップ準位に電子が一時

的に捕獲され力学的または熱的エネルギーによって発光

する ML, TL 発光過程で異なり、トラップ準位が発光に

重要な役割を果たしているからである。ML 測定結果か

ら、フッ素と硫黄を導入した試料はフッ素導入、硫黄導

入、導入なしよりも ML の強度が増加したことがわかっ

た。

ML および残光の強度は、不純物導入量をそれぞれ

0.17at.%より増やすと減少した。不純物がトラップ準位に

影響を与えて、発光を増加した効果より、PL 強度が

0.04at.%以上で急減し、0.4at.%で非常に弱くなったことか

ら非発光遷移を引き起こす準位の効果が大きくなり、ML

強度や残光強度が減少したと思われる。

5. まとめ

固相反応法により作製した SrAl2O4：Eu, Dy 蛍光体にフ

ッ素と硫黄を導入した試料の ML 強度、残光強度、トラ

ップ準位の活性化エネルギーは、F と S それぞれ 0.17at.%

導入で最も高い発光強度、活性化エネルギーを示し、そ

れ以降導入量を増やすと発光強度、活性化エネルギーは

減少した。ML 強度、残光強度が増加した原因として、不

純物添加により、トラップ準位の活性化エネルギーが増

加したことが原因の１つと思われる。これらの結果は、

今後の応力発光材料の開発の指標になると考えられる。
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ラマン散乱法を用いた有機金属気相成長法で作製した
超格子の層厚依存性の評価
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The layer thickness dependence of InAs/GaSb superlattices grown 
by metalorganic chemical vapor deposition evaluated by Raman 

scattering method 
 

Taiki ASO, Yuki OHISHI, Yuki IMAMURA, Masakazu ARAI, Koji MAEDA 
 

Abstract 
 

InAs/GaSb superlattices(SL) with systematic change of layer thickness grown by metalorganic chemical vapor 
deposition analyzed by Raman scattering method. As a result, a change in the peak shape of the Raman spectrum was 
observed in the superlattices having different film thicknesses. In the InAs/GaSb superlattices, a peak due to Ga-As 
atomic bonds that does not exist as a composition of SL was confirmed. When the layer thickness was smaller, the 
degree of mixing of As into the GaSb layer increased due to the influence of the residual gas. 
 
Keywords: MOVPE, InAs/GaSb, Superlattice, Raman, phonon, mixed crystal 
 

 はじめに

波長 2~10μm近傍の中赤外領域を利用した光センシン
グとしてサーモグラフィーなどがある。半導体材料とし

てInSb検出器が一般的に使われているが、液体窒素で低
温状態を維持しなければならないなどの問題点があげら

れる。そこで新材料としてInAs/GaSb超格子(SL)が注目
をされている。これは、超格子構造に由来するミニバン

ド形成することにより、層厚の変化で吸収する波長を選

ぶことがでる。そのため、室温で測定可能な高性能な検

出器として期待されている 1)。また、 InAs/GaSb超格子
の作製では分子線エピタキシー法(MBE)の研究が多いが
2)、MBEは成長炉内を超高真空で維持する必要があり、
作製コストが高いなどの問題点があげられる。そこで、

高真空を必要とせず、作製コストが低い有機金属気相成

長法(MOVPE)に注目した。しかし、MOVPE法を用いて
SLを作製すると、有機金属ガスの切り替えを必要とする
ので急峻な界面の作製は難しい。また、超格子の組成は

通常X線回折(XRD)を用いて決定するが、膜内の平均値し
か求まらない。そこで、我々はラマン分光法に注目した。

µm程度の微小な部分の組成や、2原子間の結合のみを選
択的に調べることができる。そのため、ラマン分光法と

XRDを組み合わせることで、さらなる情報を得ることが
できるのではないかと考えた。 
本研究では、MOVPE法で作製した超格子の膜厚を変

化させた試料を用いて、その中の各層の超格子の組成な

どに膜厚の変化がどのような影響があるのかをXRDと
ラマン測定を用いて評価した。 
 
実験 

試料作製条件

試料は、MOVPE法を用いて、n-InAs基板上にInAsと
GaSbを 30層または 15層積層した試料の 3系列の超格
子を用いた。1つ目はGaSbの層厚を 4.5 nmまたは 5.4nm
に固定し、InAsを異なる厚さ 0.262~13.8nmで成長した 7
試料、InAs層厚を 2.8 nmに固定し、GaSbを異なる厚さ
2.2~13.4nmで成長した 3試料、およびInAsとGaSb層厚比
がInAs:GaSb=2:3になるように成長した 3試料、計 13種
の試料を用いた 3)。Fig.1にInAs/GaSb超格子試料の構造
図を示す。 

a) 工学専攻大学院生 

b) 電子物理工学科准教授 

c) 電子物理工学科教授 Fig. 1. InAs/GaSb超格子の積層構造 

1周期 

30周期 

または 

15周期 
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すべての試料の組成はXRDより求めた 3)。また、InAs
層や GaSb層が薄くなると層の中へ異種V族成分を含む
割合が増えると考え、XRD測定によって求められた超格
子の平均歪量から格子定数を求め、べガード則よりAsの
量を求めている。そのためGaSb層厚が一定である場
合、GaSb層内のAsの割合は変化しないと仮定した。 

実験方法

今回ラマン測定において無偏光ラマン測定と偏光ラマ

ン測定を行った。無偏光測定のみでは混晶化や応力の影

響によりピーク位置のシフトが知られているのでピーク

同定が難しい。そこで無偏光ラマン測定と偏光ラマン測

定の比較によりピーク同定を行った。無偏光顕微ラマン

測定は、光源としてレーザー 波長 532nm を用いて後方
散乱配置で行った。顕微鏡の対物レンズ倍率 100倍と
し、レーザーのスポットサイズを約 1μmまで絞り測定
を行った。偏光測定は励起光源としてHe-Cdレーザー
(波長 441.6 nm)を用い、Xeランプにより、波数は±0.5 
cm-1以内にあわせた。 
超格子の表面である(100)面に対して、x(zy)ⅹ̅̅̅配置の

偏光測定と無偏光測定を行った。ここで方位は、

x=[100]、y=[010]、z=[001]とする。この偏光測定では
TOモード(横型光学)禁制で、LOモード(縦型光学)許容
である 4)。また、無偏光測定ではTOモード禁制、LOモ
ード許容配置であるが、結晶の乱れや混晶化の影響で

TOモードの出現が知られている。また、ラマンスペク
トルはローレンツ関数を使いピーク分離して解析を行っ

た。 

結果と考察

無偏光測定と偏光測定の比較

Fig.2 に2.8/2.2試料の偏光および無偏光ラマンスペク
トルの比較図を示す。偏光測定では、230cm-1付近のピー

ク強度が 238cm-1付近のピークに比べて減少した。この

ことより 230cm-1 付近のピークはTOモードのピークと

同定した。238cm-1 付近のピークは無偏光測定ではほと

んどピークの形状が確認できなかったが、偏光測定では

230cm-1 ピークが消えたため、ピークの形状を正確に確

認することができた。同様のことをすべての試料で行い、

LOモード、TOモードのピーク確認と同定を行った。 

ラマンスペクトル比較

Fig. 3 にGaSb層厚一定でInAs層の厚さの異なるSL試
料の無偏光ラマンスペクトルを示す。これよりまず全体

的な変化を見ると、InAs層厚が薄くなるに従ってピーク
の形状が大きな 3つピークから 2つのピークに変化して
いるのが分かる。また、InAs層厚が薄いサンプルにおい
て 245cm-1付近のピーク強度の増加を確認することがで

きた。また、矢印で示しているように、255cm-1付近に微

小なピークを確認した。 
次にFig. 4 に 0.262/5.4 試料のローレンツ関数を用い

たピーク分離結果の例を示す。すべてのサンプルで同様

に 5~6 つの成分に分離して解析した。GaSb一定系SLの
ピーク位置変化とピーク同定結果をFig. 5 に示す。ここ
で点線は、InAs基板とGaSb基板の測定結果から得られ
たピーク位置を示す。これより、220~215cm-1 にあるピ

ークをInAs-like TO、227cm-1付近のピークをGaSb-like 
TO、234cm-1付近のピークをGaSb-like LO、238cm-1付

近のピークをInAs-like LOと同定した。また、ここでの
-likeと記したのは混晶化の影響で純粋な結晶の振動モー
ドとピーク位置が異なることを意味している。 
また 2.8/4.5 の試料よりInAs層厚が薄い試料でGaSb-

like LOピーク位置がGaSb基板の LOに漸近しているこ
とが確認できた。この理由は、GaSb層厚に比べInAs層厚
が非常に薄いため応力の影響が減少したため基板の

GaSb LOに漸近したと考えられる。 
また、245cm-1付近のピークと 255cm-1付近のピーク

はそのラマンシフトよりInAs/GaSb超格子では層として
は存在してないGa-As原子結合によるピークだと考えた。
これはToda5)らの研究でも見られている。Ga-Asの結合が
発生した理由は 2つ考えられる。第 1に、界面に最低一
層は生じるGa-Asの結合による界面(IF)モードによる発
生の可能性がある。しかし、L.Li-gong6)らやB.Aslan7)ら

により示されている 250cm-1付近のIFモードは作製時に
界面にGaAs界面を挿入しInAs/GaSb SLを作製している
ためIFモードのピークが確認されている。これに対して、
今回使用したサンプルは界面に何も挿入していないため、

IFモードによるピークだとは考えられない。第 2 に、
MOVPE法で作製する際に生じる残留ガスなどの影響で
界面状態が急峻な界面でなく、混晶化が生じたことによ

るGa-Asの結合だと考えた。これよりGaSb層にAsが混入
するとGaAsSb混晶が生じ、Ga-As結合ができたと考えた。 

Fig. 2. InAs/GaSb超格子ラマンスペクトル 
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 混晶の生成

SLの界面を観察するために、2.4/4.5の透過型電子顕微
鏡(TEM)の測定結果をFig. 6に示す 8)。Fig. 6よりInAs
層からGaSb層が成長する界面では界面がはっきりせず
ぼやけてしまっている。このことより、GaSb層作製時に
As残留ガスなどの影響でGaAsSb混晶が生じたと可能性
が考えられる。GaAsSb混晶において、GaAs-like LOピ
ークはAsが増加するにつれて 240~290cm-1 にピークが

シフトすることが知られている 9-11)。これを利用して

GaSb層の混晶比GaAsxSb1-xを求めることができる。また、

応力の影響でピーク位置がシフトしている可能性を考え、

3 つの論文を用いて混晶比GaAsxSb1-xを求めた。InAs層
厚一定系試料の結果をFig. 7示す。Fig. 7の、混晶比の値
とエラーバーは 3つの論文 9-11) からそれぞれ計算したデ
ータの平均とばらつきを表している。XRDで得られた計
算結果とラマン測定により得られた結果を比較にすると、

どちらの結果ともGaSb層厚が薄くなるにつれ混晶比が
増加傾向にあった。また、同じ作製法で残留ガスの影響

を減らすためにInAs層作製後H2 ガスを流し作製したサ

ンプルではGaAsxSb1-x混晶比の減少が確認されている 12)。 
次に、GaSb層厚一定のSLの混晶比をFig. 8 に示す。

Fig. 8 より、XRDの結果から計算で求めた混晶比は
x=0.062で一定だった。しかし、ラマン測定においては、
InAs層厚が薄くなるにしたがって、x=0.05 から 0.22 と
混晶のAsの割合が増加した。これはラマン測定ではGaに
対するAsとSbの比を見ているためである。これらの結果
はInAs層厚が薄い時GaSb層内のAsの分布に大きな偏り
があり、GaSb内にAsの濃度の高い層が存在していると
考えられる。これは残留ガスや成長中の拡散などで生じ

たと考えられるが原因はまだよくわからない。 

  

Fig. 5. GaSb層厚一定(4.5nm)SLのピーク位置の変化 

Fig. 3. GaSb層厚一定 SLの無偏光ラマンスペクトル Fig. 3. GaSb層厚一定 SLの無偏光ラマンスペクトル

Fig. 4. GaSb層厚一定 SLのピーク分離例 

Fig. 6 2.8/4.5 SLの TEM像 
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結論

 
MOVPE法で作製したInAs基板上のInAs/GaSb超格子

構造における各層厚の違いによる各層の組成の特徴を知

ることを目標として、ラマン分光法で評価を行った。ラ

マン測定においてGaとAsの結合から生じるピークが、全
ての試料において観測された。これは残留ガスなどの影

響でGaSb層内にGaAsSb混晶が形成したためだと考え
られる。その混晶の組成はInAs層厚またはGaSb層厚が
薄くなるにしたがって、GaSb層にAsの混入の割合が増
加する傾向にあった。この理由はまだよくわからないが、

Asの多い部分が偏在しているものと思われる。ラマン分
光法を用いることにより、XRDで求まる平均組成とは異
なる側面から膜の評価を行うことができた。 
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Effect of Bimodal Size Distribution on the Temperature Dependence for 
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Abstract 
 

GaAs-based Quantum dot (QD) laser diodes have been studied because they have advances of low threshold 
current density and high thermal stability. Since a Photoluminescence (PL) measurement is sensitive for the electronic 
structures in the QD, this is very useful tool for understanding the physical properties. A PL peak energy of GaAs QDs 
first obeyed the Varshni’s curve up to 100 K and deviated to lower energy around 150 K. This red-shift had been 
explained by QD size distribution and steady state model. In contrast, we have found an additional thermal behavior 
that PL peak energy increased and followed again to the Varshni’s curve above 200 K. For such the anomalous 
temperature dependence, we focused on the difference in the inclination of temperature dependence between low and 
high temperature regions. We applied the temperature variation of transition energy described by the Bose-Einstein 
equation to the anomalous temperature dependence for red and blue-shift, respectively. It was found that small QD (QD 
height of 4.2 nm) and large QD (QD height of 5.7 nm) were dominant PL emission at below and above 200 K, 
respectively. It was suggested an anomalous temperature dependence was come from a change of dominant PL emission 
from small to large QD with increasing temperature. The change for the inclination of the temperature dependence 
could be explained by the relationship between QD size and electron-lattice interaction. 

 

Keywords: Quantum dots, GaAs, AlGaAs, Droplet epitaxy, Photoluminescence, Blue shift 
 

1. はじめに 

 

近年、世界中でやり取りされる情報量の増大にともな

い、高速で大容量な情報伝達システムが求められている。

その解決策として光ファイバー通信が挙げられる。光フ

ァイバー通信は従来の電気通信と比較して、光を用いる

ため情報の秘密保持が容易であり、ノイズが生じないと

いう利点がある。また、光源にレーザー光を用いること

により指向性の高さと波長の単色性から、長距離間を高

速に通信できる。加えて、ファイバー中に複数の波長の

光を同時に導入させることで多数のファイバーを用いた

ときと同様な多量の情報を送受信できる光多重通信方式

が考案されている。この、光多重通信方式に用いられる

レーザー光源には複数発光波長の高い制御性と温度安定

性が求められている。特に後者は、外部およびデバイス

内部の温度上昇によって発振しきい値電流が増加し、発

光出力が低下するという課題があるためである。これは 
a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生 

b) 物質・材料研究機構 主幹研究員 

c) 電子物理工学科 特任教授 

d) 電子物理工学科 教授 

発光層に用いられる半導体材料のバンドギャップが温度

によって変化することやキャリア分布に温度による広が

りがあること等の理由により発光波長が変化することが

一つの要因である。これらの条件を満たす素子として発

光活性層に量子ドット(Quantum Dot: QD) 構造を採用し

た QD レーザーダイオードが挙げられる 1）。QD 構造は 3
次元の全てがナノオーダーサイズであり、この結果すべ

ての方向からキャリアの閉じ込めが生じる。これにより

電子および正孔のエネルギー準位が離散化し、その状態

密度関数がデルタ関数となる。この結果、キャリア分布

における温度の広がりが減少し、動作温度上昇に伴う発

振しきい値電流の増加が抑えられ、低消費電力化も実現

できる。ただし、現時点では QD レーザーの実現には至

っていない。前述した複数発光波長の高い制御性と温度

安定性を実現するには、結晶品質のよい均一な QD 構造

が必要なためであるが、いまだ十分な QD 構造が作製で

きていないことに加えて、現状の QD 構造の発光特性に

課題や不明な点が確認されているためである。 
QD 構造の一般的な作製法として格子定数差を利用し

た Stranski-Krastanov (S-K) モードによる作製法 2)がある。

ただし、単一の QD では発光強度が低いために高密度の
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QD 作製が求められるが、S-K モード作製法では高い面内

密度の QD 作製が難しい。更に、歪を利用した自己成長

モードを利用するため様々なサイズの QD が形成されて

しまい、発光波長の制御が困難という課題もある。そこ

で S-K モードに代わる作製法として液滴を利用した格子

整合型の液滴エピタキシー (Dloplet Epitaxy: DE) 法が考

案された 3)。これによって結晶欠陥が少なく高い面内密

度の QD を作製することが可能となったが、同法も自己

成長モードを利用した作製法であるため QD サイズは不

均一である。QD サイズ分布や面内密度等は発光特性に大

きく影響すること 4)が分かっているため QD 構造と発光

特性の評価が重要となる。 
QD 構造の発光特性評価にはよくフォトルミネッセン

ス (Photoluminescence: PL) 法が用いられており、多くの

研究成果が報告されている。しかしながら、S-K モード

で作製された QD 試料の発光ピークエネルギー温度依存

性において、極低温から 100 K 付近で Varshni の経験式か

ら算出される期待エネルギーよりも低エネルギー側にシ

フト (red-shift) する事が報告されている。QD 試料に対し

てのみ現れるこの現象は、QD サイズのばらつきを考慮し

た定常状態モデルを用いて説明がされている 5)。これに

対して我々は、DE 法で作製された GaAs QD 試料におい

て、極低温から 100 K の温度範囲における red-shift を示

した後で 200 K 以上の更なる温度上昇により高エネルギ

ー側にシフト (blue-shift) して再び期待値に一致する特

異な温度依存性を観測した。当研究グループでは

Sanguinetti らの定常状態モデル 5)を元にしたキャリア再

分配モデルを用いた説明を試みている 6)が、いまだ明確

な説明には至っていない。そこで本報告では、観測され

た特異な温度依存性を説明するために、QD の発光ピーク

エネルギーに大きな影響を与えるQDサイズに着目した。

先述したように、現在の技術では均一なサイズの QD 試

料を作製することは難しく、QD サイズ分布に不均一性を

持っている。この QD サイズ分布の不均一性と発光ピー

クエネルギーの関係性を議論し、その結果を用いて QD
試料における発光ピークエネルギーの特異な温度依存性

の原因を明らかにすることを目的とした。 
 
2. 実験 

 

2.1 試料詳細 

 

 本研究で用いた GaAs QD 試料は、半絶縁性 GaAs(100)
基板上に以下の手順で成長させた (図 1)。まず、基板上

に 300 nm の GaAs と 100 nm の Al0.3Ga0.7As を分子線エピ

タキシー法で成膜した。その上に DE 法で GaAs QD を作

製した。具体的には、まず 200℃の雰囲気中で Ga を 3 
monolayer 供給して Ga 液滴を形成し、その後に As を

2.0×10-4 Torr で供給することで QD 化させた。次に、作製

されたGaAs QDの上にAl0.3Ga0.7Asを50 nm積層した後、

キャップ層として GaAs を 10 nm 成膜した。なお、本研

究で用いた試料は原子間力顕微鏡  (Atomic Force 
Microscope: AFM) による観察測定を目的として、最表面

に同一条件で GaAs QD を作製した。図 2 には試料表面に

作製された GaAs QD の AFM 観察画像を示す。簡易的な

画像解析から高さ 7 nm、直径 30 nm 程度の大きさの GaAs 
QD が形成されていると見積もられた 7)。 
 
2.2 実験方法 

 

PL 測定は励起光光源として波長 473 nm の半導体レー

ザーを使用し、試料表面の GaAs QD 側から照射した。表

面からの発光再結合信号は電荷結合素子検出器で検出し

た。励起光強度は 6.5 mW であり、測定温度は 4.3 から

300 K まで変化させた。図 2 の AFM 画像から QD の直径

および高さの分布を見積もり、得られた値を用いて

nextnano モデルシミュレーションソフトによるシミュレ

ーションを実施し、期待される発光ピークエネルギーを

計算した。 

図 1. 試料詳細 

図 2. GaAs QD 試料表面における QD の

AFM 観察画像 
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3. 実験結果および考察 

 

図 3 に GaAs QD 試料の 4.3 K における PL スペクトル

を実線で示す。1.745 eV に GaAs QD 起因と思われる発光

ピークが観測された。ここで、QD サイズ分布による影響

を詳細に議論するために、AFM 測定画像の詳細解析を行

った。AFM 観察画像から QD の高さ分布と直径分布に変

換し、正規分布関数でフィッティングを行ったところ、

QD 高さおよび直径の最頻値としてそれぞれ 5.1 と 17.1 
nm が得られた。これらの数値を用いた nextnano の計算

結果からそれぞれの QD サイズで期待される発光ピーク

エネルギーを計算した。その結果、QD の直径変化よりも

高さ変化の方が発光ピークエネルギーに大きく影響を及

ぼすことが分かった。そこで、計算の簡易化のために QD
の直径を 17.1 nm に固定し、高さのみを変化させて計算

を実施した。図 3 には QD の高さ分布を発光ピークエネ

ルギー分布に換算したものを棒グラフでプロットした。

図から明らかなように、期待される発光ピークエネルギ

ー分布と PL スペクトルが良い一致を示したことから、

GaAs QD 試料の PL スペクトルは様々なサイズの QD か

らの発光が重複したものであると分かった。 
 次に PL ピークエネルギー温度依存性に観測された特

異な温度依存性の要因について議論する。図 4 に PL ピ

ークエネルギーの温度依存性を示す。前述したように、

極低温から 100 K 付近で red-shift を示し、更に温度が上

昇すると 200 K 付近から blue-shift して Varshni の経験式

から算出される期待エネルギーに再び近づいた。当研究

グループでは Sanguinetti らの定常状態モデル 5)を元にし

たキャリア再分配モデルを用いた説明を試みている 6)が、

いまだ明確な説明に至っていない。そこで今回、図 4 の

破線で示した温度 (200 K) を境に、発光に関与する QD
の大きさが異なる可能性に着目した。PL ピークエネルギ

ーの温度変化を表す式として Varshni の経験式ではなく、

以下の式、 

を用いた。ここで�g���は 0 K における GaAs QD のバン

ドギャップエネルギー、αは電子格子相互作用の強さを表

すパラメータ、θは平均フォノン温度である。式 (1) は温

度上昇による遷移エネルギー減少が Bose-Einstein 分布を

考慮したフォノン放出および吸収に比例することを表し

た式である 8)。フィッティングは 200 K を境に、低温側 
(4-200 K) と高温側 (200-300 K) の二つの温度領域に分

けて実施した。図 4 に低温および高温度域のフィッティ

ング結果をそれぞれ赤線および青線で示し、その時のベ

ストフィットパラメータを表１に示す。表１には、それ

ぞれの温度領域のフィッティングで得られた�����の値

を用いて nextnano により逆算した QD の高さも示した。 

 
フィッティング結果より GaAs QD の PL ピークエネル

ギー温度依存性は異なるサイズの QD によって構成され

ており、200 K 以下の低温領域ではサイズの小さい QD 
(高さ 4.2 nm) が、200 K 以上の高温領域では大きい QD 
(高さ 5.7 nm) からの発光が支配的であり、それぞれの温

度変化が大きく異なるために特異な温度変化が現れたと

����� � ����� � 2α
��� ���� � �

 (1) 

 4-200 K 200-300 K 

����� (eV) 1.74 1.70 

α (eV) 0.09 0.03 

θ (K) 248 252 

QD の高さ (nm) 4.2 5.7 

1.6 1.7 1.8 1.9

PL
 In

te
ns

ity
 (a

rb
. u

ni
t)

Frequency

Photon Energy (eV)

4.3 K
GaAs QD 1.745 eV

図 3. 4.3 K における PL スペクトルと QD サイズ

毎の遷移エネルギーを考慮したサイズ分布 
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図 4. PL ピークエネルギー温度依存性に対する

フィッティング結果 

表 1. フィティングパラメータ 
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いうことが示唆された。 
 ここで、PL ピークエネルギー温度変化の傾きが、小さ

い QD と大きい QD で異なる理由をフォノンの影響の観

点から考察した。フォノンには音響 (Acoustic) モードと

光学(Optical)モードがあり、さらにその 2 つに対して縦波 
(Longitudinal) モードと横波 (Trasversal) モードが存在す

る。つまり組み合わせによって LA、LO、TA、TO の 4 種

類が存在する。これらのうち縦波音響モード(LA)フォノ

ンは結晶の格子を変形させてエネルギーバンドに変化を

もたらすことが知られており、これは電子格子相互作用

の一種である変形ポテンシャル相互作用と呼ばれる 9)。

さらに Zhao らは LA や LO などの音響モードフォノンに

は結晶サイズが小さくなるにつれてそのエネルギーが増

加するサイズ効果が存在することを報告した 10)。図 5 は

Zhao らが報告した、結晶サイズによる CuCl ナノ結晶の

光吸収量の変化である。この図において、LA フォノンエ

ネルギーは非常に鋭い光吸収として現れているゼロフォ

ノンラインとその低エネルギー側に現れているフォノン

サイドバンドとのエネルギー差で定義される。結晶サイ

ズが小さくなるにつれて (A→H)、LA フォノンエネルギ

ーが大きくなったと報告されている。LA フォノンエネル

ギーの増加はフォノンが電子に与える影響、つまり電子

格子相互作用の強さが大きくなることを示しており、こ

の影響は式 (1) のαの増加として現れる。したがって、今

回の GaAs QD 試料において 200 K を境に PL スペクトル

に寄与する QD サイズが、小さな QD から大きな QD へ

変化したことで LA フォノンエネルギーのサイズ効果に

よってαの値が小さくなり、PL ピークエネルギー温度依

存性の傾きが緩やかになったと理解できる。これらの変

化が、red-および blue-shift を示す特異な温度変化として

観測されたと結論付けた。 

ただし、それぞれの QD の離散化準位から障壁層まで

の活性化エネルギーも考慮する必要がある。小さな QD
に注入されたキャリアは高温側では容易に熱脱出できる

ため、温度上昇によって小さな QD からの発光割合が減

少したと理解できるが、大きな QD は活性化エネルギー

が大きく、ほぼ全ての温度範囲で注入されたキャリアは

井戸内にとどまり発光再結合に至ると予想される。この

ことは低温領域でも大きな QD からの発光が観測される

ことを意味しており、今回の結論とは矛盾する。従って、

サイズ分布の二峰性と現在議論しているキャリア再分配

モデルを組み合わせた議論が必要と考える。 
 

4. 結論 

 

 本研究では、DE 法で作製した GaAs QD 試料における

PL ピークエネルギー温度依存性に観測された、特異な温

度依存性の要因を QD サイズ分布の不均一性と PL ピー

クエネルギー温度変化から議論した。本研究では、温度

上昇による遷移エネルギー変化が Bose-Einstein 分布を考

慮したフォノン放出および吸収に比例するとしたVinaら
の式を用いて、二つの温度領域それぞれにフィッティン

グを行った。その結果、200 K を境に低温領域では小さい

QD が、高温領域では大きな QD が主な発光要因であるこ

とが分かった。また、QD サイズが大きくなると電子相互

作用の強さを表すパラメータαが減少するため、遷移エネ

ルギー (PL ピークエネルギー) の温度変化の傾きが緩や

かになることも分かった。したがって、我々は、特異な温

度依存性の要因は二つの QD サイズ分布 (二峰性分布) 
であると結論付けた。ただし、それぞれの QD の離散化

準位から障壁層までの活性化エネルギーを考慮すると、

サイズ分布の二峰性だけでは説明には不十分であり、キ

ャリア再分配モデルを組み合わせた新たなモデル構築が

必要である。 
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 Recognition Based Segmentation of Handwritten Alphanumeric 
Characters Entry on Tablet PC 

 
Myat Thiri Waia), Thi Thi Zinb), Mitsuhiro YOKOTAb), Khin Than Myac) 

 

 

Abstract 

Portable tablet PC are very useful in relevant industry of this age because tablets are elegant in appearance and 
convenient to use. Important things are noted on tablet by handwriting easily in respective industry. Recognition of 
handwritten characters automatically on tablet like human’s brain is also necessary to be more convenient. To split each 
character of different handwritten styles is very difficult and it is the main challenging of handwritten character 
recognition. The previous handwritten character segmentation approaches are still continuing in different problems 
because of different handwritten styles. The combination of sliding windows, region of interest (ROI) box and 
convolutional neural network (CNN) are used to execute recognition based segmentation (implicit) of handwritten 
characters. This system is intended to perform both segmentation and recognition of tablet based application input 
handwritten characters. Handwritten data are collected from 24 members of our laboratory using three tablets PC 
models to perform the experiments.  

Keywords: Handwritten character segmentation, Recognition, Sliding window, Region of interest 
(ROI), Convolutional neural network (CNN) 

 
1. INTRODUCTION 
 

Nowadays, handwritten character recognition is 
challenging in Optical Character Recognition (OCR) 
environment. OCR is a process of recognition of 
machine printed or handwritten characters from 
images. Machine printed character recognition has 
been developed whereas handwritten character 
recognition is difficult and still continuing with 
different problems in OCR environment. It is very 
difficult to segment and recognize different 
handwritten format of different people. Most of 
handwritten recognition systems have still the 
problems in preprocessing to recognize correctly. To 
segment and recognize tablet input handwritten 
characters is more difficult because there are many 
noisy and different handwriting styles. Researchers in 
[1, 2] accepted that segmentation is the most important 
part in recognition of handwritten character because 
bad segmentation errors lead to the recognition errors 
of the system. Segmentation of unconstraint 
handwritten characters of different people tend to 

unexpected difficult challenging. The method used to 
segment the handwritten character is the important 
role in this system.  

One of the main objectives of this system is to 
introduce new handwritten characters segmentation. 
In this system, we intended to segment handwritten 
words and two digits number into each character and 
recognize them to test what characters are write on 
tablet. This system is proposed to use in touch-screen 
tablet based application for kindergarten education 
like the application in [3]. 
 
2. SOME RELATED WORKS 
 

Various methods of segmentation in the literature 
can be categorized into three, explicit, implicit, and 
holistic. Pure segmentation (explicit) can be found in 
[4-5], segmentation free (holistic) recognition is in [6], 
and the segmentation of [7] is recognition based 
segmentation (implicit). Our approach is recognition 
based segmentation by combination of convolutional 
neural network, sliding window and finding region of 
interest. 

In the region-based segmentation [4], the 
segmentation path is determined to split the only two 
touched characters into two sub images by defining 
the three zones, left, right, and middle. Locating the 
segmentation points based on the analysis of the 
character’s geometric features is shown in [5] but it 
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can be done after thinning the word image to get the 
stroke width of a single pixel. An offline handwritten 
word recognition system that combines NN and HMM 
was presented in [6] by dividing the handwritten word 
images into vertical slices.  
 
3. PROPOSED METHOD 
 

An overview of this proposed system is shown in 
Fig. 1. Handwritten input image taken using 
touch-screen tablet is loaded as input image to this 
system. Firstly, the input image is pre-processed to get 
the slant corrected binary image. Then, split each 
character clearly from pre-processed image in 
recognition based character segmentation stage. This 
system classify each character correctly, after 
segmenting the pre-processed tablet input image. 
 
3.1 Preprocessing  
 

There are two processes in pre-processing stage: 
binarization, and slant correction. In binarization, the 
input image is converted into a binary image by using 
Otsu's method from Eq. 1.  

)(2)()(2)()(2 tftfWtbtbWtw            (1) 

where t means the global thresholding, 2
w  is the 

within-class variance, bW and 2
b  are the background 

weight and the background variance respectively, 
fW and 2

f denote the foreground weight and the 
foreground variance respectively.  

The slant correction is performed by employing 
the horizontal shear transformation of Eq. 2 on the 
whole word image. 

















 







y
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y
syx
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where, s denotes shearing factor which is specified by 
computing the slant of each character, x and y are pixel 
coordinates of slanted image and, 'x  and 'y  are 
coordinates of slant corrected images. 

3.2 Recognition Based Character Segmentation 

The combination of sliding windows, ROI box 
and CNN are used in segmentation of handwritten 
characters [8]. There are two main steps in 
segmentation: outer ROI segmentation and sliding 
window segmentation. Pre-processed image is 
segmented by applying outer ROI segmentation as 
shown in Fig. 2. In outer ROI segmentation, ROI 

boxes are defined in pre-processed image and each 
outer ROI is determined a valid character or not by 
using trained classifier. The valid character outer ROI 
is marked as a qualified Outer ROI. Unqualified outer 
ROI is inserted to sliding window segmentation 
process as shown in Fig. 3. 
1) Outer ROI is defined by applying the bounding 

rectangle of all connected black pixels by 
labelling based on the binary image. In characters, 
‘i’ and ‘j’, there are two ROIs for small dot and 
main part. Those two ROIs are needed to combine 
to get the whole character, ‘i’ or ‘j’ as shown in 
Fig. 4. If a very small ROI is detected, a narrow 
width ROI will be searched from its neighboring 
ROIs. If a small dot ROI is adjacent with a narrow 
width ROI, that two ROIs are combined to get the 
whole character. If there is any narrow width ROI 
surrounding of a very small ROI, that small dot 
noise will be removed. 
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Fig. 1. Overview of the proposed system 
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Fig. 2. Overview of outer ROI segmentation 
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Fig. 3. Overview of sliding window segmentation 

2) To normalize the ROI, the outer ROI is padded 
based on row and column of that ROI to be a 
square image. Then, the padding image is resized 
into 28x28 size to insert the classifier. The outer 
ROI processing and normalization is shown in Fig. 
5. 

3) The image we obtained from normalization step is 
fixed to the trained classifier, convolutional 
neural network (CNN) to determine the character 
based on the accuracy threshold and probability. 
If the highest output confidence is greater than 
the confidence threshold parameter, Outer ROI’s 
coordinates and dimensions are keep as a 
candidate. If the highest confidence is less than 
the threshold parameter, the sliding window 
segmentation is applied to that outer ROI. Top 
five output probabilities of sample qualified outer 
ROI is shown in Fig. 6. 

4) Initial window size is set to the height of outer 
ROI and 20% of the width of outer ROI. Inner 
ROI is specified on the window and normalization 
is perform on that inner ROI to insert to the 
classifier as shown in Fig. 7. Moving distance of 
sliding window is 5% of the window width to set 
the overlap ratio to 1/20. Before exceed the 
bounding of outer ROI, stop the sliding and 
increase window width by adding 50% of the 
initial width to repeat the process until the 
window width is reached to the ROI width. The 
processing of sliding window segmentation is 
shown in Fig. 8.  

Inner ROI specification is finding the 
bounding rectangle by applying uppermost, 
lowermost, leftmost and rightmost of all 
foreground pixels found within the sliding 

window. The cropped image by using inner ROI 
is padded based on row and column of that inner 
ROI. Then, the padded image is resized into 
28x28 and inserted to the classifier.  

The normalized inner ROI is classified by 
using trained CNN classifier. If the highest output 
confidence is greater than the confidence 
threshold parameter, Inner ROI’s coordinates and 
dimensions are keep as a candidate for 
representing a valid letter. If overlap of one 
candidate over the other is smaller than overlap 
threshold parameter, both candidates are 
qualified.  

 

 

Fig. 4. Region combining for character ‘i’ 
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      Fig. 5. Processing and normalization of outer ROI 
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Fig. 6. Top five output probabilities outer ROI 
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Fig. 7.  Finding inner ROI and normalization 
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Fig. 8. Sliding window processing 

3.3 Noise Removal 
 

There are some noises in segmentation results, 
because small pieces of neighboring characters are 
containing in segmented region of character. So, these 
unnecessary noises are removed to make the 
classifiable character for the best recognition. The area 
open operation of morphological operations is used to 
remove these noises by detecting the area of 
unnecessary parts as shown in Fig. 9.  
 
3.4 Classification 
 

To recognize the segmented classifiable 
character, this system uses convolutional neural 
network (CNN) that is widely accepted classifier in 
image classification. Firstly, training and testing data 
are prepared and labeled using EMNIST database [9]. 
After that, the network is created and trained using 
prepared database. The layers of the CNN 
implemented in MATLAB, MatConvNet [10] are 
listed in Table 1 and the architecture of the CNN is 
shown in Fig. 10. 

Detecting Noises After Noise Removing

 

Fig. 9.  Detecting and removing the noises 
 

Table 1. Layer structure of CNN 

Layer 
No. 

Layers Input 
Size 

Filter 
Size 

Stride Output  

Layer 1 Conv 28x28 5x5 1 32@ 
24x24 

Layer 2 Max 
Pooling 

24x24 2x2 2 32@ 
12x12 

Layer 3 Conv 12x12 5x5 1 32@ 
8x8 

Layer 4 Max 
Pooling 

8x8 2x2 2 32@ 
4x4 

Layer 5 Conv 4x4 4x4 1 64@ 
1x1 

Layer 6 FC 1x1 - - 256@ 
1x1   

Layer 7 FC 1x1 - - 62 
classes 

Conv = Convolution 
FC = Fully-connected 

4. EXPERIMENTAL RESULTS 

In this system, handwriting of different people 
are collected on tablet to build our own dataset. There 
may be unexpected ligatures problems and noises in 
character images written on tablet PC. This system we 
intended is not only to over the challenging of 
unconstraint handwritten character segmentation but 
also to recognize each segmented character correctly. 
Our approach is recognition based segmentation by 
combination of CNN, sliding window segmentation 
and finding ROI. The performance accuracy of 
segmentation and recognition are described in Table 2. 
The system correctly segmented 1445 images from the 
total images of 1603 and 5632 character images are 
correctly recognized from 6734 character images.  
Final segmentation result and normalization is shown 
in Fig. 11. Wrong segmentation of character ‘w’ that is 
split into two ROIs, ‘v’, is shown in Fig. 12 and 
unconnected character ‘5’ is segmented correctly as 
shown in Fig. 13.  

Our own dataset is constructed by using three 
tablet PC models. Table 3 describes the detail of 
tablets used for this system. The dataset consists of 7 
categories as described in Table 4.  

Table 2. Performance of segmentation and recognition 

 Total 
Images 

Correct 
Image 

Accuracy 
(%) 

Segmentation 1,603 1,445 90.19 
Recognition 6,734 5632 83.635 
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Fig. 10. Architecture of convolutional neural network (CNN) 

Segmentation Result After Noise Removal 

Normalized Images

 

Fig. 11. Final segmentation result and normalization 

Segmentation Result

Normalized Images

Character ‘w’ is split

 

Fig. 12. Wrong segmentation for split character ‘w’

 

Table 3. Details of tablets 

Model ASUS 
ZENPAD 
10 
SPECS 

HUAWEI 
MediaPad 
T310 

Gecoo 
Tablet A1 

OS Android 
7.0 

Android 
7.0 

Android 
5.1.1 

Storage 16GB 16GB 8 GB 
Memory 2GB 2GB 2GB 
Display 10.1 

inches 
9.6 inches 8.0 inches 

Resolution 1280 x 
800 

1280 x800 19201200 

Image 
Type 

<.jpg> <.jpg> <.jpg> 

 

5. CONCLUSION 
 

If characters are not touched to each other in the 
input image, this system can exactly segment each 
character from that image. Our experiments 
accomplish the outstanding results of segmentation 
although this system still need to achieve the goal. In 
this study, we focused on segmentation process for 
better segmentation accuracy of handwritten character 
recognition. In the future, we will execute more 
experiments on more cursive handwritten data and 
will try to recognize the whole word on the 
application. 
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Table 4. Categorization of our dataset 

Categories Types Count 
Animals ant 20 

 bird 33 
 cat 33 
 cow 33 
 dog 39 
 fish 33 
 fox 30 
 zebra 30 

Body Parts ear 33 
 eye 30 
 face 34 
 head 36 
 mouth 29 

Education book 21 
 classroom 32 
 homework 33 
 school 33 
 student 33 
 teacher 33 

Fruits apple 42 
 avocado 35 
 banana 39 
 blueberries 21 
 cherries 19 
 coconut 25 
 durian 27 
 grapes 21 
 guava 28 
 lemon 34 
 mango 35 
 orange 33 

Drinks coffee 38 
 juice 33 
 milk 33 
 tea 36 
 water 32 

Numbers 18 27 
 24 27 
 35 33 
 60 26 
 97 26 

Others bell 21 
 birthday 21 
 blue 20 
 box 30 
 candy 22 
 girl 24 
 good 23 
 hill 21 
 quarter 30 
 queen 33 
 vegetable 30 
 yard 30 
 zoo 30 

Total 54 1603 

Segmentation Result

Normalized Images

Character ‘5’ is split

 

Fig. 13. Correct segmentation for split character ‘5’ 
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Classification of People’s Emotions during Natural Disasters 
 

Nann Hwan Khuna), Thi Thi Zinb), Mitsuhiro YOKOTAb), Hninn Aye Thantc) 

 

Abstract 

Identifying the polarity of sentiments expressed by users during disaster events have been widely researched. At a 
recent time, social media has been successfully used as a proxy to gauge the impacts of disasters in real-time. With 
the growing of microblog sites on the Web, people have begun to express their opinions and emotions on a wide 
variety of topics on Twitter and other similar social services. We proposed a visual emotion analysis framework for 
natural disasters. The proposed framework consists of two components, emotion analysis modeling and geographic 
visualization. This emotion analysis modeling is mostly targeted in case of determining the emotions of Twitter users 
pre, peri and post natural disasters to help first responders for better managing the situations such as mental health of 
survived victims and fund raising after severe natural disasters. This geographic visualization system can help people 
for better understanding the changes of emotion reactions along with the duration of natural disasters and mostly 
interested regions of Twitter users on these natural disasters. In this research, the situations in California Fire which is 
happened in 2018 November is experimented for emotion analysis because the affected people often show their states 
and emotions via big data social media environment.  

Keywords: Emotion analysis, Social media visual analytics, Natural disaster, Twitter, California 
fire, Support vector machine

1. INTRODUCTION 
 

Sentiment analysis is the process of discovering 
the opinion of user about some topic or the text in 
attention. Nowadays, people use microblogging sites 
to express their opinions and emotions about any 
topic imaginable. There are many popular 
microblogging sites like Facebook, Twitter, LinkedIn 
and Amazon etc. It has been useful in various 
domains like political, business, health and 
educational domain. Emotional expressions are the 
focus of a considerable amount of research on social 
media. The social media service in our research is 
Twitter that allows users to send and read instant 
text-based messages or ‘tweets’. Evidence exists that 
Twitter can be used to identify the sentiment of 
Twitter messages based on text classification [1]. 

With the strong development of social media, 
tracking emotions becomes easier, faster and more 
reliable than using the traditional public surveys or 
polls. Social media may also provide information 
where traditional surveys are restricted because of 
limited financial resources.  

 
 
Fig. 1. News about California Camp Fire 

 
Information from social media websites has 

potential to aggregate traditional survey techniques as 
it provides compact measurements of behavior over 
time, while taking advantage of large population 
sample sizes. The applications of sentiment analysis 
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are vast and powerful. The former US President, 
Obama, administration used sentiment analysis to 
investigate public opinion related with policy 
announcements and campaign messages ahead of 
2012 presidential election and found that it was very 
useful. 

The new user-centralized Web services hosts a 
large volume of data created by various users. Users 
are now becoming co-creators of web content, rather 
than being passive consumers. The social media is 
now a major part of the Web. The user contributions 
to social media range from blog posts, tweets, 
reviews and photo/video uploads etc. A large amount 
of the data on the Web is unstructured text. Opinions 
declared in social media as reviews or posts create an 
important and interesting area worth exploration. 
With development in accessibility of opinion 
resource such as product reviews, blog reviews, 
social network posts, the new challenging task is to 
drill large volume of texts and design suitable 
algorithms to understand the opinion of others. 

Natural disasters happen with regularity around 
the globe and are increasing with the growing 
influence of environmental climate change. Tracking 
crowd emotions towards natural disasters could 
provide valuable situational awareness for not only 
authorities to manage bad situations but also for 
psychological scientists to understand human 
behaviors in such situations. However, research to 
date lacks the detection of specific emotions from 
social media, especially in the disaster context. 

Therefore, we proposed a time-series data 
visualization for emotion analysis using geo-located 
Twitter data during California Camp Fire, the 
deadliest and most destructive wildfire in California 
history to date. We aimed to extract basic emotions 
from Twitter for emotion analysis during fire dates, 
from November 11 to November 20, 2018. Assessing 
emotional reactions over time may shed light on 
when disasters are considered most severe within 
affected communities [2]. Finally, originating 
locations of the Twitter posts are visualized on the 
Geo-map. We have constructed our emotions based 
on Ekman’s six basic emotions [3]: happiness, 
surprise, sadness, anger, fear and disgust. 
Nevertheless, happiness emotion is too positive to fit 
in such bad fire situations; we removed and 
substituted with calm emotion in order to show 
positive emotion in such situations. 

 

2. SOME RELATED WORKS 
 

There are generally three types of approaches for 
sentiment analysis of texts: (a) using a machine 
learning based classifier such as Naïve Bayes, SVM 
or Neural Networks with suitable feature selection 
scheme; (b) using the unsupervised semantic 
orientated scheme of obtaining relevant n-grams of 
the text and then labeling them and consequently the 
document; and (c) using the SentiWordNet based 
publicly available library that provides positive, 
negative and neutral scores for each word. Some of 
the relevant past works on sentiment classification 
can be found in [4] and [5]. 

Therefore, we in here attempt to improve the 
overall system accuracy by exploiting new shape 
feature extraction method. Sentiment analysis and 
emotion analysis are the tasks of identifying the 
attitude and emotion classes of the investigated 
document [6]. Different domains for sentiment 
analysis were educational, political, environmental 
and social etc. Feature-based classification approach 
has been used from the first applications of sentiment 
analysis on movie reviews to current sentiment and 
emotion analysis applications on social media [7]. 
Abinash Tripathy et al. [8] have performed sentiment 
analysis on movie review dataset. They have 
compared results of different classification 
algorithms and found that SVM classifier 
outperforms every other classifier in predicting the 
sentiment of a review or tweet.  

While social media mining has been used in 
different disaster scenarios, one of the most important 
aspects to understand social responses is to gauge 
people’s opinion for improved disaster management. 
There are a few works on sentiment analysis in crisis 
contexts such as hurricanes [9], and gas explosion 
[10]. Visual analytics is widely used in social media 
data analysis and contributes in many areas of 
exploratory data analysis such as geographical 
analysis, information diffusion and business 
prediction. 

In [12], the authors targeted the 2011 Great East 
Japan Earthquake for emotion analysis over Tokyo 
area and used Twitter posts only written in Japanese 
language. Since English language plays a bridging 
role than other languages, our research focus on 
English Twitter posts and we get rich data. The 
authors proposed a novel visual analytics framework 
for sentiment visualization of geo-located data [13]. 
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3. PROPOSED METHOD 
 

The proposed system is mainly composed of five 
components: data collection, data preprocessing, 
feature extraction, emotion classification and 
visualization. The architectural overview of the 
proposed system is shown in Fig. 2. 

 

Crawl California Camp Fire Tweets 

Data Preprocessing

Lowercase 
Conversion Filtering Tokenization

Feature Extraction

Support Vector Machine (SVM) Classifier

Sadness SurpriseAnger FearDisgustCalm  
 

Fig. 2. Architectural Overview of the Proposed System 
 
3.1 Data Collection  
 

The amount of data that one has to deal has 
exploded to unimaginable levels in the past decade. 
Since big data analysis mainly involves collecting 
data from diverse sources, it becomes available to be 
used up by analysts and finally deliver useful data to 
the organizational business. The process of 
transforming large amounts of unstructured raw data, 
retrieved from different sources to a useful data 
product for organizations forms the core of big data 
analysis. This system is to work on collecting data 
from Twitter and structuring it to be used in a 
machine-learning model.  

The twitter data programmatically can be 
accessed by creating an application in Twitter that 
interacts with the Twitter API. In order to search for 
particular tweets, Oauth protocol is used for 
Authentication. Then, we get a consumer key, 
consumer secret, access token and access token secret 
that should always be kept private. After obtaining 
these four keys, we connect to the Twitter Streaming 

API and start downloading Tweets. One tweet 
contains 140 characters at most and these tweets from 
various Twitter users’ status. In this way, the system 
crawls the real tweets related with California Camp 
Fire data. 
 
3.2 Data Preprocessing 
 

Data preprocessing is very important stage, which 
transforms the raw data into the valuable data for 
doing analytical process. Real-world data is often 
incomplete, inconsistent, and lacking in certain 
behaviors or trends. Data preprocessing is a proven 
method of solving such issues. Data preprocessing 
prepares raw data for further processing. Both 
training phase and testing phase are required to pass 
this data preprocessing stage to get the desired goal. 
In this system, six preprocessing steps are performed 
using Natural Language Toolkit techniques. 

 Convert all text to lowercase – this avoids 
having multiple copies of the same words. 

 Removal of usernames, links and special 
symbols – because they do not add any extra 
information while treating text data. Do not 
intend to follow the short urls and determine 
the content of the sites. 

 Word-tokenization – this divides the text into 
a sequence of words. It plays a large part in 
the process of lexical analysis. 

 Stop-words Removal – removal of non-
informative words like a, an, the etc. This is 
mainly to improve the accuracy of the results 
and to reduce the redundancy of computation. 

 Lemmatization – this converts the word into 
its root word, rather than just stripping 
suffices. 

 Spelling Correction – this step is also 
performed since tweets usually contain 
misspelled words. 
 

3.3 Feature Extraction 
 

Transforming the input data into the set of 
features is called Feature Extraction; a process of 
representation figures calculated from textual data. If 
the features can be appropriately chosen, we can 
expect that the features set will be performed the 
desired task using the reduced description instead of 
the full size input. There are many methods that have 
been proposed for keyword feature extraction. TF-
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IDF, one of the simplest approaches, is a binary 
representation that is commonly used and only 
counted how many times a word appears in a 
document with a weighting scheme of textual data. 
Term Frequency – Inverse Document Frequency (tf-
idf) is a popular feature extraction method, which 
echoes the importance of a word in a particular 
document among the corpus. It is a numeric statistical 
approach, which is often considered as a weighting 
factor in information retrieval and text mining. is 
taken as the following equation:  
 

idf*  tfidf-tf =               (1) 
 

Term Frequency (tf) is simply the ratio of the 
count of a word present in a sentence, to the length of 
the sentence and is expressed as in (2) and Inverse 
Document Frequency (idf) is defined as in (3). 
 

rowin that   termsofnumber 
row particular in the appears term timesofnumber  t tf =  (2) 

 
log(N/n)idf =                  (3) 

 
where, N is the total number of rows and n is the 
number of rows in which the word was present. Our 
system limited to 10000 features to be selected to 
perform emotion analysis. Then, SVM will classify 
the emotion of the tweets based on these features. 
Table 1 shows the example of how tf-idf score is 
calculated if we have two Tweets T1 and T2. 
 
For example, 
T1: The fire is still burning. 
T2: The fire surrounding them was hot and white. 
 

Table 1. tf-idf calculation for T1 and T2 

Words 
tf 

idf 
tf-idf 

T1 T2 T1 T2 
and 0 1/8 log(2/1) 0 0.038 

burning 1/5 0 log(2/1) 0.060 0 
fire 1/5 1/8 log(2/2) 0 0 
hot 0 1/8 log(2/1) 0 0.038 
is 1/5 0 log(2/1) 0.060 0 

still 1/5 0 log(2/1) 0.060 0 
surrounding 0 1/8 log(2/1) 0 0.038 

the 1/5 1/8 log(2/2) 0 0 
them 0 1/8 log(2/1) 0 0.038 
was 0 1/8 log(2/1) 0 0.038 

white 0 1/8 log(2/1) 0 0.038 
 
 
 
 

3.4 Emotion Classification 
 

Sentiment analysis is generally a process of 
determining the emotional accent depending on a 
series of expressed words, used to mine an 
understanding of the attitudes, opinions and emotions 
expressed within a given text. It can also be said as 
the stem of natural language processing or machine 
learning methods. Machine learning uses algorithms 
to solve the sentiment analysis as a regular text 
classification problem that makes use of syntactic or 
linguistic features. The classification used to predict 
a class label for every instance of unknown class. 

There are two sentiment analysis techniques such 
as supervised and unsupervised techniques. This 
system performs emotion analysis by using 
supervised technique, Support Vector Machine 
(SVM) because it has been shown to be highly 
effective at traditional text categorization. SVM 
trains the features in order to build the classifier 
model. The classifier model performs that the output 
features of Feature Extraction stage as which 
classified different emotion features with their 
weights. SVM is used for training and testing the 
extracted features and also evaluating the emotion 
category as shown in Fig. 3. By this way, testing 
phase performs well easily and classifies accurately 
six different emotion classes: anger, calm, disgust, 
fear, sadness and surprise. 

 

Start

Crawl Twitter 
Data

Data Preprocessing

Extract  Features Training Data

Support Vector 
Machine (SVM)

Emotion 
Category

End
 

 
Fig. 3. System Design 
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3.5 Visualization 
 

Data visualization is a general term that usually 
aims for any effort to help people understand the 
significance of data by placing it in a visual context. 
It is the graphical display of abstract information for 
data analysis and communication in a way that leads 
to understanding for action.  

A word cloud is a novelty visual representation of 
text data or to visualize free form text. Fig. 4 is a 
Word Cloud representation in order to have a global 
vision related with California Camp Fire Twitter 
dataset. The more the word occurs, the bigger the 
font size is. 

Twitter provides various APIs, and tweets 
generally come as JSON objects that include the 
tweet text along with metadata, such as time, location 
(coordinates) associated with the tweet (if provided 
by the user). Since there are four primary ways in 
which geolocation is commonly performed on 
Twitter users and messages, we used JSON ‘Place’ 
object that encodes a location associated with the 
tweet. Fig. 5 is obtained based on these geographic 
coordinates.  

 

 
Fig. 4. Word Cloud related with California Camp Fire 
Twitter Dataset 
 

 
Fig. 5. Visualization of California Camp Fire Twitter 
Dataset on Geo-map 

This system shows the real geolocation of Twitter 
users, who posted about California Camp Fire, with 
yellow spots on the geo-map as shown in Fig. 5. 
However, it does not cover all the users since only a 
few tweets contain geolocations. 

 
4. EXPERIMENTAL RESULTS AND 
DISCUSSION 

Our system works on the California Camp Fire 
Twitter corpus [11] that consists of 588674 tweets 
during ten fire days (November 11 to November 20, 
2018). Depending on extracted tweets with emotional 
keywords, we divided into 80% training and 20% 
testing tweets and the accuracy of this system is 83%. 
Table 2 shows the performance parameters of our 
system. 

Table 2. Performance Parameters 

Classified 
Labels 

Actual Labels 
Positive Negative 

Positive True Positive (TP) False Positive (FP) 
Negative False Negative (FN) True Negative (TN) 

 

FNFPTNTP
TNTP

+++
+

=Accuracy
 

 

FNTP
TP

FPTP
TP

+
=

+
= Recall      ,     Precision  

 

RecallPrecision
Recall*Precision*2measureF

+
=−  

 
We applied an advanced sentiment analysis on 

Twitter tweets during ten fire dates, from November 
11 to November 20, 2018, to extract basic emotions. 
The system shows the emotion analysis result of this 
fire by using bar graph. Fig. 6 shows the amount of 
emotion changes within ten fire dates. From this, we 
can see that Tweets are mostly posted on the first 
days of fire and the most influent emotion during first 
two days is Fear emotion. A clear notice of this fire is 
that Fear emotion is always dominant when fire 
started and rapidly decreases to nearly correlated with 
Sadness emotion. The emotions significantly variate 
on 13 November and shows Sadness emotion 
becomes higher. Sadness emotion changes from 
lower than Fear from the first dates of fires to higher 
than this emotion on 13 November that shows 
Twitter users relief steadily from Fear emotion and 
changes to Sadness emotion. Therefore, it can be said 
that the most influent emotion during these fire days 
is Sadness emotion. 
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Fig. 6. Emotions detected in Twitter data over the time 
of California Camp Fire between November 11 and 
November 20, 2018. 
 
5. CONCLUSION 
 

In this paper, we have presented a visual emotion 
analysis framework for natural disasters. California 
Camp Fire is firstly focused for emotion analysis 
during fire dates, from November 11 to November 20, 
2018. We used the Support Vector Machine classifier, 
which is a well-known machine-learning algorithm 
and mostly used in text and statistics of data analysis. 
To interact with this algorithm, python’ natural 
language toolkit (NLTK) library is mainly used and 
developed this system. 

Emotions in the time interval of fire dates reveal 
the insights of Twitter users during such hard time. 
Fear emotion always correlate with the occurrence of 
big natural disasters. Sadness emotion will dominant 
after a few days of Fear because of natural disasters. 
As time goes by, however, Twitter users become 
calmer. There are also some kinds of work for further 
extending on this system by combining machine-
learning process with big data solutions to get more 
accurately results relate with emotion. 
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電力ケーブルにおける部分放電発生位置標定技術の精度評価 
 

山下� 勝也 a)・迫田� 達也 b)�

 
Study on Location Accuracy of Partial Discharge Locator  

for Electric Power Cable 
 

Katsuya YAMASHITA, Tatsuya SAKODA 
 

Abstract 
 

   �  For transmission and distribution lines, cross-linked polyethylene (XLPE) cable plays an important role in 
distributing the stable power to customers. Electric failure for the XLPE cable decreases year by year because of 
progress of manufacturing. However, at joint and terminal sections of the XLPE cable, partial discharges (PDs) 
occur in defects of insulating materials. The PD is a precursor to dielectric breakdown. Once PD occurs, it 
continuously erodes insulation material. The demand of reliable power systems is quite crucial for all of power 
companies, and then it is demanded to develop an on-line PD measurement technique and a monitoring system. In 
this study, we propose a PD locating system for XLPE cables in operation, in which the propagation velocity of PD 
current is not required for locating a PD. We first show how the locating system works on a XLPE cable network 
with time synchronization between two points. Additionally, the locating accuracy of the system is investigated. 

 
Keywords:  Partial Discharges, Power Cable, Fault Locator, Locating Accuracy 

 

�� まえがき�

�

我が国の架橋ポリエチレン絶縁ケーブル（以下，XLPE
ケーブル）は，その多くが高度成長期に導入されたもので

あり高経年化が進行している。そのため，劣化による事故

が各地で発生している。電気事故が発生すると，操業停止

となり復旧にも長時間を要し多大な損害をもたらすため
1)，信頼性の高い保守や異常の兆候を早期に発見できる技

術が不可欠である。しかし，電力需要の頭打ちの傾向や電

力自由化等を背景にした最近の厳しい社会情勢下では，点

検・診断や更新時期を計画的に運用し，事故を未然に防ぎ

つつ寿命限界まで使用したいという要望があり，上述した

保守・監視作業は効率的に低コストで実施できることが望

ましい 2)3)。 
電力ケーブルの事故要因の一つに絶縁破壊がある。これ

はケーブル絶縁体中のボイド・異物・突起等を起点として，

部分放電・電気トリー・水トリーといった劣化形態が現れ

絶縁破壊に至る 4)。絶縁破壊に至る過程では極めて微小な

放電である部分放電が発生することが知られている。同放

電はケーブルの絶縁性能低下の前駆現象であり，これを検

出することは事故の未然防止に繋がる。従って，設備の効

果的な運用及び保守が求められる中，部分放電検出による

劣化診断はますます重要になっており，電力ケーブルの寿

命を最大限に利用するため，部分放電測定による劣化診断

の高精度化が期待されている 5)。 
著者等は，送配電系統の XLPE ケーブルで発生した部分

放電を常時監視システムにより検出し，その後，同放電の

発生箇所を標定するシステムの開発を進めている。部分放

電発生箇所を標定することは，ケーブルの取り替え区間を

最小化できる可能性がある。また，検出地点での部分放電

強度は発生源から減衰しながら伝搬してきたものである

ため，部分放電の伝搬距離を明らかにすることで発生地点

での部分放電の規模を推定することが可能となる。これに

より，ケーブルの劣化の程度を正しく評価できるようにな

る。 
従来の部分放電位置標定技術において，発生箇所は，放

電源からの電流パルスを GPS 等により時刻同期された 2
地点に配した電流センサで検出し，その伝搬時間差と電流

パルスの伝搬速度より標定する 4)。しかし，電流パルスの

伝搬速度は測定範囲内に存在する接続部や分岐接続部，ケ

ーブルの劣化状態によって異なるため，標定精度が測定対

象の環境に大きく左右される。そこで，著者等は，位置標

定に電流パルスの伝搬速度を使用することなく，且つ 2
地点の測定システム内において独自のローカルな時間制

御を用いる手法を開発した。 
本稿では，位置標定装置の基本構成及び原理について述

べるとともに，本装置の位置標定精度を検証した結果につ

いて述べる。 
 

a) 電気電子工学専攻大学院生 
b) 工学教育研究部 
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�� 位置標定システムの概要�

�

����システム構成 
図 1 に位置標定システムの概要を示す。また，図 2 及び

図 3 に A 地点，B 地点の装置構成を示す。図 1 で示すよ

うに，システムは 2 地点で構成され，ノート PC やタブレ

ット PC 等により両地点間の通信を行う。また，次節で述

べるとおり，GPS からの 1 PPS （pulse per second）信号に

より 2 地点の PC の波形観測・制御プログラムを同時に作

動させる。A 地点には，CT（Current Transformer）センサ，

電流インジェクションコイルと付随する出力用電源，GPS
レシーバ，ノート PC が配される。B 地点には，CT セン

サ，GPS レシーバ，ノート PC が配される。例えば，部分

放電が測定範囲内のケーブル接続部で発生すると，高周波

電流がケーブル導体部と遮蔽層の間を伝って双方向に伝

搬する。同電流パルスを 2 つの CT センサにより検出し，

その検出時間差（到達時間差）を用いて位置標定を行う。 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

図 1.� 位置標定システムの概要 
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図 2.� Ａ地点構成装置 
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図 3.� Ｂ地点構成装置 
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�������� 信号による波形観測・制御プログラム 
本システムでは，GPS レシーバから 1 秒毎に出力される

1 PPS 信号を用いて 2 地点に配した PC 内の波形観測・制

御プログラムを同時に作動させる。2 点間の距離が GPS
衛星の高度 20,000 km に対して十分近距離の場合，衛星か

らの信号はおおよそ同一の伝搬経路を通過し，両局間の信

号遅延は約 1 ns に過ぎないため数 ns の相対時刻同期を実

現する 6)。この手法で，数 km 離れた地点間においても高

精度の位置標定を可能とした。 
 
����位置標定原理 
図 4 に位置標定手法の概要を示す。2 点間の距離を L [m]，

劣化位置から A 地点への距離と B 地点への距離をそれぞ

れ L1 [m]，L2 [m]，劣化信号の伝搬時間をそれぞれ t PDA，t 
PDB とする。Δ t は，各地点における劣化信号の伝搬時間 t 
PDA及び t PDBの差を表す。さらに，本システムでは電流イ

ンジェクションコイルを用いて任意の電流信号を被測定

ケーブルに入射する。Δ T は，入射する電流信号が A 地点

の CT センサから B 地点の CT センサに到達するのに要す

る時間である。電流信号の伝搬速度は測定範囲内に存在す

る接続部や分岐接続部，ケーブルの劣化状態によって異な

るため，測定対象の環境によって標定精度が大きく左右さ

れる。電流インジェクション信号は，これらの環境による

相違を抑制するためのものであり，劣化診断を行う対象範

囲固有の Δ T を測定する。部分放電電流の到達時間差 Δ t，
インジェクション信号の伝搬時間 Δ T を用いると，L1，L2

は式（1）と式（2）により与えられる。 
 
L 1 = L (1 – Δt /ΔT ) / 2 ･･････････････････････････(1) 
 
L 2 = L (1 + Δt /ΔT ) / 2 ･･････････････････････････(2) 
 
部分放電模擬信号の検出から位置標定までの流れは以

下のとおりである。まず，GPS レシーバより 1 PPS 信号の

出力を受信する。この信号受信をトリガとして，PC 内の

LabVIEW（National Instruments 社）で構築した波形観測・

制御プログラムが作動する。同プログラムで制御された

AD 変換器（サンプリング周波数 100 MS/s）から，一定の

時間間隔で送られてくる信号により内部時間を管理する。

例えば，AD 変換器のサンプリング周波数が 100 MS/s の場

合，10 ns 間隔で送られてくる信号により時刻 0 から，時

刻を 10 ns ずつ進めるように内部時間を管理する。このよ

うに，本システムでは，A 地点と B 地点間において同期

がとられたローカルな時間制御を行う。次に，電流インジ

ェクション信号を被測定ケーブル内に一定間隔で入射し

Δ T を測定する。同時に，模擬部分放電電流を 2 地点に配

した CT センサで検出して Δ t を測定する。最後に，式(1)
及び式(2)にしたがって Δ T 及び Δ t から位置標定を行う。 
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図 4.� 位置標定原理 
 
�� 劣化位置標定精度の検証�

�

����評価方法�

22 kV 級架橋ポリエチレン絶縁（XLPE）ケーブル 150 mm2

の 3 本（長さ：40m，50m，150m）を接続し位置標定精度の評
価を行った。使用したケーブル構成を図 5 に示す。A 地点及
び B地点に配する GPS レシーバ（1 PPS確度±10 ns）の 2点
間の直線距離は110 mである。部分放電源には，電荷校正パ
ルス発生源（D204 Mitsubishi Cable Industries, Ltd.）による半
値全幅 15 nsで 2000 pCの電流パルスを用いた。本試験では
位置標定システムの精度評価を目的としているため，部分放

電を模擬した電流パルスは確実に末端部の CT センサまで伝
搬できるように十分に大きな電荷量とした。A 地点には CT セ
ンサ（Prodyn Technologie社製）に加えて電流インジェクション
コイル（自作）を配した。なお，使用した CT センサは遮蔽クラ

ンプ用に開発したものであるが，測定対象ケーブルが小径で

あったため導体クランプしている。CT で検出した波形は，AD
変換器（サンプリング周波数 100 MS/s，アナログ入力分解能 8 
bits）を介して PC に取り込んだ。その後， LabVIEW（National 
Instrument 社）ベースの波形観測・制御プログラムで波形表示，
解析，位置標定まで一貫して行った。 
�

�

�

�

�

�

�

�

図 5.� 線路モデル 
�

����評価結果�

解析及び計算結果は，図 6 に示すように，A 地点のノート

PC 上に表示される。観測した波形や算出した ΔT を画面上で
随時確認することができ，作業効率の向上及び迅速な診断結

果報告を可能とする。 
測定した位置標定精度の評価結果を表 1 に示す。GPS の

受信環境を考慮して，午前と午後に 4 日間計測した。その結

果，誤差率それぞれ，2.67 %，4.15 %，5.28 %，6.21 %となっ
た（ただし，本実験で使用したケーブル長に限る）。最大誤差

率は 11月 13日午前に行った測定で 6.21 %，最小誤差率は
10月 16 日の 2.67 %であった。誤差の主要因は，注入した部
分放電模擬信号波形や電流インジェクション信号波形のケー

ブル伝搬過程における高周波成分の減衰，波形の変歪によ

る。Δ T及び Δ tは，2地点で検出された波形の最大値から算
出するが，信号波形の減衰や変歪の影響を受けた信号を AD
変換器の 8 bitsのアナログ入力分解能で 10 ns間隔で計測す
るために分解能以下の最大値の検出時間に曖昧さが生じる。

部分放電模擬信号波形の場合，100 m 程度伝搬した後は高

周波成分が大きく減衰し，数 MHz～数十 MHz の成分のみと
なるので，数十 ns 以上の誤差が生じる。また，使用した GPS
レシーバの 1 PPS確度は±10 nsであり，電流パルス信号の伝
搬速度を 1.53×108 m/s とした場合 7)，10 nsの測定開始の違
いでおよそ 1.5 mの標定誤差を引き起こすことになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6.� Ａ地点ＰＣ画面 
 
ところで，部分放電は，施工時に出来た傷や空隙等が原因

となり，接続材，分岐材，及び終端接続部で主に発生すると

考えられている。ケーブルの接続は多くの場合，100 m以上の
単位で行われるため，測定対象のケーブル長が～1 kmであ
れば10 %以内の標定誤差であっても部分放電が発生してい
る接続材を十分に特定できる。あるいは，本試験で得られた

標定誤差（平均5.77 %）から求めることのできる標定誤差長が，
最小のケーブル接続区間未満となるようにA地点，B地点を配
して測定することで有効活用できる。また，接続部が多数存在

する複雑な配電網においても同様な視点からのA地点，B地
点の設定を行う。 
以上のような10 %未満の位置標定システムに加え，常時監

視システムを導入することで，より効率的な設備メンテナンスの

実現が可能である。今後，アナログ入力分解能の高いAD変
換器を活用する等，さらに標定誤差を小さくしていく予定であ

る。�

 
�� まとめ�

 
本論文では、分岐点における電流パルスの伝搬特性につ

いてEMTPを用いた周波数解析と、実ケーブルを用いて検
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証を行い、FFT解析結果において類似した結果を得た。電
流パルスは分岐点を通過する際、分岐後のケーブルインピ

ーダンスに依存しており、長いケーブル（比較的高インピ

ーダンス）側に高周波成分が多く含まれる傾向にあること

が分かった。数MHz以上の周波数成分が主な部分放電は分
岐点を伝搬する場合、長いケーブル側に伝搬する傾向にあ

るためPDLシステムは、分岐の存在する線路においても適
用可能であることが考えられる。 
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XLPE ケーブルを用いた部分放電電流の長距離伝搬特性 
 

山下� 勝也 a)・迫田� 達也 b)�

 
Study on Propagation Characteristics of High Frequency  

Pulse Current in Electric Power Cable 
 

Katsuya YAMASHITA, Tatsuya SAKODA 
 

Abstract 
 

   �  The demand of reliable power systems and stability of electrical power supply are quite crucial for all of 
power companies. On the other hand, power systems installed during the period of high economic growth 
have been operating for over 30 years in Japan. For transmission and distribution lines, cross-linked 
polyethylene (XLPE) cable plays an important role in distributing the stable power to customers. Electric 
failure for the XLPE cable decreases year by year because of progress of manufacturing. However, at joint 
and terminal sections of the XLPE cable, partial discharges (PDs) occur in defects of insulating materials. The 
PD generation can occur at any points in the insulation system where electric field strength exceeds a PD 
inception electric field and can develop until breakdown occurs. That is, PDs which are owing to local 
electrical stress in the insulation or on the surface of the insulation reflect a kind of sign of insulation 
deterioration. Therefore, PD measurement is a useful technique of assessing the insulation deterioration of 
XLPE cables. In this study, the pulse propagation characteristics of a PD on actual 22kV XLPE cables were 
investigated. 

 
Keywords:  Partial Discharges, Power Cable, Propagation Characteristics, Attenuation 

 

�� まえがき�

�

現在，日本各地で使用される架橋ポリエチレン絶縁ケー

ブル（以下，XLPE ケーブル）は，その多くが高度成長期

に導入されたものであり高経年化が進行している。XLPE
ケーブルの寿命は約 30 年とされ，劣化による事故が全国

各地で発生している。一度電気事故が発生すると，各家庭

のみならず，企業のオフィスや工場等まで操業停止となり

復旧にも長時間を要し多大な損害をもたらすため 1)，信頼

性の高い保守や異常の兆候を早期に発見できる技術が不

可欠である。しかし，電力需要の頭打ちの傾向や電力自由

化等を背景にした最近の厳しい社会情勢下では，点検・診

断や更新時期を計画的に運用し，事故を未然に防ぎつつ寿

命限界まで使用したいという要望があり，上述した保守・

監視作業は効率的に低コストで実施できることが望まし

い 2)3)。 
電力ケーブルの事故要因の一つに絶縁破壊がある。これ

はケーブル絶縁体中のボイド・異物・突起等を起点として，

部分放電・電気トリー・水トリーといった劣化形態が現れ

絶縁破壊に至る 4)。絶縁破壊に至る過程では極めて微小な

放電である部分放電が発生することが知られている。同放

電はケーブルの絶縁性能低下の前駆現象であり，これを検

出することは事故の未然防止に繋がる。従って，設備の効

果的な運用及び保守が求められる中，部分放電検出による

劣化診断はますます重要になっており，電力ケーブルの寿

命を最大限に利用するため，部分放電測定による劣化診断

の高精度化が期待されている 5)。 
活線状態の電力ケーブルの劣化診断技術の 1 つに，絶縁

破壊の予兆現象である部分放電を観測することにより絶

縁劣化診断を行うものがある。同技術においては，部分放

電の発生箇所を特定すれば部分放電の規模を明らかにで

き，不良ケーブル区間が特定されるため経済的な保守管理

が可能となる。なお，部分放電の位置を特定する手法には

点標定方式がある。同方式は，部分放電により発生した電

流パルスを 2 地点に配したセンサで検出し，センサ間での

検出時間差（伝搬時間差）から発生点を特定するものであ

り，電力ケーブルの不良点を標定する技術に広く応用され

ている。しかし，部分放電によって発生する高周波電流は，

長距離伝搬により大きく減衰するため，片端の電流センサ

で電流を検出できずに伝搬時間差を算出できないことが

想定される。このような場合には，電流センサの配置を変

えて測定を再度行う必要があり，労力とコストがかかるこ

とになる。効率的な位置標定技術の確立を目指すにあたっ

a)  電気電子工学専攻大学院生 
b) 工学教育研究部 
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て，長距離線路における高周波電流の減衰特性の検討は非

常に重要である。 
本研究では，長尺ケーブル内を伝搬する部分放電電流の

減衰特性を明らかにすることを目的として，実ケーブルを

用いた高周波電流の伝搬試験を行った。得られた結果をも

とに，使用するCTセンサの適切な測定周波数帯域の選定，

減衰率を用いた部分放電発生近傍での電荷量予測につい

て検討した。 
 
�� 劣化位置標定手法の概要�

 
図 1 に点標定方式の概要を示す。ケーブルのある位置で

発生した部分放電による電流パルスを被測定ケーブルの

両端に設置した Current Transformer （CT）センサで検出

し，各 CT センサへの電流パルスの到達時間差から部分放

電発生箇所を特定する。ケーブル両端の CT センサで部分

放電による電流パルスを検出した場合，電流パルスの到達

時間差を Δt，電力ケーブルの長さを L [m]，電力ケーブル

中の電流パルスの伝搬速度を v [m/s] とすると，ケーブル

片端から部分放電発生箇所までの距離 x [m]は以下のよう

に与えられる。 
 

X = (L –Δt・v) / 2 (1) 
 
しかし，一般に配電系統は接続部や分岐が数多く存在す

るため，長距離線路において位置標定を行う場合，電流パ

ルスが分岐及び減衰し，両端の CT センサで電流パルスを

観測することが困難になる場合がある。CT センサで電流

パルスを検出できなければ，到達時間差を算出できないた

め位置標定ができない。 
 
 

 
 
 
 

 
 

図 1.� 位置標定の概要

 
�� 高周波電流の長距離伝搬による減衰�

�

������ センサ遮蔽クランプ時の減衰特性�

図 2に実験概要を示す。22 kV級XLPEケーブル 150 mm2

（50 m、150 m）を用いて，各々のケーブル長を伝搬する

際の部分放電電流の減衰特性を評価した。ケーブル末端部

の導体部と遮蔽部間にエポキシ成形電極（電極間距離 1 
mm）を挿入した。ケーブル近端は，交流 60 Hz の高電圧

5 kV を導体部に印加し，遮蔽層を接地した。電極を挿入

したケーブル末端部の遮蔽部に CT 1 をクランプ，さらに

ケーブル近端側の遮蔽部に CT 2 をクランプすることで，

放電が発生した電極近傍から 50 m または 150 m のケーブ

ルを伝搬した後の放電電流を観測した。使用した電極及び

電極近傍で発生した部分放電電流波形（ケーブル長 50 m
時）を図 3 に示す。なお，コロナ放電の発生を抑制するた

めにケーブル両端部は絶縁油に浸した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 実験回路 
 
 
 
�

�

�

�

�

�

�

図 3.� 使用した電極と電極直下での放電波形 
�

������ センサ導体クランプ時の減衰特性�

図 4 に実験概要を示す。22 kV 級 CV ケーブル 150 mm2

（150 m）を用いて，伝搬する際の部分放電電流の減衰特

性を評価した。ケーブル末端部の導体部と遮蔽部間にエポ

キシ成形電極（電極間距離 1 mm）を挿入し絶縁油に浸し

た。ケーブル近端は，交流 60 Hz の高電圧 3 kV を導体部

に印加し，遮蔽層を接地した。CT 1 はケーブルの末端部 0 
m（電極近傍）に固定，CT 2 をケーブル長 50 m 地点，100 
m 地点及び 150 m 地点にクランプして，それぞれの地点で

伝搬した部分放電電流の波形を観測した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.� 実験回路
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�� 実験結果�

�

������ センサ遮蔽クランプ時の減衰特性�

図5及び図6に伝搬前後で観測した模擬部分放電電流波

形を示す。150 m伝搬後の放電信号には比較的信号強度の

高い部分放電電流の他，図中0.5 us周辺で逆極性の低強度

の部分放電電流を観測した。これは，接地線を介した放電

信号の回り込みが原因と考えられる。また，50 m伝搬後の

放電電流には，信号の第一波目で部分放電電流の主成分を

観測し，その後ケーブルのインピーダンスによる反射成分

や振動成分が追随する。伝搬前後での放電信号のピーク値

を比較し減衰率を評価した結果，50 mの伝搬で-33.53 dB，
150 mの伝搬で-31.50 dBの減衰を確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図5.� 観測波形（50 m地点） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図6.� 観測波形（150 m地点） 
 

また，図7に観測した各放電電流の強度と周波数の関係

を示す。数十MHz以上の高周波成分は，低周波成分と比較

して大幅に減衰していることが分かる。このように，部分

放電電流は発生直後に数MHz以上の高周波成分を含有し

ている。さらに，この高周波電流が長尺ケーブルを伝搬す

ると，高周波成分は数m程度で減衰する。したがって，ケ

ーブルを伝搬することで部分放電電流の波形はその形を

大きく変えることが分かる。部分放電は，ケーブルの誘電

率や絶縁材料，対地容量やインダクタンス成分等様々な要

素が，その電流波形や伝搬特性に影響を与える。そのため，

ケーブルのサイズや長さ，負荷の大きさ，接続部数，分岐

数等でその特性は変化することが考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 50 m                  (b) 150 m 
図7.� 観測波形の周波数解析 

 
また，図8に減衰率と周波数の関係を示す。同図から，

50 mで既に数MHzの低周波帯も減衰しており，部分放電電

流が数kmに亘って伝搬する場合その周波数成分の多くは

さらに低周波（数kHzオーダー）での観測となる。しかし，

低周波になると，変電所や接地線等から入るノイズとの区

別が難しくなる。そのため，対象となる部分放電電流の周

波数帯域は数百kHzが下限値となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 50 m                  (b) 150 m 
図8.� 減衰率と周波数の関係 

�

������ センサ導体クランプ時の減衰特性�

図9に観測した部分放電電流の強度と周波数の関係を示

す。遮蔽クランプ時と同様，数十MHz以上の周波数帯域の

電流成分は低周波成分と比較して大幅に減衰しているこ

とが分かる。電極近傍で観測した放電波形は，100 MHzを
超える高周波成分を含有しているにも関わらず，50 m伝搬

後で既に減衰している。従って，被対象ケーブル区間の全

長に対して，対象とする部分放電電流の周波数帯域を決定

することが好ましい。上に述べた通り，下限値は数百kHz，
上限は，100 mを超えるケーブル区間では100 MHz以下，

100 m以内では50 MHz以下でバンドパスフィルタ等を使

用する必要がある。また，部分放電電流のピーク値から算

出した減衰率は，短いケーブルから，-24.52 dB，-26.68 dB，
-28.41 dBであった。 
また，図10に観測した部分放電電流の減衰率と周波数の

関係を示す。保有しているCTセンサの数に限りがあり，

同一の放電信号を取得することができないため，ケーブル

長毎に電極近傍で観測している波形や周波数成分が異な

る。発生している放電電流の波形・強度が異なるため，伝

搬後の波形や周波数成分も異なる。本来，ケーブル長が長

XLPE ケーブルを用いた部分放電電流の長距離伝搬特性 97XLPE ケーブルを用いた部分放電電流の長距離伝搬特性 97



  

尺になるほど各周波数帯域で減衰が見られることが予想

されるが，同図の150 m地点にCTをクランプした際の結果

は，その他の結果と比較して全体的に減衰率が小さいこと

が分かる。従って，本結果から各周波数帯の減衰率を検討

するには不十分であるためCTの個数を増やす等，再検討

が必要である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 50 m                   (b) 100 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 150 m 
図9.� 観測波形の周波数解析

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 50 m                   (b) 100 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 150 m 
図10.� 減衰率と周波数の関係 

 

�� 両クランプ形態による減衰特性の比較�

�

����減衰率�

各CTクランプ形態における部分放電電流の減衰率を図

11に示す。CTセンサ導体クランプにおいて，50 mまでに

-20 dB以上減衰し，それ以降は緩やかに減衰する指数関数

を示した。上述した通り，高周波成分はケーブル長50 m
を伝搬する段階で既に大幅に減衰する特徴を持つ。一方で，

遮蔽クランプの場合は50 m地点より150 m地点で観測した

信号強度が大きいことが分かる。これは，接地線を介した

信号の回り込みによる波形の重ね合わせ，または遮蔽部と

導体部それぞれの伝搬特性の違いによるものであると考

えられる。CTセンサのクランプ形態が異なれば，それぞ

れ材質や絶縁材料の相違から伝搬特性は異なるため，観測

する信号の波形や強度も異なる。 
また，ここでxをケーブル長として，同図の曲線を関数

で表すと以下の通りである。 
 
導体クランプ：y = -3.874 ln(x) -9.0548   (2) 
 
遮蔽クランプ：y = -4.702 ln(x) -11.304   (3) 

 
以上の各式から，導体クランプ時は1 km伝搬すると-36 dB 
= 1/63となり，遮蔽クランプ時は-43 dB = 1/141となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図11.� 導体部と遮蔽層の部分放電電流の減衰特性

�

����伝搬特性の相違�

CT 1（電極近傍）で観測した信号はクランプ形態の違い

で強度が大きく異なった。図12に各クランプ形態で観測し

た波形を示す。放電の観測強度は遮蔽クランプで110 mA，

導体クランプで11.1 mAと約10倍の差となった。これは，

遮蔽クランプではIV線の被覆とその長さによるインダク

タンス成分が影響するが，導体クランプではシースや架橋

ポリエチレン等の絶縁層による対地容量に加え，導体部の

太さや構造が大きく異なるためであると考えられる。さら

に，一般に部分放電電流はケーブルの絶縁層で発生し，導

体部と遮蔽層間での電荷の注入によって伝搬することが

知られている6)。従って，導体クランプでは遮蔽層を流れ

る電流成分と導体を流れる成分で打ち消し合うため，遮蔽
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クランプと比較して信号強度が低くなる。図13に概要を示

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) CT at shield layer        (b) CT at conductor 
図12.� 観測した部分放電電流波形

 
 
 
 
 
 
 

図13.� 部分放電電流の伝搬特性 
 
�� まとめ�

 
本論文では，エポキシ成形電極を用いて発生させた模擬

部分放電電流をXLPEケーブル内で伝搬させ減衰特性を評

価した。その結果，導体クランプにおける減衰率は-36 
dB/km（1 kmの伝搬で約1/63），遮蔽クランプにおける減衰

率は-43 dB/km（1 kmの伝搬で約1/141）であることが分か

った。この結果から，位置標定や常時監視において観測し

た部分放電電流の発生位置の予測が可能となる。また，今

回観測した電流波形の周波数特性から，対象とする部分放

電電流の周波数帯域は，下限を数百kHz，上限を100 m超

のケーブルは100 MHz，100 m未満のケーブルは50 MHzと
することが望ましい。さらに，CTセンサを導体クランプ

した際，部分放電電流の伝搬特性上，観測する信号強度が

遮蔽クランプと比較して小さくなることが分かった。 
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水トリー劣化した CV ケーブルの部分放電特性に関する研究 
 

山崎� 悠平 a)・山下� 勝也 a)・迫田� 達也 b)� �

 
Partial Discharge Characteristics of XLPE Cable  

with Water Tree 
 

Yuhei YAMASAKI, Katsuya YAMASHITA, Tatsuya SAKODA,  
 

Abstract 
 

   �  Since the aging of electric facilities have become an important issue in Japan, safety of such facilities in 
operation and ensuring high reliability are highly demanded. It is also necessary for each electric power company to 
reduce the cost for maintaining, managing, operating, and updating facilities because of the electric power 
liberalization. For these backgrounds, some sorts of sophisticated technologies for on-line monitoring systems and 
deterioration diagnosis technologies are needed rapidly in order to avoid any electric failures. Our research is to 
develop partial discharge locator (PDL) which is to locate cable faults by detecting current pulses generated by 
partial discharges (PDs). This paper presented theoretical analysis of frequency characteristics of a PD pulse on a 
branch line for PDL adaptability of  multiple branch lines by using a simulation software. In addition, as a 
comparison to the simulation, we also carried out experiments using actual XLPE cables and confirmed the integrity 
verification of the simulation results. In this paper, we investigated PD characteristics caused by water trees in 
XLPE cables. It was found out that PDs can be generated by water trees. Therefore, PDL can be used for locating 
water tree. 

 
Keywords:  Partial Discharge, Water Tree, XLPE Cable, Fault locator 

 

�� まえがき�

電力ケーブルをはじめとする電力設備は，その多くが高

度経済成長期に導入され高経年化が進行しており更新期

を迎えつつある。しかし，電力需要の飽和化及び電力自由

化等を背景にした近年の厳しい社会情勢下では，点検・診

断や電力設備の更新時期を計画的に運営し，トラブルを未

然に防ぎたいという強い要望がある 1)。このような社会的

背景から，設備の保守・保全管理へのコスト削減及び従来

通りの安定した電力供給が求められる中，既設設備の円滑

な運用と維持管理への関心が一層高まっている 2)。 
電力ケーブルの事故要因の一つに絶縁破壊がある。これ

は，ケーブル絶縁体中のボイド・異物・突起物を起点とし

て，部分放電・電気トリー・水トリーといった劣化形態が

現れ絶縁破壊に至る 1)。水トリー劣化とは，水の存在下に

おいて異物や突起物等の電界集中部に発生する現象であ

り，水が入った微小ボイド及びそれらを繋ぐ樹枝状の微細

な通路の集合体として観察される 4)。66 kV 級以下の架橋

ポリエチレン絶縁ケーブル（以下，CV ケーブル）の故障

原因の多くは水トリー劣化で占められている。なお，高圧

ケーブル用の水トリー劣化診断技術として広く使用され

るのは直流高圧絶縁抵抗試験である。判定は，直流電圧印

加時の漏れ電流絶対値，電流‐時間特性，キック電流（部

分放電に起因する急峻な漏れ電流の変化）の有無によって

行う 4)。特に，キック電流の観測は，水トリー内における

部分放電の発生を意味し，水トリー劣化ケーブルにおいて

も部分放電が発生し，劣化を促進することが考えられる。

さらに部分放電は，ケーブル劣化の前駆現象であり，同放

電を検知することはケーブル事故の未然防止を可能とす

る。設備の効果的な運用・保守を行うため，部分放電測定

による劣化診断技術の高度化が望まれる 3)。 
著者等は，送配電系統の CV ケーブルで発生した部分放

電を常時監視システムにより検出し，その後，同放電の発

生箇所を標定するシステムの開発を進めている。部分放電

発生箇所を標定することは，ケーブルの取り替え区間を最

小化できる可能性がある。また，検出地点での部分放電強

度は発生源から減衰しながら伝搬してきたものであるた

め，部分放電の伝搬距離を明らかにすることで発生地点で

の部分放電の規模を推定することが可能となる。これによ

り，ケーブルの劣化の程度を正しく評価できるようになる。 
本報では，CV ケーブルの劣化過程及び，水トリー劣化

したケーブルの部分放電発生特性を明らかにすることを

目的として，6.6 kV 級水トリー劣化ケーブルを用いた放電

発生試験を行った。その結果，定格電圧以上の高電圧を印

加した際に，部分放電の発生を確認したので報告する。 
 

a) 電気システム工学専攻大学院生 
b) 工学教育研究部 
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�� 劣化位置標定手法の概要�

�

図 1 に位置標定手法の概要を示す。ケーブルのある地点

で発生した部分放電による電流パルスを被測定ケーブル

の両端に配置した Current Transformer（CT）センサで検出

し，各 CT センサへの電流パルスの到達時間差から部分放

電発生箇所を特定する。同図左端を A 地点とし，CT セン

サ，制御用 PC，USB デジタイザ，GPS 受信機，電流誘導

コイル，さらに同コイル用駆動電源を配置する。右端の B
地点には，CT センサ，制御用 PC，USB デジタイザ，GPS
受信機が配置される。 

2 点間の距離を L [m]，劣化位置から A 地点への距離と

B 地点への距離をそれぞれ L1 [m]，L2 [m]，劣化信号の伝

搬時間をそれぞれ t PDA，t PDBとする。Δ t は，各地点にお

ける劣化信号の伝搬時間 t PDA及び t PDBの差を表す。さら

に，本システムでは電流インジェクションコイルを用いて

任意の電流信号を被測定ケーブルに入射する。Δ T は，入

射する電流信号が A地点の CT センサから B地点の CT セ

ンサに到達するのに要する時間である。電流信号の伝搬速

度は測定範囲内に存在する接続部や分岐接続部，ケーブル

の劣化状態によって異なるため，測定対象の環境によって

標定精度が大きく左右される。電流インジェクション信号

は，これらの環境による相違を抑制するためのものであり，

劣化診断を行う対象範囲固有の Δ T を測定する。部分放電

電流の到達時間差 Δ t，インジェクション信号の伝搬時間

Δ T を用いると，L1，L2は式（1）と式（2）により与えら

れる。 

 

L1 = L (1 – Δt/ΔT) / 2 ................................................... (１) 

L2 = L (1 + Δt/ΔT) / 2 .................................................. (２) 

 

 

 

 

 

図 1.� 位置標定手法の概要 

 
�� ����� 級 �� ケーブルを用いた放電発生試験�

�

����高圧印加時の放電発生試験�

� 試験時の実験回路を図 2 に示す。被測定ケーブルは水ト

リー劣化が確認された 6.6 kV 級 CV ケーブル(45 cm)を用

いた。同図に示す通り，ケーブル導体‐遮蔽間に交流電圧

を印加し，発生する放電電流を観測した。使用した CT セ

ンサは，Prodyn Technologies 社製，オシロスコープは，横

河計測株式会社製 DLM2054 である。また，高圧プローブ

を用いて印加交流電圧を測定した。なお，高電圧印加によ

るコロナ放電抑制のため，ケーブル部及び高電圧印加部は

絶縁油中に設置した。 
まず，商用周波 60 Hz の交流電圧を 3.8 kV，5.0 kV，7.0 

kV，10 kV，の順に昇圧する高電圧印加試験を行った。さ

らに，同様の実験回路を用いて 60 Hz で 3.8 kV 及び 5.0 kV
を 5 時間印加する長期試験を行った。なお，長期試験にお

いては，3.8 kV を 3 時間印加した状態で部分放電による信

号が観測されない場合，5.0 kV に昇圧しさらに 3 時間の印

加を続行する。ここで，3.8 kV は定格電圧の実効値である。

なお，実験試料の詳細は後述する。 
 
 
 
�

�

�

�

図 2. 実験回路�

�

����試験結果�

図 3に，交流電圧 10 kV印加時に観測した信号波形及び，

周波数解析結果を示す。同信号波形の立ち上がり時間は数

十 ns であり，10 MHz から 60 MHz の高周波成分を多く含

むことが分かる。また，図 4 に交流信号と観測した信号波

形の関係を示す。信号の発生位置が交流信号の同位相，ま

たは逆位相で発生していることが分かる。部分放電信号の

発生タイミングは交流電圧の位相に依存するという特徴

を持つ。以上のことから，今回取得した放電信号は部分放

電信号であると考えられる。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
図 3.� 観測した信号波形（左）と周波数解析結果（右） 
 
�

�

�

�

�

�

�

�

�

図 4. 商用周波数と放電信号の関係 
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�

����長時間印加試験方法と結果�

同一のケーブルを用いて, 3.8 kV 交流電圧を長時間印加

し, 模擬劣化試験を行った結果を示す。図 5 に 3.8 kV 印加

時に観測した波形，図 6 に周波数解析結果を示す。図 5
に示した波形は，前章で示した波形と比較して立ち上がり

時間が緩やかである。また，周波数解析結果より，10 MHz
を超える周波数帯域が存在していないことが分かる。した

がって，3.8 kV 印加では部分放電信号が発生していない。

さらに，5.0 kV 印加でも 3 時間の印加試験では放電信号は

発生しなかった。 
 

 
 
 
 

 
 

 
図 5.� 3.5 kV 印加時の取得信号 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 6. 周波数解析結果 
�

�� 異なるケーブル試料を用いた比較試験�

�

����試験条件 
上述した試験ケーブル試料（以降，1 番ケーブルとする）

と同じ配電系統内に存在した劣化状態の異なる供試ケー

ブルを用いて同様の試験を行った。図 7 に試料の様子を示

す。同図の，上から 2 番ケーブル，3 番ケーブル，4 番ケ

ーブルとする。各ケーブル試料は，それぞれ絶縁劣化形態

が異なり，特に 4 番ケーブルはシース上に亀裂が存在する。

以上の 2 番から 4 番ケーブルを用いて，上述した高電圧印

加時と同様の放電発生試験を行った。 
 
 
 
 
 
 
 

図 7. 各試験ケーブル試料 
 

����試験結果 
図 8 に 2 番ケーブルを用いた試験結果，図 9 に 3 番ケー

ブルを用いた試験結果を示す。4番ケーブルは，交流 2.4 kV
印加時点で過電流のため交流印加装置が停止したため実

験を中止した。図 8 に示す観測波形は，立ち上がり時間が

数十 ns である。また，信号の周波数成分は，40 MHz から

70 MHz の高周波成分を含むことがわかる。上述した部分

放電の特徴である，放電信号の立ち上がり及び周波数解析

結果より，本信号は部分放電信号であると考えられる。ま

た図 9 に示す通り，3 番ケーブルを用いて行った実験にお

いても同様に立ち上がり時間数 ns の信号が観測された。 
� また，部分放電信号の発生が観測された 2 番ケーブル及

び 3 番ケーブルを用いて，1 番ケーブル同様 3.8 kV の長時

間印加実験を行ったが， 1 番ケーブル同様 3 時間の印加

では放電は観測されず, 模擬劣化試験条件の見直しが必

要であることが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 8  2 番ケーブル試験結果（左：観測信号波形，右：周

波数解析結果） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 � 3 番ケーブル試験結果 
 
�� まとめ�

本論文では，水トリー劣化が確認された6.6 kV級CVケ

ーブルと, 同系統内に存在した絶縁状態の異なる撤去済

みケーブルを用いて, 高電圧を印加する放電発生試験と, 
3.8 kV及び5.0 kVを長時間印加する模擬劣化試験を行った。

放電発生試験において，4本の試験ケーブルのうち3本から

部分放電電流の発生を確認した。一方，模擬劣化試験にお

いては, 何れのケーブルも部分放電の発生は観測されて

いない。従って，今後は周波数加速劣化試験を実施するこ

とで, 水トリー劣化したケーブルが絶縁破壊に至るまで

のプロセスを明らかにする必要がある。水トリー劣化した

ケーブルの劣化ステージごとの部分放電の発生頻度，強度

水トリー劣化した CV ケーブルの部分放電特性に関する研究 103水トリー劣化した CV ケーブルの部分放電特性に関する研究 103



  

などを検討し，水トリー劣化診断に有用なデータの蓄積を

行う。 
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ボイド含有エポキシ樹脂製電極による
部分放電特性

 
小田 浩史 ・迫田 達也 ・相島 武 ・西村 豪志

Characteristics of Partial Discharge in Epoxy Resin with a Void  
 

Hiroshi ODAa) Tatsuya SAKODAb)

Takeru AISHIMAc), Takeshi NISHIMURAc)

 

Abstract 

In recent years, insulation deterioration due to partial discharges (PDs) of power equipment molded with epoxy 
resin is concerned. In a solid insulation device molded with an insulator such as an epoxy resin, bubbles may remain in 
the resin during the manufacturing process, so that void defects sometimes occur. It is important to clarify the behavior 
of PD inside the defect from the occurrence to the failure from a viewing point of designing a safe and long-life solid 
insulation molded device.  

In this study, the PD occurrence probability and the PD ignition time were investigated. Also, the life characteristics 
of epoxy resin owing to PDs until a breakdown occurs was evaluated.  
 
Keywords: Partial discharge, Epoxy resin, Void, Remaining life time 
 

1. はじめに 

固体絶縁機器の絶縁体内部には、製造時の注型作製過

程において樹脂内に気泡が残留したり、溶媒が揮発した

りすることによってボイド型欠陥が生じてしまうことや、

樹脂の硬化時及び使用時の熱サイクルにおいて金属との

間に熱応力が発生する。あるいは振動が原因で剥離型欠

陥が生じてしまうことがある。このような欠陥が存在し

ていると、絶縁体に高電圧が印加されたときに空気や揮

発した溶媒で満たされた欠陥内部で放電開始電圧に達す

ると、密閉ボイドでは放電時間遅れを伴うこともあるが

内部で部分放電が発生。その後、しばらくして樹脂内で

電気トリーが発生する。このトリーが成長していくと導

体間を導通し、すなわち絶縁破壊を引き起こし故障に至

る。

本研究は、エポキシ樹脂でモールドした絶縁機器を研

究対象としている。これらの機器は、設置後に数十年に

亘って使用されることから、長期に亘る信頼性を確保す

る必要がある。また、樹脂製の電力機器においてはボイ

ドや剥離状欠陥は偶発的な故障の原因となっており、こ

れら欠陥内部での部分放電の挙動及び発生から故障に至

るまでの過程を明らかにすることは、固体絶縁モールド

機器の安全・長寿命設計及び小型、軽量化設計を行うた

めに重要となってくる。つまり、固体絶縁機器内で生じ

るボイドや剥離等の欠陥で生じる部分放電が、絶縁機器

の劣化を早めることが報告されており 、機器寿命と部

分放電の関係を明らかにすることは重要である。

本報では、模擬電極を用いた課電試験により、部分放

電開始電界の閾値を検討した結果を述べる。次に、この

閾値を考慮した上で電界加速劣化試験を行い、部分放電

を計測しながら絶縁破壊するまでの長期試験を実施した。

同実験をとおして、部分放電現象がエポキシ樹脂に与え

る影響、寿命評価のための基礎的なデータを取得した。

 
2. 部分放電開始電界の検討 
2.1. 実験方法 
 
図 1 に実験装置の概要を示す。ここでは、直径 1 mm
のボイドを含有するエポキシ樹脂製の電極を 2組作製し
た。具体的に、表 1にボイド含有エポキシ樹脂製電極の
特徴を示す。高電圧及び接地用の銅製の金属電極は、直

径 10 mm、フィレット半径 3 mmであり、同電極を対向
させて電極間距離 16 mmと 20 mmの電極 A及び電極 B
を作製した。電極間距離は、有限要素法ベースの汎用物

理シミュレーションソフトCOMSOLによって算出したボ
イド内の最大電界強度が 2 kV/mm前後となるように定め
た。直径 1 mm のボイド内での部分放電開始電界は、先
行研究(2)によれば 2.3 kV/mm となるが、我々は裕度をも
たせた電界強度 2.0 kV/mmをボイド内放電の閾値に定め
て電極の作製を行っている。すなわち、電極 Aでは容易
に部分放電が発生し、電極 Bでは発生しない（正確には
放電確率が 0.01以下）ものと予想した。なお、ボイドは
高電圧電極のフィレット部近傍に配し、高電圧電極に商

用周波数 60 Hzの交流電圧 17.16 kVを印加した。 
部分放電電流は、接地側に配した CT(Current 

Transformer)センサ及び電磁波センサにより検出した。ま
た、課電開始から放電が発生するまでの部分放電開始時

間を測定した。 
 

a)電気電子工学専攻大学院生 
b)工学教育研究部教授 
c)株式会社 戸上電機製作所 
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図 1. 実験装置の概要 

 
表 1. ボイド含有エポキシ樹脂製電極の特性 

 
 
2.2. 実験結果及び考察 
 
電極 Aにおいて部分放電測定を行い、得られた放電電

流波形並びに電磁波センサの波形を図 2に示す。同図か
ら明らかなように，電流波形と電磁波波形の時間変化の

特徴はほぼ同様である。また、図 3に、図 2の電磁波セ
ンサによって取得した波形を周波数解析(FFT)した結果を
示す。主な周波数成分は 35 MHzであり、これは 20～40 
MHz が主要な周波数成分となる部分放電の特徴(3)と一致

する。以上のことより，取得した電流及び電磁波波形は

部分放電によるもとのと判断した。同様な試験を 10回行
い，部分放電開始時間と放電電荷量を表 2にまとめた。
最短で 105 min、最長で 1203 minで部分放電は発生し、
放電電荷量の平均は 28.5 pCである。 
総試験回数 N₀ (N₀=10)、部分放電開始時間が各部分放

電開始時間よりも短いものの数を Nとして、N/Noを縦軸
に横軸を放電開始時間としたラウエプロットを図 4に示
す。縦軸の N/Noは放電確率に、横軸の放電開始時間は放
電遅れに相当する。同図において、N/Noが 0.01になる時
の放電開始時間が 2565分となることから、この時間を放
電しないことの確認のための課電試験時間の目安とした。 

 

 
 

図 2. CTセンサ及び電磁波センサにより取得した波形 

 
 

図 3. 電磁波センサ取得波形の周波数解析信号 
 

表 2. 部分放電開始時間及び放電電荷量 

 

 
図 4. ラウエプロットによる放電遅れ時間の算出 

 
電極 Bを用いて，2565 minの課電試験を行った結果，

663 minで部分放電が観測された。部分放電が発生しない
（正確には放電確率が 0.01以下）と予想した電極 Bにお
いて比較的短時間で部分放電が発生した理由として，エ

ポキシ樹脂の硬化過程でボイド内の圧力が低下している

ことが考えられる。そのため，ボイド内圧を常圧にし、

最大電界強度を 1.86 kV/mmで試験したところ，2565 min
でも放電が発生しない結果を得た。 
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3. 電界加速劣化試験 
3.1. 実験方法 

図 5に実験装置の概要を示す。ボイド含有エポキシ樹
脂製の模擬電極は、コロナ放電を防ぐために、絶縁油に

浸した。また、表 3に今回用いた試験片の種類と電界計
算によって求めた最大電界強度を示している。印加電圧

は商用周波数 60 Hzの 17.1 kVとし、絶縁層 1.5 mm電極
の部分放電によるエポキシ樹脂の侵食への影響を調べた。

放電により生じた放電電流は接地側に配した CT センサ
で検出し、オシロスコープ①で 10～30秒の間隔で放電電
流と課電時間を記録した。また、オシロスコープ②で、

課電から破壊までに発生した部分放電の総放電回数を記

録した。 
図 6 に汎用物理シミュレーションソフト COMSOL 

Multiphysicsにより電極の電界解析結果を示す。同図より、
最大電界部はボイド先端部であることが分かる。 

 

 
図 5. 実験装置の概要 

 
表 3 絶縁層 1.5 mm電極の特性 

 

 
 

 
 

図 6. 試験片の電界分布 
 
3.2. 実験結果及び考察 
 
図7(a)～(f)に絶縁層1.5 mm試験片の課電から絶縁破壊ま
でのボイドの様子を示す。同図より、課電から36 時間後、
ボイド内の変色が確認された。96時間でボイド上部すべ
ての領域でピットが散見している。402時間後、ボイド先
端部付近でピットの成長が確認できる。このピット位置

は図2に示した電界分布の最大電界点と類似する。564時
間後にはトリーが進展している。最終的に、577時間28
分後に絶縁破壊しており、ボイド先端周辺に鱗状の放電

痕が確認された。ここで、ボイド内の変色の理由につい

て、ボイド内部では空気が充填している。そこで部分放

電が発生することにより、ボイド内に赤褐色を示すNO₂
などの気体が発生したためではないかと考えられる。ま

た、ピットが形成されるまでの時間に比べてトリーから

絶縁破壊までの時間が短い理由としては、トリーが成長

する毎に最大電界強度が増加し、一般にエポキシ樹脂の

絶縁破壊強度である約16 kV/mmを超えたために早期に破
壊したものと考えられる。このように絶縁破壊までの過

程には、ボイド変色→ピット形成→トリー形成→トリー
進展→絶縁破壊という過程を経ることが示された。なお、
絶縁破壊後に黒くボイドが変色しているのはアーク放電

の熱によりエポキシ樹脂が焦げたためである。 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a)課電前 (b)課電36 h後 

 
 
 
 
 
 
 

 
(c)課電96 h後 (d)課電402 h後 

 
 
 
 
 
 
 

 
      (e)課電564 h後 (f)課電577 h28min 後 
図7. 部分放電によるボイド劣化侵食の様子 

 
図8に、絶縁層1.5 mm試験片の放電特性の経時変化を示

す。同図より、放電回数とその平均電荷量を評価した。

放電回数は0～12 hが最大となり、その後、減少傾向にあ
った。318h以降ではほとんど発生しなかった。この理由
としては、通常観測されるPDパルスが通常のPD測定装置
では検出が困難な微小なパルスが多数集合した状態の群

小放電に遷移したのではないかと考えられる。また、密

閉ボイド内における気体のガス組成や濃度が変化したた

めであると考えられる。ここで、微小な放電パルスにつ

いて今回用いたCTセンサでは検出できなかった。そのた
め、より感度の高いUHFセンサで検出した放電回数を図9
に示す。同図より、図8に示した放電が観測されていない
318 h以降でも放電が発生していることが確認される。よ
って、この期間で群小放電が発生していることが示され、

群小放電領域下でもボイドが侵食されていることが確認

できる。電荷量に関しては、ばらつきがあり、特徴的な

傾向は確認できなかった。 

ボイド含有エポキシ樹脂製電極による部分放電特性 107



                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図8. 時間変化に伴う放電特性の変化 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図9. UHFセンサ追加時の放電回数の変化 

 
図10(a)、(b)にCTセンサで取得した絶縁層1.5 mm電極の

放電波形を示す。同図より、短絡直前には部分放電と考

えられるパルス波形が観測され、短絡時には大電流が流

れている。ここで、短絡直前と短絡時の放電電荷量はそ

れぞれ1716 pC、13789 pCであった。電荷量の観点から短
絡時に取得した波形がアーク放電であると考えられる。

なお、短絡時の電流波形で方形波とみられる帯域におい

ては記録時にレンジオーバとなっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a)短絡直前の電流波形 (b)短絡時の電流波形 

図10. 取得した放電電流波形 

課電から絶縁破壊まで発生した総放電回数は6320649発観
測され、劣化の進行はピット形成・トリー進展等の段階

で一様ではないが、単純計算で絶縁層1.5 mm、ボイド内
電界9.8 kV/mmでのエッチングレートは約0.23 nm/発と算
出された。 
 
4. ボイド含有エポキシ樹脂の寿命指標の検討 

表4に電界加速劣化試験で用いた電極の特性及び破壊時
間を示す。同表より、9.8～15.0 kV/mmの絶縁破壊試験を
実施した。最大電界強度が低くなるにつれ、破壊時間は

短くなっている。図11に表2の結果をプロットし、指数近
似線をのばした寿命予測線を示す。同図より、近似線は

以下のように表記できる。 
 

y = 4×107 e-1.085x  (1) 
 

 
(1)式より、ボイドによる部分放電のみの劣化が進んだ場
合のモールド機器寿命を予測できると考える。 
 

表4. ボイド含有エポキシ樹脂製電極の特性 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図11.  電界寿命予測指標 

 
5. 結論 
 
直径 1 mm のボイドを有するエポキシ樹脂製電極にお

ける部分放電発生確率及び部分放電開始時間を明らかに

した。ボイド内最大電界強度が 2.17 kV/mmの試験結果よ
り、ラウエプロットを用いて N/Noが 0.01になる時の放
電開始時間は 2565分と算出された。また、ボイド内最大
電界強度が 1.81 kV/mmの場合は、部分放電が発生しない
（正確には放電確率が 0.01以下）と予測していたにも関
わらず比較的短時間で部分放電が発生した。理由として、

エポキシ樹脂の硬化過程でボイド内の圧力が低下してい

ることが考えられる。そのため、ボイド内圧を常圧にし、

最大電界強度を 1.86 kV/mmで試験したところ、2565 min
でも放電が発生しない結果を得た。 
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図8. 時間変化に伴う放電特性の変化 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図9. UHFセンサ追加時の放電回数の変化 

 
図10(a)、(b)にCTセンサで取得した絶縁層1.5 mm電極の

放電波形を示す。同図より、短絡直前には部分放電と考

えられるパルス波形が観測され、短絡時には大電流が流

れている。ここで、短絡直前と短絡時の放電電荷量はそ

れぞれ1716 pC、13789 pCであった。電荷量の観点から短
絡時に取得した波形がアーク放電であると考えられる。

なお、短絡時の電流波形で方形波とみられる帯域におい

ては記録時にレンジオーバとなっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a)短絡直前の電流波形 (b)短絡時の電流波形 

図10. 取得した放電電流波形 

課電から絶縁破壊まで発生した総放電回数は6320649発観
測され、劣化の進行はピット形成・トリー進展等の段階

で一様ではないが、単純計算で絶縁層1.5 mm、ボイド内
電界9.8 kV/mmでのエッチングレートは約0.23 nm/発と算
出された。 
 
4. ボイド含有エポキシ樹脂の寿命指標の検討 

表4に電界加速劣化試験で用いた電極の特性及び破壊時
間を示す。同表より、9.8～15.0 kV/mmの絶縁破壊試験を
実施した。最大電界強度が低くなるにつれ、破壊時間は

短くなっている。図11に表2の結果をプロットし、指数近
似線をのばした寿命予測線を示す。同図より、近似線は

以下のように表記できる。 
 

y = 4×107 e-1.085x  (1) 
 

 
(1)式より、ボイドによる部分放電のみの劣化が進んだ場
合のモールド機器寿命を予測できると考える。 
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5. 結論 
 
直径 1 mm のボイドを有するエポキシ樹脂製電極にお
ける部分放電発生確率及び部分放電開始時間を明らかに

した。ボイド内最大電界強度が 2.17 kV/mmの試験結果よ
り、ラウエプロットを用いて N/Noが 0.01になる時の放
電開始時間は 2565分と算出された。また、ボイド内最大
電界強度が 1.81 kV/mmの場合は、部分放電が発生しない
（正確には放電確率が 0.01以下）と予測していたにも関
わらず比較的短時間で部分放電が発生した。理由として、

エポキシ樹脂の硬化過程でボイド内の圧力が低下してい

ることが考えられる。そのため、ボイド内圧を常圧にし、

最大電界強度を 1.86 kV/mmで試験したところ、2565 min
でも放電が発生しない結果を得た。 

                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                

 

また、ボイド含有エポキシ樹脂製電極において、部分

放電による侵食を調べた結果について述べた。試験の結

果から、部分放電によりボイド内における気体のガス組

成が変化したことが考えられ、絶縁層1.5 mm電極では、
ボイドの侵食過程で微小な放電パルスである群小放電領

域が存在することを示した。 また、破壊試験より、エポ
キシ樹脂の寿命指標を提案した。 
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インパルス放電の V-t 特性に影響を与える因子 
 

小田 浩史 a)・間 壱誠 b)・迫田 達也 c) 
久保 克隆 d)・水谷 学 d) ・春日 靖宣 d)・深野 孝人 d) 

 
Affecting Factors to V-t Characteristics of Impulse Discharge 

 

Hiroshi ODA, Issei HAZAMA, Tatsuya SAKODA,  
Katsutaka KUBO, Manabu MIZUTANI, Yasunori KASUGA, Takato FUKANO 

 
Abstract 

 
    Surge arrester with a spark gap has been installed for reducing the electrical failures in distribution systems. 
The top and the bottom of a ceramic spacer for sustaining an electrode gap contact with electrodes, in which there 
are triple junction points among the ceramic spacer, the gap electrodes and the atmosphere. Corona discharges 
formed at around the triple junction points may influence discharge characteristics for a spark gap. Additionally, the 
charges on the inner surface of the ceramic spacer, which are electrified by corona dischaeges, may act on the 
discharge characteristics. We measured V-t characteristic and residual voltage after operating a surge arrester with a 
spark gap. Based on the results, we evaluate affecting factors to V-t characteristics of impulse discharge . 

 
Keywords:  Corona discharge, Charging, Spacer, V-t characteristics, Surge arrester 
 

1. はじめに 

 

我国の配電系統には、雷サージから電気設備を保護する

ための配電用ギャップ付避雷器が数多く設置されている。

同避雷器は動作後の続流 1)を速やかに遮断する必要があ

り、ほとんどの配電用ギャップ付避雷器は優れた非直線抵

抗特性を持つ酸化亜鉛(ZnO)素子 2, 3)を有している。また、

配電用ギャップ付避雷器には、雷サージに対して動作遅れ

が少ないこと、制限電圧が低いこと、放電開始電圧が一定

であることが挙げられる。例えば、インパルス放電開始電

圧(V)を縦軸に、放電開始に要する時間(t)を横軸にして表

現する V-t 特性 4)は、なるべく平坦な特性となることが望

まれている。 
しかし、一般に、ギャップ間におけるインパルス放電に

おいては、電極間がある程度の電流密度にならないと持続

性の放電とはならないため放電遅れ 5)が発生する。そのた

め、放電開始電圧の時間特性から絶縁協調を考慮する必要

がある。すなわち、ZnO と直列に接続されたギャップ長

10 mm 未満のギャップにおける放電遅れを抑制し、サージ

に対する安定度の高い放電特性が必要となる。このギャッ

プは対向する 1 組の金属電極で構成されており、ギャップ

長を形成するために絶縁スペーサ(絶縁管)が利用されて

いる。同スペーサの上面及び下面は金属電極と接するため、

気相、スペーサ、ギャップ電極が接触する箇所において電

界強度の高い三重点が形成される。著者等は、これまでに、

三重点近傍でコロナ放電が発生することでギャップにお

ける放電電圧のばらつきが小さくなり、放電遅れが改善さ

れることを明らかにしてきた 6)。 
一方で、上下電極の三重点においてコロナが発生すると、

コロナ放電の電荷が絶縁物であるスペーサ表面に残留す

ると考えられる。V-t 試験では、所定の時間間隔でインパ

ルス電圧を印加するため、前回の電圧印加時のコロナ放電

による残留電荷や，ZnO 素子の残留電圧が V-t 特性に影響

を与えている可能性がある。 
本報では、ZnO 素子の残留電圧と固体絶縁物であるスペ

ーサ表面における残留電荷が V-t 特性に与える影響を検証

した結果について述べる。 
 
2. 実験方法 

 

実験装置の概要を図 1 に示す。V-t 試験においては、

1.2/50μs の標準雷インパルス電圧発生回路を用いて正極

性の 15 kV から 20 kV の標準雷インパルス電圧を各 5回あ

るいは 10 回実験用避雷器に印加した。実験中は湿度が放

電特性に与える影響を少なくするために、試験室内は温度

と湿度の管理を行い、室温は 20–25 ℃、絶対湿度は

4.62-7.67 g/m3で試験を行った。なお、電圧印加間隔は 1 min

a)電気電子工学専攻大学院生 

b)電気システム工学科学部生 

c)工学教育研究部教授 
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あるいは 30 min とした。放電電圧(V)と放電時間(t)はディ

ジタルオシロスコープで観測・記録して V-t 特性を得た。 
ギャップ電極間の放電現象を観察する際は、まず、3kV

用の 2.5 kA ギャップ付酸化亜鉛形避雷器から避雷器構成

素子を取り出し、大気圧下の空気雰囲気中で避雷器を再構

成した。ギャップ電極部の構造を図 2 に示す。スペーサに

保持された上下の電極は真鍮製で、電極には 2 つの凸部が

あり、両凸部の間にはギャップ間でのアーク放電による圧

力を開放するための直径 3 mm の孔が設けてある。両電極

間のギャップ長は 3 mm である。セラミックスペーサは、

1/4 部分を切り取り、スペーサの内部を観測できるように

している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1. 実験装置の概要(Ar: Surge arrester with a spark gap) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. ギャップ電極部の構造 
 
3. 実験結果および考察 

 

3.1 V-t 特性試験 

 図 3 に、V-t 試験において正極性 15 kV の標準雷インパ

ルス電圧を印加した際に得られた電圧波形例を示す。同図

から明らかなように、ギャップ電極で放電が発生すると電

圧が瞬時に低下する。また、図 3 から明らかなように、印

加電圧値は同じであるにも関わらず、放電が発生する時間

は約 0.8 s と約 3.6 s のように大きく異なる。これが、ギ

ャップ付避雷器における雷サージに対する動作遅れに該

当する。なお、V-t 試験における電極表面の劣化は確認で

きなかった。そのため、V-t 試験において、電極の表面状

態は印加電圧依存性および印加回数依存性には影響を与

えないと考えられる。 

正極性 15 kV の標準雷インパルス電圧を 1 min 間隔で

10 回印加して得た V-t 特性の結果を図 4 に示す。プロット

が 5 点しかないのは、10 回の印加中 5 回は放電が発生し

なかったためである。ギャップ間におけるインパルス放電

においては、放電開始前のギャップ中への電子供給量が重

要であり、ギャップ中の電子密度が小さい場合には放電の

統計遅れが増加する。これによって放電開始電圧・時間が

大きくばらつく 6)。図 4 から明らかなように、放電した 5
回でも放電開始時間のバラツキは大きい。また、正極性

18 kV 及び 20 kV の標準雷インパルス電圧を 1 min 間隔で

10 回印加して得た V-t 特性の結果を図 5 に示す。18 kV 以

上では毎回放電が発生し、20 kV では放電開始時間のバラ

ツキが 15 kV や 18 kV の場合に比べて比較的小さい。 

次に、正極性 15 kV の標準雷インパルス電圧を 30 min
間隔で 5 回印加して得た V-t 特性の結果を図 6 に示す。こ

の場合、5 回印加して 5 回とも放電が発生した。ただし、

1 min 間隔で標準雷インパルス電圧を印加した図 4 と同様

に、放電開始時間のバラツキは大きい。放電確率が高くな

っているためギャップ中の電子密度が 1min 間隔の場合よ

りも高いと推測されるが、放電開始時間のバラツキは大き

いため十分な量の電子がギャップ中に存在していないと

考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. 放電電圧波形の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4. 1 分間隔で標準雷インパルス電圧 15kV を印加した場

合に得られた V-t 特性 

Ar
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CT sensor
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Digital
Oscilloscope
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3.3kV, 
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図 5. 1 分間隔で標準雷インパルス電圧 18kV，20kV を印加

した場合に得られた V-t 特性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 6. 30 分間隔で標準雷インパルス電圧 15kV を印加した

場合に得られた V-t 特性 
 

3.2 素子の残留電圧による影響 

第 1 節で述べたように、V-t 試験では所定の時間間隔で

インパルス電圧を印加するため、前回の電圧印加時の ZnO
素子の残留電圧が V-t 特性に影響を与えている可能性があ

る。 
そこで、電圧が接地電位まで低下するのに必要な時間を

計測した。測定は、図 2 中の ZnO 素子の上面に配した厚

み 0.1mm の銅板と接地間の電圧を高電圧プローブを用い

て実施した。測定結果を図 7 に示す。ZnO 素子に印加され

た 6 kV 程度の電圧は、瞬時に 1 kV 程度まで低下する。そ

の後、緩やかに低下するものの、インパルス電圧の印加か

ら約 0.5 s 後には 0 V となっている。そのため、インパル

ス電圧を 1 分間隔で印加した場合でも V-t 試験に、ZnO 素

子の残留電位は影響を与えないと考えられる。 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7. ZnO 素子上部の電位の時間変化 
 

3.3 スペーサの帯電による影響 

第 1 節で述べたように，V-t 試験においては、所定の時

間間隔でインパルス電圧を印加するため、前回の電圧印加

時のコロナ放電による残留電荷が V-t 特性に影響を与えて

いる可能性がある。そこで，本研究で実験対象としている

避雷器においてもスペーサの内壁でコロナ放電が発生し

得るか確認することとした。ただし、微弱光であるコロナ

放電の観測が容易に行えるように、ここでは標準雷インパ

ルス電圧の代わり交流電圧 7.5 kVrms を印加することとし

た。また、デジタルカメラの露光時間を 10 s とした。ス

ペーサ内部を観測した結果を図 8 に示す。微弱ではあるが

3 重点近傍においてコロナによる発光を確認できる。電位

(17kV)を上部電極に与えた場合の電界分布を図 9 に示す。

最大電界は、スペーサ内壁に沿って存在するギャップ電極

の端部（3 重点近傍）に存在する。このような高電界部に

おいて、標準雷インパルス電圧印加時にはインパルスコロ

ナが発生すると考えられる。 
前述したように、3 重点近傍でコロナ放電が発生するこ

とで電極間の電子密度が増加し放電が安定することが考

えられるが、このスペーサ表面で発生したコロナ放電によ

る荷電粒子は絶縁体表面に長時間に亘って帯電し、V-t 特
性に影響を与えている可能性がある。そこで、1/4 カット

スペーサを用い、インパルス放電が発生した直後に 1/4 カ

ットスペーサの内壁を毎回接地するような V-t 試験を行っ

た。標準雷インパルス電圧 17kV を印加した場合に得られ

た結果を図 10 に示す。スペーサの内壁を接地しない場合

と比べて、放電電圧や放電開始時間が 10 回の放電でほぼ

等しいことが分かる。すなわち、インパルス放電が発生す

る毎にスペーサ内壁を接地して表面の帯電電荷を除電す

ることで放電特性が著しく安定する結果となる。しかし、

1/4 カットスペーサを使用しているため、実機とはスペー

サの静電容量が異なる。また、インパルスコロナが不均一

に発生しているため、今後、これらの相違点の影響につい

ても検証を進めていく予定である。 
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(a) 課電無しの状態      (b) 課電時の状態   

図 8. 交流電圧印加により観測したコロナ放電 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9 電位(17kV)を上部電極に印加した場合の電界分布 
（最大電界強度はスペーサ内壁近傍の電極端に存在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10. 1 分間隔で標準雷インパルス電圧 17kV を印加した

場合に得られた V-t 特性（放電直後にスペーサ内壁を毎回

接地した場合と接地しない場合） 

 

 

4. 結論 

 
配電用ギャップ付避雷器のギャップ電極におけるイン

パルス放電の放電遅れ現象を抑制するための基礎研究と

して、ZnO素子の残留電圧と固体絶縁物であるスペーサ表

面における残留電荷がV-t特性に与える影響を検証した。

その結果、ZnO素子の残留電圧については0.5 sで接地電位

まで低下しておりV-t特性に影響を与えないと考えられる。

また、インパルス放電が発生した後にスペーサ内壁を接地

した場合、放電特性が著しく安定したことからスペーサ内

壁の放電電荷はV-t特性に影響があると考えられるが、実

機との相違点の影響についても検証を進めていく予定で

ある。 
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誘電体バリア放電を用いたマンゴー軸腐病の殺菌と 
雰囲気ガスが殺菌に与える影響 

 
木之下 俊輔 a)・多田 陽一朗 a)・迫田 達也 b) 

田澤 和俊 c)・市川 博章 c) 

 
 

Sterilization of Stem-end Rot of Mango   
using Dielectric Barrier Discharge Source and 

Influence of Operating Gas on sterilization 
 
 

Shunsuke KINOSHITA, Yoichiro TADA, Tatsuya SAKODA 
Kazutoshi TAZAWA, Hiroyuki ICHIKAWA 

 
 

Abstract 
 

     Apple mango has been a representative product in Miyazaki. However, Stem–end rot of mango is likely to 
corrupt the fruit during transportation, which may lead to a decrease in the reliability of branded mangoes. 
Therefore, it is necessary to perform sterilization. So we made a sterilization device with a dielectric barrier 
discharge source. In order to confirm the usefulness of this device and the factor of stelirization, we performed 
sterilization against Lasiodiplodia theobromae and mango fruit inoculated with the fungus evaluated. 

 
Keywords:  Apple Mango, DBD, Sterilization, Stem–end Rot, Ozone, Argon 

 

1. はじめに 
 

宮崎県は, 新たな需要創出のため「フードビジネスの推
進」を図っている。その理由として, 宮崎県は農業産出額
全国 5位(1)と農業が盛んであることが挙げられる。出荷量

の多い青果物はきゅうり, マンゴー, ピーマン, さといも
があり, きゅうりは全国で 1 位, マンゴーとピーマンは 2
位, さといもは 3位となっている(2)。そのため宮崎県は, 食
料供給基地として青果物などの販路拡大のために, 大消
費地である東京都や大阪府への搬送や海外への輸出拡大

を推進している。 
しかし, 食料供給基地としての役割が大きい反面, 大消

費地である東京都や大阪府から遠隔であることが挙げら

れる。例えば陸運の場合, 東京都へは約 1,400 km, 大阪府
へは約 600 kmと物流に極めて不利な状況となり, 鮮度保
持が困難であることに加え, 出荷から消費までの間にカ 

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b) 電気システム工学科教授 

c) 矢崎エナジーシステム 

ビの発生や腐敗, その他の菌による病害の症状が現れる。 
出荷から消費の段階で病害を抑える手法としては農作物

の収穫後に農薬を用いるポストハーベスト農薬があるが, 
これは食品衛生法により禁止されているため有効な手段

は存在しない。 
宮崎県の農産物として有名なマンゴーも鮮度保持及び

病害の影響を受けている。マンゴーは全国の約 3割のシェ
アを占めており, 出荷量は 1,126 t/年である(2)。また, 「太
陽のタマゴ」としてブランド化しており, 全国的にも有名
である。しかし, マンゴーには「軸腐病」という病害が発
生している。この病害は, 収穫時には症状が全く現れず, 
食べごろと言われる収穫後 3～5日の消費者のもとへ届く
時期に軸周辺に現れる。そのため収穫時の選別が不可能で

あり, クレームや信頼性を損ねる原因になっている。 
以上の背景から，著者等は誘電体バリア放電を用いたマ

ンゴーの鮮度保持技術の開発進めている。誘電体バリア放

電（Dielectric Barrier Discharge）とは，オゾナイザー放電
とも呼ばれ，1857 年に Siemens がオゾンを合成するため
の方法として考案したことに端を発する(3)。現在では，空
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気清浄機などの家電製品に必須の機能として装備され，ま

た有害物質の除外装置をはじめとするエネルギー・環境分

野への産業応用が急速に進展している(4)(5)。さらに近年で

は，新領域における反応性プラズマの生成，バイオメディ

カル応用，新物質創成など，最先端のプラズマ科学を支え

る基本技術として重要な役割を果たしている(6)(7)。本研究

では, 誘電体バリア放電により生成したプラズマを直接
照射することで殺菌を試みている。プラズマの直接照射は，

応用例は多数あるものの，放電プラズマと照射対象との基

本的な相互作用メカニズムについては未だ未解明な点が

多い(8)。 
本報告では，実利用を目的に，本県で収穫されたマンゴ

ー果実に軸腐病の病原菌（Lasiodiplodia theobromae）を接
種したものを対象に，プラズマを発生する装置（以下, バ
リア放電殺菌装置）を用いて殺菌試験を行い, 軸腐病の防
除効果について検討した。また, 殺菌要因を検討するため, 
寒天培地表面上に塗布した軸腐病の病原菌に対して，オゾ

ンの発生が少ないアルゴン雰囲気中で殺菌試験を行った

結果について述べる。 
 
2. 実験 
2.1. マンゴー果実に対する軸腐病防除試験 
2.1.1. 実験方法 
 
図 1に実験装置の概要を, 図 2に実際の処理の様子を示

す。直径 6.0 mm, 厚さ 1.0 mmで底面を密閉したガラス管
内部に銅粉または針を封入し, これを高電圧電極とした。
同電極の底面から 1.0 mm 直下にマンゴー果梗部を配し, 
高電圧電極に周波数 10 kHz, 18 kVp-pの電圧を印加してバ

リア放電を生成した。 

図 1 実験装置の概要 
マンゴーは宮崎県産のアーウィンを使用し，軸腐病菌の

侵入を防ぐために，ビニルハウス内で枝部を残して剪定を

行った。その後，自然落下後に軸腐病菌が侵入するのを模

擬し，軸部を 3.0 mm程度残して剪定後，軸部に懸濁液             
を 8.0 μl滴下することで軸腐病菌の接種を行った。懸濁液
は，軸腐病菌の胞子が血球計算盤において 4.0×104 個/ml
の密度となるよう 1.0 ml の滅菌水に供試することで作製
した。 
処理開始時間は懸濁液を接種から 12 時間後のみ, 処理

時間は針電極のとき 30 s, 3.0 min, 5.0 min, 銅紛電極のと
き 3.0 min, 5.0 minの 5通りに無処理を加えた全 6通りの
処理を各条件で 6 個ずつ行った。処理時の相対湿度は 35
～68 %，温度は 25 ℃であった。処理後は 9日目まで毎日，
軸腐病の発病度について観察した。発病度は，発病無し

を”A”，直径 30 mm未満の発病を”B”，直径 30 mm以上の
発病を”C”として，Σ(B+2C)／(n数×2)で表される。 

(a)全体の様子       (b)拡大した様子 
図 2 マンゴー果実処理の様子 

 
2.1.2. 実験結果及び考察 

 
図 3に各処理条件における発病度の経時変化を示す。同
図より, 9日後経過後において, コントロール, 針 30 s処理
の場合は 100, 針 3.0 min処理の場合は 33, 針 5.0 min処理
の場合は 0, 銅紛 3.0 min, 5.0 minが 17であった。針電極
においては処理時間の増加に伴い, 軸腐病の発病抑制効
果は高まり, 5.0 min処理で完全防除に成功した。銅紛電極
においては 3.0 min, 5.0 min処理両方で概ね殺菌効果は得
られたが, 処理時間との相関は見られなかったことから, 
それぞれの電極で 3.0 min以上の処理で発病抑制効果が得
られることが明らかとなった。 

図 3 各処理条件にける発病度の経時変化 
 

また，図 4に各処理条件における初発日の平均を示す。
同図より，発病した条件の中で針電極 3.0 min処理が最も
初発日が遅いことが分かった。しかし, 同条件の初発日の
平均は 7.5日であり，無処理の初発日の平均の 6.4日と比

ガラス管
銅粉

マンゴー
果梗部

10 mm
電極

マンゴー

銅板

30 mm

116 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号



  

較し 1.1日と顕著な発病遅延効果は確認されなかった。以
上の結果より, 本実験によるマンゴー軸腐病の評価は発
病度を用いた発病抑制効果の評価が好ましいと考えられ

る。 

図 4 各処理条件における初発日の平均 
 

2.2. 軸腐病胞子に対する殺菌試験 
2.1.1. 実験方法 
 
図 5 に電極と放電の様子を, 図 6 に懸濁液作成手順を, 

図 7に使用した菌の発芽の有無を示す。1013 hPaの大気圧
から, 真空ポンプにて真空デシケーター内の空気を 113 
hPaまで減圧した後, アルゴンガスを 1013 hPaまで充填す
る。その後, 下端を密閉したガラス管内部に封入した針ま
たは銅紛電極に対して, 周波数 10 kHz, 11.5 kVp-pの電圧
を印加し, ガラス管下端 0.5 mmに設置した直径 6.0 mmの
寒天培地との間で放電を発生させた。 

図 5 電極と放電の様子 
 

図 6 希釈液作成手順 
 
 

供試菌として, マンゴー軸腐病から分離した MK34 胞
子を滅菌水 300 µLへ適量供試し, 4.0×104個/mlになるよう
調整した懸濁液を作成した。寒天培地へ懸濁液接種直後に

無処理, 5 s, 10 s, 15 s処理を針電極, 銅紛電極, アルゴン雰
囲気中処理, 大気中処理の計 13 通りで試験を行う。処理
後は温度 25 ℃, 湿度 70 %に保った恒温槽にて保管し, 12
時間後に観察を行い, 菌糸の成長している胞子を生存, 伸

びていない胞子を死滅とし, 生存率を算出した。各処理で
3回試験を行った。  

(a) 発芽(生存)          (b) 未発芽(死滅) 
図 7  使用した菌の発芽の有無の様子 
 

2.2.2. 実験結果及び考察 
 
図 8 に針電極によるアルゴン雰囲気中および大気中処

理の処理時間による胞子生存率の分布を示す。また, 図 9
に銅紛電極におけるアルゴン雰囲気中および大気中処理

における胞子生存率の分布を示す。 

図 8 針電極における胞子生存率分布 

図 9 銅紛電極における胞子生存率分布 
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同図より無処理を 100 %として各処理時間の生存率を
算出すると, 針電極におけるアルゴン雰囲気中処理は 5 s, 
10 s, 15 s処理でそれぞれ 77.9 %, 7.66 %, 0 %と処理時間の
増加に伴い, 胞子生存率が減少していることが分かった。
大気中処理では 5 s処理で 22.8 %, 10 s以降の生存率は 0 %
となった。また, 銅紛電極におけるアルゴン雰囲気中処理
は 5 s, 10 s, 15 s処理でそれぞれ 49.0 %, 19.2 %, 0 %となり, 
針電極と同様に処理時間増加に伴い生存率は減少した。ま

た, 大気中処理では 5 s処理で生存率 9.61 %, 10 s処理以降
では 0 %となった。今回の試験ではアルゴン雰囲気中, 大
気中ともに銅紛電極の殺菌効果が僅かに高く, 両電極共
にアルゴン雰囲気と比較して大気中での殺菌効果の方が

高い結果が得られ, 空気雰囲気時の殺菌要因の影響が大
きいことが分かった。 

 
3. 結論 
 
本報告では，バリア放電殺菌装置の有用性の確認と実利

用を目的に, 軸腐病菌を接種したマンゴー果実に対し殺
菌処理を行い, 軸腐病の防除効果及び発病遅延効果につ
いて検討した。次に, 寒天培地表面上に塗布した軸腐病の
病原菌に対して, 空気およびアルゴン雰囲気中で殺菌試
験を行った。  
その結果，マンゴー果実に対する殺菌試験では無処理の

初発日の平均の 6.4日と比較し 1.1日の遅延と顕著な発病
遅延効果は確認されなかったことから, 発病度を用いた
発病抑制効果の評価が好ましいと考えられる。針電極 5.0 
min処理では完全防除に成功し, 最も殺菌に効果的である
ことが分かった。また, 軸腐病胞子に対する殺菌試験では，
全ての条件で処理時間の増加に伴い, 生存率が減少した。
アルゴン雰囲気処理と比較して, 大気中処理の殺菌効果
が高いことが分かった。 
今後は処理時間の短縮と殺菌要因の特定を進めていく

予定である。 
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Multivariate Analysis Using R for Various Climatic Effects on the 
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Abstract 

 
Generally, the performance of a PV system depends not only on its basic technical characteristics but also on the 

environmental conditions in which they will be set up. Therefore, studying the effects of climatic parameters such as 
solar irradiance on the plane of array (GPOA), ambient temperature (Ta), relative humidity (RH) and wind speed (νa) on 
the performance of PV is vital to be able to utilize efficiently solar energy. 

The authors have studied the effects of various climatic parameters on the output performances of the two PV 
systems, 60 kW Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) and 50 kW Multi-Crystalline Silicon (MC-Si), which were 
installed within the campus of University of Miyazaki, Japan. The main objectives of the research are to improve the 
prediction of the PV systems performance while knowing the climatic parameters of a particular area in which they 
stand, and also provide a useful dataset for the comparative studies. 

The analyses were done by the multiple linear regression analysis (MLR) using the statistical software R. The 
performances of the two PV systems are in positive proportion to the GPOA and νa, however, as per the values of the 
slopes of the regression equations, the MC-Si PV system is smaller than the CIGS PV system, attributed to their 
different module tilt angles and elevations of the PV sites. The performances are in negative proportion to the Ta, but the 
more sensitivity can be observed in the MC-Si PV system. The RH negatively affected on the MC-Si PV system, 
although its positive effects can be observed in the CIGS PV system.  
 
Keywords:  Photovoltaics, Performances, Climatic Parameters, Multiple Linear Regression, 
 Statistical Software R 
 

1. INTRODUCTION 
 

Energy is an important factor for social and 
economic developments of a country, and nowadays, 
solar energy became one of the most attractive choices 
among renewable energy sources since it is the most 
promising energy source. The climbing energy costs 
and growing concern about climate change generate a 
rapid growth in the PV industries. PV production has 
been increasing by an average of 20% each year since 
2002, making it a fast-growing energy technology. In 
2017, the global cumulative PV installations have 
exceeded 402 GW1). 

Generally, the performance of a PV system depends 
not only on its basic characteristics but also on the 
environmental conditions in which they stand. PV 
modules are rated under standard test conditions 
(STC, 1000 W/m2 global irradiance with the air mass 
of 1.5 and 25 deg-C cell temperature). These conditions 
are different outdoors, and in order to efficiently and 
economically use the PV solar energy, there is a need 
to study the climatic parameters that can negatively 
impact on its output performance. Therefore, studying 
the effects of the climatic parameters such as solar 
irradiance on the plane of array (GPOA), ambient 

temperature (Ta), relative humidity (RH), wind speed 
(νa) and precipitation (Rf) on the performance of PV is 
vital to predict their output performances. 

Solar PV module’s performance varies with the 
actual location and prevailing ambient conditions to 
which they are subjected. Different types of PV modules 
and PV systems studied with different climates in 
different regions have been taken into account by 
researchers2) 3) 4) 5) 6). 

In the previous studies, the effects of Ta, and also 
other climatic parameters such as GPOA, RH and νa on the 
performances of the same PV systems has been carried 
out by the linear regression analysis7) 8) 9). This research 
presents how these climatic parameters affect on the DC 
output power (PDC) of the two PV systems, 60 kW 
Copper Indium Gallium Selenide (CIGS) and 50 kW 
Multi-Crystalline Silicon (MC-Si), installed in Miyazaki, 
Japan, by the multivariate analysis using the statistical 
software R.  
 
2. EXPERIMENTAL SET UP  
 

There are various kinds of PV modules have been 
installed and monitored in University of Miyazaki, 
Japan10). In this research work, the performance of the 
two PV systems under the variable ambient conditions 
of Miyazaki [31.8310° N, 131.4126° E] have been 
investigated for long-term. The two PV systems are 
with two different PV technologies, and in the both 

a) Graduate Student, Electrical and Systems Division of Energy 
Course, Graduate School of Engineering 

b) Assistant Professor, Organization for Promotion of Tenue Track 
c) Professor, Institute of Engineering Education and Research 
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systems, the PV modules are connected in series and 
in parallel to a string inverter that converts the DC 
power of the PV modules into AC power and feeds it 
safely into the campus electrical grid. The PV systems 
are instrumented to record electrical performance at 1 
minute intervals by the power conditioning system 
(PCS), but the climatic parameters are monitored and 
recorded at 10 seconds intervals by the weather station 
near the PV sites.  

The CIGS PV system was installed on the roof of a 
seven-story building within the campus of University of 
Miyazaki in April, 2010, and the mounted modules are 
tilted according to latitude with a 10 degrees tilt to the 
horizontal plane and 180 degrees orientation towards 
true south. It consisted of 6 arrays with a total capacity 
of 60.52 kW. Arrays 1, 2, 4 and 6 each consist of 120 
modules, but Array 3 has 104 modules and Array 5 has 
128 modules. 

The MC-Si PV System was installed on the roof 
of a three-story building within the same campus of 
University of Miyazaki in March, 2010, facing due 
south with a tilt angle of 20 degrees. It consisted of 5 
arrays in parallel with a total capacity of 50.92 kW. 
Arrays 1, 2 and 3 consist of 60 modules each, but Arrays 
4 and 5 each consist of 44 modules. 

The installation sites are in a residential area of 
Miyazaki city, not in an industrial area, and there are no 
arterial roads near the PV sites. Originally, the energy 
conversion efficiency of the PCS used for the MC-Si PV 
system is significantly higher than that of the CIGS PV 
system. Consequently, it is noted that this difference 
should be taken into account when considering the 
difference of total energy conversion efficiency between 
the two PV systems. 

 
3. EVALUATION METHOD 
 

In this study, the relationships among climatic 
parameters of the PV site area, and how these 
parameters affect to the DC power output of the two PV 
systems were investigated by the multiple linear 
regression analysis (MLR) using the statistical software 
R. R is an extremely flexible statistics programming 
language and environment that is open source, and 
freely available for all mainstream operating systems. 
MLR is one of the statistical tools used for discovering 
relationships between variables, and it is used to find 
the linear model that best predicts the dependent 
variable from the independent variables.  

We will focus on using four variables, GPOA, Ta, 
RH and νa, as predictor variables. That is, we would 
like to model the PDC of the two PV systems as a 
function of these affected climatic parameters. In the 
multivariable regression model, the dependent variable 
is described as a linear function of the independent 
variables Xi, as follows:  

               Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ….. + bn Xn + ϵ           (1) 

Where,  Y  = dependent variable 
  Xi  = independent variables 
  a  = constant (y-intersect) 
  bi  = regression coefficient of the variable Xi 
  ϵ = error 

The model permits the computation of a 
regression coefficient bi for each independent variable 
Xi. For the analysis, we use the function lm (dependent 
variable ~ independent Var1 + independent Var2 + … 
+ independent Varn) in R. 

In MLR, the coefficient of determination describes 
the overall relationship between the independent 
variables Xi (GPOA, Ta, RH, νa) and the dependent 
variable Y (PDC). It corresponds to the square of the 
multiple correlation coefficient, which is the correlation 
between Y and b1 X1 + b2 X2 + ... + bn Xn. Each of the 
coefficients bi reflects the effect of the corresponding 
individual independent variable Xi on Y, where the 
potential influences of the remaining independent 
variables on Xi have been taken into account, i.e., 
eliminated by an additional computation. 

In this way, MLR permits the study of multiple 
independent variables at the same time, with adjustment 
of their regression coefficients for possible confounding 
effects between variables. The goal of statistical 
analysis is to find out which of these factors truly have 
an effect on the dependent variable, and the art of 
statistical evaluation lies in finding the variables that 
best explain the dependent variable. 
 
4. ANALYSIS RESULTS AND DISCUSSIONS 
 
4.1 Daily Analysis Results 

For the daily analysis results, we used the data of 
the typical four days characterized as a clear day 
(August 2, 2015), a partial cloudy day (June 7, 2015), 
a cloudy day (June 20, 2015) and a rainy day (June 23, 
2015). Table 1 summarizes the daily-averaged GPOA, 
Ta, RH, νa and total Rf of the four different days. 
Figure 1 demonstrates that there is a negative 
correlation between RH and Ta, and it can be observed 
in Figure 2 that RH slightly decreases when the νa 
increases, but the value of slope of the regression 
equation is negligibly small. The three dimensional 
plot in Figure 3 reveals that RH, νa and Ta are closely 
related. It can be seen from this figure that the 
correlation among Ta, RH and νa is nonlinear. 

Tables 2 and 3 summarize the most important 
statistical values delivered by the MLR process 
applied to the data of the different four days analyzed. 
It is observed in Tables 2 and 3 that in the presence of 
multicollinearity, the standard errors of the parameter 
estimates are fairly low, resulting in stable estimates 
of the regression model. Moreover, the Adjusted 
R-Squared values are almost near to 1, and p-values 
for the models are significantly small in all of the 
cases. Therefore, we can say that reliable results can 
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Table 1. Daily-averaged climatic parameters on four different days. 

Day 
GPOA [kWh/m2] 

Ta [deg-C] RH [%]  νa [m/s] Rf [mm]* 
CIGS MC-Si 

Clear Day (02.08.2015) 7.29 7.30 28.6 74.0 1.32 0 
Partial Cloudy Day (07.06.2015) 5.72 5.37 21.0 76.1 1.28 1.50 
Cloudy Day (20.06.2015) 2.52 2.36 21.6 88.3 0.964 0 
Rainy Day (23.06.2015) 1.86 1.75 20.9 93.4 0.771 27.0 

  * Rf [mm] means total precipitation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.  Relationship between RH and Ta on four  
 different  days. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.  Relationship between νa and RH on four 
 different days. 

 
Fig. 3.  Relationship among RH, νa and Ta on four 
 different days. 

be obtained by using the MLR analysis, i.e., the 
regression model is fit enough to observe the effects of 
the climatic parameters.  

The relevance of one variable on the explanation 
of the response variable is ensured by a p-value of the t 
statistic equal to zero or very close to it. These values 
are very low in Tables 2 and 3, and so, the climatic 
parameters (explanatory variables) have a significant 
effect on the PDC (response variable). The Adjusted 
R-Squared value defines how much of the response 
variable can be represented by the explanatory variables. 
Then, in this case, the climatic parameters can explain 
99.33% to 99.88% of the behavior of PDC. 

The different MLR equations have been developed 
for the four different days, and in the clear day, the 
regression equations, 

PDC = -18.1692 + 48.4135 GPOA + 0.3461 Ta  
 + 0.1037 RH + 0.2862 νa                                (2) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = -30.5905 + 41.0158 GPOA + 0.6142 Ta  
 + 0.1896 RH - 0.6260 νa                                (3) 

for the MC-Si PV system, are observed. According to 
the significant codes, we can see that all of the climatic 
effects are very significant, and as for the values of the 
slopes of the regression equations, the CIGS PV 
system is higher than the MC-Si PV system in the 
effects of the GPOA attributed to their different module 
tilt angles, but lower in Ta and RH. The negative effect 
of νa is occurred in the MC-Si PV system, although the 
CIGS PV system is positively affected by νa. 

In the partial cloudy day, the regression equations, 

PDC = 4.7883 + 51.9334 GPOA - 0.0581 Ta  
 - 0.0518 RH - 0.0693 νa                                     (4)                 

for the CIGS PV system, and  

PDC = -15.4131 + 42.4756 GPOA - 0.2333 Ta  
 - 0.1304 RH - 0.2574 νa                                 (5) 

for the MC-Si PV system, are observed. The Ta, RH 
and νa negatively affected on both PV systems, but 
according to the significant codes, we can see that the 
effect of νa is not significant in the CIGS PV system. 
As for the values of the slopes of the regression 
equations, although the CIGS PV system is higher 
than the MC-Si PV system for the effects of GPOA, the 
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Table 2. Multiple linear regression analyses results based on raw data for the CIGS PV system. 

Clear Day (02.08.2015) 
Variable Estimates Std. Error t Value Pr(>|t|)      

Intercept -18.1692 1.4991 -12.1200 <2e-16 *** 
Solar Irradiance 48.4135 0.0800 605.1330 <2e-16 *** 
Ambient Temperature 0.3461 0.0308 11.2460 <2e-16 *** 
Relative Humidity 0.1037 0.0089 11.6300 <2e-16 *** 
Wind Speed 0.2862 0.0325 8.8050 <2e-16 *** 

Adjusted R-squared:  0.9988, Residual standard error: 0.6141, MODEL p-value: < 2.2e-16 
 

Partial Cloudy Day (07.06.2015) 
Intercept 4.7883 1.1481 4.1710 3.22e-05 *** 
Solar Irradiance 51.9334 0.1013 512.8180 < 2e-16 *** 
Ambient Temperature -0.0581 0.0233 -2.4970 0.0127 * 
Relative Humidity -0.0518 0.0088 -5.8740 5.27e-09 *** 
Wind Speed -0.0693 0.0505 -1.3730 0.1698  

Adjusted R-squared:  0.9971, Residual standard error: 0.8936, MODEL p-value: < 2.2e-16 
 

Cloudy Day (20.06.2015) 
Intercept 2.9478 1.5609 1.889 0.0592 . 
Solar Irradiance 54.3701 0.1579 344.3500 < 2e-16 *** 
Ambient Temperature -0.2092 0.0420 -4.9880 6.86e-07 *** 
Relative Humidity 0.0056 0.0078 0.7150 0.4749  
Wind Speed 0.2593 0.0241 10.7630 < 2e-16 *** 

Adjusted R-squared:  0.9966, Residual standard error: 0.3715, MODEL p-value: < 2.2e-16 
 

Rainy Day (23.06.2015) 
Intercept -4.4732 0.8239 -5.4300 6.63e-08 *** 
Solar Irradiance 52.9844 0.1586 334.0260 < 2e-16 *** 
Ambient Temperature -0.0017 0.0124 -0.1340 0.8931  
Relative Humidity 0.0396 0.0075 5.2470 1.78e-07 *** 
Wind Speed 0.0785 0.0294 2.6720 0.0076 ** 

Adjusted R-squared:  0.9937, Residual standard error: 0.4531, MODEL p-value: < 2.2e-16 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
 

higher effects of other climatic parameters are observed 
in the MC-Si PV system.  

In the cloudy day, the regression equations,      

PDC = 2.9478 + 54.3701 GPOA - 0.2092 Ta  
 + 0.0056 RH + 0.2593 νa                                   (6) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = -13.9202 + 47.5163 GPOA + 0.3403 Ta  
 + 0.0718 RH + 0.0444 νa                                (7) 

for the MC-Si PV system, are observed. The higher 
positive effects of GPOA and νa are observed in the 
CIGS PV system, but the effect of RH is not significant 
in it as per the significant codes. Moreover, although 
Ta negatively affected on the CIGS PV system, its 
positive effect is observed in the MC-Si PV system.  

Similarly, the regression equations,  

PDC = - 4.4732 + 52.9844 GPOA - 0.0017 Ta  
 + 0.0396 RH + 0.0785 νa                                (8) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = 0.6612 + 47.8361 GPOA + 0.0023 Ta  
 - 0.0098 RH - 0.0301 νa                                 (9) 

for the MC-Si PV system, are observed in the rainy 
day. As per the values of the slopes of the regression 
equations, the higher positive effects of GPOA existed 
in the CIGS PV system. As per the significant codes, 
the effect of Ta is not significant in both of the PV 
systems, however, RH and νa negatively affected on 
the MC-Si PV system. Therefore, as per these results, 
we can say that the MC-Si PV system is more 
sensitive to the effects of the climatic parameters than 
the CIGS PV system. 
 
4.2 One Month Data Analysis Results  

For this analysis, we used the data of August, 
2015. The average Ta existed during August, 2015 
ranging 26.9 deg-C, and this month is chosen since we 
would like to focus mainly on the effect of Ta to the 
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Table 3. Multiple linear regression analyses results based on raw data for the MC-Si PV system. 

Clear Day (02.08.2015) 
Variable Estimates Std. Error t Value Pr(>|t|)      

Intercept -30.5905  2.1872   -13.9900    <2e-16  *** 
Solar Irradiance 41.0158 0.1186   345.7900    <2e-16  *** 
Ambient Temperature 0.6142     0.0449    13.6700    <2e-16  *** 
Relative Humidity 0.1896     0.0130    14.5800    <2e-16  *** 
Wind Speed -0.6260     0.0482   -13.0000    <2e-16  *** 

Adjusted R-squared:  0.9964, Residual standard error: 0.9116, MODEL p-value: < 2.2e-16 
 

Partial Cloudy Day (07.06.2015) 
Intercept 15.4131  1.3743   11.2150   < 2e-16  *** 
Solar Irradiance 42.4756     0.1277  332.6110   < 2e-16  *** 
Ambient Temperature -0.2333   0.0279   -8.3660   < 2e-16  *** 
Relative Humidity -0.1304     0.0106  -12.3470   < 2e-16  *** 
Wind Speed -0.2574  0.0607   -4.2370  2.41e-05  *** 

Adjusted R-squared:  0.9933, Residual standard error: 1.0700, MODEL p-value: < 2.2e-16 
 

Cloudy Day (20.06.2015) 
Intercept -13.9202 1.0876  -12.7990   < 2e-16  *** 
Solar Irradiance 47.5163    0.1166  407.3900   < 2e-16  *** 
Ambient Temperature 0.3403    0.0292   11.6460  < 2e-16  *** 
Relative Humidity 0.0718  0.0055   13.1530   < 2e-16  *** 
Wind Speed 0.0444   0.0169    2.6220  0.0088  ** 

Adjusted R-squared:  0.9977, Residual standard error: 0.2613, MODEL p-value: < 2.2e-16 
 

Rainy Day (23.06.2015) 
Intercept 0.6612    0.3904    1.6940   0.0905  . 
Solar Irradiance 47.8361    0.0791  604.8070   < 2e-16  *** 
Ambient Temperature 0.0023    0.0058    0.3940   0.6936      
Relative Humidity -0.0098  0.0036  -2.7150  0.0067  ** 
Wind Speed -0.0301 0.0138   -2.1800   0.0294   * 

Adjusted R-squared:  0.9982, Residual standard error: 0.2131, MODEL p-value: < 2.2e-16 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
output power performance of the two PV systems. 
Firstly, the data of GPOA level of 500 W/m2 and above 
are filtered from the data sets of the two PV systems. 
And then, the effects of the climatic parameters on the 
PDC of the two PV systems are observed by the MLR 
analysis, and the results are compared between the two 
PV systems. 

The regression equations,  

PDC = 6.5962 + 46.8913 GPOA - 0.1818 Ta  
 + 0.0106 RH + 0.1276 νa                             (10) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = 18.2958 + 35.0366 GPOA - 0.3308 Ta  
 - 0.0372 RH - 0.2633 νa                               (11) 

for the MC-Si PV system, have been developed. It is 
observed that the Adjusted R-Squared values range 
0.9709 for the CIGS PV system, and 0.9269 for the 
MC-Si PV system, i.e., in this case, the climatic 
parameters can explain 97.09% to 92.69% of the 
behavior of PDC. Moreover, since the p-values for the 

models are significantly small in all of the cases, we 
can say that fairly reliable results can be obtained by 
the MLR analysis to observe the effects of the climatic 
parameters. 

The positive effects of GPOA is clearly significant 
in both PV systems, and the values of the slopes of the 
regression equations range 46.8913 for the CIGS PV 
system, and 35.0366 for the MC-Si PV system, being 
a little different in values due to their different tilt 
angles.  

The negative effects of Ta can be observed in 
both PV systems, and the values of the slopes of the 
regression equations range -0.1818 for the CIGS PV 
system and -0.3308 for the MC-Si PV system. As per 
the results, we can say that the MC-Si PV system is 
more sensitive to Ta than the CIGS PV system. 

The PDC of the CIGS PV system is positively 
affected by RH and νa, but their negative effects can be 
observed in the MC-Si PV system. The values of the 
slopes of the regression equations range 0.0106 and 
0.1276 for the CIGS PV system, and -0.0372 and  
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Fig. 4.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of one month data for 
 the CIGS PV system. 

Fig. 5.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of one month data for 
 the MC-Si PV system. 

-0.2633 for the MC-Si PV system. Therefore, we can 
say that the MC-Si PV system is more sensitive to RH 
and νa than the CIGS PV system. 

Contributing to the captioned analysis results, we 
can say that the MC-Si PV system is more sensitive to 
ambient conditions than the CIGS PV system. 

 
4.3 Seasonal Analysis Results 

For this analysis, we used the data of two seasons 
during 2015, summer (June, July and August) and winter 
(December, January and February). The same analysis 
method as shown in Sections 4.1and 4.2 is used to 
observe the effects of the climatic parameters on the 
PDC of the two PV systems.  

For the summer data analysis, the regression 
equations,  

PDC = 8.0353 + 47.5701 GPOA - 0.2324 Ta  
 + 0.0031 RH + 0.1742 νa                             (12) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = 12.7525 + 35.5540 GPOA - 0.2165 Ta  
 - 0.0158 RH - 0.1427 νa                               (13) 

for the MC-Si PV system, have been developed. It is 
observed that the Adjusted R-Squared values range 
0.9721 for the CIGS PV system, and 0.9327 for the 
MC-Si PV system. Moreover, since the p-values for 
the models are significantly small in all of the cases, 
we can say that the MLR analysis can be applied to 
observe the effects of the climatic parameters. 

The positive effects of GPOA and the negative 
effects of Ta can be observed in both PV systems, being 
a little different in the values of the slopes of the 
regression equations between the two PV systems.  
Although the CIGS PV system is positively affected 
by RH and νa, their negative effects can be observed in 
the MC-Si PV system. The values of the slopes of the 
regression equations range 0.0031 and 0.1742 for the 
CIGS PV system, and -0.0158 and -0.1427 for the 
MC-Si PV system. Therefore, we can say that the 
MC-Si PV system is more sensitive to RH and νa than 
the CIGS PV system. 

Similarly, for the winter data analysis, the 
regression equations,  

PDC = 0.1933 + 54.7314 GPOA – 0.1190 Ta  
 + 0.0106 RH + 0.1260 νa                             (14) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = 4.0613 + 42.9232 GPOA – 0.1742 Ta  
 + 0.0147 RH + 0.1871 νa                               (15) 

Fig. 6.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of summer data for 
 the CIGS PV system. 
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Fig. 7.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of summer data for 
 the MC-Si PV system. 

Fig. 8.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of winter data for 
 the CIGS PV system. 
 
for the MC-Si PV system, have been developed. It is 
observed that the Adjusted R-Squared values range 
0.9738 for the CIGS PV system, and 0.9599 for the 
MC-Si PV system. Moreover, since the p-values for 
the models are significantly small in all of the cases, 
the effects of the climatic parameters can be observed 
by the MLR analysis. 

The positive effects of GPOA, RH and νa can be 
observed in both PV systems, being a little different in 
the values of the slopes of the regression equations. 
However, the Ta negatively affected on the two PV 
systems, and sa per the values of the slopes of the 
regression equations, the MC-Si PV system is more 
sensitive to the ambient conditions than the CIGS PV 
system. 

Fig. 9.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of winter data for 
 the MC-Si PV system. 

 
4.4 One Year Data Analysis Results  

For this analysis, we used the data of year 2015, 
and the objective is to confirm the analysis results. 
Similarly, the data of GPOA level of 500 W/m2 and 
above are filtered from the data sets of the two PV 
systems. And then, the effects of the climatic 
parameters on the PDC of the two PV systems are 
observed by the MLR analysis. 

In this analysis, the regression equations,  

PDC = 4.8596 + 49.5948 GPOA - 0.1691 Ta  
 + 0.0017 RH + 0.1168 νa                             (16) 

for the CIGS PV system, and  

PDC = 8.9187 + 37.7813 GPOA - 0.1922 Ta  
 - 0.0034 RH + 0.0560 νa                               (17) 

for the MC-Si PV system, have been developed. It is 
observed that the Adjusted R-Squared values range 
0.9751 for the CIGS PV system, and 0.9492 for the 
MC-Si PV system, i.e., in this case, the climatic 
parameters can explain 97.51% to 94.92% of the 
behavior of PDC. Moreover, since the p-values for the 
models are significantly small in all of the cases, we 
can say that fairly reliable results can be obtained by 
the MLR analysis to observe the effects of the climatic 
parameters. 

The positive effects of GPOA is clearly significant 
in both PV systems, and as for the values of the slopes 
of the regression equations, the CIGS PV system is 
larger than the MC-Si PV system, attributed to their 
different tilt angles.  

The negative effects of Ta can be observed in 
both PV systems, and as per the values of the slopes of 
the regression equations, we can see that the more 
sensitivity to Ta existed in the MC-Si PV system. 
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Fig. 10.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of one year data for 
 the CIGS PV system. 

 
Fig. 11.  Scatterplot matrix for the effects of climatic 
 parameters on the PDC of one year data for 
 the MC-Si PV system. 
 

Although the PDC of the CIGS PV system is 
positively affected by RH, its negative effect can be 
observed in the MC-Si PV system. The values of the 
slopes of the regression equations range 0.0017 for the 
CIGS PV system, and -0.0034 for the MC-Si PV 
system. Therefore, we can say that the MC-Si PV 
system is more sensitive to RH than the CIGS PV 
system, although the effects are negligibly small. 

The positive effects of νa can be observed in both 
PV systems, and as for the values of the slopes of the 
regression equations, the MC-Si PV system is smaller 
than the CIGS PV system, and it may be related to the 
elevation of the PV sites. 

 

4.5 Discussions  
In this analysis, we used the various data ranges 

such as daily, one month, seasonal and one year, to be 
able to observe the effects of the climatic parameters 
on the PDC of the two PV systems.  

According to the results, the positive effects of 
the GPOA is very significant in all of the cases. 
However, in the daily analysis, both the positive and 
negative effects of other climatic parameters such as 
Ta, RH and νa can be observed, depending on the day. 

The negative effect of the Ta is very significant in 
all of the cases except the daily analysis results. As for 
the values of the slopes of the regression equations, 
the MC-Si PV system is greater than the CIGS PV 
system. 

The positive effects of RH can be observed in the 
CIGS PV system, although its negative effects 
occurred in the MC-Si PV system, except for the 
summer data.  

The positive effects of νa can be observed in both 
PV systems, although its negative effects can be seen 
in the MC-Si PV system for one month data and 
summer data, i.e., it can be said that the negative 
effects of νa occurred in the MC-Si PV system during 
the period of Ta higher. 

As per the numerical results, we can confirm that 
the MC-Si is more sensitive to ambient conditions 
than the CIGS PV system. 

 
5. CONCLUSION 
 

In this research, the effects of the climatic 
parameters on the performance of the two PV systems, 
CIGS 60 kW and MC-Si 50 kW, are investigated by 
the MLR analysis using the statistical software R. The 
effects of the climatic parameters such as GPOA, Ta, RH 
and νa on the PDC of these two PV systems can be 
observed at the same time.  

The major conclusions are summarized as follows: 
1)  The strong positve effects of GPOA can be 

observed in both PV systems, and the values of 
the slopes of the regression equations range 
49.5948 for the CIGS PV system and 37.7813 for 
the MC-Si PV system. 

2) The strong negative effects of Ta can be observed 
in both PV systems, and the values of the slopes of 
the regression equations range -0.1691 for the CIGS 
PV system and -0.1922 for the MC-Si PV system. 

3) In spite of the positive effects of RH can be 
observed in the CIGS PV system, RH negatively 
affected on the MC-Si PV system. The values of 
the slopes of the regression equations are small, 
and range 0.0017 for the CIGS PV system and 
-0.0034 for the MC-Si PV system. 

4) The positive effects of νa can be seen in both the 
PV systems, and the values of the slopes of the 
regression equations range 0.1168 for the CIGS 
PV system and 0.0560 for the MC-Si PV system.  
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According to the values of the slopes of the 
regression equations, it can be said that the MC-Si PV 
system is more sensitive to ambient conditions than 
the CIGS PV system, in spite of a little difference 
exists in the module tilt angles and elevation of the PV 
sites between the two PV systems. These results can 
be useful to researchers and users dealing with 
prediction the output performance of the PV systems. 
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視線の特徴量を用いたあみだくじ型視線認証

宮崎　翔吾 a)・國房　弘夢 b)・油田　健太郎 c)・山場　久昭 d)・岡崎　直宣 e)

Amidakuji-type Gaze Authentication Using Gaze Features

Shogo MIYAZAKI, Hiromu KUNIFUSA, Kentaro ABURADA, Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Electronic terminals such as smartphones and personal computers are exploding, and require personal
authentication to determine whether the user who is using the terminal is himself or herself to prevent spoofing
and unauthorized access Opportunities are increasing. For personal authentication, authentication based on
storage of a password or a password or authentication using a tool such as an IC card or a face photograph
is often used. However, in the case of a method in which the password is directly input with a button or
a finger, the password may be known to a third party by peeping. In addition, biometrics authentication
using biometric information such as behavioral characteristics of an individual has been actively studied in
personal authentication, and features (individual habits) appearing in handwriting, gait, trajectories of eyes,
etc. are used for authentication. These behavioral features have the advantage that they are less likely to
be duplicated, and may be used in conjunction with other authentication methods. In this paper, we focus
on authentication using behavioral characteristics of individuals, create two-factor authentication based on
personal identification using features extracted from gaze data, based on preliminary research using Amidakuji,
and verify authentication time and authentication precision. An experiment to verify the success rate was
described. It was suggested that both the authentication time and the authentication success rate improved,
and that the identity could be identified with an accuracy of 80% or more.

Keywords: gaze authentication, eye tracking, gaze features, SVM, shoulder surfing

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　

1. はじめに

今日、スマートフォンやパソコンなどの電子端末は爆発的
な普及を見せている。その中で、なりすましや不正アクセス
を防止するために、端末を利用しているユーザが本人である
かどうかを判別するための個人認証を必要とする機会が増加
している。
個人認証にはパスワードや暗証番号などの記憶に基づく認

証や、ICカードや顔写真など道具を用いた認証が多く用いら
れている。しかし、パスワード認証はブルートフォース攻撃
などで破られてしまう可能性がある。こういった攻撃の対策
としてパスワードを長くする、記号を織り交ぜたパスワード
にするなどが挙げられるが、複雑なパスワードになると記憶
しておくのが難しいという問題が発生する。また、パスワー
ドをボタンや指で直接入力する方式の場合、覗き見によって
第三者にパスワードを知られてしまう場合がある。道具を用
いた認証は紛失・盗難の恐れがある。悪意のあるユーザに盗
難された場合はなりすましが容易に行われてしまう。
身体的、行動的特徴といった個人の生体情報を用いたバイ

オメトリクス認証 1) も盛んに研究されている。

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科准教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科教授

身体的な特徴には指紋や網膜パターンなどがある。身体的
特徴を用いた認証は、パスワードを覚えておく必要もなく、怪
我や病気による欠損を除けば紛失の恐れもない。しかし、そ
ういった身体的特徴は万が一複製・盗難されると変更が困難
であるという欠点がある。
一方で行動的特徴は、筆跡や歩容、視線の軌跡などに現れ

る特徴（個人の癖）を認証に用いる。こういった行動的特徴
は複製されにくいという利点があり、また、他の認証方法と
併用できる可能性がある。
本稿では、個人の行動的特徴を用いた認証に着目し、あみ

だくじを用いた事前研究 2) を元に、視線データから抽出した
特徴量を適用した本人判別による 2要素認証を作成し、認証
時間や認証成功率を検証する実験について述べる。以下、本
概要の構成を述べる。第 2章では既存の関連研究について述
べ、第 3章では提案手法について述べる。第 4章では認証精
度に関する評価実験および攻撃耐性について述べ、第 5章で
はまとめと今後の課題について述べる。

2. 関連研究

2.1 視線の軌跡情報からの特徴抽出
視線の特徴量に関する研究として関連研究 3) があげられ

る。空中に視線で文字を描き、その軌跡に含まれる特徴量を
用いてユーザの分類を行っている。認証に際し、刺激に対す
る視覚の反応を用いていないので機器特性に依存しない。論
文の中で、著者は特徴量を用いた認証が他の認証と併用でき

視線の特徴量を用いたあみだくじ型視線認証 129



図 1. あみだくじ型視線認証の認証画面

図 2. パスアイコン

る可能性に言及している。本稿ではこの研究を参考に特徴量
を選択した。

2.2 あみだくじ型視線認証
視線の軌跡を用いた認証として、あみだくじを用いた視線

認証 2) がある。図 1 は、認証画面である。この認証は 4 個
のパスアイコン 2と 48個の囮アイコンの計 52個のアイコン
から構成されている。視線であみだくじを上から辿っていき
パスアイコンが配置されているところで右か左に視線を移す。
これを認証終了位置に来るまで繰り返し、全てのパスアイコ
ンを通過していれば認証成功となる。
また、この認証はチャレンジレスポンス方式をとっており、

認証の度にアイコンの配置がランダムに変わり、毎回違う画
面が表示されるワンタイム性をもっている。それによってパ
ケットを盗聴してレスポンスをコピーする攻撃や、覗き見攻
撃に耐性を持たせている。

3. 提案手法

3.1 特徴量を用いたあみだくじ型視線認証
あみだくじ型視線認証 2)を元に、アイコンの総数を減らし、

アイコン探索時間の向上と、横線の間隔が広がることによる
成功率の増加を図る。あみだくじ型視線認証における経路数
は表 1の通りである。アイコンを減らすことで経路数が減少
し、偶然突破率が上がってしまうため、視線の軌跡情報の特徴
量を用いた本人判別を導入し、パスアイコンと特徴量の 2要
素認証とすることで、攻撃耐性が維持されることを期待する。
認証時にパスアイコンを通ったかどうかに用いる視線データ
から有用と思われる特徴量を抽出し、学習器を作成して分類
を行う。また、あみだくじを通るときだけでなくアイコンを
探索する際の視線の動きにも特徴があるのではないかと考え、
認証中だけでなく探索中の視線も取得した。認証時や探索時
の視線データをそのまま用いることで、特徴量の取得のため

表 1. あみだくじの経路数
パスアイコン [個] 横線 [本] アイコン総数 経路数

4 14 56 14,196

4 13 52 10,296

4 12 48 7,260

4 10 40 3,240

図 3. 認証画面

新たな手順を追加する必要がないという利点がある。
認証の流れを詳しく説明する。認証を開始すると、36個の

囮アイコンと 4個のパスアイコンの計 40個のアイコンが表示
された図 3の左の探索画面が表示される。この 40個のアイコ
ンの中からパスアイコンを探し、最も上に配置されているパ
スアイコンの列の上部にある認証開始点（黒丸）を見ることで
あみだくじが生成され、図 3の右画面に切り替わる。最も上
にあるパスアイコンの列から、あみだくじに沿って視線を下
に移していき、パスアイコンを見つけた位置であみだくじの
要領で横に視線を移す。これを下部にある認証終了点の黒丸
に到達するまで行い、認証終了となる。認証終了時に正解の
パスアイコンをすべて通っていれば認証成功となる。パスア
イコンを探し、認証開始点を見るまでを探索とし、あみだく
じが生成され、認証終了点を見るまでを実行と定義する。ま
た探索開始から終了までの時間を計測して探索時間とし、同
様に実行開始から終了までの時間を実行時間とする。探索時
間と実行時間を合計したものを認証時間とする。

3.2 特徴量の抽出
取得した視線データから特徴量を抽出する。選択する特徴

量は関連研究 3)を参考に、認証時の視線の軌跡情報の x座標、
y座標、平均速度、速度の標準偏差、認証時間、瞳孔径、瞬目
速度とした。
以下に具体的な抽出方法を示す。

軌跡形状:　描いた軌跡に特徴が表れる考え、被験者から取得
した実行時の視線データを 30分割し、各区間の x座標、y座
標の平均座標を用いてそれぞれ 30次元の特徴量とした。
速度:　人によって視線を動かす速度が異なると考え、座標間
の距離を速度と定義して、分割データの各区間における平均
速度を求め。30次元の特徴量とした。また、区間ごとの速度
だけでなく全体の視線速度にも特徴があると考え、分割して
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いない視線データ全体の速度と標準偏差を 4次元の特徴量と
した。
瞳孔径:　人は集中している状態で瞳孔径が変化する 4) ため、
そこに個人差があるのではないかと考え、探索時と実行時の
瞳孔径の平均を取得し 2次元の特徴量とした。
瞬目速度:　人によって瞬目速度が違うのではないかと考え、
目を閉じて視線データが取得できなくなった時点から再び取
得が開始された時点までの差を瞬目速度と定義して、その平
均値を 1次元の特徴量とした。
認証時間　人によって認証時間に差があるのではないかと考
え、探索開始から終了までの時間、および実行開始から終了
までの時間を取得し、2次元の特徴量とした。
以上、計 99次元の特徴量を用いて特徴量を使用して SVM5)

により学習器を作成した。

3.3 特徴量の選別
学習器を作成する際に、本人判別の妨げとなるような特徴

量が含まれていると判別精度に悪影響が出てしまうため、特徴
量の選別を行った。本人判別に適した特徴量を選ぶ方法の一
つに、変数減少法（Backward stepwise selection6)）がある。
本稿では、認証の本人判別に有効な特徴量を選ぶために、こ

の手法を用いることとする。まず抽出した特徴量を全て用い
た学習器を作成し、そこから 1つの特徴量を取り除き精度を比
較する。もし精度が向上すればその特徴量は削除する。この
Backward stepwise selection をすべての特徴量に適用して、
特徴量を選別する。

4. 実験

提案手法の認証精度を評価するために実験を行った。

4.1 実装
実装は python を用いて行った。視線データの取得は外部

装置である Tobii Eye Tracker 4Cを使用した。

4.2 認証精度に関する評価実験
4.2.1 実験の目的と内容
あみだくじ型視線認証の既存手法と提案手法の認証精度の

変化と、特徴量の導入の効果を調査した。被験者として、宮崎
大学工学部に所属する学生 4名に実験を行ってもらった。眼
鏡やコンタクトレンズの有無は任意とし、目に疲労を感じた
場合は休憩を自由に取ることできる。
実験の手順を以下に示す。

(1) 実験方法の説明
あみだくじ型視線認証の認証方法について説明し、40種類

のアイコンから好きなアイコンを選んでもらいパスアイコン
とした。
(2) 練習
各被験者が十分と判断するまで練習を行ってもらった。練

習中に視線位置がズレていると感じたときは何度でもキャリ
ブレーションをやり直すことができることとした。
(3) 認証
既存手法を 10回行った後に、提案手法の認証を 20回行っ

てもらった。

表 2. 既存手法の認証時間と認証成功率
探索時間 [s] 4.2

実行時間 [s] 11.1

認証時間 [s] 15.2

認証成功率 [%] 40.0

(4) 学習器の作成

提案手法の認証を行った際の視線データから 3.2節で示し
た特徴量の抽出を行った。抽出した特徴量を用いてデータセッ
トを作成し、各次元において平均が 0、分散が 1となるように
標準化を行った。作成したデータセットの前半の 10回分を学
習データとして学習器の生成を行い、後半の 10回分をテスト
データとして本人判別を行った。

(5) 特徴量の選別

3.3 節の方法で使用する特徴量を選定した。その結果、99

次元の特徴量のうち、認証時間、探索速度平均、実行速度の平
均と標準偏差、瞬目速度、探索時瞳孔径、認証時瞳孔径、計 7

次元の特徴量が有意であった。

4.2.2 結果と考察

認証精度について、探索時間と実行時間、認証時間、およ
び認証成功率の値を、既存手法の結果を表 2、提案手法の結果
を表 3にまとめた。既存手法と比較して、探索時間は 4.2sか
ら 3.5sへと低下し、アイコン数を減らしたことの効果が期待
通りに現れている。同時に認証成功率も上昇している。横線
の数が減ったことに伴って既存手法よりもアイコンの間隔に
余裕があり、パスアイコンの誤認証が減少したためと考えら
れる。既存手法と比較して認証成功率は向上を見せたものの、
成功率自体が低くなっている。この理由のひとつとして、ユー
ザの意図と違った位置にポイントが入力されてしまう Midas

Touch問題 7) が考えられる。

次に、SVMによる識別結果について議論する。識別結果を
表 4、表 5に示す。ACC.は被験者毎の判別精度である。どの
被験者も 80%以上の精度で本人判別ができており、全被験者
の判別精度は 92.5%となった。表 3の実質成功率とは、本人
判別の成功率を考慮し、認証成功率に判別精度をかけた確率
であるが、こちらも 53.2.%と既存手法を上回っている。

特徴量の厳選の結果を表 6に示す。3.2節で示した 99次元
の特徴量のうち、認証時間、探索速度平均、実行速度の平均と
標準偏差、瞬目速度、探索時瞳孔径、認証時瞳孔径、計 7次
元の特徴量が有意であった。本人判別において、軌跡形状（x

座標、y座標）や区間ごとの速度といった特徴量が有効に働か
なかったのは、生成されるあみだくじがランダム性を持って
いるため、毎回の認証で描く軌跡が異なり、座標による分類
が出来なかったのではないかと考えられる。

また、実験の際にヒアリングを行ったところ、続けて認証
を行うことによる疲労を感じたという声があった。そのため、
実験前半と後半では視線の動かし方に違いが出ている可能性
がある。
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表 3. 提案手法の認証時間と認証成功率
探索時間 [s] 3.5

実行時間 [s] 9.8

認証時間 [s] 13.3

認証成功率 [%] 57.5

実質成功率 [%] 53.2

表 4. 識別結果
正解

被験者 A B C D ACC.

A 10 0 0 0 1.00

B 1 8 0 1 0.80

C 0 0 10 0 1.00

D 0 1 0 9 0.90

表 5. 識別精度
precision recall f1-score FAR

A 0.91 1.00 0.95 0.03

B 0.89 0.80 0.84 0.03

C 1.00 1.00 1.00 0

D 0.90 0.90 0.90 0.13

表 6. 特徴量選定結果
特徴量選択前 特徴量選択後

特徴量数 [次元] F値 特徴量数 [次元] F値
99 0.43 7 0.92

4.3 攻撃耐性に関する実験

4.3.1 実験の目的と内容
あるユーザのパスアイコンを知っている攻撃者が、そのユー

ザになりすまして認証を行った場合に、特徴量の判別によっ
て本人ではないと判別できるかの実験を行う。

攻撃者のデータが学習器を構成している学習データに含ま
れていることを避けるため、実験 4.2 に参加していない 1 名
の被験者に実験を行ってもらった。利用者のパスアイコンを
使って認証を行ってもらい、実験 4.2 で作成した学習器を用
いて本人判別率を調査する。実験 4.2 と同じように、キャリ
ブレーションと練習を行ってもらった後に、提案手法の認証
を 10回を行い、取得した視線データをテストデータとして、
本人判別を行う。

4.3.2 結果と考察
それぞれのユーザに成りすました場合の判別結果を表 7に

示す。攻撃者の判別精度の平均値は 0.25となっている。また、
表 5 の FAR は他人受入率 (False Acceptance Rate) である
が、その平均値は 0.048となっている。攻撃成功率を判別率と
他人受入率の合計と定義すると、攻撃成功率の値は 0.298 と
なる。表 1に示した通り、提案手法の経路数は 3,240であり、
すなわち偶然突破率は 1/3,240である。これに攻撃成功率を
掛け合わせると 1/10,872となり、既存手法の経路数 1/10,296

よりも低く、攻撃耐性は維持されていると考えられる。

表 7. 攻撃者の判別結果
攻撃対象 ACC.

A 0

B 0

C 0.70

D 0.3

5. まとめ

本論文では、既存のあみだくじ型視線認証に視線軌跡の特
徴量による本人判別を導入し、認証精度と本人判別精度につ
いて検証を行った。認証精度は認証時間、認証成功率ともに
向上し、本人判別も 80%以上の精度で判別できることが示唆
された。
提案手法のように、認証毎に描く軌跡が異なる場合におい

ては、描く軌跡の形状に左右される特徴量ではなく、速度平
均や認証時間といった特徴量が判別精度に寄与していること
が分かった。ただし、今回はサンプル数が少ないため、人数
を増やすと判別の成功率が変化する可能性がある。また、視
線の動かし方は目の疲れや慣れに左右されることを考えると、
期間を空けて再度認証を行った場合、違った結果になる可能
性がある。
今後の課題として、抽出する特徴量の見直しが挙げられる。

例えば、マイクロサッカードと呼ばれる眼球の不随意運動が
存在する 8) が、このマイクロサッカードは注意の影響を受け
ることが指摘されている 9) ため、個人を判別する特徴量とし
て有用な可能性がある。
あみだくじ型視線認証の改良としては、アイコンのグルー

プ化による探索時間の向上などがあげられる。
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プロジェクトのリスクマネジメントのためのサポートシステムに関する研究

宮崎　翔吾 a)・高塚　佳代子 b)・油田　健太郎 c)・山場　久昭 d)・岡崎　直宣 e)

Research on a Support System for Project Risk Management

Shogo MIYAZAKI, Kayoko TAKATUKA, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

In recent years, with the large-scale complexity of projects and changes in the environment surrounding
projects, the problem of ”delay risk”, that is, the problem that any activity can cause unexpected delays and
lead to delivery deadlines, has become more serious. Therefore, in recent years, project managers have been
required to manage delay risks at various project sites. In other words, the conventional management of three
factors of cost, resource, and time is not enough, and it is necessary to manage the schedule by considering
the trade-off balance of these four factors and the delay risk. However, since there is no way to quantify the
delay risk, only the delay risk management that can give the schedule margin with experience and intuition
was performed.As a result, problems often occurred, such as easily exceeding dedlines and costs or causing
wasteful schedules. In this research, we aim to develop a schedule management method considering delay risk.
In previous research, a method was developed to evaluate the magnitude of delay risk based on the size of
the solution space of the schedule / float. In addition, we devised two types of calculation methods (method
1 and method 2) for finding the delay risk with the proposed method. However, method 1 had a problem of
computational complexity, and method 2 had a problem of accuracy of the calculation results. In this paper,
we propose a new calculation method that requires less calculation than Method 1 and has higher calculation
accuracy than Method 2. In addition, we evaluate the complexity of the proposed method and the accuracy
of the calculation results through verification experiments using application examples.

Keywords: project management, critical path, delay risk, EVM, schedule network

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　

1. はじめに

近年では、プロジェクトの大規模複雑化やプロジェクトを
取り巻く環境の変化に伴い、「遅延リスク」の問題、つまり、
任意のアクティビティが予期せぬ遅延をきたし納期超過に至
る可能性の問題が深刻化している。そのため、近年の様々な
プロジェクトの現場では、遅延リスクを管理することが、 プ
ロジェクト管理者 (“プロジェクトマネジャ”とも言う)に要
求されている。つまり、従来のような、コスト、リソース、時
間の 3要素での管理では不十分であり、それら 3要素に遅延
リスクを加えた 4要素のトレードオフ・バランスを考え、スケ
ジュール管理をすることが求められている。しかし、遅延リ
スクを数値化する手立てがないため、スケジュールの余裕を
経験と直感で持たせる程度の遅延リスク管理しかできていな
かった。その結果、簡単に納期超過やコストオーバーに陥った
り、或いは無駄の多いスケジュールに結果的になってしまっ
ていたような問題が頻繁に発生していた。そこで、本研究で
は遅延リスクを考慮したスケジュール管理手法の開発を目指

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)教育研究支援技術センター技術専門職員
c)情報システム工学科准教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科教授

している。先行研究では遅延リスクの大きさをスケジュール・
フロートの解空間の大きさに基づき評価する手法を開発した。
また、提案手法で遅延リスクを求めるための計算方法を 2種
類 (方法 1、方法 2)考案した。しかし方法 1には計算量の問
題があり、方法 2には、高次元での計算結果の精度が明らか
でないという問題があった。本稿では方法 1より計算量が少
なく方法 2より高次元での計算精度の保証がし易い新たな計
算方法を提案する。さらに、適用例を使った検証実験を通し、
提案手法の計算量と計算結果の精度を評価する。

1.1 背景と問題点
１９７０年以前のプロジェクト管理では、工程を図形式で

描き、原価は表計算ソフトで表にするといったように、それぞ
れ個別に管理されていた。このため、図 1に示すような工程
（時間）、資源、原価（コスト）のトレードオフのバランス調整
を人が経験と直感に基づいて管理するしかなかった 1)2)。し
たがって、プロジェクトの実際の状況を把握できず、工程は順
調に進んでいるがコストオーバーとなってしまったり、逆に
コストは予定範囲だが出来高が計画レベルに達していないと
いった問題が発生していた。１９７０年頃より、「アーンド・
バリュー法」（ＥＶＭ）3)4) と呼ばれるコスト効率と工程の進
捗率を一度に把握するためのプロジェクト管理の技法が考案
された。この手法により、工程、資源、原価のバランスが取れ
た計画と進捗管理が可能となった 5)。しかし、このプロジェ
クト管理では、少しの遅延も許容できず融通の利かないスケ
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ジューリングしかできなかった。そのため、容易に納期超過
やコストオーバーに陥ってしまうといった問題や、新規プロ
ジェクトのスケジュールに直感で余裕を持たせたが、のちに
無駄の多いスケジュールだったことが発覚するといった問題
も発生していた。特に近年では、プロジェクトを取り巻く環
境も変化してきており、大規模化したプロジェクトや複雑化
したプロジェクトの「遅延リスク」の問題が深刻化している。
「遅延リスク」とは、プロジェクトの完了が遅延し、納期超過
を引き起こすリスクのことである。そのため、スケジュール
に直感で余裕を持たせることによる問題は更に大きくなって
いる。この問題を回避するためには、図 2に示すような、Ｅ
ＶＭでの 3要素「工程 (時間)、資源、原価 (コスト)」に、「遅
延リスク」を加えた４要素のトレードオフのバランスを取る
ことが求められる。　以上を踏まえ、本研究室では、遅延リ
スクを考慮したリスケジューリングの仕組みが考案されてい
る 6)7)。これらの手法 6)7) は、上記実情の下になされたもの
であり、工程（時間）、資源、原価（コスト）に加え、遅延リ
スクも考慮して、スケジュール・ネットワークを合理的に管
理することができるプロジェクトマネジメントシステム及び
プロジェクト管理方法を提供することを目的としている。上
記目的を達成するためのプロジェクトマネジメントシステム
は、複数のアクティビティで構成されるプロジェクトを管理
するプロジェクトマネジメントシステムであり、大きく分け
て、次の 2つの部分から構成される。

1. スケジュール・ネットワーク生成部： プロジェクトに
おけるアクティビティ間の論理的順序関係と、各アク
ティビティそれぞれの所要時間とに基づいて、時間、原
価及び資源の制約条件を満たすスケジュール・ネット
ワークを生成する部分

2. 遅延リスク評価部：　各アクティビティそれぞれに許
容される余裕時間を示す余裕パラメータを要素とする
ベクトル空間において、アクティビティ間の独立従属関
係に基づいて、スケジュール・ネットワークを簡略化す
ると、スケジュール・ネットワークの全体期間（納期）
に対する「余裕」(“遅延リスク耐性”と後述する)を表
す N次元正凸多面体の領域が得られる（Nはアクティ
ビティ間の独立従属関係で決まる次元の大きさ）。その
領域の大きさ又はその大きさの (アクティビティの)遅
延に対する感度を指標値としてスケジュール・ネット
ワークを評価する部分

上記１の「スケジュール・ネットワーク生成部」は、アーン
ド・バリュー法等の従来の手法を用いて実現できる部分であ
り、上記 2の「遅延リスク評価部」は本研究室での開発部分
である。遅延リスクが「なるべく少なく」なれば、そのスケ
ジュール・ネットワークの遅延リスクが小さく、評価が高い
ということになる。しかしながら、遅延リスクを直接的に定
量化するのは困難である。そこで、本研究室では、「遅延リス
ク耐性」という概念を導入した 6)。遅延リスク耐性とは、任
意のアクティビティが予期せぬ遅延をきたした際に、納期超
過に至らずに済む可能性の大きさのことである。遅延リスク
耐性は、遅延リスクと負の相関があり、比較的定量化が容易
である。具体的には、上述の N次元正凸多面体の大きさを直

図 1. 工程（時間）、資源、原価（コスト）のトレードオフのバ
ランス

接求めることは原理的に困難であることから、先の研究では、
遅延リスク耐性を定量化する方法として、次の 2つの計算方
法を考案した。一つは、Ｎ次元正凸多面体の格子点数を遅れ
方のパターンの数として算出する方法である。従って、この
第 1の方法の計算精度は格子幅を細かくすればある程度信頼
できる。しかし、アクティビティの数が増えれば、計算量が膨
大となり、簡単に計算不能に陥ってしまう 6)。また、もう一
つは、Ｎ次元正凸多面体に内接する最大の単体の体積を、遅
れ方のパターンの数として算出する方法である。この第 2の
方法の計算時間は高々次元のオーダであるため計算量の問題
はない。しかし、評価すべき N次元正凸多面体の形状の全て
をそれに内接する最大の単体に無理矢理近似させて評価する
方法であるため、次元が上がるにつれ、計算結果の精度が大
きく低下する可能性がある。以上を踏まえ、本研究では、遅
延リスク耐性を表す N次元正凸多面体の大きさを定量化する
ための新たな計算方法を提案する。この第 3 の方法では、N

次元正凸多面体から体積計算の一般化が可能な構造を全て抽
出し、抽出された構造の大きさ又はその大きさの遅延に対す
る感度を指標値としてスケジュール・ネットワーク全体の余
裕を評価する。この第 3の方法は、極めて小さな計算量で評
価できる方法である可能性が、本研究の評価実験より示され
た。例えば、遅延リスク耐性を表す N次元正凸多面体の次元
が N=15の一例での計算時間は、第 1の方法で約 90時間、第
2の方法で約 2～3秒、新たな第 3の方法で約 16秒であった。
また、格子の刻み幅を十分小さくした場合の第 1の方法と同
程度の計算精度を持つことが、本例では確認された。即ち、ス
ケジュール・ネットワーク全体の余裕の遅延に対する感度を
求める感度解析をしたところ、新たな第 3の方法による解析
結果は、格子幅の十分小さい (格子幅 0.5)第 1の方法による
結果と 98％一致した。なお、15次元の本例の場合、第 2の
方法との一致率も高く 95％であった。しかし、より高い次元
(23 次元) の適用例を用いた評価実験での感度解析の結果は、
第 1の方法より第 2の方法との一致率の方が顕著に高かった。
その理由は、第 1の方法の計算量の問題により、格子幅をかな
り荒く (格子幅 2)しないと計算できなかったこと、及び、第
2の方法での計算精度の問題が 23次元程度では現れ難かった
ことが考えられる。詳細は第 7章で示す。

2. 研究目的

本研究の目的は、遅延リスクを考慮したプロジェクト・ス
ケジュールの管理の仕組みを開発することである。具体的に
は、従来の「アーンド・バリュー法」（ＥＶＭ）での工程（時
間）、資源、原価（コスト）に加え、遅延リスクも考慮し、プ
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図 2. 工程（時間）、資源、原価（コスト）に遅延リスクを加え
た４要素のトレードオフのバランス

ロジェクトのスケジュール・ネットワークを合理的に管理す
ることができるプロジェクトマネジメントシステム及びプロ
ジェクト管理方法を提供することである。目的達成のため、本
研究室の先行研究では、スケジュール・ネットワークの遅延
リスクと負の相関関係にある遅延リスク耐性の定量化のため、
先行研究では、第 1の方法 (格子点数による評価)及び、第 2

の方法 (N次元正凸多面体に内接する最大の単体の体積に基づ
く評価)が開発されたが、第 1の方法には計算量の問題が、第
2 の方法には高次元での精度を保証し難いという問題があっ
た。そのため、第 1の方法より少ない計算量で第 2の方法より
高次元での精度が保証しやすい第 3の方法が考案された。上
述したように、第 3の方法は、N次元正凸多面体から体積計
算の一般化が可能な構造を全て抽出し、抽出された構造の大
きさ又はその大きさの遅延に対する感度を指標値としてスケ
ジュール・ネットワーク全体の余裕を評価するという方法で
ある。しかし、第 3の方法は、グラフ理論 8) をベースとした
仮説であり、その正しさは図的表現が可能な 3次元までの簡
単な例で確かめられているに過ぎなかった。しかし、第 3の
方法は、グラフ理論をベースとした仮説であり、その正しさ
は図的表現が可能な 3次元までの簡単な例で確かめられてい
るに過ぎなかった。

2.1 研究目的
以上を踏まえ、本修論では、新たに考案された第 3の方法

が、遅延リスクの評価を、少ない計算量で精度よく実施でき
る方法であることを実験的に明らかにすることを目的とした。
具体的には、スケジュール・ネットワークの遅延リスクと負
の相関関係にある遅延リスク耐性の N次元正凸多面体の大き
さの評価が、次元 Nや Activity数が大きいケースでも、現実
的な計算量で精度よく評価できる方法であることを明らかに
することを目的とした。

2.2 研究課題
研究課題は以下の通りである。

1. 新たな第 3の手法で遅延リスク評価をするための感度
解析の手順（即ち、アクティビティの遅延の感度を指
標化する手順）の開発及び自動化

2. 適用例を用いた評価実験に基づく、第 3の方法の性能
評価実験

1) 計算時間と計算精度の評価

2) 計算量抑制の可能性を見極めるための評価

2-2)は、今後より大規模なプロジェクトのケースを扱う場合
を想定した、精度と計算量のトレードオフを見るための評価
実験である。なお、今回使用する適用例は以下の通りである。

• 中規模ガス処理プラント建設プロジェクト (JAPEX プ
ロジェクト)

– 「15次元、Activity数 15」のケース

– 「24次元、Activity数 26」のケース

• 電力設備の解体修理点検プロジェクト (13 次元、Ac-

tivity数 150程度)

3. プロジェクトマネジメントについて

3.1 プロジェクトとは、プロジェクトマネジメン
トとは

3.1.1 プロジェクトとは
プロジェクト 5) とは、実行する人や組織が特別な目的や課

題を達成するための取り組みのことであり、プロジェクトを
定義する基本要素として以下の３つが重要とされている。

1. 新規性があるといった達成が容易ではない特別な目的
がある

2. プロジェクトを達成するための期間が有限である

3. プロジェクトに用いる資源が有限である

さらに、生産的なシステムとしてのプロジェクトの特徴は
以下のようになる。

1. 同一のものを生み出し続けるような単純な生産ではない

2. サービスやシステムなど形のないものを生産する場合
もある

3. 目的を達成するための計画を複数以上立てることがで
きる

4. 計画の進捗状況によって計画を修正する

5. 一時的に組織されるチームで計画を進行する

3.1.2 プロジェクトマネジメントとは
プロジェクトでは、計画の進捗に伴って起こる様々な条件

の変化や発生するリスクを考慮し、目的達成の確実性を評価し
つつ合理的な手法でプロジェクトのスケジュールを立てる必
要がある 9)10)11)12)。しかし、事前に明らかになっていない
問題が発生することが少なくないため、科学的な手法でスケ
ジュールを立てても、推測や仮定に基づく部分を排除するこ
とはできない。そこで、プロジェクトマネジメントでは計画
立案段階でのスケジュールの設定だけでなく、計画実施段階
でも頻繁に進捗状況を確認し、計画に基づいた進捗のうえ軌
道修正を行わなければならない。また、従来の管理はコント
ロールと呼ばれ、現場を統制することが重視されていた。し
かし、近年のプロジェクトの複雑化・大規模化によって、新
たな管理方法であるマネジメントの考え方が普及していった。
マネジメントは、従来重視していた現場の統制だけでなく、計
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画と評価を含めたプロセス全体を重視した管理の形態をとっ
ている。つまり、計画と実施した結果を比較評価し、目的を
達成するためにより効率の良い方法へと計画を修正する形態
である。本稿の以下では、“管理”は“マネジメント”と同義
とする。

3.2 プロジェクトマネジメントのスケジュール管
理について

プロジェクトマネジメントでのスケジュール管理において
は、主に工程、コスト、品質を対象に管理・評価すべきであ
る。しかし、現在の管理手法では品質の評価は組み込まれて
いない。「(実施計画に対して)どれだけ計画通りにできている
か」の工程に関する評価と、「(計画予算に対して)どれだけ予
算内で実施されているか」のコストに関する評価で管理・評
価を行っていた。具体的には、工程評価とコスト評価を別々
のシステムで計算し、これらの結果から管理者が直感や経験
則に基づいて総合的に評価・判断していた。 以下では、プロ
ジェクトマネジメントのスケジュール管理について現状が順
調かどうかを評価するための二つの考え方を紹介する。

3.2.1 進捗度評価
進捗度評価とは、プロジェクトの進み具合のみを評価する

ものであり、従来の工程管理の一環として行われてきた。工程
の進捗が計画と比べてどこまで完了したのかを調査し、それ
がプロジェクト全体においてどの程度の割合で進んでいるか
を把握することが、進捗度評価という評価方法である。 例え
ば、住宅建築といったモノを作るプロジェクトでは、作成され
たモノの大きさや量で評価することができる。また、形や量
で表しにくいシステム開発などのプロジェクトでは、完了し
た活動の価値を金額で換算することにより進捗度を評価する。
このような進捗度評価に用いる指標を出来高 (earnd value)と
呼ぶ。

3.2.2 達成度評価
出来高を指標として用いた進捗度評価では、コスト変動が

激しいプロジェクトでは、現況を見誤ってしまう場合もある。
実際、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの進捗具合
を工程の進捗と原価や品質などの総合評価によって判断して
いる。そこで、1970年頃から米国で達成度評価と呼ばれる評
価方法が開発されてきた。達成度評価は、工程だけではなく
原価要素も加味したプロジェクトの現況評価をしようとする
考え方であり、“どれだけできたか”という量的な判断だけで
はなく、それにかかったコストを加味して評価する。このた
め、工程におけるコストのバランスなどを総合的に判断する
ことができるようになっている。この達成度を求める手法と
してアーンドバリュー法 (EVM)がある。

3.3 プロジェクトマネジメントの技術的背景・問
題点

１９７０年以前のプロジェクト管理では、工程を図形式で
描き、原価は表計算ソフトで表にするといったように、それ
ぞれ個別に管理されていた。このため、図 1に示すような工
程（時間）、資源、原価（コスト）のトレードオフのバランス
調整を人が経験と直感に基づいて管理するしかなかった。し

図 3. システムの全体像

たがって、プロジェクトの実際の状況を把握できず、工程は
順調に進んでいるがコストオーバーとなってしまったり、逆
にコストは予定範囲だが出来高が計画レベルに達していない
といった問題が発生していた。

3.3.1 アーンド・バリュー法（ＥＶＭ）
１９７０年頃より、「アーンド・バリュー法」（ＥＶＭ）3)と

呼ばれるコスト効率と工程の進捗率を一度に把握するための
プロジェクト管理の技法が考案された。この手法により、工
程、資源、原価のバランスが取れた計画と進捗管理が可能と
なった。（参照 1）しかし、このプロジェクト管理では、少し
の遅延も許容できず融通の利かないスケジューリングしかで
きなかった。そのため、容易に納期超過やコストオーバーに
陥ってしまうといった問題や、新規プロジェクトのスケジュー
ルに直感で余裕を持たせたが、のちに無駄の多いスケジュー
ルだったことが発覚するといった問題も発生していた。

3.3.2 技術的問題点
プロジェクトが失敗してしまうための理由としては、組織

や個人に関わる人的な問題点と計画や進捗の管理に関わる技
術的な問題点がある。プロジェクトマネジメントにおいては
計画や進捗の管理に関わる技術的な問題点が大きく関わって
くることもあり、以下の三つの技術的問題点があげられる。

1. 計画を立てる際の科学的な方法がない

2. 目的達成のための品質や担当を組織間で明確にできない

3. 科学的に進捗状況を管理できない

このことから、科学的な根拠をもとに計画や評価、管理を行
い、不確定な物事を明確にすることで、技術的問題点を解決
するプロジェクト管理システムを開発する必要がある。

4. システムの構成

本研究の目的を達成するためのプロジェクト管理システム
は、複数のアクティビティで構成されるプロジェクトを管理
するシステムであり、図 3に示すように以下のような構成と
なっている。

• スケジュール・ネットワーク生成部：スケジュール・
ネットワークを生成する
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• 遅延リスク評価部：スケジュール・ネットワークをも
とに遅延リスク耐性の指標値を算出する

また、遅延リスク評価部の、本稿での実現方法の構成は以下
のとおりである。

1. 条件式生成部：スケジュール・ネットワークのパスに
対応する制約条件式を生成する

2. 構造抽出部：体積計算の一般化が可能な構造を抽出する

3. 指標値算出部：構造の体積計算を行って得られる構造
の大きさを指標値として算出する

スケジュール・ネットワーク生成部とは、プロジェクトに
おけるアクティビティ間の論理的順序関係と、各アクティビ
ティそれぞれの所要時間とに基づいて、時間、原価及び資源
の制約条件を満たすスケジュール・ネットワーク（図 4-(1)）
を生成する部分であり、その手順は既存手法として確立され
ている。また、遅延リスク評価部とは、スケジュール・ネット
ワークの「遅延リスク」即ち、任意のアクティビティ（作業）
が予期せぬ遅延をきたし、納期超過に至る可能性の大きさを
算出する部分である。しかし、遅延リスクを直接的に定量化
するのは困難である。そのため、遅延リスクの定量化につい
ては、議論すらされてこなかった。そこで本研究室では、遅
延リスクの代わりに、これと負の相関関係のあるスケジュー
ル・ネットワーク全体の「余裕の大きさ」を定量化する考え
方を編み出し、これを“遅延リスク耐性”と呼ぶこととした。
具体的には、まず、スケジュール・ネットワークの各作業パス
の長さの制約（納期制約）を、標準的な作業時間と余裕時間を
取るパラメータ（余裕パラメータ）で表す。すると、その制約
条件式全体（図 4-(2)）はベクトル空間上のＮ次元正凸多面体
領域を成し、その大きさから“遅延リスク耐性”の大きさを定
量化するという考え方である。しかし、このＮ次元正凸多面
体領域の大きさの体積計算は一般化できない。そこで、その
領域を指標化するための 2つの方法が考案された（図 4-(3)）。
第 1 の方法（図 4-(3)- 1⃝）は、領域に含まれる格子点数で指
標化する方法で、第 2 の方法（図 4-(3)- 2⃝）は、領域に内接
する最大の単体の体積で指標化する方法である。しかし、第 1

の方法には計算量の問題があり、第 2の方法には指標化の誤
差による精度の問題があった。そこで、本稿では、第 1、第 2

とは別な第 3の方法を取る。第 3の方法とは、条件式生成部
で得られるＮ次元正凸多面体領域 (遅延リスク耐性)から、余
裕パラメータを積分変数、被積分変数として用いる積分計算、
すなわち体積計算の一般化が可能な構造を抽出し（図 5-(1)）、
抽出された構造の大きさを指標化とするという考え方である。
ここで、体積計算の一般化が可能な構造の抽出手順は次のよ
うに与えられる。まず、制約条件式の各パラメータの有る/無
しを表す 1/0行列を生成する（図 5- 3⃝-1)）。そして、この 1/0

行列を使って、体積計算可能な構造を抽出する。これは、「ど
の 2列をとってきても、片方の列の 1の立つ行がもう一方の
列の 1の立つ行に含まれているか、または、互いに素」となる
ような列セットとして、すべて抽出される（図 5- 3⃝-2)）。 こ
こで、N次元凸多面体領域から抽出される可能性のある構造
とは、その領域自身或いは、その領域の 2次元 以上 N-1次元
以下の切断面 となる。指標値算出部では、抽出された行列の

図 4. 遅延リスク評価部の実現方法（先行研究）

図 5. 遅延リスク評価部の実現方法（本稿での方法）

うち、１となる行が最多となる第１の列に対応する余裕パラ
メータを積分変数とし、１となる要素が第１の列で１となる
要素にすべて含まれる第２の列の余裕パラメータを被積分変
数とし、積分変数の取り得る上限を積分変数が取り得る最小
値として積分を行い、１となる行が全く一致しない列の余裕
パラメータ同士では重積分を行って、抽出された構造の大き
さを求める（図 5- 3⃝-3)）。

5. 先行研究

本研究室の先行研究では、まずプロジェクト・スケジュー
ルの全体余裕を統合的かつ合理的に管理するための手法とし
て、スケジュール・フロートのベクトル空間表現法が考案さ
れ、本手法に基づくスケジュール管理のためのモデルが提案
された。そして、既存の管理指標 (クリティカルパス、フロー
ト残量 (安全余裕残量)、DRAG等)を本モデルベースで簡便
に計算できる方法が明らかにされた。また、この方法を使っ
て、プロジェクト実行中時々刻々と変化していく重点管理項
目を計算し可視化するシステムが開発された 13)14)15)16)。さ
らに、個々の作業項目の遅延がプロジェクト・スケジュールの
全体余裕へ及ぼす影響の度合いを “遅延リスク耐性”と呼び、
遅延リスク耐性の大きさを遅延リスク耐性を表す N次元凸多
面体の大きさに基づき評価する 2つの方法が考案された 6)7)。
方法 1は、遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体に含まれる
格子点数による評価であり 6)、方法 2は、N次元単体の超体
積の大小関係による評価である 7)。
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5.1 遅延リスクの定量化方法
良いプロジェクト・スケジュールを立案するためには、ネッ

トワーク・スケジュールの評価と改善ができなくてはならな
いが、従来の管理手法では、評価の尺度として、「全体工期の
長さ」、つまり、クリティカルパスの長さという一指標しかな
かった。しかし、最近のプロジェクトでは、作業遅延が不規
則に発生し、クリティカルパス 17)18)19) の移り変わりが多
いため、従来どおりの全体工期の長さのみを指標とする手法
では不十分である。不確定変動の大きいプロジェクトの場合、
ある時点において、プロジェクト全体所要時間が契約納期を
超過することにはならない非クリティカルパス上の Activity

(Non-critical な Activity) の余裕であっても、フロート日数
を消費してしまうと、それがクリティカルパス上の Activity

(criticalな Activity)に変わった途端にプロジェクトの早期完
了の可能性を下げてしまうためである。そこで、不確定性の
大きいプロジェクト・スケジュール管理上重要な一尺度とな
り得る “遅延リスク耐性”の定量化の方法と、その考え方の元
となったケジュール・フロートのベクトル空間表現法につい
て説明する。

5.1.1 フロートのベクトル空間表現
スケジュール・フロートのベクトル空間表現法及び、この表

現方法に基づくスケジュール管理のためのモデルについて示す。
本手法は、グラフ理論ベースの手法である従来法の PERT20)

に比べ、代数計算の簡便さゆえの高い分析力を潜在的に持つ。
更に、本モデルはスケジュール・ネットワークの構造の直感
的分かりやすさも PERTと同程度に兼ね備えている 15)。
プロジェクトが Activity networkで表されるとき、個々の

Activityの時間的余裕をパラメータ表示し (“余裕パラメータ”

と呼ぶ)、納期制約問題をパラメータベクトルの存在可能領域
(“遅延リスク耐性を表すN次元凸多面体”と呼ぶ)を求める問
題に帰着させる。遅延リスク耐性を表す N 次元凸多面体は、
個々の Activity の所要時間と余裕、Activity 間の先行関係、
及び納期制約に基づき機械的な手順で求められ、余裕パラメー
タから成る係数１の不等式制約の集まりとして表される。各
不等式制約はクリティカルパスに成り得る経路の経路長制約
に対応付けられ、各式のパラメータの並び順は各経路の作業
順序を表す。また、モデルの本質とは関係ないが、数式モデ
ルにありがちな構造的理解のし難さを回避するための取り決
めとして、各式のパラメータの並び順はスケジュール・ネッ
トワーク上の作業項目の生起順序と定義した。また、作業項
目とそれに付随する余裕パラメータとは、同じアルファベッ
トの大文字と小文字で表記させることとした。このため、実
数ベクトルで処理できる利点である高い分析力と計算力はも
ちろんのこと、ネットワークの構造的理解も従来 PERTと同
程度には可能なモデルとなっている。

5.1.2 遅延リスク耐性を表すN次元凸多面体の生
成

遅延リスク耐性を表すN次元凸多面体は、所与のスケジュー
ル・ネットワークから、各作業項目の生起順序と作業時間を
抽出し、各作業項目の時間的余裕を表す余裕パラメータを導
入し、生起順序と生起時刻を同時に扱えるmax-plus代数 21)

図 6. 遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体生成の流れ

を使用し、各作業項目の終了までにかかる時間を順に求めて
いく。具体的には以下のように求められる。

作業 p終了までに掛かる時間 = Max{pjの終了時刻｜ pj

は pの先行作業全て }
+ pの所要時間 + pの余

裕パラメータ

なお、最終作業項目の終了までに掛かる時間は、即ちプロジェ
クト全体所要時間を意味する。したがって、上記方法で得ら
れる “最終作業終了までに掛かる時間”に対し、納期制約を与
えて得られる制約条件式「“最終作業終了までに掛かる時間”
≦ 契約納期」が遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の構成
要素となる。 ただし、最終作業項目の終了までに掛かる時間
は、初期作業項目から最終項目へ至る経路の数だけ得られる。
従って、所望のモデルは、上述の制約条件式全体として得ら
れる。
図 6-(1)のように、Activity A, B, Cがあり、所要時間がそ

れぞれ 20日,15日,10日とする。Aと B、Aと Cは直列に繋
がり、Bと Cは並行である。( ) 内は Activityの標準的所要
時間を表す。x1と x2で Activity Aの開始時刻と終了時刻、
x3と x5で B、x4と x5で Cの開始時刻と終了時刻を各々表
し、小文字アルファベットで同大文字の Activityの余裕パラ
メータを表すと、所定の計算過程を経て (図 6-(2))、本例の遅
延リスク耐性を表す N次元凸多面体が (図 6-(3))のように得
られる。
あるシステム製品をおさめる仕事を表す簡単な例を考える

(図 7参照)。図 7の Activity Networkの ( ) 内は各 Activity

の標準的所要時間を表し、アルファベット大文字は作業項目
名を表す ID、同小文字は当該作業項目の余裕パラメータを表
す。つまり、例えば、「基本設計」を指す IDは Aであり、標
準的所要時間は 20、余裕パラメータは aである。契約納期を
80とすると、本例の遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体は
以下の連立不等式で表される。



a+ b+ d+ f ≤ 5

a+ c+ e+ f ≤ 15
(1)

具体的には、まず、スケジュール・ネットワーク (Activity

Network)から、各作業項目の生起順序と作業時間を抽出した
工程表を作成し、各作業項目の時間的余裕を表す余裕パラメー
タを導入する。次に、作業項目の生起順序と生起時刻を同時
に扱えるmax-plus代数を使用し、各作業項目の終了までにか
かる時間を順に求めていく。例えば、F の終了時刻は以下の
ように求められる。
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図 7. 遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体生成例

F終了までに掛かる時間 = Max{Dの終了時刻、Eの終了
時刻 }

+ Fの所要時間 + f (Fの余裕
パラメータ)

ただし、余裕パラメータ fの取る値は、F実施期間の前後の余
裕の和である。具体的には、ここでは、実施前の余裕とは既に
作業可能だが何らかの理由で開始時間を先延ばしにしている処
理待ち時間とし、実施後の余裕とは当該処理の遅延時間として
いる。なお、最終作業項目 Fの終了までに掛かる時間は、即ち
プロジェクト全体所要時間を意味する。従って、プロジェクト
全体所要時間は 75+a+b+d+f、65+a+c+e+f と表せ、所
望のモデルは、納期制約 80を与えた {75+a+ b+d+ f ≤ 80

、65 + a+ c+ e+ f ≤ 80}となり、結果として上記の式 (1)

が得られる。
まず、フロート (ここではトータルフロート)は、プロジェ

クト全体所要時間が契約納期を超過しない範囲でとれる作業
項目の余裕日数の最大値であるが、これは遅延リスク耐性を
表す N次元凸多面体を表す不等式制約の集まりに対し、着目
パラメータ以外の余裕パラメータの各々に、それが取り得る
最小値を代入することで求められる。具体的には、実行済の
作業項目の余裕パラメータには実データ (処理待ち時間＋遅延
時間)を与え、未実行項目の余裕パラメータには 0を与えれば
良い 13)。
また DRAG22)23)24) は、クリティカルな作業項目がプロ

ジェクト全体の工期を短縮できる日数の最大値であるが、こ
れはクリティカルな作業項目と並行する経路の有無やその並
行経路のフロート値を基に算出されるのだが、これら DRAG

算出に必要なデータ取得のための計算プロセスは PERTでは
煩雑になり易い。しかし、提案手法の遅延リスク耐性を表す
N次元凸多面体を使うと簡潔かつシステマティックに算出で
きる 14)。

5.1.3 重点管理項目の可視化手法
まず、スケジュール管理上の利便性を考慮したフロートの

扱いについて述べる。
時々刻々と変化していく各作業項目のフロートに基づき、ク

リティカルパスの所在とスケジュール全体の安全余裕残量の
変遷を可視化する手法について示す。安全余裕残量とは、プ
ロジェクト・スケジュールの全体余裕を表し、クリティカル

図 8. クリティカルパスと安全余裕残量の移り変わりの可視化
のイメージ

パス上の作業項目のフロート値がそれに相当する。なお、通
常のフロート計算では、クリティカルパス上の作業項目のフ
ロートが 0となるように、他の作業項目のフロートはそれを
基準に数値化される。しかし、本手法では、スケジュール管理
上の利便性より、クリティカルパス上の各作業項目のフロー
トが、契約納期に対する余裕となるようにしている。こうす
ることにより、あとどれだけ (何日)遅れたら契約納期違約に
至るかがダイレクトにわかるためである。
所与のスケジュールが示す作業項目間の順序制約に従って

進められるプロジェクトの実行中、不規則に発生する作業遅
延により、各作業項目の余裕が不規則に変化していく。従来、
このような変化は、個々のフロートの変化としてばらばらに捉
えられていたが、作業項目同士の有機的繋がり (余裕パラメー
タベクトル)の変化として捉えることにより、クリティカルパ
スの所在と安全余裕残量の移り変わりの可視化が可能となる。
具体的には、各時点での余裕パラメータベクトルの成分 (各作
業項目のフロート)を横に並べて行ベクトル表示し、各作業項
目の余裕パラメータの時系列を各々縦に並べて列ベクトル表
示させる。更に、各行での成分の最小値の全てをハイライト
表示させる。こうすることにより、各時点でのクリティカル
パスの所在は、各行でハイライト表示された作業項目の成分
の並びとして顕在化する。また、各行のハイライト表示され
た数値として安全余裕残量の変遷が顕在化する。
図 8は、作業項目 23の建築プロジェクトの実施段階で本手

法を適用した結果得られた余裕パラメータベクトルの時系列
データである。各行の成分の最小値は赤字で表示されている
が、これは各時点でのクリティカルパス上の作業項目のフロー
トを表している。時系列データの#1行から#2行では、この赤
字の並び位置が変化しているが、これはクリティカルパスの所
在変化が起きていることを表している。具体的には、赤字の並
び位置が、d6,d37,d25,d40から d22,d24,d20, d6,d37,d25,d40

へ変化している。このため、これら余裕パラメータ並びに対
応付けられる作業パス D6,D37,D25,D40 から D22,D24,D20,

D6,D37,D25,D40へクリティカルパスが移り変わったことを
表している。また、各行の最小値を縦方向に辿ると安全余裕
残量の変遷がわかる。例えば図の黄色部分は安全余裕残量の
変遷にあたる。なお、負値の出現する#3行では、このタイミ
ングで契約納期違約確定したことを意味する 13)14)。
以上、本節で示したような重点管理項目を可視化させるた

めのノウハウは、汎用性があり、様々な業種のプロジェクトマ
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図 9. 重点管理項目を視覚化するプロトタイプシステムの実行
結果

ネジメントで活用可能な知見と考えられる。こういったプロ
ジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立ててま
とめたガイドブック PMBOK（Project Management Body

of Knowledge）25) がある。PMBOKは、アメリカに本部の
ある PMI（Project Management Institute）が中心になって
刊行しているが、プロジェクトマネジメントの世界標準とい
われている。本節で提案した可視化手法は、PIMBOKで未だ
取り上げられていない、新規に見出された実務上役立つ汎用
的知見と考えられる。
以上のような可視化の仕組みを自動化し、管理項目可視化

のためのプロトタイプシステムを実装し、住宅建築 26) や電
力設備分解点検修理 (オーバーホール)といった現実的なプロ
ジェクト事例への適用実験を通し、本方法の妥当性を確認し
た。本システム実行結果の一例として図 9を示す。図 9は作
業項目 130程度のオーバーホールプロジェクトのネットワー
ク・ダイアグラムに本手法を適用した結果得られた余裕パラ
メータベクトルの時系列データである。各行の成分の最小値、
つまりクリティカルパス上の作業項目のフロートは赤字で表
示されている。この赤字の並びが変化する A1行から B1行、
及び B2から A2では、クリティカルパスの所在変化が起きて
いると分かる。また、各行ベクトルの最小値を縦方向に辿る
と安全余裕残量の変遷がわかり、負値の出現する A2行では契
約納期違約確定したことが分かる。

5.1.4 遅延リスク耐性の定量化
5.章冒頭で述べたように、任意の Activityが予期せぬ遅延

をきたした際にプロジェクト全体所要時間が契約納期を超過
せずに済む可能性の大きさを「プロジェクト全体の遅延リス
クへの耐性」と定義し、“遅延リスク耐性”と略記する 27)。
遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体上の各点は、「プロ

ジェクトの全体所要時間を変えない Activityレベルでの遅延
パターン」(“ADP”と記す)に相当する。このため、遅延リス
ク耐性の大きさを遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の大
きさで評価することは妥当と考え、遅延リスク耐性の大きさ
を ADPで評価することとした 16)。

5.1.2節で示した遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の
例を図 10に再掲する。本解空間を示す凸多面体の境界及び内
部の点は全て ADP に対応付けられる。例えば、境界上の点

図 10. 遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の例

図 11. 遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体に整数格子を被
せたイメージ

(5,0,5)は ADPに対応付けられる。実際、Activity Aと Cが
共に 5 日遅延してもプロジェクト全体所要時間は納期 40 日
を超過しない。一方、本解空間からはみ出ている点 (0,6,0)は
ADP に対応付けられない。実際、Activity B が 6 日遅延す
ると、たとえ A,Cの遅延が 0であったとしても、全体所要時
間は納期 40日を超過する。

5.2 遅延リスクの計算方法

5.2.1 格子点数による評価
遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体は、係数が+１の連

立一次不等式で表されることから第 1象限上の原点周りの N

次元凸多面体（1≦ N）を成す。従って、遅延リスク耐性の評
価のためには N次元凸多面体の超体積を求めればよい。しか
し、N次元凸多面体の体積計算は一般化できない。そこで一
般化可能な方法として N次元格子の格子点数として評価する
こととした。即ち、ある格子幅の N次元格子を遅延リスク耐
性を表す N次元凸多面体に被せ、当該解空間に含まれる格子
点の数をカウントし評価することとした (図 11)28)29)。
ただし、フロート値は一経路 (分岐・合流点から次の分岐・

合流点までのパス)の中では一定になる性質がある。したがっ
て、遅延リスク耐性を表すN次元凸多面体を成す余裕パラメー
タは互いに独立ではない。そのため、上述のような格子点数
え上げをするためには、まず余裕パラメータ同士の独立・従
属関係を調べ、当該解空間のベクトル空間上での次元を明ら
かにする必要がある。なお、パラメータ同士の独立・従属関
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図 12. 遅延リスク耐性 (遅延リスク耐性を表す N次元凸多面
体の大きさ)の算出 (簡単な例)

係は、シンプレックス法で凸多面体の端点を求めるための計
算過程から機械的な手順で検出可能であることから、本研究
では、シンプレックス法 30) を用いて本手順を自動化した。

1. 5.1.2 節の方法で遅延リスク耐性を表す N 次元凸多面
体を表す不等式制約の集まりを求める。

2. 1. の不等式制約を成す余裕パラメータ全体で、フロー
トが一致する余裕パラメータの集まりを、互いに従属
関係にあるパラメータの集まりとして検出し (シンプ
レックス法使用)、パラメータの統合と式の整理を行い、
互いに独立なパラメータから成る不等式制約の集まり
としての遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の表現
形式図 10を得る。

3. 遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体に含まれる格子
点の数を求める。

• 対象とする遅延リスク耐性を表す N次元凸多面
体 (N凸多面体)の端点を求め、これら端点を手
がかりに、解空間を含む出来るだけ小さな領域
を切り出す。

• 切り出された領域内に含まれる格子点各々に関
し、遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体に含
まれるか否かを１点ごとにチェックし含まれる
点をカウントしていく。 1点ごとのチェックは、
具体的には、不等式制約に当該点の座標を代入
し、これが制約条件式を満たすかどうかでチェッ
クしていく。制約条件式を満たせば当該点は遅
延リスク耐性を表す N次元凸多面体に含まれる
点であり、満たさなければ含まれない点である。

簡単な例を示す (図 12 参照)。A, B, C の 3 つの activity

があり、所要時間がそれぞれ 5日、3日、2日とする。A-B-C

が直列につながる場合 (図 12-(1))、余裕パラメータ a,b,cは互
いに従属関係にあり、遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体
は 1次元となるため、格子幅 1でカウントすると、その遅延リ
スク耐性を表す N 次元凸多面体の大きさは 1 となる。一方、
A、B、Cのすべてが並行の場合 (図 12-(2))、余裕パラメータ
a,b,cは互いに一次独立関係となり、遅延リスク耐性を表す N

次元凸多面体は 3次元の凸多面体となるため、格子幅 1でカ
ウントすると、遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の大き
さは 24となる。

5.2.2 単体体積による評価
計算量の問題を回避するため、遅延リスク耐性を表す N次

元凸多面体の大きさそのものを算出させるといった厳密性を
多少犠牲にする代わり、実用的な計算時間で求められる評価

図 13. 0 次元単体（一点）から n 次元単体までの概形図

指標を定義・導入した方法が、単体体積による評価である。具
体的には、個々の Activityの遅延が全体所要時間へ及ぼす影
響の度合いを知るためには、遅延リスク耐性を表す N次元凸
多面体を成す N 次元凸多面体の超体積そのものでなくとも、
N次元凸多面体同士の大小関係が分れば良いという考えであ
る。そこで、少なくとも格子点数の大小関係は保存するよう
な指標を見出すための検討を行った。

指標候補として Lpノルムや原点-重心間の距離など試した
中、群を抜いてよい結果を示したのが「N次元凸多面体 に内
接する最大の N 次元単体 (N-Simplex) の超体積」（“NdSV”

と記す）である 31)。

n次元単体 (n-Simplex)とは、(n+1)個のアフィン独立な
点によって作られる図形のことである。例えば、0 次元単体は
一点、1 次元単体は線分、2 次元単体は三角形、3次元単体は
四面体、n次元単体は n+1胞体・・・のようになる (図 13)。

単体は、高次元でも体積計算の一般化が可能で、計算量の
問題がない。一般に N次元単体の超体積 NdSVは次の式で求
められる。

NdSV =

√
det[LTL]

N !

L : N 次元単体のある頂点から出る互いに線形独立な n 本の有
向辺の方向ベクトル (l1,…, ln)を各列成分に持つm× n行列

図 14のような 3次元単体の頂点の一つである原点 Oから
出る互いに独立な方向ベクトルは

l1 = P −O = (5, 0, 0)、l2 = Q−O = (0, 5, 0)、l3 = R−O =

(0, 0, 10)となるため、

L = (l1, l2, l3) =




5 0 0

0 5 0

0 0 10


 となり、

LT =




5 0 0

0 5 0

0 0 10


となる。

したがって、超体積は以下のように求められる。
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図 14. 3次元単体の一例

NdSV =

√
det[LTL]

3!
= 250/3!

= 41.666…

本方法で扱う単体超体積は、上の例のような、原点を頂点の
一つとする第 1象限上の凸多面体である。従って、その超体
積は常に、各座標軸の切片の大きさの直積 Dを次元数 Nの階
乗で割った D／ N! として求められる。従って、もし NdSV

が遅延リスク耐性の大きさを測る指標として妥当ならば、遅
延リスク耐性評価は計算量 O(1)となり数秒で可能となる。

NdSVが遅延リスク耐性評価指標として利用可能かどうか調
べるための評価実験を行った。具体的には、Activity network

の個々の Activity の遅延が遅延リスク耐性を表す N 次元凸
多面体に与えるインパクトの大きさを、遅延リスク耐性を表
す N 次元凸多面体に含まれる格子点数の減少率と NdSV の
縮小率の双方で評価した。そして、格子点数減少率の降順の
Activity列と、NdSV縮小率の降順のActivity列の順序関係が
一致するかどうかを調べた。このような一致が任意のActivity

network で確認されるならば、格子点数による評価の代わり
に NdSVによる評価が可能となり、格子点計算の計算量の問
題は解消されることとなる。

5.1.2節の図 7で示した、「あるシステム製品をおさめる仕事
を表す簡単な例」にActivity「外部発注」を追加したActivity

Networkを図 15に示す。契約納期を 80とすると、本例のパ
ラメータ統合・整理前の遅延リスク耐性を表す N次元凸多面
体は 7 つの余裕パラメータから成る以下の連立不等式で表さ
れる。




a+ b+ d+ f ≤ 5

a+ c+ e+ f ≤ 15

g ≤ 0

(2)

図 15.「あるシステム製品をおさめる仕事」のActivity Network

図 16. 各 Activityごとの 1日遅延当たりの解空間の縮小率の
比較 (例)

パラメータ同士の従属関係より、(a,f)、(b,d)、(c,e) の各々
を順に、Da、Db、Dcにパラメータの統合を行った結果、遅
延リスク耐性を表す N次元凸多面体を表す連立不等式は以下
のようになった。




Da+Db ≤ 5

Da+Dc ≤ 15

g ≤ 0

(3)

この連立不等式を用いて単体体積の妥当性評価実験を行っ
た。まず、Activityの 1日遅延あたりの解空間縮小率を単体
体積指標で評価し結果を降順に並べた。次に、格子幅 1日で
の格子点数で評価した結果も同様に並べた。図 16がその結果
である。
これらの結果を対比させたところ、単体体積による評価の

順序関係と格子点数による評価の順序関係が完全に一致した。
このことから、この例のように小規模のプロジェクトであれ
ば、単体体積による遅延リスク耐性の評価は可能であるとい
える。

5.2.3 既存手法の問題点について
格子点数による評価では、N次元凸多面体の格子点数え上

げに掛かる計算量は次元の指数オーダとなるため、次元数が
上がったときに膨大な計算時間がかかってしまう。15次元の
遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体の分析において、15次
元凸多面体の格子点を格子刻み幅 1日で数え上げた場合、最
大で 20時間程度かかった。実務レベルのプロジェクトに適用
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図 17. 遅延リスク評価部の実現方法（本稿での方法）

するため、アクティビティ数が 1000程度の計算を行いたいた
め、この方法は現実的ではない。逆に単体体積による評価で
は、次元数が上がると精度が落ちてしまうといった計算精度
の問題がある。

6. 提案手法

遅延リスク評価部の実現方法として今回新たに導入する第
3の手法について説明する。

6.1 方法
本方法は、スケジュール・ネットワーク全体の余裕を表す

Ｎ次元正凸多面体 (遅延リスク耐性)から、余裕パラメータを
積分変数、被積分変数として用いる積分計算、すなわち体積計
算の一般化が可能な構造を抽出し、抽出された構造の大きさ
を指標化とするというものである。ここで、抽出される「体積
計算の一般化が可能な構造」は、その構造検出から体積計算
まで、システマティックな手順で実行できるものとなる。本
方法の手順は次のとおりである（図 17）。

1. 制約条件式の各パラメータの有る/無しを表す 1/0 行
列を生成する（図 17- 3⃝-1、(6.1.1)）。

2. この 1/0 行列を使って、Ｎ次元正凸多面体 (遅延リス
ク耐性)から体積計算可能な構造を抽出する。これは、
「どの 2 列をとってきても、片方の列の 1 の立つ行が
もう一方の列の 1の立つ行に含まれているか、または、
互いに素」となるような列セットとして、すべて抽出
される（図 17- 3⃝-2、(6.1.2)）。

3. 検出された構造の大きさを積分計算する（図 17- 3⃝-3、
(6.1.3)）。

また、遅延リスク評価方法の性能は、アクティビティ (作
業)の遅延がスケジュール・ネットワーク全体の余裕へ与える
“感度”、つまり N次元凸多面体の大きさの変化量を利用して
評価する考え方が、先行研究で既に提案されている。しかし、
これまでの第 1の方法 (格子点数による評価)、第 2(単体体積
による評価)の方法では、領域そのものの格子点数の変化量や、
単体体積の縮退率を直接求め、感度解析すればよかったのに
対し、本方法では、領域そのものではなく、その検出構造の集
まりが評価対象となる。そのため、領域そのものの　縮退率
による直接的な感度解析はできない。そこで、本方法の評価

図 18. 5次元のスケジュール・ネットワーク例

図 19. 5次元のスケジュール・ネットワークの１／０行列

方法として、検出構造の縮退率の総和として全体の感度を指
標化する感度解析の方法を新たに考案した (6.1.4)。
以下、「１／０行列」の生成から積分計算までを図 18に示

すような、5次元のスケジュール・ネットワークを例として説
明を行い、感度解析を、より単純な図 21に示す 3次元のスケ
ジュール・ネットワークを例として説明を行う。

6.1.1 「１／０行列」の生成
まず、スケジュール・ネットワークに対応する１／０行列

を生成する。例えば、図 18に示すスケジュール・ネットワー
クの場合には、プロジェクトの開始から完了までのパス毎に
以下の制約条件式が生成される。

a+ b+ 6 ≤ 10 → a+ b ≤ 4 (4)

a+ c+ e+ 8 ≤ 10 → a+ c+ e ≤ 2 (5)

d+ e+ 7 ≤ 10 → d+ e ≤ 3 (6)

ここで、a～eはそれぞれアクティビティ A～Eに対応する余
裕パラメータであり、上記式 (4)、(5)、(6)から図 19に示す
「１／０行列」が生成される。この１／０行列は、各行が上記制
約条件式 (4)～(6)のいずれかに対応し、各列が余裕パラメー
タａ～ｅのいずれに対応する行列である。１／０行列は、制
約条件式に余裕パラメータａ～ｅの項がある要素の値を 1と
し、それ以外の要素の値を 0とする。例えば、1番上の行は、
式（4）に対応する、式（4）では、余裕パラメータ a, bの項が
存在するため、aの列、bの列の要素に 1が設定され、他の列
の要素は 0が設定されている。ちなみに、スケジュール・ネッ
トワークから生成される制約条件式は、余裕パラメータを要
素とするベクトル空間におけるプロジェクトが遅延したとき
の余裕を表すＮ次元正凸多面体の領域のことである。そのた
め、今回生成した「１／０行列」を元にすることで、Ｎ次元正
凸多面体から体積計算一般化が可能な構造の検出を行うこと
ができる。

6.1.2 体積計算一般化が可能な構造の検出
高次元の N次元正凸多面体の体積を求めることは非常に困

難であるため、本手法では、体積計算が容易な構造を、N次元
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図 20. 5 次元のスケジュール・ネットワークから検出される
構造例

正凸多面体から断面として可能な限り検出し、冗長なものは
除いたのちに、その全構造を総合的に評価する。体積計算が
容易な構造とは、1つの積分式として一般化して表すことが可
能な N次元正凸多面体の断面である。つまり、体積計算の一
般化が可能な構造とは、Ｎ次元正凸多面体から余裕パラメー
タを積分変数、被積分変数として用いて積分計算可能な構造
のこととなる。この条件を満たすために、体積計算の一般化
が可能な構造は次の性質を持つ１／０行列の集合となる。

• 集合のうち１／０行列のどの 2列をとってきても、以
下のどちらかが成り立つ

– 片方の列の 1の立つ行が、もう片方の列の 1の
立つ行を完全に包含している

– 片方の列の 1の立つ行が、もう片方の列の 1の
立つ行と互いに素になっている

ここで互いに素とは、1 となる行が一致しないことを意味す
る。よって、言い換えると、この集合は要素の値が 1となる
行に包含関係が成立する列同士と、1となる行が全く一致しな
い列同士とで構成される行列の集合である。
図 18に示すスケジュール・ネットワークの場合、このよう

な１／０行列の 1つに、図 19の点線で囲まれる１／０行列が
ある。この１／０行列では、アクティビティＡ、B、C、Ｄは
含まれるが、アクティビティＥは含まれていない。列 aと列 e

は上記条件を満たさない（互いに 1となる行と、値が異なる行
とがある）ためである。図 20では、点線で囲まれる１／０行
列に含まれるアクティビティは実線で示され、含まれないア
クティビティは点線で示されている。この実線で示されたア
クティビティＡ、B、C、Ｄが今回検出された構造の一つであ
る。このような検出を行うことで、積分計算時に任意変数とで
きる余裕パラメータの値を判別できるため、式の一般化が可
能となる。すなわち、体積の積分計算の一般化が可能となる。
また、この構造検出の条件で検出される構造には、アクティ
ビティＡ、B、Cで構成される構造や、アクティビティ A、B

のみで構成される構造も存在する。しかし、これらの構造は、
アクティビティＡ、B、C、Ｄで構成される構造に包含されて
いるため、冗長なものとして除く必要がある。さらに、冗長
な構造を除いても検出される構造は 1つではないため、感度
解析の際には、それぞれの体積計算を行った全構造を総合的
に評価する必要がある。

6.1.3 積分計算
積分計算の方法を、節 6.1.2 で検出されたアクティビティ

Ａ、B、C、Ｄで構成された構造を例として説明する。節 6.1.1

の式 (4)、(5)、(6)において、構造に含まれるアクティビティ
の余裕パラメータは左辺のままにし、それ以外のパラメータは
任意の定数として右辺に移行する。すると、以下の式となる。

a+ b ≤ 4 (7)

a+ c ≤ 2− e (8)

d ≤ 3− e (9)

この式 (7)、(8)、(9) に基づいて、抽出された構造の体積
を求める積分計算を行う。この積分計算は以下の手順で行わ
れる。

1. 抽出された構造の列（余裕パラメータ）間の包含関係
を明かにする

2. 包含関係にある列（余裕パラメータ）を、積分変数と
被積分変数の関係に変換し、互いに素な関係にある列
（余裕パラメータ）を重積分の関係に変換する

例の構造に手順１の作業を行うと、列 aで 1となっている
行に、列 b, c で 1 となっている行はすべて包含されている。
よって、この余裕パラメータの包含関係は次の式となる。

(a(b, c), d) (10)

次に手順 2では、包含関係である余裕パラメータ a(b, c)に
ついて以下の積分演算を規定する。

∫ 2−e

a=0

(4− a)(2− e− a)da (11)

この積分式は、1となる行が最多となる第 1の列に対応する a

を積分変数とし、1 となる要素が第 1 の列で 1 となる要素に
すべて含まれる第 2の列の余裕パラメータ b、cを被積分変数
としている。よって、式 (7)、(8)より、余裕パラメータ b、c
に b = 4− a、c = 2− e− aを代入することができる。また、
積分変数 aの取り得る上限は、積分変数 aを持つ式 (7)、(8)

の右辺の最小変数（積分変数が取り得る最小値）2− eとなる。
さらに、互いに素な関係にある（1となる行が全く一致しない
列の）余裕パラメータ a、d同士については、以下の重積分を
規定する。

∫ 2−e

a=0

f(a)da

∫ 3−e

d=0

f(d)d(d) (12)

したがって、この構造の大きさを示す全体の積分式は、(11)

と (12)を組み合わせた以下の積分式となる。
∫ 2−e

a=0

(4− a)(2− e− a)da

∫ 3−e

d=0

d(d) (13)

なお、任意変数（任意の値を設定可能な変数）e = 0 の時最
大となるので、代入して積分式 (13)を計算すると、この構造
（断面）の最大の大きさ 20を求めることができる。

6.1.4 感度計算
感度計算では、スケジュール・ネットワークに対応する正

凸多面体から検出された体積計算の一般化が可能な構造の大
きさ又は遅延に対する感度を、遅延リスク耐性の指標値とし
て求める。感度とは、アクティビティが単位時間遅延した場
合に、正凸多面体から抽出された体積計算の一般化が可能な
構造の変化量である。
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図 21. 3次元のスケジュール・ネットワーク例

図 22. 3 次元のスケジュール・ネットワークの制約条件式と
１／０行列

図 23. アクティビティ B、Cからなる構造

図 24. アクティビティ A、Bからなる構造

正凸多面体から抽出された体積計算の一般化が可能な構造
の変化量（感度）と遅延リスク耐性との相関性について説明
する。この相関性を説明するために、図 21に示すスケジュー
ル・ネットワークを定義する。このスケジュール・ネットワー
クはアクティビティＡ→アクティビティＢというパスと、ア
クティビティＡ→アクティビティＣというパスを有している。
アクティビティＣの所要日数はアクティビティＢの所要日数
より多いため、このスケジュール・ネットワークではアクティ
ビティＡ→アクティビティＣがクリティカルパスとなり、ア
クティビティＡ→アクティビティＢが準クリティカルパスと
なる。
このスケジュール・ネットワークによれば、図 22に示す制

約条件式及び１／０行列が生成される。図 22に示す１／０行
列からは、図 23、図 24及び図 25に示すように、点線で示す
１／０行列を抽出することが可能である。各１／０行列から
体積計算の一般化が可能である構造（断面）St.1～St.３の面
積（12、7.5、4.5）を算出することで、St.1～St.３のそれぞ
れの余裕を知ることができる。　ここで、アクティビティＡ
が１日遅延したとする。この場合、図 26に示すように、正凸
多面体は実線から点線のように変化する。この変化分が遅延
に対する感度を表す。例えば、断面 St.1の変化分は以下の式
(14)に示すように、a = 0のとき 6となる。

∫ 3

b=0

db

∫ 2

c=0

dc = 6 (14)

表 1. 断面 St.1～St.３が１日遅延した時の感度に関する指標
余裕パラメータ a b c

遅延後の余裕 (St.1) 6.0 8.0　 9.0

遅延後の余裕 (St.2) 4.0 6.0　 4.5

遅延後の余裕 (St.3) 2.0 2.0　 4.5

余裕/元の余裕 (St.1) 0.5000 0.6667　 0.7500

余裕/元の余裕 (St.2) 0.5333 0.8000　 0.6000

余裕/元の余裕 (St.3) 0.4444 0.4444　 1.0000

縮退率 (St.1) 0.5000 0.3333　 0.2500

縮退率 (St.2) 0.4667 0.2000　 0.4000

縮退率 (St.3) 0.5556 0.5556　 0.0000

縮退率総和 1.5222 1.0889　 0.6500

図 25. アクティビティ A、Cからなる構造

図 26. アクティビティ Aが１日遅延した場合の 3次元のスケ
ジュール・ネットワークにおける正凸多面体

ここで、それぞれのアクティビティ A(a)、B(b)、C(c) が
それぞれ１日遅延した時の感度に関する指標を比較した表を
表 1に示す。各断面 St.1～St.３の元の余裕は、図 23～図 25

に示される断面 St.1～St.３の面積であり、遅延後の余裕は断
面 St.1 であれば、図 26 に示す面積である。余裕／元の余裕
はこれらの面積の比であり、断面 St.1における遅延後の余裕
6.0と元の余裕 12の比は 0.5000となる。陥そして、対応する
断面の面積がどれくらい縮小するかを示す尺度を縮退率とし、
以下の式で表す。

縮退率（断面の感度）= 1−（遅延後の余裕）/（元の余裕）(15)

表 1では、アクティビティ Aに対する断面 St.1～St.３の
縮退率の総和が示されている。アクティビティ毎の断面 St.1

～St.３の縮退率の総和は、アクティビティ A、B、Cについ
て、それぞれ 1.5222、1.0889、0.6500となっている。この全
体余裕縮退率の総和を降順にソートすると、クリティカル性
の高いアクティビティ順（A → C → B）にならぶ。これは、
全体余裕縮退率の総和は、遅延リスク耐性の大きさと相関し、
これを遅延リスク耐性の大きさの指標値として用いることが
できることを示している。
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図 27.プロジェクトマネジメントシステムの動作を示すフロー
チャート

6.2 実装
次に、本提案手法の実装方法について示す。また、実装時

のシステムの動作を示すフローチャートを図 27に示す。4.章
で述べたように、システムの全体像は図 3のようになってお
り、それぞれの部門がどの作業を行うかを説明する。

6.2.1 スケジュール・ネットワーク生成部
スケジュール・ネットワーク生成部は、図 27における「ス

ケジュールネットワークの生成」と「スケジュールネットワー
クの決定」を行う。「スケジュールネットワークの生成」とは、
4.章で述べたように、プロジェクトにおけるアクティビティ
間の論理的順序関係と、各アクティビティそれぞれの所要時
間とに基づいて、時間、原価及び資源の制約条件を満たすスケ
ジュール・ネットワークを生成し、生成されたスケジュール・
ネットワークの情報を、遅延リスク評価部の条件式生成部に
送る。また、「スケジュールネットワークの決定」では、遅延
リスク評価部から送られた指標値に基づいて、複数生成され
たスケジュール・ネットワークの中から、遅延リスク耐性の
大きさが最大のスケジュール・ネットワークを決定する。

6.2.2 条件式生成部
条件式生成部は、図 27における「スケジュールネットワー

クの簡略化」と「制約条件式の生成」を行う。「スケジュール・
ネットワークの簡略化」と「制式約条件の生成」は、節 5.1.2に
示した方法で生成を行い、構造抽出部へと制式約条件を送る。

6.2.3 構造抽出部
構造抽出部は、図 27における「１／０行列の生成」と「体

積計算の一般化が可能な構造の抽出」を行う。「１／０行列の
生成」では、節 6.1.1に示した方法で生成を行う。そして、「体
積計算の一般化が可能な構造の抽出」では、生成した１／０
行列をもとに、節 6.1.2に示した方法で構造の抽出を行う。体
積計算の一般化が可能な構造の抽出処理を示すフローチャー
トを図 28に示す。

図 28.体積計算の一般化が可能な構造の抽出処理を示すフロー
チャート

6.2.4 指標値算出部
指標値算出部は、図 27における「遅延リスク耐性の大きさ

の指標値の算出」を行う。「遅延リスク耐性の大きさの指標値
の算出」とは、構造抽出部で抽出した構造の体積を、節 6.1.3

の方法で体積計算し、節 6.1.4 の方法で感度解析を行い、指
標値を算出する。そして、算出した指標値を、スケジュール・
ネットワーク生成部に送る。

7. 評価実験

遅延リスク評価のために新たに考案した第 3の手法の性能
を評価するための実験を行った。

7.1 実験目的
実験目的は、次の 2つである。

1. 提案手法（第 3の手法）の計算時間と計算精度を評価
することである。

2. 第 3の方法の計算量抑制の可能性の評価

7.2 実験方法
7.2.1 目的１の実験方法
計算精度は感度解析の結果の正しさで評価し、計算時間は

その感度解析に掛かる時間で評価する。しかし、感度解析の
正解は明らかでない。そこで、提案手法（第 3の手法）の感
度解析の結果の正しさは、先行研究での第 1の方法 (格子点数
による評価)及び、第 2の方法 (N次元正凸多面体に内接する
最大の単体の体積に基づく評価)による感度解析の結果との一
致率を求め、その一致率から第 3の方法の精度を推定する方
法を取ることとした。また、この推定は、第 1、第 2の計算方
法の特徴を根拠として行うこととした。以下、各々の特徴を
再掲する。
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• 第 1の方法は、計算量の問題があり、次元の高いケー
スでは簡単に計算不能となる。具体的には、格子幅を
1とした場合、10次元程度で数時間の計算時間を要す
るようになり、15次元を超えると数日かかるケースが
出てくる。また、それ以上の次元では計算不能となる。
一方、計算精度に関しては、格子幅を十分細かく設定
することで計算精度は高くなるが、格子幅の細かさと
計算量とはトレードオフの関係にあるため、精度を上
げるためにも結果的には計算量の問題に行き当たるこ
ととなる。

• 第 2の方法の計算量は次元 Nのオーダであり、計算量
の問題はほとんどない。しかし、高次元のケースでは、
精度の保証ができないという問題が生じる。全ての N

次元正凸多面体の大きさを、それに内接する最大の単
体で評価するため、次元 Nが大きくなるほど評価対象
のN次元正凸多面体との誤差が大きくなるためである。
しかし、15次元までのケースでは、第 1の方法と同程
度の精度を持つことが、実験的に確認できている。

以上の第 1、第 2の計算方法の特徴を踏まえると、次のような
推定ができる。例えば、第 3の方法による感度解析の結果が、
格子幅の十分細かい第 1の方法による感度解析の結果との一
致度が高ければ、第 3の方法による当該結果は概ね正しいと
推定できる。また、例えば、第 3の方法による感度解析の結
果が、第 1の方法、第 2の方法による感度解析結果と双方と
の一致率が高ければ、第 3の方法による結果の正しさはより
確かなものとして推定される。また、例えば、第 3の方法に
よる感度解析の結果が、格子幅の荒い第 1の方法による結果
との一致率より、第 2の方法による結果との一致率が高いな
らば、第 1、第 2、第 3の方法による互いの一致率や、評価対
象の N次元正凸多面体の次元の大きさ等から総合的に判断さ
れる。もし互いの一致率がある程度高く、次元がさほど大き
くなければ、第 2の方法による解析結果はある程度信頼でき
るものと考えられ、結果的に、第 3の方法による結果の正し
さも概ね確かなものと推定される。また、例えば、第 3の方
法による感度解析の結果が、格子幅の荒い第 1の方法による
結果との一致率より、第 2の方法による結果との一致率が高
いならば、第 1、第 2、第 3の方法による互いの一致率や、評
価対象の N次元正凸多面体の次元の大きさ等から総合的に判
断される。もし互いの一致率がある程度高く、次元がさほど
大きくなければ、第 2の方法による解析結果はある程度信頼
できるものと考えられ、結果的に、第 3の方法による結果の
正しさも概ね確かなものと推定される。

7.2.2 目的２の実験方法
本稿の冒頭で述べた通り、より大規模なプロジェクトのケー

スを扱う場合を想定し、精度と計算量のトレードオフを見るた
めの評価実験を行った。その方法は、第 3の方法の計算過程
で検出される検出構造を感度解析に使用する数によって、解
析結果の精度がどの程度違ってくるかを調べるというもので
ある。即ち、全検出構造がM個の場合、M個全てを使って感
度解析した場合の結果とM − j個（1 ≤ j ≤ M −1）使用した
場合の結果との一致率を各々求めることにより、解析に使用
する検出構造の数の影響を調べることとした。もし、使用す

る検出構造の数を抑えることによる精度の低下が小さいなら
ば、第 3の方法は精度を保ったまま計算量を抑えることが可
能な方法と言える。言い換えると、第 3の方法の精度は検出
構造の数に依存し難いということが言える。逆に、検出構造
の数を抑えることによる精度の低下が大きいならば、第 3の
方法の精度は検出構造の数に依存する可能性が考えられる。
なお、適用例としては、現実に実施されたプロジェクトを

模して作成されたテスト用プロジェクトのスケジュール・ネッ
トワークを使用する。具体的には、中規模ガス処理プラント
建設プロジェクト (JAPEXプロジェクト)32) の 15次元版と
24 次元版、電力設備の解体修理点検プロジェクト (13 次元、
Activity数 150程度)33) を用いる。

7.3 適用例１ (JAPEXプロジェクト、15次元、Ac-
tivity数 15)

JAPEX EPC Training Project (JAPEXプロジェクト)32)

のスケジュール・ネットワークを適用例とした実験結果を示
す。JAPEXプロジェクトとは、中東・北アフリカ地域におい
て中規模ガス処理プラントを建設する EPCフルターンキー・
プロジェクトである。スケジュール・ネットワーク (図 29)は
実在のプロジェクトを抽象化し研究用にリメイクされ提供さ
れたものである。提供されたオリジナルのスケジュール・ネッ
トワーク (24次元)は節 7.5で扱うとし、本章では、オリジナ
ルを 15次元に簡略化したスケジュール・ネットワークでの実
験結果を示す。ここで 15次元というのは、格子幅 1での方法
1 による感度解析がぎりぎり可能な最大の次元ということで
ある。

7.3.1 感度解析の準備
まず、プロジェクトのスケジュール・ネットワーク (図 29)

のアクティビティ間の順序関係をネットワーク構造で表し、各
作業パスの長さの制約（納期制約）をベクトル空間上のＮ次元
正凸多面体領域 (N=15)として表すと、以下の通りとなった。

a+ b+ e+ g +m+ q < 3 (16)

a+ b+ f + j + q < 5 (17)

a+ b+ f + k + q < 16 (18)

a+ b+ f + k + p+ r < 4 (19)

a+ c+ k + q < 14 (20)

a+ c+ k + p+ r < 2 (21)

a+ s+ k + p+ r < 3 (22)

a+ s+ k + q < 15 (23)

a+ b+ e+ g + n+ r < 3 (24)

a+ b+ e+ h+ n+ r < 2 (25)

a, b, c, e, f, g, h, j, k,m, n, p, q, r, sは、順に、アクティビティ
A,B,C,E,F,G,H,J,K,M, N,P,Q,R,Sの余裕パラメータを表す。

7.3.2 感度解析と結果
次に、遅延リスク評価のための第 1 の方法 (格子点数によ

る評価方法)、第 2の方法 (N次元正凸多面体に内接する最大
の単体の体積に基づく評価方法)、及び、第 3の方法 (検出構
造の大きさに基づく評価方法)により、感度解析を行った。
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図 29. 簡略化した JAPEX プロジェクト (15 次元) のスケ
ジュール・ネットワーク

図 30. 簡略化した JAPEX プロジェクト (15 次元) の感度解
析結果

感度解析の結果を (図 30)に示す。上から、第 1の方法 (格
子幅 1日)、第 2の方法 (15次元単体)、第 3の方法 (検出構造
7個中 7個使用)による結果を表している。即ち、アクティビ
ティ 1日遅延当たりの遅延リスク耐性 (15次元正凸多面体)の
縮退率の降順に、結果を表示している。(結果は余裕パラメー
タベクトルのアルファベットで表示している。)　つまり、遅
延の影響がスケジュール・ネットワーク全体の余裕へ与える影
響が大きいアクティビティから順に（降順に）表示していると
いうことである。各セグメントの色の意味は、大きく 3つに
分けて説明すると、赤は本例の全てのクリティカルパス (制約
条件式 (21)、(25)に対応付けられるパス)上に乗るアクティビ
ティ、青は準クリティカルパス (制約条件式 (66)、(22)、(24)

に対応付けられるパス)に乗るアクティビティ、黒はクリティ
カルパスに乗らないアクティビティ (の余裕パラメータ)を意
味する。

分析 1（クリティカル性）
以上に基づき、まず、新たに考案した第 3の方法が概ね正し
いかどうかをチェックする。先行研究までで既にわかってい
る知見として、クリティカル性の高いパスによりたくさん乗
るアクティビティの遅延ほど遅延リスク耐性へ与える影響が
大きい (N次元正凸多面体の縮退率が大きい)ということ、つ
まり、スケジュール・ネットワーク全体の余裕へ与える影響
が大きいということがある。したがって、もし今回考案した
新たな第 3の手法による解析結果がそのような結果になって
いれば、つまり、感度の降順に並べたときに、赤、青、黒の順
になっていれば、本手法の正しさが最低限保証されたという
ことになる。そして、(図 29)より、第 3の方法による感度解
析結果は、赤、青、黒の順になっている。以上のことから、本
方法は概ね正しいとわかる。

分析 2（計算精度と計算時間）
次に、更に細かい分析として、第 3の方法の精度を評価する。
これは、各方法による感度解析の結果の一致率で評価する。こ

表 2. 簡略化した JAPEXプロジェクト (15次元)の方法ごと
の一致率

第 3の方法と第 1の方法（格子幅 0.5） 103/105 98％
第 3の方法と第 2の方法 100/105 95％
第 1の方法と第 2の方法（参考） 103/105 98％

表 3. 簡略化した JAPEXプロジェクト (15次元)の方法ごと
の計算時間

第 1の方法　 約 90時間
第 2の方法　 約 2～3秒
第 3の方法　 15.8秒

表 4. 簡略化した JAPEXプロジェクト (15次元)の使用構造
数ごとの一致率

7個中 6個での一致率 (平均)　 99.57％
7個中 5個での一致率 (平均)　 99.19％
7個中 4個での一致率 (平均)　 98.94％
7個中 3個での一致率 (平均)　 98.91％
7個中 2個での一致率 (平均)　 97.66％
7個中 1個での一致率 (平均)　 96.57％

こでの一致率とは、例えば、第 3の方法の第 1の方法との一
致率であれば、第 3の方法による結果の順序関係 (つまり、ア
クティビティの降順の順序関係) と第 1 の方法による結果の
順序関係との一致率である。結果を表 2に示す。ここで、一
致率の分母は 15 個のアクティビティの全ての組み合わせで
15C2 = 105 である。

以上のように、第 3の方法による感度解析の結果は、格子
幅の細かい故に精度が高いと言える第 1の方法、及び、低次
元故に精度の保証されている第 2の方法による感度解析結果
双方との一致率が高かった。このことから、第 3の方法によ
る結果の正しさは非常に確かなものと推定される。また、計
算時間を表 3に示す。

分析 3（第 3の方法の計算量抑制の可能性の評価）
　精度と計算量のトレードオフを評価する。第 3の方法で検
出される一般化可能な構造は全部で 7個であり、分析 2まで
は 7個中 7個使用した感度解析の結果を用いた。本実験では、
更に、7個中 6個、7個中 5個、… のように、得られた検出構
造の一部のみ使って感度解析した結果 (感度の降順のアクティ
ビティの順序関係)も求めた。そして、最も精度の高い 7個中
7個使った場合の感度解析の結果との一致率を算出した。結果
を表 4に示す。なお、「7個中 6個での一致率」とは、「検出構
造 7個中 6個による感度解析の結果の 7個中 7個による感度
解析の結果との一致率」の意味である。

表 4からわかるように、本例の場合は、感度解析に使用す
る検出構造の数の影響はあるが、ごく僅かという結果が得ら
れた。つまり、第 3の方法は精度を保ったまま計算量を抑え
ることが可能な方法と考えられる。言い換えると、第 3の方
法の精度は検出構造の数に依存し難い可能性が考えられる。

150 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号150 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号



7.4 適用例３ (電力設備の解体修理点検プロジェ
クト 13次元、Activity数 150程度)

次に、電力設備の解体修理点検プロジェクト 33)のスケジュー
ル・ネットワークを適用例とした実験結果を示す。Activity数
が他の適用例と比べ、非常に多く作業のパスも多く複雑であ
る。電力設備の解体修理点検とは、一般にオーバーホールとい
われるものであり、受変電設備を健全な状態に保つため、定期
的な点検・部品交換・診断及び更新等を実施するものである。
本適用例は、国内の実在の大規模電力設備に対し、実際に行わ
れたオーバーホールのプロジェクト・スケジュールのガント
チャートを本研究でスケジュール・ネットワーク化したものと
なっている。なお、オーバーホールにかかる期間は設備の内
容や規模によって様々だが、本例では半年弱の規模のものと
なっている。本適用例の特徴は、他の適用例と比べ、Activity

数が非常に多いということである。また、本手法の計算量を
引き上げる原因となる並行作業 パスの数は先ほどの JAPEX

15次元の例よりは若干少なめである。スケジュール・ネット
ワークは図 31となっている。

7.4.1 感度解析の準備

まず、プロジェクトのスケジュール・ネットワーク (図 31)

のアクティビティ間の順序関係をネットワーク構造で表し、各
作業パスの長さの制約（納期制約）をベクトル空間上のＮ次元
正凸多面体領域 (N=13)として表すと、以下の通りとなった。

a+ b+ d+ f + j + k + l < 530 (26)

a+ b+ h+ i+ j + l < 5 (27)

a+ b+ d+ f + g + j + l < 615 (28)

a+ c+ d+ e+ f + g + l < 627 (29)

a+ b+ h+ i+ j +m < 5 (30)

a+ c+ d+ f + j + k + l < 527 (31)

a+ b+ d+ h+ j +m < 5 (32)

a+ c+ d+ e+ f + g +m < 627 (33)

a+ c+ d+ h+ j + l < 2 (34)

a+ b+ d+ f + j + k + l < 530 (35)

a+ b+ d+ f + g + j + l < 615 (36)

a+ b+ f + g + i+ j + l < 615 (37)

a+ c+ d+ e+ h+ l < 17 (38)

a+ b+ d+ e+ h+ l < 20 (39)

a+ c+ d+ e+ h+m < 17 (40)

a+ b+ d+ e+ f + g +m < 630 (41)

a+ b+ d+ e+ f + g + l < 630 (42)

a+ b+ f + i+ j + k + l < 530 (43)

a+ b+ d+ e+ f + k +m < 545 (44)

a+ b+ f + g + i+ j +m < 615 (45)

a+ c+ d+ h+ j +m < 2 (46)

図 31. 電力設備の解体修理点検プロジェクトのスケジュール・
ネットワーク

図 32. 電力設備の解体修理点検プロジェクトの感度解析結果

a+ c+ d+ e+ f + k +m < 542 (47)

a+ c+ d+ f + j + k +m < 527 (48)

a+ c+ d+ f + g + j +m < 612 (49)

a+ c+ d+ f + g + j + l < 612 (50)

a+ b+ d+ h+ j + l < 5 (51)

a+ c+ d+ e+ f + k + l < 542 (52)

a+ b+ d+ e+ f + k + l < 545 (53)

a+ b+ d+ e+ h+m < 20 (54)

a+ b+ f + i+ j + k +m < 530 (55)

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,m は、順に、アクティビティ
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,Mの余裕パラメータを表す。

7.4.2 感度解析と結果
次に、遅延リスク評価のための第 1 の方法 (格子点数によ

る評価方法)、第 2の方法 (N次元正凸多面体に内接する最大
の単体の体積に基づく評価方法)、及び、第 3の方法 (検出構
造の大きさに基づく評価方法)により、感度解析を行った。今
回のスケジュール・ネットワークでは、行程日数とパスの数
が多く、格子点計算に膨大な時間がかかってしまうため、第 1

の方法の行程日数を 10分の１にして計算を行った。
感度解析の結果を (図 32)に示す。上から、第 1の方法 (格

子幅 1日、工程日数 10分の 1)、第 2の方法 (13次元単体)、
第 3の方法 (検出構造 6個中 6個使用)による結果を表してい
る。即ち、アクティビティ 1日遅延当たりの遅延リスク耐性
(13次元正凸多面体)の縮退率の降順に、結果を表示している。
(結果は余裕パラメータベクトルのアルファベットで表示して
いる。)　つまり、遅延の影響がスケジュール・ネットワーク
全体の余裕へ与える影響が大きいアクティビティから順に（降
順に）表示しているということである。各セグメントの色の
意味は、大きく 3つに分けて説明すると、赤は本例の全てのク
リティカルパス (制約条件式 (34)、(46)に対応付けられるパ
ス)上に乗るアクティビティ、青は準クリティカルパス (制約
条件式 (27)、(30)、(32)、(51)に対応付けられるパス)に乗る
アクティビティ、黒はクリティカルパスに乗らないアクティ
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ビティ (の余裕パラメータ)を意味する。

分析 1（クリティカル性）
以上に基づき、まず、新たに考案した第 3の方法が概ね正し
いかどうかをチェックする。先行研究までで既にわかってい
る知見として、クリティカル性の高いパスによりたくさん乗
るアクティビティの遅延ほど遅延リスク耐性へ与える影響が
大きい (N次元正凸多面体の縮退率が大きい)ということ、つ
まり、スケジュール・ネットワーク全体の余裕へ与える影響
が大きいということがある。したがって、もし今回考案した
新たな第 3の手法による解析結果がそのような結果になって
いれば、つまり、感度の降順に並べたときに、赤、青、黒の順
になっていれば、本手法の正しさが最低限保証されたという
ことになる。そして、(図 32)より、第 3の方法による感度解
析結果は、赤、青、黒の順になっている。以上のことから、本
方法は概ね正しいとわかる。

分析 2（計算精度と計算時間）
次に、更に細かい分析として、第 3の方法の精度を評価する。
これは、各方法による感度解析の結果の一致率で評価する。こ
こでの一致率とは、例えば、第 3の方法の第 1の方法との一
致率であれば、第 3の方法による結果の順序関係 (つまり、ア
クティビティの降順の順序関係) と第 1 の方法による結果の
順序関係との一致率である。結果を表 5に示す。ここで、一
致率の分母は 13 個のアクティビティの全ての組み合わせで
13C2 = 78 である。
以上のように、第 3の方法による感度解析の結果は、第 1

の方法、及び、低次元故に精度の保証されている第 2の方法
による感度解析結果双方との一致率が高かった。このことか
ら、第 3の方法による結果の正しさは非常に確かなものと推
定される。また、計算時間を表 6に示す。

分析 3（第 3の方法の計算量抑制の可能性の評価）
　精度と計算量のトレードオフを評価する。第 3の方法で検
出される一般化可能な構造は全部で 6個であり、分析 2まで
は 6個中 6個使用した感度解析の結果を用いた。本実験では、
更に、6個中 5個、6個中 4個、… のように、得られた検出構
造の一部のみ使って感度解析した結果 (感度の降順のアクティ
ビティの順序関係)も求めた。そして、最も精度の高い 6個中
6個使った場合の感度解析の結果との一致率を算出した。結果
を表 7に示す。なお、「6個中 5個での一致率」とは、「検出構
造 6個中 5個による感度解析の結果の 6個中 6個による感度
解析の結果との一致率」の意味である。
表 7からわかるように、本例の場合は、感度解析に使用す

る検出構造の数の影響はあるが、ごく僅かという結果が得ら
れた。つまり、第 3の方法は精度を保ったまま計算量を抑え
ることが可能な方法と考えられる。言い換えると、第 3の方
法の精度は検出構造の数に依存し難い可能性が考えられる。

7.5 適用例２ (JAPEXプロジェクト　 24次元　
Activity数 26

7.5 で扱った JAPEX プロジェクトのオリジナルのスケ
ジュール・ネットワークを適用例とした実験結果を示す。次

元数は 24次元となり、ベクトル空間上のスケジュール・ネッ
トワークは、図 33となる。オリジナルのアクティビティには
作業パスの始まりのアクティビティが 2つあるため、作業開
始のアクティビティとして、仮のアクティビティ I を行程日
数 0のアクティビティとして定めているが、次元として含め
てはいない。

7.5.1 感度解析の準備
まず、プロジェクトのスケジュール・ネットワーク (図 33)

のアクティビティ間の順序関係をネットワーク構造で表し、各
作業パスの長さの制約（納期制約）をベクトル空間上のＮ次元
正凸多面体領域 (N=24)として表すと、以下の通りとなった。

i+ a+ b+ n+ t+ v + w + x+ z < 4 (56)

i+ a+ b+ n+ t+ v + w + y + z < 4 (57)

i+ a+ b+ n+ u+ x+ z < 29 (58)

i+ a+ c+ f + k + p+ r + u+ x+ z < 5 (59)

i+ a+ c+ f + k + p+ s+ w + x+ z < 5 (60)

i+ a+ c+ f + k + p+ s+ w + y + z < 5 (61)

i+ a+ c+ f + l + s+ w + x+ z < 3 (62)

i+ a+ c+ f + l + s+ w + y + z < 3 (63)

i+ a+ c+ g +m+ u+ x+ z < 9 (64)

i+ a+ c+ g + n+ u+ x+ z < 31 (65)

i+ a+ c+ g + n+ t+ v + w + x+ z < 6 (66)

i+ a+ c+ g + n+ t+ v + w + y + z < 6 (67)

i+ a+ d+ n+ u+ x+ z < 32 (68)

i+ a+ d+ n+ t+ v + w + x+ z < 7 (69)

i+ a+ d+ n+ t+ v + w + y + z < 7 (70)

i+ a+ d+ h+ v + w + x+ z < 5 (71)

i+ a+ d+ h+ v + w + y + z < 5 (72)

i+ a+ e+ n+ u+ x+ z < 28 (73)

i+ a+ e+ n+ t+ v + w + x+ z < 3 (74)

i+ a+ e+ n+ t+ v + w + y + z < 3 (75)

i+ a+ e+ o+ y + z < 12 (76)

i+ j + p+ r + u+ x+ z < 4 (77)

i+ j + p+ s+ w + x+ z < 4 (78)

i+ j + p+ s+ w + y + z < 4 (79)

i, a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l,m, n, o, p, r, st, u, v, w, x, y, z

は、順に、アクティビティ I,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,

N,O,P,R,S,T,U,V,W,X,Y,Zの余裕パラメータを表す。

7.5.2 感度解析と結果
次に、遅延リスク評価のための第 1 の方法 (格子点数によ

る評価方法)、第 2の方法 (N次元正凸多面体に内接する最大
の単体の体積に基づく評価方法)、及び、第 3の方法 (検出構
造の大きさに基づく評価方法)により、感度解析を行った。今
回のスケジュール・ネットワークでは、次元数が大きく、格子
点計算に膨大な時間がかかってしまうため、第 1の方法の格
子点刻み幅を 2にして計算を行った。
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表 5. 電力設備の解体修理点検プロジェクトの方法ごとの一致率
第 3の方法と第 1の方法（格子幅 1、工程日数 1/10） 77/78 98％
第 3の方法と第 2の方法 74/78 94％
第 1の方法と第 2の方法（参考） 73/78 93％　

表 6. 電力設備の解体修理点検プロジェクトの方法ごとの計算
時間

第 1の方法　 846秒
第 2の方法　 各アクティビティ 1秒以下　合計 13秒以下
第 3の方法　 　 7.8秒

表 7. 電力設備の解体修理点検プロジェクトの使用構造数ごと
の一致率

6個中 5個での一致率 (平均)　 97.86％
6個中 4個での一致率 (平均)　 95.56％
6個中 3個での一致率 (平均)　 94.74％
6個中 2個での一致率 (平均)　 94.70％
6個中 1個での一致率 (平均)　 95.30％

図 33. オリジナル JAPEX プロジェクト (24 次元) のスケ
ジュール・ネットワーク

図 34. オリジナル JAPEX プロジェクト (24 次元) の感度解
析結果

感度解析の結果を (図 34)に示す。上から、第 1の方法 (格
子幅 2 日)、第 2 の方法 (24 次元単体)、第 3 の方法 (検出構
造 17 個中 17 個使用) による結果を表している。即ち、アク
ティビティ 1日遅延当たりの遅延リスク耐性 (24次元正凸多
面体)の縮退率の降順に、結果を表示している。(結果は余裕
パラメータベクトルのアルファベットで表示している。)　つ
まり、遅延の影響がスケジュール・ネットワーク全体の余裕へ
与える影響が大きいアクティビティから順に（降順に）表示し
ているということである。各セグメントの色の意味は、大き
く 3つに分けて説明すると、赤は本例の全てのクリティカル
パス (制約条件式 (62)、(63)、(75)に対応付けられるパス)上
に乗るアクティビティ、青は準クリティカルパス (制約条件式
(56)、(57)、(77)、(78)、(79)に対応付けられるパス)に乗る

表 8. オリジナル JAPEXプロジェクト (24次元)の方法ごと
の一致率
第 3の方法と第 1の方法（格子幅 2） 221/276 80％
第 3の方法と第 2の方法 271/276 98％
第 1の方法と第 2の方法（参考） 223/276 81％

アクティビティ、黒はクリティカルパスに乗らないアクティ
ビティ (の余裕パラメータ)を意味する。

分析 1（クリティカル性）
以上に基づき、まず、新たに考案した第 3の方法が概ね正し
いかどうかをチェックする。先行研究までで既にわかってい
る知見として、クリティカル性の高いパスによりたくさん乗
るアクティビティの遅延ほど遅延リスク耐性へ与える影響が
大きい (N次元正凸多面体の縮退率が大きい)ということ、つ
まり、スケジュール・ネットワーク全体の余裕へ与える影響
が大きいということがある。したがって、もし今回考案した
新たな第 3の手法による解析結果がそのような結果になって
いれば、つまり、感度の降順に並べたときに、赤、青、黒の順
になっていれば、本手法の正しさが最低限保証されたという
ことになる。そして、(図 34)より、第 3の方法による感度解
析結果は、赤、青、黒の順になっている。以上のことから、本
方法は概ね正しいとわかる。

分析 2（計算精度と計算時間）
次に、更に細かい分析として、第 3の方法の精度を評価する。
これは、各方法による感度解析の結果の一致率で評価する。こ
こでの一致率とは、例えば、第 3の方法の第 1の方法との一
致率であれば、第 3の方法による結果の順序関係 (つまり、ア
クティビティの降順の順序関係) と第 1 の方法による結果の
順序関係との一致率である。結果を表 8に示す。ここで、一
致率の分母は、アクティビティ Iを除いた 24個のアクティビ
ティの全ての組み合わせで 24C2 = 276である。
以上のように、第 3の方法による感度解析の結果は、格子

幅 2の第 1の方法との一致率は低く、第 2の方法による感度
解析結果との一致率が高かった。また、第 1の方法と第 2と
の方法との一致率も低く、24次元では第 2の方法の精度も著
しく悪くなることは考えづらいため、第 1の方法の格子点幅
が大きく、第 1の方法の精度が低かったのではないかと考え
られる。よって、第 2の方法による感度解析結果との一致率
が高い、第 3の方法による結果の正しさは確かなものではな
いかと推定される。また、計算時間を表 9に示す。

分析 3（第 3の方法の計算量抑制の可能性の評価）
　精度と計算量のトレードオフを評価する。第 3の方法で検
出される一般化可能な構造は全部で 17個であり、分析 2まで
は 17個中 17個使用した感度解析の結果を用いた。本実験で
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表 9. オリジナル JAPEXプロジェクト (24次元)の方法ごと
の計算時間

第 1の方法　 約 30時間
第 2の方法　 各アクティビティ 1秒以下 合計 24秒以下
第 3の方法　 426秒

表 10. オリジナル JAPEX プロジェクト (24 次元) の使用構
造数ごとの一致率

17個中 16個での一致率 (平均)　 99.51％
17個中 15個での一致率 (平均)　 99.34％
17個中 14個での一致率 (平均)　 99.11％
17個中 13個での一致率 (平均)　 99.05％
17個中 12個での一致率 (平均)　 98.77％
17個中 11個での一致率 (平均)　 98.62％
17個中 10個での一致率 (平均)　 98.38％
17個中 9個での一致率 (平均)　 98.18％
17個中 8個での一致率 (平均)　 97.95％
17個中 7個での一致率 (平均)　 97.67％
17個中 6個での一致率 (平均)　 97.53％
17個中 5個での一致率 (平均)　 97.15％
17個中 4個での一致率 (平均)　 96.68％
17個中 3個での一致率 (平均)　 96.19％
17個中 2個での一致率 (平均)　 94.99％
17個中 1個での一致率 (平均)　 92.33％

は、更に、17個中 16個、17個中 15個、… のように、得られ
た検出構造の一部のみ使って感度解析した結果 (感度の降順の
アクティビティの順序関係)も求めた。そして、最も精度の高
い 17個中 17個使った場合の感度解析の結果との一致率を算
出した。結果を表 10に示す。なお、「17個中 16個での一致
率」とは、「検出構造 17個中 16個による感度解析の結果の 17

個中 17個による感度解析の結果との一致率」の意味である。
表 10からわかるように、本例の場合は、感度解析に使用す

る検出構造の数の影響はあるが、ごく僅かという結果が得ら
れた。つまり、第 3の方法は精度を保ったまま計算量を抑え
ることが可能な方法と考えられる。言い換えると、第 3の方
法の精度は検出構造の数に依存し難い可能性が考えられる。

7.6 実験の考察
図 35～37に基づき、評価実験全体の考察をする。
• 図 35　各適用例の規模と特徴
• 図 36　各適用例の計算時間
• 図 37　各適用例の計算精度

いずれの図の結果も、計算量への影響の大きい次元をキーと
し、次元の昇順としたため、電力設備の解体修理点検（オー
バーホール）、JAPEX-15次元、JAPEX-24次元 となってい
る。また、 1⃝、 2⃝、 3⃝は、順に、第 1の手法（格子点数によ
る評価方法）、第 2の手法（単体体積による評価方法）、第 3の
手法（検出構造による評価方法）を意味する。

1. 提案手法（第 3の手法）の計算時間について図 35が各
適用例における計算時間をまとめたものである。ただ

し、第１の方法での格子幅の大きさは次のような経緯
で異なる格子幅で計算することとなった。まず格子幅
はある程度の精度の見込める 0.5日で設定したところ、
JAPEX ‐ 15D はかろうじて 0.5 日幅でおおむね 90

時間で計算できた。しかし、あとの 2例に関しては計
算不能に陥った。そこで、更に 1日幅で再計算したと
ころ、電力設備‐ 13Dは約 14分で計算終了した。し
かし、JAPEX ‐ 23D は再度計算不能となったため、
更に 2日幅で再々計算した結果、30時間で計算できた。
以上の結果から、今回の 3例の第 1の方法による計算
量は、JAPEX-15D、電力設備‐ 13D、JAPEX-23Dの
順に大きかったということがわかる。注目すべきは、電
力設備‐ 13Dの方が、それより次元の大きい JAPEX

‐ 15Dより計算量が大きかった点であるが、これは、
電力設備‐ 13D の方の（遅延リスク耐性の N 次元正
凸多面体を表す）制約式の上限値（右辺乗数）の方が
総じて大きかったため、評価すべき格子点数が多かっ
たということが考えられる。

2. 提案手法（第 3の手法）の計算精度について（第 1、第
2 の手法による結果との一致率より）図 37 ‐“ 3⃝ と
1⃝”の行は第 3の手法による感度解析結果が、第 1の
手法による結果とどれだけ一致したかを表す一致率で
ある。同“ 3⃝と 2⃝”の行は第 3の手法による感度解析
結果が、第 2の手法による結果とどれだけ一致したか
を表す一致率である。なお、考察上の参考のため、“ 1⃝
と 2⃝”の行に、 1⃝の結果と 2⃝の結果の一致率も示し
た。まず、1⃝の精度の良い JAPEX‐ 15Dの結果から
わかることは、 3⃝による結果は、 1⃝、 2⃝の結果双方と
の一致率が高かった（順に 98％、95％）ことから、3⃝
の計算精度は、ある程度信頼に値するということであ
る。また、 1⃝の精度を若干落として実施した電力設備
‐ 13Dの結果からも、3⃝による結果は、1⃝、2⃝の結果
双方との一致率がおおむね高かった（98％、94％）と
わかる。ところが、 1⃝の精度を更に落とした JAPEX

‐ 23Dの結果を見ると、 3⃝による結果は 2⃝の結果と
の一致率は前の 2 例同様に非常に高かったのに対し、
1⃝の結果との一致率は前の 2例より顕著に低く 80％
であった。更に、この時の 1⃝の結果は、 2⃝による解
析結果との一致率も 81％と低い。以上のことから、本
例の場合、 3⃝の結果の 1⃝の結果との一致率が低かっ
た理由は、第 3の方法の計算精度の問題ではなく、荒
い格子幅の下での第 1の方法の計算精度の低さによる
ものと考えられる。なお、第 2の方法は、次元の上昇
による（遅延リスク耐性の）指標化上の誤差が心配さ
れる方法であるが、本例では、第 3の方法との一致率
が極めて高かった（98％）。以上、全く異なるアプロー
チをとる第 1と第 2の方法での計算結果がこのように
一致したこと、また、精度の荒い第 1の方法との一致
率も同程度に低かったことから、本例においては、第
1、第 2の方法による結果はともに信頼性が高かったと
考えられる。

3. 第 3の方法の計算量抑制の可能性について図 37の「使
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図 35. 各適用例の規模と特徴

図 36. 各適用例の計算時間

用する検出構造数と一致率との相関関係」の各列には、
それぞれの例題に関する、評価結果が示されている。図
の見方、意味を、JAPEX 15-Dの列で説明する。まず
この例の場合、検出構造が全部で 7つあった。そして、
第 2、第 3の方法との一致率は、その 7つすべてを使っ
て感度解析を行った結果との一致率であった（図中X）。
これに対し、ここで評価したかったことは、7つすべて
を使った感度解析の結果と、7個中 6個、7個中 5個、
7個中 4個、…のように、数を減らして感度解析した
ときに、その結果の精度がどのように落ちていくのか
ということであった。ただし、図 37では、各々の平均
値のみ記してある。つまり、例えば JAPEX 15-D の
“4/7 98.94％”は、「7個中 4個の検出構造で感度解析
を行った結果の 7個中 7個で感度解析を行った結果と
の一致率が 98.4％（平均）」ということを意味する。

以上の図の見方、意味を踏まえた考察が以下のとおりである。

• いずれの適用例においても、感度解析に用いる検出構
造の数と計算精度との間に相関関係はあった。

• しかし、その精度の落ち方は、予想していたよりも小
さかった。このことから、本方法で原理的に実現し得
る精度を示すうえでは、必ずしも全ての検出構造を使
用しなくても問題ないと考えられる。

• このことは、今後、より大規模な問題を扱う場合の計
算量抑制の可能性を示唆している。

• ただし、電力設備‐ 13Dの結果を見ると、6構造中 2

個での解析結果と、6構造中 1個での解析結果の精度
の平均が逆転していることから、より良い精度を示し
得る構造の特徴について検討する必要はあると考えら
れる。

8. まとめ

本研究室では、近年のプロジェクトの大規模複雑化やプロ
ジェクトを取り巻く環境の変化に伴い深刻化している「遅延

図 37. 各適用例の計算精度

リスク」の問題に着目し、遅延リスクを考慮したスケジュー
ル管理をサポートするためのシステム、手法の開発を目的と
し、具体的には従来のような、コスト、リソース、時間の 3要
素に遅延リスクを加えた 4要素のトレードオフ・バランスを
考え、スケジュール管理できるようなシステム、手法の開発
を目指している。本稿では、その開発実現を助ける一問題解
決方法を示した。先行研究では、プロジェクトにおけるアク
ティビティ間の論理的順序関係と、各アクティビティそれぞ
れの所要時間とに基づいて、時間、原価及び資源の制約条件
を満たすスケジュール・ネットワークは寄与とし、そのスケ
ジュール・ネットワークから、各アクティビティそれぞれに許
容される余裕時間を示す余裕パラメータを要素とするベクト
ル空間において、アクティビティ間の独立従属関係に基づい
て、スケジュール・ネットワークを簡略化すると、スケジュー
ル・ネットワークの全体期間（納期）に対する「余裕」(遅延
リスク耐性)を表す N次元正凸多面体の領域が得られ、その
領域の大きさ又はその大きさの (アクティビティの)遅延に対
する感度を指標値としてスケジュール・ネットワークを評価
する手法が提案されていた。しかし、遅延リスク耐性の N次
元正凸多面体の領域の大きさを算出する方法に計問題があっ
た。具体的には、第 1の方法 (格子点数による評価)には計算
量の問題が、第 2 の方法 (N 次元正凸多面体に内接する最大
の単体の体積に基づく評価)には高次元での精度を保証し難い
という問題があった。そこで本稿では方法 1より計算量が少
なく方法 2より高次元での計算精度の保証がし易い新たな計
算方法（第 3の方法）を示した。第 3の方法は、Ｎ次元正凸
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多面体から、例えば余裕パラメータを積分変数、被積分変数
として用いる積分計算、すなわち体積計算の一般化が可能な
構造を抽出し、抽出された構造の大きさ又は工程の遅延に対
する感度（変化量）を指標値とする方法である。しかし、第 3

の方法は、グラフ理論をベースとした仮説であり、その正し
さは図的表現が可能な 3次元までの簡単な例で確かめられて
いるに過ぎなかった。したがって、本稿では、その正しさと、
性能（計算時間と計算精度）を実験的に明らかにした。本稿
で行ったことを以下に列挙する。

1. 新たな第 3の手法で遅延リスク評価をするための感度
解析の手順（即ち、アクティビティの遅延の感度を指
標化する手順）の開発及び自動化

2. 適用例を用いた評価実験に基づく、第 3の方法の性能
評価実験

1) 計算時間と計算精度の評価

2) 計算量抑制の可能性を見極めるための評価

なお、今回使用した適用例は以下の通りであった。

• 中規模ガス処理プラント建設プロジェクト (JAPEX プ
ロジェクト)

– 「15次元、Activity数 15」のケース

– 「24次元、Activity数 26」のケース

• 電力設備の解体修理点検プロジェクト (13 次元、Ac-

tivity数 150程度)
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モバイル端末向けCAPTCHAのハフ変換を用いたボットへの耐性評価

竹口　真理亜 a)・梁井　孝治 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)・岡崎　直宣 e)

Evaluation of CAPTCHA for Mobile Devices

against Bots Using Hough Transform

Maria TAKEGUCHI, Takaharu YANAI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

In recent years, CAPTCHAs (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans
Apart) have been introduced on many Web sites.It is a discrimination method based on a Turing test that
identifies humans and automatic programs called bots, and is used to prevent fraudulent acts on Web services.
In particular, it is becoming necessary to design a CAPTCHA that is easy to use on mobile devices. In this
laboratory, Mizuta et al. have proposed a CAPTCHA for mobile devices that is resistant to bots using object
tracking technology. It makes the object recognition by the program difficult by changing the transparency of
the tracked object every time, and the effectiveness is shown. However, it has only been confirmed that the
bot resistance is resistant to the meanShift that tracks objects in the video. In this paper, we conducted an
experiment to investigate the resistance to attack techniques using Hough transform. The Hough transform is
one of the most commonly used methods to detect figures such as straight lines and circles from images, and
is considered to be an effective means of attacking CAPTCHA by Mizuta et al. After implementing an attack
program, experiments and investigations confirmed that it was not resistant. Based on the survey results, we
proposed two improvement plans to improve bot resistance.

Keywords: CAPTCHA, Dynamic CAPTCHA, Bot, Hough Transform, Mobile devices

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

近年、多くのWebサイトに CAPTCHA(Completely Au-

tomated Public Turing test to tell Computers and Humans

Apart)1) が導入されている。CAPTCHAは、人間とボット
と呼ばれる自動プログラムを識別するチューリングテストに
よる判別手法であり、Webサービスに対する不正行為を防ぐ
ために用いられる。例えば、ボットを用いてアカウントの大
量取得を行うなどの不正行為が増えてきており、CAPTCHA

の重要性も増してきている。
特に、モバイル端末で利用しやすい CAPTCHAの設計が

必要となってきている。2017年には、スマートフォンなどの
モバイル端末の世帯保有率は 94.8%2) と非常に高くなってお
り、Webサービスにアクセスするためによく利用されている。
しかしキーボードやマウスの存在を前提としたCAPTCHAが
多いため、モバイル端末では回答が難しいことが多い。しか
も攻撃の高度化に対抗するため、画像 CAPTCHA や文字列
CAPTCHAなどでは、大きなノイズや歪みを導入するように
なり、人間の解読も困難になりつつある。特にスマートフォ
ンなどの小さな画面では、解読が困難になってしまう 3)。こ

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科助教
d)情報システム工学科准教授
e)情報システム工学科教授

れは、Webサイトの登録フォームのコンバージョン率の低下
などにもつながるので、モバイル端末向けの CAPTCHA は
重要になっている。
本研究室では、水田らによってモバイル端末での利便性を

保った画像 CAPTCHA （以下、水田らの CAPTCHA と呼
ぶ。図 1）が提案されており 4)5)、その有用性が示されている。
しかしボット耐性は、meanShift法に耐性を持つことしか

確認できていないため、本研究では、ハフ変換を用いた攻撃
手法に対する耐性を調べる。具体的には、攻撃用プログラム
を実装したうえで実験・調査し、耐性を持たないことを確認
したので報告する。
以下、本概要の構成を述べる。第 2 節では水田らの

CAPTCHA について説明し、第 3 節ではハフ変換を用いた
攻撃手法について説明する。第 4節ではボット耐性の調査を
行った結果を、第 5節ではボット耐性を向上させるための改良
案を述べる。第 6節ではまとめと今後の課題について述べる。

2. モバイル端末向け CAPTCHA

水田らの提案した CAPTCHA4)5) について以下に示す。

2.1 提案された CAPTCHA方式
この CAPTCHAは、色、形、大きさが同じ移動オブジェク

トを複数用意し、その中に 1つだけ含まれる追跡対象を一定
時間以上追跡できるか否かで人間か機械かを判別する。ボッ
ト耐性が高くなることを期待し、追跡対象オブジェクトをあ
らかじめ決ておくのではなく、CAPTCHAを解く際にユーザ
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図 1. モバイル端末向け CAPTCHA4)

が選ぶものとしている。

物体追跡技術などを用いたボットへの耐性を持たせるため、
ランダムに各オブジェクトの透明度が時間ごとに変化させる
ようにして、プログラムによる物体認識が困難になるように
している。しかし、人間にとっては、オブジェクトの移動が
連続的であるため色が変化しても、追跡が可能であると考え
られる。

CAPTCHA の画面は、オブジェクトの表示領域と指での
操作領域の 2つに上下で分けられている。画面上部ではオブ
ジェクトがランダムに移動してる。画面下部の “touch zone”

と表示されている操作領域に指を置くと、オブジェクトの表
示領域に追跡用のサークルが出現する。ユーザは touch zone

内で指をスライドさせ、その追跡用サークルを動かし、移動
オブジェクトを追うことで、オブジェクトの追跡を行う。

追跡対象の選択はユーザが行う。ユーザが選んだオブジェ
クトがどれであるのかを CAPTCHAに伝える必要があるが、
それは、そのオブジェクトの円の中心座標を追跡用サークル
の円内に連続で 1秒以上入れることで行う。

CAPTCHAが追跡対象を認識してから 10秒の間に、追跡
できていた秒数（以下、追跡成功時間とする。）を、人間か機
械かの判断基準に用いる。この追跡成功時間が、設定した閾
値よりも長ければ人間、短ければ機械と判断する。

オブジェクトを追跡に成功しているか否かの判断基準は、移
動オブジェクトの円の中心座標が、追跡用サークルの円内に
入っているか否かである。中心座標が入っていれば、追跡で
きているとみなし、入っていなければ、追跡できていない状
態とみなす。

2.2 認証手順
水田らの CAPTCHAの認証手順を図 2に示す。

CAPTCHA のプログラムが動作を始めると、初期画面（図
3-(a)）が表示される。画面中のオレンジの開始ボタン（「I’m

not a robot」と書かれている）をタップすると、追跡開始画
面（図 3-(b)）に移行し、CAPTCHAへのチャレンジが始ま
る。ユーザが追跡オブジェクトを選択し、追跡が開始されて
から 10秒が経過すると追跡終了画面（図 3-(c)）へと移行し、
人間か機械化の判定を行い終了となる。

図 2. 提案された手法のフローチャート 4)

図 3. 提案された CAPTCHAの構成 4)

2.3 モバイル端末での利便性
水田らの CAPTCHA は、文献 6) におけるモバイル端末

での CAPTCHAのガイドラインを満たしている。文献 6) に
おける、モバイル端末での CAPTCHAの推奨設計によると、
「CAPTCHAの解答方式がタップやスワイプなどに依存する
よう設計する必要がある。」としているが、オブジェクトの追
跡は、タッチパネル上で指を滑らせる動作で実現されている。

2.4 ボット耐性
動画内の物体を追跡する方法にmeanShift法がある。mean-

Shift法は、画像中の画素の分布密度や、画素数が最大になる
領域を探すアルゴリズムである。
水田らの CAPTCHAが、meanShift法を用いたボットに

対して耐性を持つことはすでに確認されている 4)。meanShift

法は画像中の画素値によって物体を追跡するアルゴリズムで
あるため、水田らの CAPTCHA のような、オブジェクトが
透明度を変えながら移動し、また、互いに交差するようなこ
とが起きると、追跡対象のオブジェクトを追跡し続けるのは
困難である。
しかし、水田らの CAPTCHAは他の手法に対する耐性は

確認できていない。

3. ハフ変換を用いたボット

本研究では、水田らのCAPTCHAがハフ変換を用いたボッ
トへ耐性を持つか否かを調査する。

3.1 ハフ変換
ハフ変換は、画像の中から直線や円などの図形を検出したい

際によく用いられる手法の一つであり、水田らのCAPTCHAへ
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図 4. ハフ変換による円の検出

図 5. 移動ベクトルによる追跡対象の選択

の攻撃手段として有効だと考えられる。水田らの CAPTCHA

は各オブジェクトの色の透明度が変化し、交差することでボッ
トによる追跡を困難にしているが、ハフ変換による円の検出に
は、オブジェクトの透明度は影響しないのがその理由である。

3.2 ハフ変換を用いたオブジェクトの追跡

ハフ変換を用いて円形の物体の検出を行うと、移動オブジェ
クトは円形であるので図 4-(a) に示すように検出が可能であ
る。ただし水田らの CAPTCHA を解くには、そのうちの 1

つを追跡対象として選び、それを追跡し続けなければならな
い。本研究では、追跡対象は 1番目に検出されたオブジェク
トとする。しかし、それ以降のフレームにおいて、検出され
る複数の円の中から同じオブジェクトを特定することは容易
ではない。

そこで図 4-(b)に示すように、直前のフレームでの追跡対
象のオブジェクト周辺をマスク処理によって覆い隠すことで、
検出されるのが追跡対象だけになるようにする。そしてマス
ク処理を行った画像に対して、ハフ変換による円の検出を行
い、そのオブジェクトを追跡対象とする。

次に、複数のオブジェクトが検出されてしまった場合の追
跡対象の選択方法を図 5を用いて説明する。(1) 2フレーム前
と 1フレーム前の追跡対象の中心座標から移動ベクトルを計
算し、(2) 1フレーム前の追跡対象の中心座標に、求めた移動
ベクトルを足した位置を得て、(3) この位置に中心座標が最も
近いオブジェクトを選択する。図 5の例では、赤色のオブジェ
クトが追跡対象になる。

図 6. 実装したボットのフローチャート

3.3 攻撃手順
設計したボットが CAPTCHA を解く手順を図 6 に示す。

ボットプログラムが動作を始めると、ボットは CAPTCHA画
面のスクリーンショットを撮り、テンプレートマッチングに
より画面中のボタン「I’m not a robot」を探索し、その座標
をクリックし CAPTCHAを開始させる。
再び、ボットは CAPTCHA画面のスクリーンショットを

撮り 3.2 の方法で追跡オブジェクトを認識し、追跡対象を選
び、そのオブジェクトの座標にカーソルを合わせる。
追跡対象を選択した後、ボットは CAPTCHA画面のスク

リーンショットを撮り、3.2 の方法でマスク処理と追跡オブ
ジェクトの認識を行い、そのオブジェクトの座標にカーソル
を合わせる。以上を繰り返し 1つのオブジェクトを追跡し続
ける。

3.4 実装
開発言語は Pythonを、画像処理ライブラリはOpenCVを

用い、Windows10上でハフ変換を用いたボットを実装した。

4. ボット耐性についての実験

4.1 実験目的
ハフ変換を用いたボットが、水田らの CAPTCHAを自動

的に突破することが可能であるかを確認するための実験を行っ
た。ここでは、設定した閾値以上の時間、ボットが追跡を継
続できれば突破可能であるものとする。

4.2 実験方法
実験は、モバイル端末のブラウザではなく、Windows10の

デスクトップ環境で、Chrome のデベロッパーツールを用いて
モバイル端末のWebブラウザをエミュレートして行う。水田
らの CAPTCHAに対して 100回ずつ攻撃を行い、追跡成功
時間と所要時間 (追跡成功時間) の計測を行った。攻撃には 3

節で実装したボットを使用した。CAPTCHAの移動オブジェ
クトの数を 5,10,15 個の 3 種類、閾値を 7,8,9 秒の 3 種類と
し、その組み合わせの 9通りの条件で実験を行った。このよ
うに設定したのは、水田らがこの条件で meanShift法での実
験を行っていたからである。
ボットによるCAPTCHA突破率は、各CAPTCHAを 100

回攻撃したうち、追跡成功時間が閾値以上になった回数の割
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図 8. ハフ変換を用いたボットの CAPTCHA突破率

合である。

4.3 実験結果と考察

実験の結果、水田らのCAPTCHAはハフ変換を用いたボッ
トに対して、脆弱であることがわかった。meanShift 法用い
たボットとハフ変換を用いたボットの CAPTCHA突破率を、
それぞれ図 7、図 8 に示す。meanShift 法では、すべてのオ
ブジェクト数、閾値の組み合わせにおいて突破率は 10%を下
回っている。一方ハフ変換を用いたボットでは、すべてのオ
ブジェクト数、閾値の組み合わせにおいて meanShift法より
も高い突破率となった。

このような結果となった理由としては、水田らのCAPTCHA

の持つ特徴が、meanSift法の弱点を突くものであったのに対
し、ハフ変換を用いる手法には優位に働かなかったからだと考
えられる。具体的には、第一にmeanShift法ではCAPTCHA

がオブジェクトが一定時間で透明度を変えるものであるため
に、ある一定の透明度を下回ると、ボットがオブジェクトを
認識できなくなることがある。第二に、オブジェクト同士が
交差した場合、複数のオブジェクトであると判断できなくな
ることが考えられる。

ハフ変換を用いたボットでは、円としてオブジェクト 1つ
1 つを別に検出することができるため、透明度によってオブ
ジェクトが認識できないということがなく、オブジェクト同
士の交差にも対応することができたからだと考えられる。

以上の結果から、水田らの提案した CAPTCHAのボット
に対する耐性は不十分であると考えられる。

5. ボット耐性向上のための改良案

ボット耐性を向上させるための改良案についての考察を以
下に示す。

5.1 オブジェクトの変形
提案された CAPTCHAでは、オブジェクトの形が常に円

形で検出が容易であった。そこで、オブジェクトの透明度だけ
でなく形もランダムに変化させることでボットに対する耐性
が向上するのではないかと期待できる。しかし、常に円形で
あったものをランダムに変形させるというのは、CAPTCHA

に歪みを加える行為であり、ユーザビリティの低下を招いて
しまう懸念がある。

5.2 追跡対象の限定
水田らの CAPTCHAでは、表示されているオブジェクト

の中から任意の１つを選ぶことができるが、ハフ変換を用いた
ボットに対してそれは不利に働いてしまう。そこで、追跡対象
をあらかじめ CAPTCHA 側で決めておき、ほかのオブジェ
クトを妨害オブジェクトとすることでボット耐性が向上する
と期待できる。追跡対象となるオブジェクトは、オブジェク
トを点滅させるなどほかの妨害オブジェクトとは違った挙動
をさせる。あらかじめ CAPTCHA 側が追跡対象を決めてお
くことにより、1秒間の追跡対象を決定するための時間が無く
なるため、ユーザビリティの向上にもつながると考えられる。

6. まとめ

本研究では、ハフ変換を用いた攻撃手法に対する水田らの
CAPTCHA の耐性を攻撃用プログラムを実装したうえで実
験・調査し、耐性を持たないことを確認した。実験の結果、水
田らの提案した CAPTCHAが meanShift法を用いたボット
よりもハフ変換を用いたボットに対して脆弱であることが分
かった。同時に、提案された CAPTCHA のボットに対する
耐性は不十分であると考えられる。
今後は、提案された CAPTCHAのハフ変換による攻撃手

法への耐性向上のためにシステムを改善する必要がある。ま
た、提案された CAPTCHAは動的 CAPTCHAであるため、
年代別のユーザビリティに関する調査が必要であり、多くの
人間が使いやすいシステムに改善していかなければならない。
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メタデータを用いたリパッケージアプリの検出手法「CloneSpot」の改良

藤　竜成 a)・五味　健一郎 b)・油田　健太郎 c)・山場　久昭 d)・岡崎　直宣 e)

An Improved Method of “CloneSpot”

for Detecting Repackaged Applications Using Metadata

Ryusei FUJI, Ken’ichiro GOMI, Kentaro ABURADA, Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

Since Android is widely used as an operating system (OS) for smartphones, applications running on the
OS are being targeted by malware developers. Android applications are generally created using Java, which
means it is easy to decompile the application and add or change the code; therefore, malware developers
can easily insert malware and illegal advertisements into legitimate applications. The modified applications
are called repackaged applications. These applications are uploaded to a market for users to install, however
since repackaged applications have a negative effect on users, their detection and removal are important. The
Developers of repackaged applications tend to be reluctant to make large changes to data, called application
metadata, to make users misrecognition. To detect repackaged applications, “CloneSpot” has been proposed
which uses the above trends, however, improvements are required for efficient detection. In this study, we
propose an improved method of “CloneSpot” for the efficient detection of repackaged applications. Specifically,
we improve the clustering of “CloneSpot” and introduce evaluation indexes for efficient repackaged application
detection. In the evaluation experiments, we evaluated the clustering accuracy and the repackaged application
estimation accuracy of the proposed method.

Keywords: Android, repackaged application, metadata, MinHash

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

最新の推定によると、世界のスマートフォン利用者数は 2018

年末に 33億人に達し、2021年までに 38億人まで増加すると
予測されている 1)。その中で Androidは、スマートフォン業
界の主要なオペレーティングシステムとして位置付けられて
おり、2019年に Androidユーザー数は 25億人に及んだ 2)。
このような人気により、Androidはマルウェア開発者から狙
われるようになった。現在、GooglePlay3) で利用可能な全ア
プリケーションの約 3～4％がマルウェアであると推定されて
いる 4)。

Androidアプリケーションの多くは、Javaで作られている。
Javaはリバースエンジニアリングが可能であるため、簡単に
アプリケーションコードを逆コンパイル、コードの追加や変
更、マーケット上に再アップロードすることができる。この流
れを、Androidアプリケーションのリパッケージと呼び、正
規のアプリケーションに対して、マルウェアを施したり、広
告の追加や変更を施すための手法の 1つとなっている。
リパッケージの対策として、アプリケーションコードの類

似性やアプリケーションの実行パターンの調査による検出な

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科准教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科教授

どがある。その一方で、Ignacio Mart́ınらは、メタデータを
使ってリパッケージアプリを検出をする手法「CloneSpot」を
提案した 5)。メタデータとは、アプリケーションの「タイト
ル」や「説明」などに当たる情報のことで、プログラムとは違
い、GooglePlayなどのマーケット上で簡単に入手できる。リ
パッケージアプリの開発者は、ユーザーに正規のアプリケー
ションと認識させるために、メタデータに対し、大きな変更を
加えることへ消極的な傾向がある。「CloneSpot」はその特徴
を使って、クラスタリングによる類似アプリケーションのグ
ループ化と各グループのランク付けを行う手法であり、コー
ドの類似性や実行パターンによる手法よりも、高速に検出す
ることが期待できる.

本論文では、提案された手法に対し、各グループのランク付
けの際に、関係性が薄いアプリケーションを削除することで、
ランク付けの精度向上を目指す。また、メタデータ「評価数」
を用いて、アプリケーションの評価をすることで、リパッケー
ジアプリの推定を行い、手動による評価の時間短縮を目指す。
以下、本概要の構成を述べる。第 2 章では先行研究の

「CloneSpot」について述べ、問題点を指摘する。第 3 章で
は提案手法について述べ、第 4章では実験を行った結果と考
察を示す。第 5章ではまとめと今後の課題について述べる。

2. 先行研究

Ignacio Mart́ınらの研究で提案された「CloneSpot」の手
順と問題点を以下に示す 5)。
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図 1. クラスタリングの流れ

2.1 「CloneSpot」の手順
「CloneSpot」は大量のアプリケーションをMinHashと呼

ばれる手法でクラスタリングを行い、クラスタリングしたグ
ループにランク付けを行う。その後、ランクが高い順に手動
でアプリケーションを評価することで、リパッケージアプリ
を検出する。
クラスタリングを行う目的は、オリジナルアプリとリパッ

ケージアプリをひとまとまりにすることである。クラスタリ
ングにはMinHashが使われ、その流れを説明する。初めに、
全てのアプリケーションに対して、メタデータ「タイトル」「カ
テゴリ」「説明」および「開発者名」を結合し、1つの文字列と
する。その際、空白を区切り文字とし、その後、結合された文
字列を 7文字ずつ分割する。次にHash関数を用いて、分割さ
れた文字列全てに対し、ハッシュ値を求め、その中で最小の値
をMinHash値とする。最後にMinHash値が同じアプリケー
ションを 1つのグループとして集約する。その際、各グルー
プのアプリケーション数が 1または 100以上の場合、そのグ
ループを削除する。以上でクラスタリングは完了する（図 1）。
クラスタリングの後は、グループのランク付けを行う。ラ

ンク付けの目的は、各グループのアプリケーションの類似性を
数値化することであり、メタデータ「タイトル」と「説明」を
利用する。クラスタリングされた各グループにおいて、アプリ
ケーションの総当たりで「タイトル」の編集距離と「説明」の
コサイン類似度を求め、ASI(Application Similarity Index)

を算出する。ASIは以下の式で表す。

ASI(a、b) = median(C⃗S(a、b))
ε (E⃗D(a、b))

アプリケーション a、b に対して、C⃗S と E⃗D はコサイン類
似度と編集距離を意味する。また、medianとεは、それぞ
れ中央値と平均を意味する。ASI の値が高いほど、グループ
内のアプリケーションのメタデータは類似していると言える。
各グループで ASI を算出した後、ASI が降順になるように、
グループをソートすることで、グループのランク付けは完了
する（図 2）。
以上が「CloneSpot」の流れで、リパッケージアプリの最終

的な評価は手動で行う。ASIの値が高い順に検査することで、

図 2. グループのランク付けの流れ

効率よく評価を行うことができる。

2.2 問題点
「CloneSpot」はクラスタリングの手段として、MinHash

が使われている。MinHashは分割された文字列を元に Hash

値を求めているので、似たアプリケーションのメタデータでク
ラスタリングすることができる。しかし、稀に関係の薄いアプ
リケーションが混ざり、ASI の値を下げることがある。その
結果、早い段階で評価して貰えるはずのグループが遅くなっ
てしまい、手動による評価の効率が下がる。
また、最終的なアプリケーションの評価は手動で行われる。

各グループには、類似したアプリケーションが存在するため、
指標もなしに、正規アプリとリパッケージアプリを見分ける
には時間や手間がかかる。

3. 提案方式

本研究では、「CloneSpot」に対し、2点の改良を提案し、グ
ループのランク付けの精度と手動による評価の時間短縮を目
的とする。

3.1 クラスタリングの改良
2.2節で述べたように、クラスタリングを行う際、関係の薄

いアプリケーションが混ざることがある。これを解消するた
めには、関係の薄いアプリケーションをグループ内から削除
する必要がある。
提案する「CloneSpot」の改良手順を図 3に示す。図 2の

グループのランク付けの流れがベースになっている。全ての
グループに対し、アプリケーションの「タイトル」と「説明」
のメタデータを取得し、取得した順番に番号を割り振る。次に
アプリケーションの総当たりで「タイトル」の編集距離、「説
明」のコサイン類似度を計算する。編集距離が 3より小さい
かつ、コサイン類似が 0.5 以上のアプリケーションの組み合
わせが存在した場合、アプリケーションの番号をリストに追
加する。その後、リストに番号が存在しているとき、リスト
内のアプリ番号の総当たりで ASIを求め、存在していないと
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図 3. 改良したグループのランク付けの流れ
表 1. アプリケーションの評価

オリジナルアプリとリパッケージアプリ △
どちらの可能性もある

リパッケージアプリの可能性が高い ×

きは、先行研究通りに ASIを求める。最後に、ASIが降順に
なるようにグループをソートすることで終了する。
リストには、クラスタリングされたときより、さらに似た

アプリケーションの番号が入る。リスト内に番号が存在する
とき、リスト内にないアプリケーション、つまり、関係が薄い
アプリケーションを削除することができる。

3.2 リパッケージアプリの推定
2.2節で述べたように、「CloneSpot」はリパッケージアプ

リの評価を最終的には手動で行う。その手間を解消するため、
メタデータ「評価数」を使ったリパッケージアプリの推定を
提案する。
提案する「CloneSpot」の改良手順を図 4に示す。図 4は

「星 1の数」でリパッケージアプリを推定する際のフローチャー
トである。前提として、1つのグループに対して、1つのオリ
ジナルアプリが存在し、他のアプリはリパッケージアプリと考
える。ここでは、オリジナルアプリの検出よりも、リパッケー
ジアプリの検出を優先するため、評価方法を以下の表 1に示
す。各グループに対して、アプリケーションの情報を取得し
た後、メタデータ「星 1の数」で比較を行う。ここでは「星
1の数」で比較を行うので、評価数が最小のアプリケーション
が「△」となり、それ以外は「×」となる。評価数が最小のア
プリケーションが 2つ以上出てきた場合は、どちらとも「△」
とし、それ以外のアプリケーションを「×」とする。

Alfonso Munoz らの研究で、「評価数」を用いたマルウェ
アアプリの検出は非常に困難であることが判明している 4)。
よって、リパッケージアプリの検出においても、「評価数」を
用いた検出は極めて困難であると考える。しかし、クラスタ
リングであらかじめ似たアプリケーションがひとまとまりに
なっているため、クラスタリングが行われていない場合と比較
すると有効ではないかと考える。ここでは、「星 1の数」だけ
ではなく、「星 1の割合」や、「星 5の数」や「総評価数」など
を使って、リパッケージアプリの判定を行う指標を作る。そ
の際、図 4の最小評価数は指標によって、最大評価数になる

図 4. アプリケーションの評価の流れ
表 2. 実験に使用したデータ

アプリケーション数 1,379,861

収集時期 2017年 9月
　 タイトル
　 説明

メタデータ カテゴリ
　 開発者
　 評価数

場合がある。

4. 実験と考察

提案方式のグループのランク付けの精度とリパッケージア
プリの推定精度に関して、評価実験を行い、結果に対しての
考察を行う。

4.1 実験データ
実験に使用したアプリケーションのメタデータは、先行研

究と同一のデータセットを使用した。データセット内には、メ
タデータ取得日など、今回の実験に不要なデータも存在した。
表 2にデートセット内で実験に使用したデータを示す。「評価
数」は星 1から星 5までのそれぞれ数と、「総評価数」を表す
6)。
先行研究のデータセットの中には、リパッケージアプリか

否かの判定が存在しなかった。よって、アプリケーションの
URLにアクセスして、GooglePlay内にアプリケーションの
情報が存在するかどうかで判定した。2019年 12月にアクセ
スし、データを収集した 3)。

4.2 前処理
提案方式の実験を行う前に、アプリケーションに対しての

クラスタリングを行う必要があり、図 3に当てはまる。クラ
スタリングされた後のアプリケーション数とグループ数を表
3に示す。初期のアプリケーション数は 1,379,861個もあった
が、ほとんどグループは、アプリ数が 1だったため、グループ
が削除された。また、アプリ数が 100以上のグループは 1,217
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表 3. クラスタリング後のデータ
アプリケーション数 257,641

グループ数 64,272

表 4. 改良による、ASIごとのグループ数の変化
ASI 改良前 改良後 差

0.0～0.1 65,043 64,527 - 516

0.1～0.2 270 255 - 15

0.2～0.3 74 86 + 12

0.3～0.4 39 55 + 16

0.4～0.5 43 70 + 26

0.5～0.6 22 112 + 90

0.6～0.7 16 77 + 61

0.7～0.8 23 81 + 58

0.8～0.9 26 85 + 59

0.9～1.0 145 353 + 208

表 5. 改良による、ASIごとのアプリ数の変化
ASI 改良前 改良後 差

0.0～0.1 256,246 251,036 - 5,210

0.1～0.2 592 543 - 49

0.2～0.3 157 178 + 21

0.3～0.4 81 118 + 37

0.4～0.5 86 150 + 64

0.5～0.6 47 246 + 199

0.6～0.7 32 160 + 128

0.7～0.8 47 174 + 127

0.8～0.9 56 182 + 126

0.9～1.0 297 722 + 425

個あり、同様に削除された。

4.3 クラスタリングの改良結果

改良前と改良後の ASIごとのグループ数とアプリケーショ
ン数の変化を表 4と表 5に示す。ASIの値は高いほど、グルー
プ内のアプリケーションのメタデータが類似しているといえ
る。ASIが 0.0～0.1、0.1～0.2のグループが 0.2以上のグルー
プに分布する結果となった。それに伴い、アプリケーションも
ASIが 0.0～0.1、0.1～0.2から 0.2以上に分布した。また、改
良前のアプリケーション数が 257,641個だったのに対し、関
係の薄いアプリケーションが削除されたことにより、253,509

個と 4,132個減少した。グループ数の差を見ると、ASIが 0.0

～0.1のグループが最も減少し、0.9～1.0のグループが最も増
加した。これは、グループ内のほとんどのアプリケーション
のメタデータが似ていたが、1 つのアプリケーションのせい
で、異常に ASI を下げていたと考えられる。また、0.2～0.3

や 0.4～0.5にも分布した理由として、ASIの計算方法に問題
があると考える。ASIの計算は、「説明」のコサイン類似度よ
りも、「タイトル」の編集距離に大きく依存しており、提案方
式のクラスタリングで一定のアプリケーションは削除された
ものの、消されていないアプリケーションの中に編集距離が
高いものが存在し、ASIの値を低くしたと考えられる。

表 6. リパッケージアプリ推定の評価
評価指標 Precision Recall F1-score

星 1の数 0.65 0.33 0.44

星 1の割合 0.68 0.35 0.46

星 5の数 0.79 0.51 0.62

総投票数 0.78 0.51 0.62

星 5-(星 1+星 2) 0.79 0.52 0.63

4.4 リパッケージアプリの推定結果

リパッケージアプリ推定の評価を表 6 に示す。ここでは、
ASI が 0.9 以上のアプリケーションで推定を行う。理由は、
ASIの値が小さい場合、アプリケーションが類似していない
可能性があるためである。Precisionは「×」と評価して、実
際にGooglePlayに情報が存在しなかった割合を表し、Recall

は GooglePlayに情報が存在しないアプリケーションのうち、
「×」と評価できた割合を表す。F1-scoreはPrecisonとRecall

を総合的に評価する指標である。表 6から「星 1の数」や「星
１の割合」よりも、「星 5の数」や「総評価数」の方が、全ての
精度で上昇した。また、改良と検証を重ね、精度が 1番良く
なった指標は「星 5-(星 1+星 2)」であった。星 5を信頼値と
し、星 1と星 2の合計を不信値とみなすことで、精度が上昇し
たのではないかと考える。しかし、Recallが 0.5台までにしか
ならなかった。理由として、アプリケーションとリパッケージ
判定のデータセットの取得時期の差にあると考える。取得時
期の差は約 2年で、評価が高いアプリケーションでも、サービ
ス終了などで GooglePlayに存在しないものがあった。また、
Precisionも 8割に満たなかった。理由として、リパッケージ
アプリと判定したアプリがオリジナルアプリの関連アプリだっ
た可能性がある。また、意図的に評価を下げられた可能性も
考えらる。

5. まとめ

本研究では、メタデータを用いたリパッケージアプリ検出
手法「CloneSpot」に対して、2点の改良を提案した。1点は、
クラスタリングされたグループ内において、関係の薄いアプ
リケーションを削除することで、ランク付け精度の向上を目
指した。結果、ASI の値が低いグループは、関係の薄いアプ
リケーションを削除することで、ASIの値を高くすることが
できた。もう 1点は、メタデータ「評価数」を用いてリパッ
ケージアプリを推定することで、手動による評価の時間短縮
を目指した。結果、事前にクラスタリングを行うことで、リ
パッケージアプリの推定に対する一定の効果があった。

今後の課題として、Precision、Recall 及び F1-score の更
なる向上が必要である。そのために「評価数」以外のメタデー
タで検証したり、最新のデータセットを用いて検証していか
なければならない。また、ASI の精度向上のために、グルー
プのランク付けをベースとする改良を行ったが、MinHash以
外のクラスタリングによるグループ化の精度向上が見込めな
いか検証し比較を行いたい。
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環境音を利用したマウスによる音声型CAPTCHAの提案

本田　佳鈴 a)・岩村 隆晴 b)・油田　健太郎 c)・山場　久昭 d)・岡崎　直宣 e)

Proposal of Audio Based CAPTCHA with Mouse Using

Environmental Sound

Karin HONDA, Ryusei IWAMURA, Kentaro ABURADA, Hisaaki YAMABA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

The smooth operation of the service is hindered by the bot sending a large amount of spam comments on
bulletin boards, blogs, etc. on the Internet, or acquiring a web mail service account and sending a large amount
of unsolicited e-mail. In order to prevent this, a system called CAPTCHA that determines whether the target
person is a human or a bot is used. However, character-type CAPTCHA and image-type CAPTCHA, which
are widely used, are difficult for visually impaired people to decipher. Therefore, in the previous research, a
voice-based CAPTCHA was proposed that can respond to the use of the visually impaired in a short time
by simple operation. However, in the CAPTCHA of the previous research, the attack using the independent
component analysis by the bot was assumed, and it was necessary to consider a new method. In this paper, in
consideration of bot attacks against CAPTCHA in previous research, we proposed a new CAPCHA method
with bot resistance and conducted experiments to evaluate its practicality and usability. As a result, it was
proved that the proposed CAPCHA is a CAPCHA that can be answered in a short time, and that it is a
CAPTCHA that is easy for humans to use.

Keywords: CAPTCHA, audio based, accessibility, environmental sound

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　

1. はじめに

インターネットにおいてボットが掲示板、ブログなどにお
いてスパムコメントを大量に送信したり、ウェブメールサー
ビスのアカウントを取得して大量の迷惑メールを送信したり
することによって、サービスの円滑な運営が妨げられている。
これを防止するために CAPTCHA（Completely Automated

Public Turing test to tell Computers and Humans Apart）
という対象者が人間かボットかを判別するシステムが用いら
れる。

CAPTCHA の代表例として、歪んだ文字列を解釈させる
文字列型 CAPTCHA や複数の画像から出題に沿った画像を
選択する画像型 CAPTCHA(図 1)が挙げられるが、これらの
方式は視覚障がい者には解読困難である。そのため、音声を
利用した音声型 CAPTCHA がある。音声型 CAPTCHA の
中でも、英数字識別型 CAPTCHA(図 2)が主流な方式である
が、この方式には、音声の聞き取りが難しい、解答に時間がか
かる、ボットによる攻撃耐性が低いなどの問題点がある 1)。
そこで本論文では、視覚障がい者の利用に対応し単純な操

作により短時間での解答を行える音声型 CAPTCHA を提案
する。提案方式では、聴力検査を模し、特定の環境音が聞こ

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科准教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科教授

図 1. 画像型 CAPTCHAの例 [1]

えている間マウス操作を行い、その結果から人間か機械かを
判別する。
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図 2. 既存の音声型 CAPTCHAの例 [1]

2. 先行研究

2.1 既存の音声型 CAPTCHA

既存の音声型 CAPTCHA の主流である、英数字識別型
CAPTCHA は、ランダムな英数字を音声で流し、対象者に
聞き取った内容を解答させる方式である。ボットによる解答
を困難にするため、音声に歪みを加えたり、英数字以外の音
声が流れるなどの工夫がなされている。この方式は Yahoo!

JAPAN2) など、様々なウェブサイトで利用されている。
既存の音声型 CAPTCHAには以下のような問題点が存在

する 1)。

（1）音声の聞き取りが難しい
音声認識技術の向上に対抗し、さらに音声の歪みを大きく

することにより、英数字識別型 CAPTCHA は人間にとって
も困難なものが存在する。
(2) 解答に時間がかかる
音声型 CAPTCHAは正答率が低く、認証されるまで何度

も問題を解かなければならない場合がある。
また、視覚障がい者らが使用するスクリーンリーダでは、

キーボードの入力結果を読み上げるため、音声の聞き取り中
に解答すると自らの操作音が音声認識の邪魔になる 3)。
そのため、視覚障がい者は音声を聞き取りながら入力をす

る作業が困難であるとされ、聞き取った音声を記憶する必要
がある英数字識別型 CAPTCHAは大きな負担となる。
(3) ボットによる攻撃に耐性が低い
英数字文字列型CAPTCHAに対して、機械学習による攻撃

成功例があり、Google reCAPTCHAに対し 58.75%4)、Ya-

hoo!、Microsoft、eBayの 3つのウェブサイトの CAPTCHA

に対して、45%、49%、83%の確率で攻撃に成功している 5)。
このことから、機械学習により歪みの加わった音声であって
も識別することが可能であり、ボットによる攻撃への耐性が
弱いと考えられる。

2.2 マウスを用いた単純操作の音声型CAPTCHA

先行研究において、坂本ら 6) は、2 種類の環境音が流れ
る音声型 CAPTCHA(図 3) を提案した。1 つ目の環境音は、
CAPTCHA開始時から終了時まで流れるノイズとしての役割
を持つ背景音である。2つ目の環境音は、判定に使用する目標
音である。この目標音が流れている間、ユーザーはマウスを

図 3. マウスを用いた単純操作の音声型 CAPTCHA[6]

長押しし続ける。この時の反応時間が前後 0.7 秒以内で操作
を実行できた場合、人間とみなす。
環境音を使用した理由は、機械による環境音のシーン識別

は困難であると考えたからである。音響によるシーン識別な
どの精度を競うコンテスト DCASE2019 Challenge7) では、
音のデータセットを 15個のクラスタに分類した時の平均精度
は 85.2%であった。しかし、公園や電車など特定のシーンに
おいては 13.9%、33.6%とあまり高い精度が得られていない、
このように、環境音のシーン識別はまだ難しいということが
分かる。
坂本らの CAPTCHA方式では、環境音が 2種類しか使用

されておらず、背景音と目標音の波長の違いにより、機械によ
る独立成分分析を用いた攻撃が考えられる 1)。そのため、ボッ
トによる攻撃を考慮した新しい CAPTCHA 方式を検討する
必要があると考える。

3. 提案手法

3.1 提案 CAPTCHA

本研究では、独立成分分析への対策として、環境音の種類
を増やし、ボット耐性を持たせた新たな CAPTCHA 方式を
作成することを目的とする。
提案 CAPTCHA では、5 種類の環境音が流れ、その中で

音声案内で指定された 1つの環境音だけが判定に使用する目
標音である。
環境音は日常生活において音の発生から消滅までが数秒以

内の種類の短時間の音を使用する。
目標音が流れている間、ユーザーが指示通りにマウス操作

を行うことで正誤判定が行われ、正しいタイミングで操作を
実行できていれば人間とみなす。

3.2 認証手順
提案する CAPTCHA を用いた認証手順を図 4 に示す。

CAPTCHAプログラムが動作を始めると、「○○の音が聞こ
えている間、マウスを長押ししてください。」と音声案内が再
生される。その 1 秒後、環境音が 5 種類再生される。この 5

種類の環境音のうち、ランダムな順番で目標音が再生される。
ただし、環境音 1つ 1つの間には約 1秒ほど無音の間隔があ
る。この目標音が開始されて 0.7 秒以内にマウスを押し、終
了してから前後 0.7 秒以内にマウスを離すことが出来た場合
のみ、認証成功とする。マウスを押す、離す操作はそれぞれ 1

度のみ行える。
提案 CAPTCHAの例として、5種類の環境音の内 3番目

に目標音がある場合、判定において正答とするタイミングを
赤枠で示したものを図 5に示す。
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図 4. 認証手順のフローチャート

3.3 実装
提案 CAPTCHAの開発言語は JavaScriptである。音声案

内の作成は、SofTalk8) という合成音声によるフリーのテキス
ト読み上げソフトを利用している。

3.4 判定について
感覚刺激の提示から行動による反応が生じるまでに経過し

た時間のことを反応時間という。聴覚刺激の検出における反
応時間は 0.14秒から 0.16秒である 9)。
しかし、使用する PCの環境が影響したためか、事前実験

では平均反応時間は約 0.4秒、遅いもので約 0.6秒となってお
り、報告とは異なる結果となった。具体的に、事前実験では、
宮崎大学に所属する 20 代の健常な学生 10 名に対し、音が聴
こえてから何秒以内にマウス操作が行えるかという事前実験
を 1 人あたり 3 回、合計 30 回行った。これは反応時間が短
くなる 20代の結果であり、年齢の増加とともに長くなる可能
性が考えられる。
そこで、提案 CAPTCHAは目標音が聴こえ始めてから 0.7

秒以内、聴こえ終わってから前後 0.7 秒以内にマウス操作を
行えればよいものとする。

3.5 安全性
提案方式に対する、ボットによる攻撃手法として、以下の

手順を考える。

1. 音声案内を解析し、どの環境音が目標音に設定された
のかを理解する。

2. 5 種類の環境音の中から目標音がどれであるかを判別
する。

3. 目標音が開始されて 0.7秒以内にマウスを押す、終了
してから前後 0.7秒以内にマウスを離すという処理を
行う。

以上の手順 (2)に対して、機械学習を用いた攻撃が考えら
れる。機械による音響シーン識別は 2.2で前述したとおり、困
難だと考えられている。

図 5. 提案 CAPTCHAの正誤判定

4. 評価実験

4.1 実験目的
今回、提案 CAPTCHA はユーザー（人間）にとって解答

可能なものであるかを検証するため、ユーザーの成功率を調
査し、更にユーザビリティ評価を行うことで CAPTCHA と
しての実用性について調査する。

4.2 実験方法
被験者は宮崎大学に所属する 20代の健常な学生 10名であ

る。被験者には提案 CAPTCHA を解いてもらう前に一通り
の操作手順を説明し、本人が慣れたと感じるまで最低 1度の
練習を行ってもらった。被験者には、使用する環境音 10種類
が 1回ずつ目標音になるように問題を 10パターン解いてもら
い、被験者が操作を行った結果である各回答の正否とページ
表示から解答までの所要時間を記録した。使用した環境音の
組み合わせの詳細を表 1に示す。
またユーザビリティ評価を行うために、各被験者の正答率

や所要時間の測定を行った後、アンケート調査を行った。アン
ケート調査では、 SUS(System Usability Scale) というユー
ザビリティの数値的な評価が可能である指標を用いた。SUS

についての簡単な説明とアンケートの質問項目を 4.4に示す。

4.3 環境音の選択
本論文では環境音の収集を簡易にするため、フリー素材と

して効果音などを配布するサイト 10) を利用した。選択の基
準として、環境音の長さは 1秒から 2秒のみを設定した。
環境音は、鐘、鶏の鳴き声、ドアを叩く音、カラスの鳴き

声、ヤギの鳴き声、学校のチャイム、踏切、雨、セミの鳴き
声、携帯の着信音の 10種類を選択した。

4.4 SUS(System Usability Scale)

SUS(System Usability Scale)11) は John Brooke が 1868

年に開発したもので、ユーザビリティの評価のために多く利
用されている質問票である。以下は、評価に用いられる 10項
目のアンケート内容である。

1. この CAPTCHA をしばしば利用したいと思う。

2. この CAPTCHAは必要以上に複雑であると感じた。

3. この CAPTCHAは容易に使いこなすことができると
思った。

4. この CAPTCHAを利用するのに専門家のサポートが
必要だと感じる。

5. この CAPTCHAが提供する様々な機能は統一性があ
ると感じた。
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表 1. パターン詳細と実験結果

パターン 環境音 1 環境音 2 環境音 3 環境音 4 環境音 5 目標音 解答時間 [秒] 正答率 [％]

　 1 鐘 鶏 ドア 雨 踏切 踏切 20.41 100

2 セミ カラス ドア チャイム 踏切 チャイム 15.73 80

3 踏切 ヤギ セミ カラス 携帯 セミ 11.03 70

4 踏切 カラス セミ ドア 携帯 カラス 8.49 30

5 ドア ヤギ セミ カラス 携帯 ドア 7.19 60

6 チャイム 鐘 セミ カラス 携帯 鐘 7.47 60

7 踏切 チャイム セミ 鶏 鐘 鶏 16.23 80

8 踏切 鐘 ヤギ カラス 携帯 ヤギ 11.14 70

9 踏切 ヤギ セミ カラス 携帯 携帯 18.89 90

10 雨 ヤギ セミ カラス 携帯 雨 5.91 40

6. この CAPTCHAには統一性のない部分が多々あった
と感じた。

7. この CAPTCHAは大半の人がすぐに使用方法を理解
すると思った。

8. この CAPTCHAはとても操作しづらいと感じた。

9. この CAPTCHA を利用できる自信がある。

10. この CAPTCHAを利用するために多くのことを学ば
なければならないと感じた。

4.4.1 SUSの集計方法
各項目は 1～5 で評価され、その後以下のプロセスを経て

SUSを計算する。

奇数項目：回答番号から 1を引く
偶数項目：5から回答番号を引く

すべての項目は 0から 4で評価し、足しあわせた合計数値
を 2.5倍して 0から 100のスケールへ変換する。
各項目のスコアをN1 からN10 とすると、合計スコア S は

式 (1)で表すことができる。

S = (

10∑
i=1

Ni)× 2.5 (1)

スケール後の数値が高いほど、システムとして良い評価が
与えられる。SUS スコアは、Jeff Sauroらによる調査結果 11)

から平均スコアが 68とされている。

4.5 実験環境
本実験の環境は以下のとおりである。

OS：Windows 10(64bit)

CPU：Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz

メモリ：16.0GB

4.6 実験結果と考察
実験結果から、全てのパターンの平均正答率は 68%、平均

解答時間は 12.25秒である (表 1)。
この結果に対して、既存の音声型CAPTCHAの平均正答率

は 31.2%、平均解答時間は 28.4秒であり 12)、提案CAPTCHA

は既存の音声型 CAPTCHA より正答率が高く、短時間で解
答できる CAPTCHAであると考えられる。
今回の SUSに基づいたアンケート調査のスコアは 69であ

り、平均スコアの 68を超える結果となった。
また実験結果からは、環境音の種類によって正答率に差が

出たと考えられる。パターン 1 の踏切の音は正答率 100%に
対し、パターン 4のカラスの鳴き声は正答率が 30%と低いこ
とがわかった。
さらに、環境音が流れる順番に対しても正答率に差が出たと

考えられる。目標音が流れる順番が前半（1、2番目）では 30%

～60%と正答率が低く、後半（4、5番目）では 80%～100%と
高いことがわかった。
アンケート調査から、音声案内の機械音が聞き取りづらく、

指定された目標音が何かわからないという指摘があった。普
段から機械音を聞き慣れている人とそうでない人の間で正答
率に差が出たと考えられる。
今後は、音声案内も人間に聞き取りやすい手法を検討する

必要がある。

5. まとめ

本研究では、先行研究の CAPTCHAに対してのボットに
よる攻撃を考慮し、ボット耐性を持たせた新たな CAPTCHA

方式を提案した。
また、提案方式の CAPTCHAを実装し、実用性とユーザ

ビリティ評価を行う実験を行った。
実験の結果、人間であるユーザーが解いた場合は、既存の音

声型CAPTCHAと比べて高い正答率を示し、ユーザビリティ
評価の指標となる SUSスコアも平均を超える数値となった。
今後は、今回確認することができなかった新たな攻撃方法

による自動プログラムへの耐性を検証しつつ、人間が聞き取
りやすい音声案内の手法を模索していかなければならない。
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that can be Enjoyed by Performers 
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Abstract 

 
In recent years, entertainment computing has received increasing attention in Japan. In this study, we 

focused on projection mapping. Projection mapping is a technology for creating a new space by 
synthesizing space and video using a projector. Many people have been fascinated by the work that 
combines dancer performance and projection mapping. However, in these tasks, it is necessary for the 
performer to accurately match the motion of the image object in the projection mapping, and it is difficult 
for many people. Therefore, we propose a participatory projection mapping that changes interactively 
according to the user's movement in order to entertain not only the people who view the projection 
mapping but also the performers. In this study, we focused on sports and implemented projection mapping 
that can perform pitching of baseball and lifting of soccer according to the user's skeleton coordinates using 
Kinect. Also, if the user hides from Kinect's field of view and then enters Kinect's field of view again, there 
is a problem that the re-following of the user's skeleton coordinates is not performed well. We approached 
the problem by using a cascade classifier to detect users. We asked five users to experience the projection 
mapping proposed in this study, and conducted a questionnaire to obtain evaluation. From the results of the 
questionnaire, we think that we could get a certain evaluation as to whether the performers could enjoy as 
well as the people who saw the projection mapping. Future tasks include the implementation of tutorial 
screens and texture mapping to make the operation easier to understand, so that even small children and 
people with physical disabilities can experience it. 
 
Keywords:  Entertainment Computing (EC), Kinect, Projection Mapping, Baseball, 
Soccer 
 

1. はじめに 

 

近年，エンターテインメントコンピューティング（EC）

がますます注目され，日本の主要産業の 1つとなった.  

従来の工学は物質的な豊さを求められてきたが，そ

れが飽和しつつある昨今，精神的な豊さを求めるため

新しいエンターテインメントを創造するための技術と

コンテンツの研究を行う研究分野がエンターテインメ

ントコンピューティングである．その中でも本研究で

は，プロジェクションマッピングに着目した． 

プロジェクションマッピングは，プロジェクターを

使用して空間と映像を合成することにより，新しい空

間を作成する技術である．多くの人がダンサーのパフ

ォーマンスとプロジェクションマッピングを組み合わ

せた素晴らしい世界を作り出す作品に魅了されたこと 

があるだろう．ただし，これらの作業では，パフォー

マーがプロジェクションマッピングの画像オブジェク

トの座標に正確に動きを合わせる必要があるが，これ

は多くの人にとっては困難であると考える． 

 本研究では，プロジェクションマッピングを見聞き

する人々だけでなく，パフォーマーも楽しませるため

に，ユーザの動きに応じて映像がインタラクティブに

変化する参加型のプロジェクションマッピングを提案

する． 

 

2． 先行事例 

 

プロジェクションマッピングを用いた高い演出効果

を生み出す先行事例としては，まず，建物への投影が

挙げられる．図 2.1に東京ディズニーランドで 2014 年

5月から 2017年 11月まで行われた「Once upon a time」

を示す． 
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シンデレラ城にマッピングをし，驚きと感動を届け

た．現在もシンデレラ城で新たなプロジェクションマ

ッピングが行われている[1]．また，図 2.2の 2016年 8

月に開幕した「リオオリンピック」開閉会式でもプロ

ジェクションマッピングは行われた．2万ルーメンのプ

ロジェクターをメインに 333 台のプロジェクターが使

用された．開会式では、プロジェクションマッピング

を駆使した美しい映像演出が反響を呼び，南米初開催

となったオリンピックを強く印象づけた[2]． 

 

 

次にライブやコンサートなどのイベントが挙げられ

る．安室奈美恵は，二段構えの垂直のセット，6面の縦

長のビジョンを用い，ダンサー3人とプロジェクション

マッピングが重なるような演出を行った[5]．また，

Perfumeがフランス・カンヌで 6月に開催された世界最

大の広告祭「カンヌライオンズ 国際クリエイティビテ

ィ・フェスティバル」でのパフォーマンスで，プロジ

ェクションマッピングを行った(図 2.3)．3人がまとう

真っ白な衣装がスクリーンとなり，次々と色鮮やかな

グラフィックが映し出された．このようにステージの

背景だけでなく，アーティスト自身に投影を行うよう

な例もある． 

 

他にも，プロジェクションマッピングは，エンター

テインメント分野だけでなく，図 2.4 のような，手術

をリアルタイムでナビゲーションする装置など，医療

分野でも応用されている． 

 

3. 提案手法 

 

3.1 使用装置 

3.1.1 Kinect for Windows 

 Microsoftから販売された，コントローラーを用いず

に身体の動き，ジェスチャー，音声などによって操作

を可能にする周辺機器である． 

 Kinect には，赤外線センサー，8 ビット 3 チャンネ

ル(RGB)の画像データを取得する RGBカメラ，Kinect か

らの距離(深度)の画像データを取得する深度画像セン

図 2.1. 東京ディズニーランド Once upon a time[3]. 

． 

図 2.2. リオオリンピック[4]. 

 

図 2.3. Perfume カ ン ヌ ラ イ オ ン ズ       

国際クリエイティビティ・フェスティバル

[6]. 

図 2.4. 肝臓の ICG 発行をもとに切離線を決め，  

修正しながら手術が可能[7]. 
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サー，音の発生場所を求める音源位置推定が可能な音

声マイクが搭載されている．また，Kinect の最も特徴

的な機能が「姿勢認識技術」である，人間の全身を認

識してその動きによる操作をしている．これにより，

深度画像をもとに，人体のパーツがどこにあるのかを

推測することができる[8]． 

 本研究では，Kinect for Windows v1を使用した． 

 

3.1.2 プロジェクター 

投影を行う際に使用した． 

3.2 開発環境 

 以下の開発環境で実装を行った． 

 OS: Windows10 

 IDE: Visual Studio 2017 

 プログラミング言語: C++ 

 ライブラリ: OpenNI2, NiTE2, OpenCV, OpenGL 

3.2.1 OpenNI2 

 OpenNI2 は PrimeSence 社が中心となって開発したオ

ープンソースのライブラリである[9]． 

3.2.2 NiTE2 

NiTE2 とは，OpenNI2 同様，PrimeSence 社が提供して

いる姿勢認識ライブラリであり，OpenNI2のミドルウェ

アとして利用する．機能として，人の検出，骨格検出，

ポーズの検出，ジェスチャーの検出などがある[9]． 

3.2.3 OpenCV 

 OpenCV（Intel Open Source Computer Vision Library）

は，Intelによって開発された無償の画像処理ライブラ

リ集であり，画像の変形やテンプレートマッチング，

パターン認識，動画解析等の画像処理アルゴリズムが

数多く用意されている．静止画だけでなく動画像やビ

デオカメラからの入力にも対応しているため，パソコ

ンのスペックやアルゴリズムによってはリアルタイム

で処理することができる[10]． 

3.2.4 OpenGL 

 OpenGL[11][12]は，ワークステーションやパソコン

にグラフィックスを表示するためのソフトウエア・イ

ンターフェース（デブス・バッファ法による三次元グ

ラフィクス・ライブラリー）である．そして OpenGL は

照光処理，シェーディング，テクスチャ・マッピング，

陰面除去，アニメーション機能を備えているインター

フェースであり，非常に高品質のグラフィックス表示

を可能とするものである[13]． 

3.3 システムの概要 

本研究では，スポーツに焦点を当て，野球とサッカー

の動作を行うことができるプロジェクションマッピン

グを実装した． 

ユーザに図 3.7の Combination画面の投影を行い，ユ

ーザのスケルトン座標に応じてインタラクティブにプ

ロジェクションマッピングを変化させる[14][15]． 

3.3.1 表示画面 

 以下の 9つの画面を出力する． 

 Ball画面: スポーツで用いるボール（図 3.3） 

 Color画面: RGBカメラの映像（図 3.4） 

 Depth画面: 深度カメラの映像（図 3.5） 

 User画面: 人領域の映像（図 3.6） 

 Combination画面: 投影用（図 3.7） 

 Combination_PC画面: PC用（図 3.7） 

 Skeleton画面: 人の骨格情報（図 3.8） 

 Gray 画面: Color 画面にグレースケールを実行し

図 3.1. Kinect for Windows[8]． 

図 3.2. プロジェクター． 
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た画面（図 3.9） 

 Cascade画面: 黒い背景画像に Gray画面を合成し

た画面（図 3.10） 

 

 

 

図 3.8. Skeletonの画面表． 

図 3.3. Ballの画面表示． 

図 3.4. Colorの画面表示． 

図 3.5. Depthの画面表示． 

図 3.6. Userの画面表示． 

図 3.7. Combinationと Combination_PCの

画面表示． 
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3.3.2 スケルトンナンバー  

 Kinect for Windows v1において，スケルトンナンバ

ーは図 3.11に示すように割り当てられている． 

0 頭 

1 首 

2 左肩 

3 右肩 

4 左肘 

5 右肘 

6 左手 

7 右手 

8 胴体 

9 左腰 

10 右腰 

11 左膝 

12 右膝 

13 左足 

14 右足 

 

システム起動時のスケルトン認識の不安定さを防ぐ

ために，ユーザは「気を付け」のポーズをとる事とす

る．このポーズは以下に示す状態のポーズとする（図

3.11）． 

 左肩と右肩の𝑦𝑦座標の差が420𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

 左肘と右肘の𝑦𝑦座標の差が450𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

それぞれのモードにおいて，一連の動作が終了する

と初期化を行う．それによって，連続して投影を行う

ことを可能にした． 

それぞれのモードに切り替わる前は，画面は黒い初

図 3.10. Cascadeの画面表示． 

図 3.11. スケルトンナンバー． 

表 3.1. スケルトンナンバーと体の位置関係． 

図 3.12. 「気を付け」のポーズ． 

図 3.9. Grayの画面表示． 
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期画面である． 

3.3.3 野球モード  

ピッチングの一連の動作を行う際に，野球ボールと

野球場の投影を行う． 

ボールは投げる際に音がなり，飛距離が伸びるにつ

れ，徐々に小さくする事で実際にボールを投げたかの

ような演出を行う．ボールの位置が𝑥𝑥座標のしきい値

（被験者から見て画面左端)より大きくなった場合，ボ

ールは消えて初期化される． 

以下にピッチングの手順を示す． 

1. 胸の付近で両手を構える(以下の 6 つの条件を満

たす必要がある) 

 左肘の𝑥𝑥座標と胴の中心の𝑥𝑥座標の差が

200𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

 左肘の𝑦𝑦座標と胴の中心の𝑦𝑦座標の差が

200𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

 右肘の𝑥𝑥座標と胴の中心の𝑥𝑥座標の差が

200𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

 右肘の𝑦𝑦座標と胴の中心の𝑦𝑦座標の差が

200𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

 首の𝑦𝑦座標と左手の𝑦𝑦座標の差が200𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

 首の𝑦𝑦座標と右手の𝑦𝑦座標の差が200𝑚𝑚𝑚𝑚未満 

2. 頭より上に来るように右(左)手を振り上げるとボ

ールが出現し動き出す(以下の条件で認識する)． 

 振り上げた右(左)手の𝑦𝑦座標が頭の中心の𝑦𝑦

座標よりも高い 

 

 

3.3.4 サッカーモード 

 リフティングの一連の動作を行う際に，サッカーボ

ールとサッカー場の投影を行う． 

 ボールは蹴り上げる際には音がなる．また，ボール

の位置が𝑦𝑦座標のしきい値(画面下)より低くなった場

合，ボールは消え初期化される． 

 

 

 以下にリフティングの手順を示す． 

b, c. 右(左)膝を右(左)腰ほどの高さになるよう

に蹴り上げるとボールが出現する（以下の条件で

認識する） 

 右(左)膝の𝑦𝑦座標が右(左)腰から300𝑚𝑚𝑚𝑚低

い位置より高く蹴り上げると，ボールが出現

し動き出す．             

図 3.13. 野球モードの背景画像[16]． 

図 3.14. 野球モードを実行した際の 

combination画面表示． 

図 3.15. サッカーモードの背景画像． 
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b, c. 右(左)膝を下ろすとボールは下がり続ける 

 

 

 また，リフティングの動きは，次の物理演算を使用

している． 

 𝑦𝑦座標は上向きを正とし，プロジェクションマッピン

グの画面中央を𝑦𝑦 = 0とする． 

 

 𝑣𝑣0, 𝑣𝑣′0: 初速度 

 𝑡𝑡: 時間 

 𝑔𝑔(𝑔𝑔 = 9.8): 重力加速度 

a. ボールの位置が𝑦𝑦 ≥ 0の場合 

𝑦𝑦 = 𝑣𝑣0𝑡𝑡 − 1
2 𝑔𝑔𝑡𝑡2                      (1) 

𝑣𝑣0 = 25とすると 

𝑦𝑦 = 𝑣𝑣025 − 1
2 𝑔𝑔𝑡𝑡2                      (2) 

b, c. ボールの位置が𝑦𝑦 < 0の場合 

b 一定速度で落下 

c ボールを蹴り上げる動作をした時 

𝑦𝑦 = 𝑣𝑣′0𝑡𝑡 − 1
2 𝑔𝑔𝑡𝑡2                      (3) 

 ボールの最高点の位置を𝑦𝑦 = ℎ 

 ボールを蹴り上げた時点でのボールの位置を

𝑦𝑦 = −ℎ 

 上記のように仮定する． 

 連続したリフティング動作を行えるようにするため，

a でのボールの最高点に，再び蹴り上げたボールの高さ

をそろえる．これを実現させるため，以下の計算を行

う(図 3.17参照)． 

a より 

𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣0
2 = 2(−𝑔𝑔)ℎ                    (4)

最高点の速さは𝑣𝑣 = 0より

0 − 𝑣𝑣0
2 = 2(−𝑔𝑔)ℎ                      (5)

よって

𝑣𝑣0 = √2𝑔𝑔ℎ                                 (6)
 

図 3.16. サッカーモードを実行した際の 

combination画面表示． 

図 3.18. ボールを蹴り上げた時点でのボールの位置． 

図 3.17. リフティングのボールの動き． 
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c より 

𝑣𝑣2 − 𝑣𝑣0
2 = 2(−𝑔𝑔)(2ℎ)              (7)

最高点の速さは𝑣𝑣 = 0より

0 − 𝑣𝑣′0
2 = 2(−𝑔𝑔)(2ℎ)               (8)

よって 

𝑣𝑣′0 = √4𝑔𝑔ℎ                                (9)
以上より 

𝑣𝑣′0 = √2𝑣𝑣0                                         (10)
よって𝑣𝑣′0は𝑣𝑣0の√2倍である． 

𝑣𝑣′0 = 25 ∗ √2 ≅ 35.4               (11)
より 

𝑦𝑦 = 35.4 ∗ 𝑡𝑡 − 1
2 𝑔𝑔𝑡𝑡2                 (12) 

d より 

ボールが閾値より低くなった場合ボールは消え

る 

3.3.5 カスケード分類器を用いたユーザのポ

ーズ認識 

 Kinect には，スケルトントラッキングの対象となる

人物を認識した人物から無作為に選択する問題が存在

している[17].骨格座標を用いた手法では，ユーザが

Kinectの視野から隠れた後，再度 Kinectの視野内に入

った場合，ユーザの骨格座標の再追従が上手く行われ

ない問題があった[18]．その問題を解決する手段とし

て，図 3.10 の Cascade画面にカスケード分類器を用い

てユーザの検出を行う手法を提案する． 

3.3.5.1 AdaBoost 

 ブースティングは，弱い分類器を順次生成し，それ

らを組み合わせて強い分類器を作成する学習アルゴリ

ズムである[19]． 

 

 本研究では，さまざまなブースティング手法の中で

AdaBoostと呼ばれる手法を使用した．AdaBoostは，学

習プロセス中に分類器の認識率に適応的に重み付けす

ることにより学習することにより，高精度で分類器を 

作成する手法である[20]． 

 

 図 3.19において，ℎ𝑇𝑇(𝑥𝑥)は𝑇𝑇個目の特徴量を指し，𝛼𝛼は

重みを指す． 

 

 ブースティングのおおまかな流れ[22] 

1. 弱学習器ℎ1(𝑥𝑥)を作る 

2. ℎ1(𝑥𝑥)の結果を考慮して，次の弱学習器ℎ2(𝑥𝑥)

を作る 

3. 以下順々に，ℎ𝑡𝑡−1(𝑥𝑥)の結果を考慮して，次の

弱学習器ℎ𝑡𝑡を作る 

4. ℎ𝑇𝑇まで作ったら， ℎ1(𝑥𝑥)からℎ𝑇𝑇(𝑥𝑥)までをまと

めて強学習器ℎ (𝑥𝑥)を作る 

3.3.5.2 画像の特徴抽出 

 カスケード分類器は，学習時に特徴量の抽出を行う． 

以下に 3つの特徴量の抽出方法を示す． 

 Haar-like特徴量 

 Local Binary Pattern (LBP)特徴量 

 Histogram of Oriented Gradients (HOG)特徴量 

 本研究では，LBP特徴量を用いた． 

3.3.5.3 LBP特徴量 

 LBPとは，画像の認識と分類に使用できる特徴量の 1

つである[21][23]．LBPは回転変動などには弱いが，照

明変化の影響を受けにくく，また高速計算が可能とい

った特徴がある. 

 

 

 

 

図 3.19. AdaBoost[21]． 

図 3.20.  LBPの計算方法[21]． 
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 LBP の計算は3 ∗ 3ピクセルサイズの画素領域に着目

し行う．まず中心の輝度値と周辺 8 近傍の画素の輝度

値を比較する.その 8近傍の内，輝度値が中心の輝度値

以上のとき 1，それ以外を 0 とする.ここにマスクを掛

け合わせ，その総和を求めこの値が中心画素の輝度値

と置き換える. マスクとは，左上から時計回りに2𝑛𝑛の

重みを割り振ったものである (図 3.20 右から 2番目の

図).この作業を全画素に対して行い，できた画像を LBP

画像と呼ぶ.こうして求めた LBP特徴量を用いて物体を

認識する. 

 

3.3.5.4 サッカーモードにおけるカスケード

分類器の作成 

 サッカーモードにおいて，ユーザが膝でボールを蹴

り上げている動作を行っている画像をポジテイブ画像，

ユーザがそれ以外の動作を行っている画像をネガテイ

ブ画像として学習を行うことで，カスケード分類器を

作成した． 

 

 カスケード分類器を用いたサッカーモードのユーザ 

認識の図を以下に示す． 

 

4．実行結果 

以下にサッカーモードと野球モードの実行結果を示

す． 

 

 

ポジティブ画像 ネガティブ画像 

1200 345 

図 3.22.  ネガティブ画像． 

表 3.2.  学習に用いた画像枚．

数． 

図 4.1.  サッカーモードの実行結果． 

図 4.2.  野球モードの実行結果． 

図 3.21.  ポジティブ画像． 

図 3.23.  カスケード分類器を用いたサッカーモード 

のユーザ認識． 
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5. 評価実験 

 

5.1 評価方法 

 図 5.1のようにプロジェクターと Kinectを配置する． 

体験者は Kinectの正面に立つ． 

 本研究で提案したプロジェクションマッピングの評

価を得るために，5名の被験者に体験してもらい，アン

ケートを実施した． 

  

アンケートの質問内容を以下に示す． 

Q1. 操作はわかりやすいか？ [5段階評価] 

Q2. わかりづらかった場合，どこがわかりづらいか？ 

Q3. 楽しさについての満足感はどれくらいか？ 

[5段階評価] 

Q4. 今後の改善点や意見・要望 

5.2 評価結果 

 図 5.2にアンケート結果を示す． 

 Q1 の操作のわかりやすさに関しては平均 4 点を得る

ことができた． 

 Q2 のわかりにくかった部分では「操作方法が口頭で

の説明だったので，教えてもらうまでわからなかった．」

という回答が得られた． 

 Q3 の楽しさに対する満足度に関しては平均 4.2 点を

得ることができた． 

Q4 の今後の改善点や意見・要望に関しては以下の回答

が得られた． 

 「ボールをリアルにして欲しい」 

 「膝以外でもリフティングしたい」 

 「観客の声援が欲しい」 

 「回数表示機能が欲しい」 

 「チュートリアルが欲しい」 

 「音に臨場感が欲しい」 

 「何かゲーム性が会ったらもっと楽しめると思う」 

 「認識が上手くいかなかった」 

 「ボールが遅くなっている点が気になった」 

 「卓球も追加して欲しい」 

 「もうちょっと FPSを上げて欲しい」 

6．考察 

 

 評価結果より，プロジェクションマッピングを見る

人々だけでなく，ユーザも楽しめるかについては一定

の評価を得る事ができた． 

 しかし，カスケード分類器を用いた手法では，誤認

識があり改善の余地があると考える． 

 今後の課題としては，アンケートの回答から得られ

た 

チュートリアル画面の実装，ボールへのテクスチャマ

ッピング，サッカーモードにおいてリフティング可能

部位の増やす，FPSの向上や，体の小さな子供や体の不

自由な方にも体験してもらえるようにすることなどが

挙げられる． 

 

7． おわりに 

 

 本研究では、プロジェクションマッピングを見る

人々だけでなく，パフォーマーも楽しませる事を目的

に，Kinect と OpenCVを用いて，パフォーマーの動きに

応じてインタラクティブに変化する参加型のプロジェ

クションマッピングを提案した． 

図 5.1.  評価実験環境図． 

図 5.2.  アンケート結果． 
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 これにより，今まではパフォーマーがプロジェクシ

ョンマッピングの画像オブジェクの座標に正確に合わ

せる必要があり多くの人にとっては困難だった作業が，

誰もが楽しく簡単に行うことが可能になったと考える． 

 また，今後お互いの動きのズレをさらに減らす事で

よりリアルな舞台演出が期待できる． 

 今後も，プロジェクションマッピングを見ている人

だけではなく，ユーザもより楽しめるプロジェクショ

ンマッピングの実現を目指していきたい． 
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A Study on Hidden Surface Removal for Manipulation of 
Virtual Objects with Bare Hands in Augmented Reality 

 
Takahiro ISHIZU, Makoto SAKAMOTO 

 
Abstract 

 
With the development of Augmented Reality (AR) technology in recent years, it has become possible 

for user to manipulate objects in virtual space as if they were operating objects in real space. In addition, it 
has been attracted on interaction technologies that allow users to manipulate virtual objects directly with 
their bare hands, aiming for more intuitive manipulation similar to real space. Therefore, we believe that a 
more accurate overlay technique between real and virtual space is required for a more seamless interaction. 
On the other hand, in augmented reality, a three-dimensional (3D) model is superimposed later on the 
image in real space, so that it is always displayed in front of the hand. Thus, in some cases, it becomes an 
unnatural scene (occlusion problem). Interaction manipulations in augmented reality will be increasingly 
required in the future, and more precise manipulations will be required. Therefore, we seek to consider 
hidden surface removal along the user's fingertips. In this study, the depth relationship between the user's 
hand and the virtual object is considered by acquiring depth information of the user's finger using a depth 
sensor. In addition, we propose a method to extract the area of the hand in real time by analyzing the state 
of the color distribution near the acquired finger position. Also, when performing an operation of grasping 
a virtual object, the thumb and other fingers could not be distinguished, and hidden surface processing was 
sometimes performed inappropriately. Therefore, in this study, we propose a method that uses the Canny 
method to distinguish between the thumb and other fingers and perform appropriate hidden surface 
processing. In this way, this system realizes the removal of hidden surfaces along the area of the user's hand. 
In the evaluation experiment, by using the hidden surface removal of this study, the boundaries of the 
fingers are distinguished and the outline of the fingers is clarified. Confirmed that it can be processed. 
 
Keywords:  Augmented reality (AR), Hidden surface removal, Virtual Object, Hand 
Detection 
 

1. はじめに 

拡張現実感 （Augmented Reality:AR） 技術は，我々

が実空間から受ける知覚情報に，コンピュータによっ

て生成された情報を重ね合わせる技術である．また，

拡張現実感は教育，医学，娯楽などの幅広い分野で使

用されており，その応用は多岐にわたる 1),2),3)．さらに，

近年，拡張現実感技術はますます発展し，ユーザと仮

想物体のインタラクションを実現するための研究も行

われている 4),5),6),7). 

拡張現実感におけるインタラクションに関する従来

研究 8)では，ユーザにマーカや特殊な手袋などを置くこ

とで，ユーザの位置情報を取得し，仮想物体との相互

作用を実現した．ただし，これらの方法は，着用によ

る体重などの不快感をユーザーに与える場合がある．

現実空間における実際の生活で，物体とのやり取りの

主な手段は手であるため，拡張現実感におけるインタ

ーフェイスはユーザが素手で仮想物体を操作できる必

要であると考える． 

一方，拡張現実感で表示される 3 次元（3D）モデル

は，実空間上の画像に後から重畳されるため，3D モデ

ルは常に前面に表示される．そのため，拡張現実感に

おいて， ユーザが素手で仮想物体とのインタラクショ

ン操作を行うとき，ユーザの手は仮想物体によって隠

される．したがって，不自然な描写になり，ユーザは

仮想物体と自分の手との前後関係を認識できず，仮想

物体を操作することが難しくなる． 

先行研究 9)では，透明な 3D モデルを使用し，3D モ

デルはユーザの各指を追跡させ，ユーザと 3Dモデルの

深度情報に基づいて隠面処理を行っていた．しかし，
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追従する 3Dモデルが指よりも大きいため，実際の指よ

りも広い範囲が前面に表示されていた（図 1.1）． 

 

 

 

 

 

 ここで，2020 年春から我が国において，第 5 世代移

動通信システム（5G）サービスの商用化が始まる 10)． 

 これまで１Gから４Gに至るまで，通信速度の向上が

進んできた．５Gもより高速化を実現するものであるが，

５G ではさらに，「多数同時接続」，「超低遅延」といっ

た特徴を持つ． 

 ５Gは来るべき IoT時代の重要な基盤となるものとな

り，拡張現実感と組み合わせることで，ユーザがリア

ルタイムにさまざまな情報をわかりやすく利用するこ

とに繋がると考えられる. 

 そのような背景を含めると，今後，拡張現実感にお

けるユーザと仮想物体とのリアルタイムに行うインタ

ラクション操作に関して，ますます高い精度が求めら

れると考えられ，拡張現実感におけるユーザと仮想物

体とのリアルタイムに行うインタラクション操作に関

して，ますます高い精度が求められると考えられる. 

 そこで，本研究においては，拡張現実感のにおける

インタラクション操作において，ユーザの手と仮想物

体との隠面処理における見た目の部分に着目し，指先

に沿った範囲での隠面処理を実現することにより，見

た目の精度向上を目指す. 

 

2. システムの構築 

 ユーザの手指の輪郭に沿って隠面除去を行うために，

本システムは，ユーザの手指の深度情報，色情報およ

びエッジを取得することにより，ユーザの手領域を検

出する. 

 まず，手領域を検出するために，本システムは色情

報に基づいた RGB画像を使用する．さらに，「肌色」領

域をリアルタイムで取得する．このときに使用する「肌

色」 は，リアルタイムにその色の範囲を更新し，定義

する．そして，そこで定義された「肌色」の範囲内に

入る色を手領域と認識する． 

 手指の深度情報の取得には，手指の深度情報の取得

に特化したセンサである，Leap Motion Controller を

使用する．取得した手指の深度情報に基づいて，親指

に青色の点 群を追従させ，他の指に緑色の点群を追従

させる. 

 これらの青色および緑色の点群は，手が，Web カメ

ラに向かって一番奥の仮想物体より前面にある場合に

のみ，その手指の位置に表示されるように，図 2.1 の

ように 「境界線」を設定する．境界線の位置よりユー

ザの手指が，Web カメラから向かって手前かそうでな

いかにより，青色および緑色の点群を表示するか否か

を制御する．つまり，境界線の位置よりも Web カメラ

から向かって手前側であれば，青色および緑色の点群

を表示し，境界線の位置よりも Web から向かって奥側

であれば，青色および緑色の点群を表示しないものと

する. 

 

 

 

 

 

 

 また，仮想物体を複数表示する場合に対処するため，

青色および緑色の点群と境界線より Web カメラから向

かって手前側の仮想物体との関係を区別するために，Z

バッ ファ法を用いる. 

 このようにして，ユーザの手が仮想物体よりもカメ

ラから近い場合，ユーザの手は仮想物体の前面に正し

く表示され，ユーザは自身の手と仮想物体との前後関

係を把握できる. 

 指同士の区別は，親指のエッジ検出を行うことで，

親指とそれ以外の指とを区別する． 

図 2.1：システムの構成 

図 1.1：先行研究における隠面処理 
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 このようにして，手の輪郭が抽出され，手の輪郭に

沿った隠面処理を実現する. 

 ここで，親指とその他の指とで区別する理由として

は，物体を掴む操作において， 親指が仮想物体よりも

手前に，その他の指が仮想物体よりも奥に位置する場

面が多いと考えられるからである. 

 

2.1 システム処理の流れ 

 拡張現実感では実空間の映像に対して仮想物体を後

から重畳する.このため，仮想物体が実物体よりも奥に

存在するときでも，その実物体に隠されることなく仮

想物体が常に前にあるかのように表示される（図 2.2）．

これは，拡張現実感におけるオクルージョン問題と呼

ばれており，ユーザが仮想物体とのインタラクション

を行う際に，仮想物体と手との前後関係を正しく認識

できなくなる．このため，ユーザは視覚的に違和感を

抱き，直感的な操作を行うことができなくなると考え

られる．そこで，本研究では Leap Motion Controller

から得られる手指の 3 次元座標と Web カメラから得ら

れる RGB 画像を用いて，手と仮想物体の仮想空間上で

の隠面処理により，この問題を解決する. 

 

 

 

 

 

 以下にその手順を説明する. 

1. Web カメラによる RGB 画像を取得し，肌色の領域を

抽出することで手の領域 を検出し，2 値画像(図 2.3)

を生成する. 

2. Leap Motion Controller により手の 3 次元座標を

取得し，手のある部分が仮想物体よりも前にある場合，

その部分をマスキングした画像（図 2.4, 2.5）を生成

する. 

3. 実空間と仮想物体を合成し，常に仮想物体が前面に

表示される画像を生成する. 

4. 手順 1.により抽出された手の領域にもとの RGB 画

像を合成し，常に手が前面に表示される画像を生成す

る. 

5. 手順 2.の画像におけるマスキングされた領域に手

順 4.の画像を合成する. 

 

以上の手順により，ユーザの手が仮想物体よりも手

前側にある場合には，ユーザの 手が仮想物体の手前側

に正しく表示され，ユーザは自身の手と仮想物体との

前後関係 を把握することができる. 

 

2.2 手領域を示す 2値画像の生成 

 手領域を検出するため，手の「肌色」の領域の抽出

を行う．「肌色」はリアルタイムにその範囲を決定する.

次に，抽出した領域とそれ以外の領域で 2値化を行い，

膨張および収縮を 2 回ずつ行うことにより，ノイズを

除去する．生成した画像を図 2.3 に示す. 

 

 

 

 

2.3 深度情報を考慮した画像の生成 

 本システムは，Leap Motion Controller により取得

した指の位置情報に基づいて，青色の点群(親指の位置

に追従)と緑色の点群(親指以外の指の位置に追従)を

プロットした画像を生成する.ユーザの親指が境界線

より前面にあるとき， 青色の点群は親指の各関節の位

置に表示される（図 2.4）． 

 

 

 

 

 

図 2.2：隠面処理をしない場合の AR画像 

図 2.3：2値画像 

図 2.4：親指に追従する青色の点群 
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 さらに，親指以外のユーザの手指が境界線より Web

カメラから向かって前側にある場合，親指以外の指の

各関節の位置に緑色の点群が表示される(図 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに，本システムにおいては，深度の異なる複数

の仮想物体を処理できる.奥側の仮想物体とユーザの

手との間との前後関係は，青色の点群と緑色の点群が

表示されるかどうかによって判断できる. 

 一方，手前の仮想物体とユーザの手との間との前後

関係は，Zバッファ法を使用して決定される．Zバッフ

ァ法を使用すると，手指が仮想物体の背後に位置する

と，指の位置に続く 青色の点群と緑色の点群が仮想物

体によって隠される. 

 このようにして，本システムは，複数の仮想物体が

存在する場合でも，ユーザの手と仮想物体との間の前

後関係を判別できる. 

 

2.4 手が前面に表示される画像の生成 

 図 4.5における白い領域において，図 4.2の画像を

図 4.4 の画像に置き換えることで，手が常に仮想物体

に対して前面に表示される画像(図 4.8)を生成する. 

 

 

 

 

 

 

2.5 結果画像の生成 

 図 2.2 の画像に対して，図 2.4 または図 2.5 の画像

の緑色および青色の点群の領域だけを，図 2.6 の合成

後の画像に置き換えることで，深度情報に応じて，仮

想物体よりも前に手が表示される画像（図 2.7）を生成

する．ユーザはこの画像を基にした映像を基に，仮想

物体とのインタラクション操作を行う. 

 

 

 

 

 

 

3. 手領域の検出 

 本システムは，ユーザの手領域を検出するために「肌

色」の領域を抽出する. 

 手領域は，肌の色や照明などの周囲の環境に左右さ

れないようにすることが望ましい.よって，「肌色」の

色の範囲はリアルタイムに決定することとする. 

 本研究のような，ヒューマン・コンピュータ・イン

ターフェイス(HCI)システム においては，手領域を検

出するための肌色検出のためのアルゴリズムが必要で

ある. 肌色検出のためのアルゴリズムには，2つの問題

がある.1 つは人間の肌の色調が可変的であること，も

う 1つは背景が複雑であることである.人間の肌の色調

の変化は，同じ民族グループ内または異なる民族グル

ープ内の人ごとに簡単に見ることができる.また，リア

ルタイムで使用される背景は，通常，照明条件が変化

するため複雑になる.したがって，これらの条件下で適

切に機能するには，優れた肌色の検出および認識アル

ゴリズムが必要である. 

 本稿では，背景の変化や照明条件の変化にリアルタ

イムに対応しながら，ユーザの肌色領域を検出する手

法を提案する.これにより，手領域を適切に検出し，拡

張現実感における隠面処理を，手の輪郭に沿った範囲

で行うことが可能となる. 

図 2.5：手全体に追従する緑色の点群 

図 2.6：手が仮想物体の前面に表示される画像 

図 2.7：結果画像 
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3.1 手領域候補の検出手法 

 本システムは、Leap Motion Controller から取得し

た位置情報により，親指の位置に 青色の点群をプロッ

ト，その他の指および手の位置に緑色の点群をプロッ

トする(図 2.4, 図 2.5). 

 しかし，ここで表示される青色および緑色の点群は，

手領域を含むが，それ以外の領域も含んでいる．そこ

で，手領域のみを検出する必要がある. 

 本節では，青色の点群および緑色の点群の画素にお

ける RGB 値を元に主成分分析を用いることで，肌色ら

しさを表す指標軸が決まるかを確認し，手領域が持つ

「肌色」を定義し，その領域を検出する手法を述べる. 

 

3.2 主成分分析を用いた予備実験 

 主成分分析とは，多変量の値をできるだけ情報の損

失なしに，少数の総合的指標に要約する手法であり，

比較するデータの数を削減できる.そのため，高速処理

が実現でき，リアルタイム性が要求される場面に適し

ていると考える. 

 本節では，まず予備実験として，図 2.5 の青色の点

群および緑色の点群の画素において，手領域を赤，そ

れ以外の領域を青とする点をプロットする（図 3.1）. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画像空間上の座標 ( , ) をもつ画素 の画素値  

を縦に並べたデータ行列 を式 5.1 のように定義す

る.  

XD = {xxy|xxy = (Rxy, Gxy, Bxy), Rxy ∈ (0,255),                                

Gxy ∈ (0,255), Bxy ∈ (0,255), if xy ∈ Chand}   

(3.1) 

ここで， 

Chand: 図 2.5の青色の点群および緑色の点群の画素の

集合. 

xmean: 図 2.5の青色の点群および緑色の点群の画素全

体の平均値ベクトル.  

N: 図 2.5の青色の点群および緑色の点群の画素数. 

とする. 

次に，XD を標準化するため，XD における平均を μ，

標準偏差をσとすると，XS = (XD −μ) / σ により変換

する.  

以下，変換後の XDを Xとする. 

 データ行列 X から，各軸間の関係を圧縮し，Z の分

散が最大になるように 

         Z = ω1XR + ω2XG + ω3XB     (3.2) 

を定める. 

 ただし，∑ωi
2 = 1とする. 

 

 式 3.2および固有ベクトル(表 3.1)から，主成分得点

を求める式は， 

Z1xy = −0.575Rxy + (-0.583)Gxy + (-0.575)Bxy  

(3.3) 

Z2xy = -0.716Rxy + 0.071Gxy + 0.698Bxy       

(3.4) 

Z3xy = -0.426Rxy + 0.813Gxy + (-0.396)Bxy     

(3.5) 

のように表される. 

 これらの式を用いて主成分得点を求め，その画素の

分布を図 3.2に示す.  

 

 

 R G B 

第１主成分 -0.575 -0.583 -0.575 

第２主成分 -0.716 0.017 0.698 

第３主成分 -0.426 0.813 -0.396 

図 3.1：青色および緑色の点群における画素の分布 

表 3.1：固有ベクトル 
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本研究では，主成分得点に閾値を定めることによって

手領域とそれ以外の領域とを分離する.そこで，分布の

状態と寄与率から，閾値の設定が容易と考えられる第 1

および第 3 主成分得点を用いて閾値を設定することと

する. 閾値は，箱ひげ図の要領で定める.ある一定の割

合に入る RGB 値をもつ画素を肌色領域とみなすことと

し，上限および下限を適切に定め，それぞれ閾値とす

る(図 3.3)．この時，手領域とその他の領域との区別を

割合的に求めるため，手領域の重みを大きくする.これ

は，青色および緑色の点群の中心付近の重みを大きく

することで得られる. 

 図 3.3 のように，肌色領域とそれ以外の色領域とを

分離するように，仮に閾値として−2 < Z1 < 4，−0.6 < Z2 

< 0.5と定める. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 −2 < Z1 < 4，−0.6 < Z2 < 0.5 を満たす画素を白，

それ以外を黒とする 2値画像を生成する（図 3.4）. 

 

 

 

 

 

 

3.3 生成した２値画像におけるノイズの除

去 

 本システムは，「肌色」を使用してユーザの手領域を

検出する 2 値画像を生成するが，この 2 値画像には，

ノイズが含まれている. 

 この 2 値画像は後の処理で使用されるため，ノイズ

が最終結果画像に反映されてしまう. 

 したがって、本節ではそのノイズを除去する手法に

ついて説明する. 

 まず，8 近傍で収縮と膨張を 2回実行する. ただし，

これだけではノイズを十分に除去できない.これは，大

きなノイズを除去するために，膨張と収縮を複数回行

う必要があるため，計算量が大きくなり，リアル タイ

ム性が損なわれるということがあげられる.そのため，

大きなノイズに関しては， 次の処理を行うことで手領

域のノイズを除去する（図 3.5）. 

1. 赤い点(カメラに最も近い指に置かれる)を含む白

い領域を手領域として決定 する. 

2. 手の内側を黒で塗りつぶし，手の外側を白で塗りつ

ぶす. 

3. 白と黒を反転する. これにより，手領域内のすべて

のノイズが除去される． 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2：青色および緑色の点群における画素の分布 

図 3.4：予備実験における 2値画像 

図 3.3：仮の閾値の設定 

図 3.5：ノイズ除去の手順 
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4. 指同士の区別 

 図 4.1 の白色の領域は手の領域を示している．ただ

し，この画像からは指同士の区別が明示されていない． 

 

 

 

 

 

 よって，この画像に基づいて隠面消去を行うと，図

6.2 のように親指だけでなく，他の指巻き込まれえて

隠面処理されてしまう． 

 したがって，この問題を解決するに，エッジ検出を

用いて親指と他の指とを区別する. 

 

 

 

 

 

 

4.1 Canny法によるエッジ検出 

 本研究では，エッジ検出の手法として，計算コスト

が低く，リアルタイムでの処理 に適している Canny 法

11)を採用する. 

 Canny 法では，画像の輝度チャンネルに大きな変化

がある部分をエッジ強度として取得する.強閾値と弱

閾値 2 つの閾値が設定され，エッジ強度が強閾値を上

回っている場合と，エッジ強度が弱閾値以上かつ強閾

値未満ですでに輪郭と判定された画素に隣接している

場合に輪郭の画素であると判定する. 

 さらに，エッジ検出時に抽出される親指の領域は，

後の処理でエッジに囲まれた領域で埋められるため，

エッジ検出時には，エッジは 1 つの明確なラインでな

ければならない.そのため，本研究では Canny法を用い

た，ユーザの親指のエッジを検出する手法を提案する. 

 

4.2 親指領域の検出 

 親指の輪郭を検出するために，図 4.3 のように，赤

色の点群から親指の付け根方向 に向けて探索を行い，

Canny 法で検出したエッジに当たった点があれば，そ

こに親指 の輪郭があるとする.Canny 法で検出したエ

ッジに当たった点がなければ，角度を変えて再び探索

する. 

 このようにして，親指の輪郭を探索し，そこから少

し進んだ位置を三角形の 2 つの頂点とする．また，親

指の付け根から少し進んだ位置をもう 1 つの頂点とす

る. 

 

 

 

 

 

 

 このようにして得られた 3 つの頂点をもつ三角形を

図 4.4に示す. 

 親指を検出するために，親指を三角形で囲み，親指

で囲まれた内側の領域とエッジ 検出で表示された境

界を抽出する．この領域を親指領域と見なす(図 4.4). 

 図 4.4 と深度を考慮した画像を合わせて結果画像を

生成する(図 4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1：指同士の区別が明示的でない 2値画像 

図 4.4：親指領域を明示的に表示 

図 4.2：他の指を巻き込む 

図 4.3：親指の輪郭検出 
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5. 評価実験 

 本システムにおいて，肌色検出により，手指の領域

検出の精度を検討する実験を行った． 

 320×240 pixel の画像を作成し，本手法における隠

面処理を行う．このとき，手領域である画素を正しく

判定した画素数，誤って手領域と判定した画素数，手

領域であるが手領域と判定されなかった画素数および

判定の精度をそれぞれ求め，その結果を表 5.1に示す． 

 検出の精度に関して，さらに向上させるために，肌

色の閾値が適切に設定できるようにする必要があると

考える． 

 

6. おわりに 

 拡張現実感は近年，教育，医療，エンターテイメン

トなど，幅広い分野に適用されている．将来的には，

拡張現実感でのインタラクション操作のさらなる開発

が期待され，より詳細な仮想物体の操作が必要になる

と考えられる. 

 したがって，本研究では，拡張現実感でのインタラ

クション操作に関するより詳細な作業に適用できるこ

とを目指して，指に沿った隠面除去を提案し，実装し

た. 

 本研究では，ユーザの指に沿った隠面除去を実現す

るために，手の輪郭の検出に注意を払った．そのため，

本研究においては，手領域の検出のために「肌色」を

主成分分析により決定，および抽出する手法を提案し

た．さらに，親指と他の指との区別がないため，不適

切に隠面処理されてしまう問題を解決するため，本研

究では，Canny 法を用いた親指のエッジを検出する手

法を提案した. 

 評価実験では，本システムにより，リアルタイムに

手領域の範囲を適切に決定することができ，特定個人

に依存せずに，拡張現実感における指先に沿った隠面

処理が実現できることが確認できた. 

 今後の課題として，本システムにおける処理の安定

性の向上が挙げられる.また，肌色の検出について，さ

らなる精度の向上のため，肌色の閾値に関するパラメ

ータを適切に設定する必要があると考えられる. 
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図 1 マススプリングモデル. 

物体との衝突を考慮した布アニメーションの試みⅡ 
 
 

迫間 健治 a)・釜坂 岳人 b)・坂本 眞人 c)

 
Attempt of Cloth Animation 

by Considering the Collision with the ObjectⅡ 

 

Kenji SAKOMA, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

    In recent years, three-dimensional computer graphics (3DCG) technology has been applied in various fields 
such as AR / VR technology, movies, games, and virtual fitting of clothes. One of the problems is the problem of 
contact between clothes and other objects (such as the body). In this paper, we focused on that problem. The 
methods verified at that time are the Euler method, the FB Euler method, and the Runge-Kutta method. In this paper, 
we verified each simple animation using the above three methods. As a result of the verification, animation with the 
Euler method or Runge-Kutta method shows contact with the body, clothes moving away from the body, and heavy 
movement, etc.The FB Euler method creates a simple but stable animation Was completed. However, problems such 
as the need to manually change parameters and the large amount of calculation were raised. In addition, other issues 
such as the study of numerical calculation method and contact force calculation method other than the method 
verified this time and the study of texture mapping method to skirt were mentioned. In this paper, we were able to 
create simple animations, but there were still many issues such as the number of mass points and the reproducibility 
of the cloth, and there were many issues to be improved. Therefore, we want to pursue future research and aim for 
more realistic reproduction and practical research. 

 
Keywords:  Image processing, Euler method, FB Euler method, Runge-kutta mechod, Animation 

 

 はじめに
近年、3次元コンピュータグラフィクス(3DCG)技術が、

AR/VR 技術、映画、ゲーム、衣服の仮想試着など様々な
分野で応用されている 1)。 
本研究では、その中でも 3DCG アニメーションへ応

用される布のシミュレーションを、物理モデルを用いて行

う。 
なお、本研究では過去の研究 2-4)に着目し、他物体(フ

ラダンサーの身体)との接触を考慮した簡易的な布(例と
してスカート)のシミュレーションに取り組む。 

 
 シミュレーション手法
布を表現するためのモデリング手法は大まかに幾何学

モデルと物理モデルの 2種類に分けられる。  
動的なシミュレーションを行うため，変化過程を考慮し

た物理モデルを今回は用いる。 

マススプリングモデル 
マススプリングモデルでは布の持つ異方性を表現する

ため、布の縦糸と横糸に沿った方向を軸とし、正方形の格

子状に配置した質点と近接する質点を互いにつなぐバネ

で、布の形状を構成する（図 1参照）。 

 
 
布の力学的特性

KES から挙げられた布の力学特性の 6 つの中でも、布
の形状をモデル化する際に、引張り特性・せん断特性・曲

げ特性・重量特性の 4つを考慮する 5)(図 2)。 

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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図 2 布の力学的特性

質点にかかる力 
時刻 tにおける粒子 iにかかる力の合力𝑭𝑭_𝒊𝒊 (𝑡𝑡)は，風力

𝒇𝒇_𝒘𝒘𝒊𝒊𝒘𝒘𝒘𝒘や重力𝒇𝒇_𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈などの外力と，バネの振動に対
する減衰力𝒇𝒇_𝒘𝒘𝒈𝒈𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒅𝒈𝒈やバネによる力𝒇𝒇_𝒔𝒔𝒈𝒈𝒈𝒈𝒅𝒅𝒈𝒈𝒔𝒔𝒉𝒉といった
布の内部構造より生じる力から以下のように表せる。 
𝑭𝑭_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) = 𝒇𝒇_𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒊𝒊𝒈𝒈𝒈𝒈 + 𝒇𝒇_𝒘𝒘𝒈𝒈𝒅𝒅𝒅𝒅𝒈𝒈𝒈𝒈 + 𝒇𝒇_𝒔𝒔𝒈𝒈𝒈𝒈𝒅𝒅𝒈𝒈𝒔𝒔𝒉𝒉 + 𝒇𝒇_𝒘𝒘𝒊𝒊𝒘𝒘𝒘𝒘
= 𝑚𝑚_𝑖𝑖 𝒈𝒈 + 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) + 𝒇𝒇_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) + 𝛼𝛼 cos (𝛽𝛽)  sin (𝛾𝛾)

+ 𝛼𝛼 sin (𝛽𝛽)  sin (𝛾𝛾) 

運動方程式 
運動方程式に基づき加速度𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡)は次の式で表される。 

𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) = 1 ⁄ 𝑚𝑚_𝑖𝑖 ⋅ 𝑭𝑭_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) 

数値計算法 
本研究では、陽的公式の中からオイラー法・FB オイラ

ー法・ルンゲクッタ法を用いた 6)。

オイラー法 
1 階常微分方程式の数値計算法の 1 つである。時刻𝑡𝑡か

ら時刻𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡の間、質点が等加速度直線運動をするものと
仮定すると、2.2 節で計算した粒子に働く力を用いて，速
度𝒈𝒈_𝒊𝒊、座標𝒙𝒙_𝒊𝒊は次の式で求められる。 

𝒙𝒙_𝒊𝒊 (𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = 𝒙𝒙_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) + 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡)𝛥𝛥𝑡𝑡
𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑖𝑖) + 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡)𝛥𝛥𝑡𝑡 

(𝛥𝛥𝑡𝑡：時間ステップ) 
 

オイラー法 
オイラー法と後退オイラー法を同時に使用する数値計

算法である。速度は、現在の加速度に対してオイラー法を

適用し、位置は、未来の速度に対して後退オイラー法を適

用する。 
𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡) + 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡)𝛥𝛥𝑡𝑡
𝒙𝒙_𝒊𝒊 (𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = 𝒙𝒙_𝒊𝒊 (𝑖𝑖) + 𝒈𝒈_𝒊𝒊 (𝑡𝑡)𝛥𝛥𝑡𝑡 

(Δ t：時間ステップ) 

ルンゲクッタ法 
4階常微分方程式の数値計算法の 1つである。一見計算

量が 4倍のように見えるが、計算精度が高いため、時間刻

み幅𝛥𝛥𝑡𝑡を大きくすることができ、より安定したシミュレー
ションが可能である。 

𝑘𝑘𝒈𝒈𝟏𝟏 = 𝒈𝒈𝟏𝟏 𝛥𝛥𝑡𝑡, 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟏𝟏 = 𝒈𝒈(𝑡𝑡)𝛥𝛥𝑡𝑡
𝒈𝒈𝟐𝟐 = (𝐹𝐹(𝒙𝒙(𝑡𝑡) + (𝑘𝑘𝒙𝒙𝟏𝟏) ⁄ 2))/𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝒈𝒈(𝑡𝑡) + 𝒈𝒈,
𝑘𝑘𝒈𝒈𝟐𝟐 = 𝒈𝒈𝟐𝟐 𝛥𝛥𝑡𝑡, 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟐𝟐 = (𝒈𝒈(𝑡𝑡) + (𝑘𝑘𝒈𝒈𝟏𝟏) ⁄ 2)𝛥𝛥𝑡𝑡,
𝒈𝒈𝟑𝟑 = (𝐹𝐹(𝒙𝒙(𝑡𝑡) + (𝑘𝑘𝒙𝒙𝟐𝟐) ⁄ 2))/𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝒈𝒈(𝑡𝑡) + 𝒈𝒈,
𝑘𝑘𝒈𝒈𝟑𝟑 = 𝒈𝒈𝟑𝟑 𝛥𝛥𝑡𝑡, 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟑𝟑 = (𝒈𝒈(𝑡𝑡) + (𝑘𝑘𝒈𝒈𝟐𝟐) ⁄ 2)𝛥𝛥𝑡𝑡,
𝒈𝒈𝟒𝟒 = (𝐹𝐹(𝒙𝒙(𝑡𝑡) + (𝑘𝑘𝒙𝒙𝟑𝟑) ⁄ 2))/𝑚𝑚 − 𝑐𝑐𝒈𝒈(𝑡𝑡) + 𝒈𝒈,
𝑘𝑘𝒈𝒈𝟒𝟒 = 𝒈𝒈𝟒𝟒 𝛥𝛥𝑡𝑡, 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟒𝟒 = (𝒈𝒈(𝑡𝑡) + 𝑘𝑘𝒈𝒈𝟑𝟑)𝛥𝛥𝑡𝑡,
𝒈𝒈(𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = 𝒈𝒈(𝑡𝑡) + (1/6 𝑘𝑘𝒈𝒈𝟏𝟏 + 1/3 𝑘𝑘𝒈𝒈𝟐𝟐 + 1/3 𝑘𝑘𝒈𝒈𝟑𝟑

+ 1/6 𝑘𝑘𝒈𝒈𝟒𝟒),
𝒙𝒙(𝑡𝑡 + 𝛥𝛥𝑡𝑡) = 𝒙𝒙(𝑡𝑡) + (1/6 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟏𝟏 + 1/3 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟐𝟐 + 1/3 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟑𝟑

+ 1/6 𝑘𝑘𝒙𝒙𝟒𝟒) 
(Δ t：時間ステップ) 

仮想世界における質点の運動はこれらの式によってシ

ミュレートできる。 

他物体との衝突 
本研究では、布と身体との衝突をすることを考慮する。

大量の質点と身体との判定を行わなければならないため、

単純な計算を取るペナルティ法を用いる。今回は、質点を

点、ボーンをカプセルとみなし、衝突判定を行う。 

身体の表現 
カプセルとは、円柱の両端に半球をつけたもので、線分

と半径𝑟𝑟で定義し、この線分からの距離と半径𝑟𝑟以内の部分
となる。ボーンとは、3D オブジェクトの可動領域をつか
さどり、接合部分は“関節”の役割を果たす。可動領域は可
動部分が多くなると、複雑な動きを表現できるが、その分

処理が重くなってしまう(図 3参照)。 
今回は、背中、腰、腿、脛のボーンを円柱の軸とみなすこ

とで、カプセルの位置を計算する。 

図 3 ボーンと可動部分

 
なお、図 3のようにボーンを割り当て実行すると、衝突

判定が正しく行われなかった(図 5参照)。カプセルの数を
増やし衝突判定の精度を高めるため、背中、脛のボーンを

2つ、腿のボーンを３つに分けてある(図 4参照)。 
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図 3 身体の表現 図 4 身体の表現

提案手法

図 5 実行結果
オイラー法

ペナルティ法 
ペナルティ法とは剛体シミュレーションの手法の一つ

であり、物体同士が衝突し、若干のめり込みが発生した際

に、めり込んだ値に比例する力(ペナルティ力)を適用させ
て衝突後の挙動を得る手法である。ペナルティ法の特徴と

して、1回ステップ当たりの計算量が少なく並列リアルタ
イム計算に向いていることや摩擦、跳ね返り係数なども簡

単にモデル化できることなどが挙げられる。 
本研究では、円柱の表面と点との間にバネを導入するこ

とで実現できること及び、単純な計算方法を取るようにす

ることから、ペナルティ法を活用する。このことから、布

に衝突している格子点に対して、身体にめり込まないよう

に身体の外に、バネの力で押し返すことができる。 

カプセル点との衝突判定 
衝突判定にカプセルが用いられる理由として、判定が置

き換えるだけで済むという利点がある。カプセルと点との

衝突は、円柱状の部分と両端の半球部分に分けて考える。

衝突判定する点𝑥𝑥とし、点𝑥𝑥から線分に下ろした垂線の
足：点𝑦𝑦を求める。このとき、線分の両端の座標𝑎𝑎, 𝑏𝑏をと
し、点𝑦𝑦は座標𝑎𝑎, 𝑏𝑏を通る線上にあるため、以下の式で表
される。 

 

𝒚𝒚 = 𝒂𝒂 + 𝑠𝑠(𝒃𝒃 − 𝒂𝒂) 
(𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦：3次元ベクトル、s：スカラー) 

垂線はこの線と直交しているため、次の式を満たす必要

がある。 
(𝒚𝒚 − 𝒙𝒙) ⋅ (𝒃𝒃 − 𝒂𝒂) = 0 

未知数は𝑠𝑠だけであり、𝑠𝑠を求めると、点yが求められ、
円柱と足との衝突判定が可能となる。このとき、点𝑦𝑦が線
分上に存在し、かつ点xと点𝑦𝑦との距離𝑟𝑟′が𝑟𝑟より小さけれ
ば円柱と衝突していることがわかる。𝑟𝑟 − 𝑟𝑟′が円柱表面か
ら点𝑥𝑥までの距離となるので、この値はペナルティ法を用
いて計算する。 
円柱と衝突していないことが判明したら、次に点と球の

衝突判定を行う。点と球の衝突は、点𝑎𝑎, 𝑏𝑏と点𝑥𝑥との距離が
𝑟𝑟以内であるかを調べることで判定できる。カプセルと球
(半径𝑟𝑟")との衝突判定も同じ原理であり、上記の𝑟𝑟を𝑟𝑟 + 𝑟𝑟"
に置き換えて計算し、判定を行う。 

 プログラム内容
本プログラムは，C/C++言語を用いたプログラム開発環
境において，標準的な CGライブラリである DirectX SDK
を用いて作成した。今回プログラムの作成には，Microsoft 
Visual Studio Community 2019を使用した。 

 
 シミュレーション結果

本研究では、プログラムは C++言語により作成し、Intel 
Core i7(Windows 10Pro)上で実行した。 

実行結果 
図 5とパラメータは変えずに、数値計算法は FBオイラ
ー法を用いている。シミュレーション結果を下記図(図 6
参照)に示す。スカートと身体の接触でめり込まずに、シ
ミュレートできている。 

         図 6 実行結果(FBオイラー法) 
パラメータを変えずに、オイラー法とルンゲクッタ法で

シミュレーションを行った。オイラー法では、布の動きが

激しく、身体から離れてしまう結果となった(図 7 参照)。
ルンゲクッタ法ではアニメーションの動きが重くなり、足

とスカートの接触でめり込む結果となった(図 8参照)。 
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図 7 実行結果(オイラー法) 

図 8 実行結果(ルンゲクッタ法) 
 
また、いずれの計算方法もボーンの分割をしない場合の

実行結果よりもアニメーションの動きが重くなる結果と

なった。 
 
考察 

シミュレーションの結果、スカートと身体との接触を考

慮した衝突判定は、図 6の実行結果で挙げた通り、FBオ
イラー法で∆𝑡𝑡 = 0.002𝑓𝑓の際に安定しており、簡易的なア
ニメーションが行えた。 
しかしながら、いくつかの課題点が挙げられる。 
• 手作業でプログラムのパラメータを変更する

という感覚的なものに頼らざるを得ない。 
• 陰的解法による数値計算法および接触力計算

方法の検討 
• スカートへのテクスチャマッピングの方法の

検討 
• 計算量の少ない手法の検討 
 

 
 終わりに
はじめにも述べたが、布の表現は映画やゲームなどの娯

楽への応用の他に、衣服の仮想試着などにも役立てられて

いる。実際に、3次元衣服形状から 2次元の型紙に展開す

る製品などもある。 
本研究では、布を動的に表現し、過去の研究を参考にし

て身体とスカートとの接触を考慮した簡易的なアニメー

ションを試みるという目的で行われた。 
今回、完成したのは簡易的なアニメーションであり、質

点数も少なく、テクスチャマッピングや布の質感表現など

実装できていない部分も多々ある。まだ、衣服シミュレー

ションをリアルに行うことは難しい。 
さらに、3次元キャラクタへの衣服の着付けや布の素材
の違いの表現、より精度の高い衝突判定の方法、また計算

量が少ない方法などにも着目していかなければならない。 
今後は、CG 技術や DirectX の仕様理解など知識を深め

て研究を進めていく必要がある。 
また、以上で述べた改善策を含め、フラダンスの様々な

動きやドレスのデザインなどでもシミュレーションでき

るような CADの制作への取り組みを行い、よりリアルな
布の表現を行い、実用的な研究になることを目指したい。 
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仮想現実による化学教育支援に向けての映像関連アプリの試作 
 

迫間 健治 ・宮崎 泰平 ・釜坂 岳人 ・坂本 眞人

 
Prototype of Video-Related Application for Supporting Chemistry 

Education by Virtual Reality 
 

Kenji SAKOMA, Taihei MIYAZAKI, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

   From the latter half of 1980, the words "dislike science and away from science" began to be heard. In addition, 
the number of experiments and observations in science classes in actual educational settings is decreasing. Opinions 
such as "insufficient time for preparation and cleaning", "insufficient equipment", and "insufficient class time" are 
cited as the reasons. In fact, there are many other reasons, but these are the main reasons. One of the possibilities for 
these solutions is the recent smartphone situation. Nowadays, most smartphones are possessed by smartphones, and 
many of them have high specifications. We researched whether this smartphone could be combined with the VR / 
AR market to solve problems in science classes. The VR / AR market has also made remarkable progress in recent 
years, and we thought that combining this technology with smartphones would make it easy to conduct experiments 
and observations in science with high reproducibility. In this paper, I decided to reproduce the experiments of "flame 
color reaction" and "silver mirror reaction" in science experiments. We asked the participants to experience the 
questionnaire and took a questionnaire. The average score was 4 or more out of 5 points. In the future, I would like 
to further improve the problems found in this experiment and make other experiments and observations. 

 
Keywords:  Education, Science, Virtual reality, Augmented Reality, Experiment/Observation 

 

 はじめに

1980 年後半から「理科嫌い・理科離れ」という言葉が
聞かれるようになった。実際の現状では、学校での理科の

授業における実験・観察を行う回数は減少している。平成

24 年度に行われた中学校理科教育実態調査集計結果によ
るとその原因として、「準備や片付けの時間不足」、「設備

備品の不足」、「授業時間の不足」などのような意見が見ら

れ、学校での実験・観察を行う機会の足枷になっているこ

とが分かった 1-2)。 
近年では、VR/AR 市場が著しく成長しておりリサーチ
会社の IDC Japan 株式会社の発表によると、2017 年から
2022 年までの年間平均成長率は 71.6%と高い成長が見込
まれている 5)。また子供がスマートフォンを持ち始める時

期が低年齢化傾向にある 6) ことからスマートフォンを用
いた VR学習が容易に体験することが可能である。 
本研究は、先行研究である「VR技術を用いた化学実験

アプリの開発」7) に基づいて研究を行っている。今回、先
行研究の課題であった「没入感」、「チュートリアルの追加」

について改善を試みた。また、今回は iOSでの試作を行っ
たが専用の機材が必要であったため CG 映像のみの試作
となった。 

 

 原理
 

VRとは Virtual realityの頭文字をとったもので、コンピ
ュータ上に仮想環境を作り出し、実際に体験している感覚

に錯覚させる技術である。デスクトップ VR とモバイル
VRの 2種類がある。今回の研究ではモバイル VRでの試
作を行った。 
 

 
Unityとは Unity Technologies社が提供する、ゲーム開発

プラットフォームである。特徴としてWindowsや iOSな
ど数多くのプラットフォームに対応しており、アセットも

充実している。ノンプログラミングでの開発も可能だが

JavaScript、C#、Booなどのプログラミング言語を使うこ
とでより高度な開発を行うことができる 3)。本研究では

C#を使用し開発を行った。 a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 

仮想現実による化学教育支援に向けての映像関連アプリの試作 203



  

での

本研究では、システム内で使用するモデルを Asset Store
からインストールして用いた。以下に使用したモデルを示

す 図 1参照 。

図 1 試験管

BlenderとはBlender Foundationが開発した統合型 3DCG
ソフトウェアの一つである。モデリング、レンダリング、

アニメーション、レイアウトなどの機能を備えている 。

本研究では、3DCGモデルの作成のために用いた。

による制作物 
本研究では、Unity の Asset では足りなかった実験器

具のモデル作成を Blenderで行った。以下に作成したモデ
ルを示す(図 2～6参照)。 

図 2 ビーカー. 図 3 バーナー. 

 
図 4 ピペット. 図 5 白金線. 
 
 
 

図 6 机. 
 
化学実験 

本研究では、「炎色反応」、「銀鏡反応」の化学実験シミ

ュレーションの試作を試みた。これらの実験は、多くの溶

液や実験道具を使うため準備や片付けが困難な場合があ

り、また実験に時間がかかるため授業時間の不足を解消す

るために適していると考えた。 

 実験
開発環境 

研究では表 1に示す環境の下で行った。 
OS Windows10 
言語 C# 
ソフトウェア Unity 2019.2.17f1 
 Blender 2.81 
表 1 開発環境. 
 
実験の手順

本研究では、機材の都合によりVRでの試作が困難であ
ったため、CG映像での実験を行った。化学実験シミュレ
ーションアプリを使用した時のモチベーション、操作性、

実用性を調べるためにスマートフォンでのアプリ版と化

学の参考書を使用した自学で実験を行った。また、シミュ

レーションによる学習が成績の上昇につながるのか、理科

嫌いの解消になるのかを調べるためにテストを行った。 
今回8人に協力してもらい、体験者全員はまず5分間の事

前テストを受け、その後に体験者を2つのグループに分か
れてもらった。グループ1では、事前テストの後10分間ア
プリ版で学習してもらう。そして再度テストを行い、アン

ケートを回答してもらった。グループ2 では、事前テスト
の後10分間化学の参考書を使用して学習してもらう。そし
て再度テストを行い、10分間アプリ版を使用した後にアン
ケートに回答してもらった。アンケートでは6つの質問に
回答してもらい、Q1～Q5の質問については、良い結果の
ものは5点、悪い結果のものは1点の5段階評価で回答して
もらい、Q6では自由記述で回答してもらった。 

 
結果 

実験結果をグループ毎、全体を平均したものを以下に示

す(図7～図10参照)。 
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事前テストと事後テストに関して、両グループとも成

績は大幅に上昇した。事後テストの平均点はグループ1の
方が、グループ2よりも1点高い結果となった。 
アンケートに関して、「Q1.実験は楽しかったか」とい

う質問に対しては、グループ毎、全体を通してよい結果が

得られた。「Q2.操作はわかりやすかったか」という質問に
対しては、グループ2よりグループ1の方が分かりにくいと
いう意見が多かった。しかし全体的に良い結果が得られた。

「Q3.実験の結果は分かりやすかったか」という質問に対
しては、両グループとも分かりやすかったという意見が多

く良い結果が得られた。「Q4.他の実験や教科があればやっ
てみたいか」という質問に対しては、両グループともやっ

てみたいという意見が多く良い結果が得られた。「Q5.アプ
リとしての実用性はあると思うか」という質問に対しては、

両グループともあるという意見が多く良い結果が得られ

た。Q6の自由記入では、全体的に「タッチする場所が分
かりにくかった」という意見があり、他にも「文字を見や

すくしてほしい」、「覚え方も載せてほしい」等の意見もあ

った。」 

図7．テストの平均点. 

図8．グループ1の平均点. 

図9．グループ2の平均点. 
 

図10．アンケートの平均点. 
 

 考察
今回、8名に協力してもらい 2グループに分けて事前テ
スト、事後テスト、アンケートでの評価を行った。 
結果、両グループとも成績は大幅に上昇した。また、グ

ループ 2と比べグループ1の方が成績の上昇は大きかった
ことからシミュレーションアプリを使って学習すること

は学生に良い影響を与えることが分かった。今回の研究で

は課題であった「チュートリアルの追加」に注目して改善

を行い、操作中にタッチする場所を文章で表記した。アン

ケートの結果では先行研究より良い点数が出たが「タッチ

の反応が悪い」、「タッチする場所が分かりにくい」という

意見も出た。また、「没入感」に関しては、背景を教室風

にしたことで改善できた。このことから、今後の研究では、

操作方法をより簡単にするために UIの改善が課題となる
だろう。また、没入感に関しても実験中の音を追加するこ

とで更なる発展が見込めるだろう。 
VRへの拡張に関しては、没入感がより感じられるた

め、実験へのイメージもやりやすくなるといった効果が見

込められるだろう。しかし、Androidでの拡張は容易にで
きるが、iOSでの拡張は専用の機材が必要であるため誰で
も容易に使えるためにするには多くの課題が出てくるだ

ろう。 

 
 終わりに
冒頭で述べたように、近年では VR技術が著しく成長し
ている。今回の研究では仮想現実を用いて化学実験を行う

ことができるアプリケーションの試作を行ったが、考察で

も述べたように iOSでVRを再現するためには専用の機材
が必要であるため、CG映像のみの試作となってしまった。
今後の課題は専用の機材を用意し VR での試作を行うこ
とである。そして最終的な目標は理科離れを止める一助に

なれるようなシステムを作ることであると考えている。 
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バーチャル技術による教育支援にむけての 
映像制作に関する基礎研究 
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Basic Study on Video Production for Educational Support by 

Virtual Technology 
 

Kenji SAKOMA, Kodai MIYAMOTO, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

    As a result of taking a questionnaire for high school students about science lessons at schools in 2016, the 
percentage of high school students who answered "I like studying science" and "Science study is important" is lower 
than other subjects I understood. However, more than 80% of elementary and junior high school students answered 
that they like experiments and observations. In addition, a survey of the penetration rate of smartphones in 2019 
revealed that it had spread to about 90% of students. Furthermore, VR technology has also made remarkable 
progress these days. Based on the above factors, we conducted research on the idea that creating a simulation 
application using VR technology using a smartphone would change the way high school students think about 
science classes. In this paper, we have developed a simulation application for "projection movement" and "falling 
body movement" in science, especially physics. Subjects were asked to experience the newly created app and 
answer the questionnaire. As a result, the average score was 4 or more out of 5 points, which is not bad. However, at 
the same time, problems were found. The problem was that this app was a simulation app, so there wasn't much user 
operability, so I wanted a little more operability. I would like to create apps in other fields while improving the 
problems. 

 
Keywords:  Education, Science, Physics, Experiment/Observation, Virtual reality, Simulation app 

 

 はじめに

平成 28年度に理科ワーキンググループが調査した理科
に関する資料において、「理科の勉強が好き」、「理科の勉

強が大切」と答えた高校生の割合は他教科に比べて低いこ

とが分かった 1)。しかし、「実験、観察は好き」と答えた

小中学生の割合は 80%を超える 2)。 
2019 年にスマートフォンの普及率を調査したところ

学生の約 90%に普及していることが分かった 3)。ほとんど

の学校に PC教室があり、教室にはスクリーンや教師用の
パソコンが備わっており、高度情報化された教室を活かし、

様々な授業で教育効果をさらに向上できると考えられる。 
以上から、本稿では、VR技術を利用し物理シミュレ

ーションアプリを作ることで、教育への一助となることが

本研究の目的である（図１参照）。 
 

 

図１ VRに対応した英会話学習のアプリの例 6). 
 
 原理

 
VR（仮想現実）とは Virtual Realityの頭文字をとったも

ので、コンピュータ上に仮想環境を作り出し、実際に体験

している感覚に錯覚させる技術である。現在 VRは大きく
分けると、デスクトップ VRとモバイル VRがある。デス
クトップ VR は呼ばれるヘッドセットをコンピュータに
接続することでより重いグラフィックスを処理でき、

HMDに入力機能を持たせているものである。モバイルVR
はレンズとモバイル端末を収める簡易的なデバイスから

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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成り立つもので複雑な操作はできないが簡単に扱えるも

のである。 
本研究では手軽に実験が行える環境の作成を目指すた

め、モバイル VRでの作成を行う。 
 
物理実験 

本研究では「投射運動（斜方投射）」、「落体運動」の物

理シミュレーションの作成を試みた。これらの実験は大き

な実験道具を必要とし、また正確に数値をとることが困難

な場合もあるため仮想環境で行う実験として適している

と考えた。 

 
「Unity」は Unity Technologies が 2004 年に開発したゲ
ームエンジンである。「総合開発環境」を内蔵し、複数の

プラットフォームに対応している。オブジェクトに物理演

算を付加し、プレイしながらリアルタイムで編集できる。

スクリプトを書く際のプログラミング言語には、C#、
JavaScript、Booを使用することができる 4)。今回は実験器

具の 3DCGモデルの作成のために用いた 5)。 

 物理実験シミュレーションアプリの開発
開発環境 
本研究は表１に示す環境の下で行った。 

OS Windows10 
言語 C# 
ソフトウェア Unity 2019.2.15f1 
表 1 開発環境. 
 
実装した機能 

本研究では、以下の２つの物理実験のシミュレーション

を実装した。 
1． 投射運動（斜方投射） 
2． 落体運動 
初めに選択画面（TitleScene）（図２参照）が表示され、

ボタンオブジェクトを選択することで以下の２つの画面

（ObliqueSceneもしくはSlopeScene）へ画面遷移する。 
それぞれの画面に遷移した後、「選択画面へ戻る」

（BackButton）を選択することで選択画面（TitleScene）に
画面遷移する。 

図２ スタート画面． 

 
投射運動  

初期位置から斜方投射の動きをするように作成した。角

度と速度を決め、スタート（StartButton）を押すと、物体
が発射され、距離が表示される。また、現在の状況の確認

がしにくい場合は下のズームでボールを拡大縮小するこ

とができる（図３参照）。 

図３ 斜方投射. 
 

落体運動  

斜面の角度を変えながら球を転がすことで落下速度を

制御する斜面を作成した。斜面の角度を決め、「スタート」

（StartButton）を押すと球が転がり始める。斜面の角度と
ボールの速度、ボールの位置が表示される（図４参照）。 

図４ 落体運動． 
 
 
 評価実験
開発した物理実験シミュレーションアプリが有用であ

るかを検証するために評価実験を行った。研究室の学生な

ど５人を対象にアンケートを実施し、システムの有用性、

使用感について評価した。アンケートの内容は以下の４点

である。 
評価項目１：操作しやすかったか 
評価項目２：実験の結果はわかりやすかったか 
評価項目３：物理現象をイメージしやすかったか 
評価項目４：意見や改善点（自由記述） 
評価項目１から評価項目３に対しては１点から５点の

５段階で評価してもらい、評価項目４に関しては自由記述

とする。 
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実験結果 
評価項目１から３についての評価結果を平均したも

のを図に示す（図５参照）。評価項目１：操作しやすかっ

たか、評価項目２：実験の結果はわかりやすかったかとい

う質問に対しては平均 4.4点という結果となった。評価項
目３、物理現象をイメージしやすかったか、という質問に

対しては、平均 4.8点と評価項目１、評価項目２と比較す
ると高い点数となっている。 
評価項目４、意見や改善点など（自由記述）に対しては

「良い点」として「音で重力加速度が鉛直だと一定になる

のが分かるというのが良かった」「球体の軌跡が分かりや

すかった」等の意見があった。 
「改善点」として「１つ前に飛ばした物体の距離が表示

されていると、新しく飛ばす物体との差が分かりやすい」、

「速度や角度を実験者自らで、入力ができる形だと操作し

やすい」、「ボールの軌道を線でつないだ方が分かりやすい

（図６）」、「背景などにメモリを入れておくと、実際に物

体がどのくらいの距離を飛んだのかということが分かり

やすい」等の意見があった。 
 

図５ アンケートの平均点. 

図６ アンケート改善点の例. 
 
考察 

今回、5名に協力してもらいアンケートでの評価を行い、
結果を見るとそれほど悪くはない結果だった。しかし、今

回作った物理シミュレーションを使って、何か教育支援に

役に立つのかといわれると、もう少し工夫をできる部分が

多々あったと思う。 
まずは、今回、距離の測定の部分は、物体が完全に停止

した時だった。しかし、高校物理の斜方投射の問題でよく

目にするものは、物体が地面に着地した部分までの距離を

求めるというものなので、このような実際に学生が普段か

ら扱っている教材に近い物理実験シミュレーションアプ

リを作るような工夫をしなければならないと考える。 
評価項目４に関しては、機能の拡張についての意見が

多かった。機能の拡張として VRへの拡張も意見として挙
げられた。VRへの拡張に関しては、没入感や容易に物理
現象のイメージできるといった効果が見込める。しかし、

VR専用の機材が必要になるため誰でも簡単に使用できる
ように工夫しなければならないと考える。 
 

 今後の課題
前述したように、普段から学生が扱っている教材に近い

シミュレーションアプリを作ることができれば、物理に限

らず、様々な科目への教育支援をすることができるので、

アプリを作成する前にどういったものが、学生の教育を支

えることができるのかということを考える必要がある。 
今回は、VR への拡張ができなかった。VR への拡張

を可能にできれば、実際に実験の際の音や理科室を表現す

ることで更なる没入感を実現することが可能になると考

えるので今後の課題とする。 
 
まとめ

本研究ではUnityを用いて物理実験シミュレーションア
プリを開発し、システム評価としてアンケートでの評価を

行ったが、今後は前述したような課題を改善していき、教

育支援をできるようなシステムにしていきたい。 
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脳波判別による CG キャラクター操作の検証 
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Verification of CG Character Operation by EEG Discrimination 

 

Kenji SAKOMA, Masaya YAMASHITA, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

   Since 2016, called VR (Virtual Reality), VR technology has been researched and developed all over the world 
and has made significant progress. Various companies are developing and selling VR devices, and the prices are 
somewhat high, but ordinary people can easily purchase them. VR technology has become widespread, as PCs that 
can use VR equipment have become affordable even for individuals. As a result, VR technology is expected to 
develop in various fields such as medicine, education, business, and entertainment. In this research, I studied 
whether such a VR space could be played simply by thinking in my head, and conducted research. The equipment 
used at that time is an electroencephalograph, but since this equipment is generally very expensive, we used 
Neurosky's Mind Wave Mobile to determine if it could be done as cheaply as possible. This time, we used the fast 
Fourier transform and the support vector machine as the methods of EEG analysis. We asked the subjects to 
experience what was created in this study and took a questionnaire. As a result, various problems were found. In the 
future, we will improve this problem and try to improve it further by changing the method of EEG analysis and 
other conditions. 

 
Keywords:  EEG, BMI, FFT, SVM, VR 

 

 はじめに
「VR（Virtual Reality : 人工現実感）元年」と呼ばれた

2016 年以降、VR 技術は世界中で研究・開発され、著しい

発展を遂げている。様々な企業が VR 機器を開発・販売す

るようになり、多少値段は高いが一般人でも容易に購入す

ることができるようになっている。VR 機器を利用できる

性能の PC等が個人でも手の出しやすい価格になってきた

こともあり、VR技術は広く普及してきている。その結果、

VR 技術は医療、教育、商売、エンターテイメントなどの

様々な分野でその発展が期待されている。 
しかし、VR 技術の発展にはいくつか大きな課題が存在

する。 
私はこの中の装着の煩わしさに着目した。VR 機器を使

用する際、事前にケーブルやセンサー等をセットアップす

る必要な場合が多い。また、VR 機器を使用するときには

使用者の周りに一定の広さの空間がある必要がある。これ

は VR 内の世界で操作・移動する際、必ずコントローラー

を使うため、周辺と使用者本人の安全を確保するためであ

る。このため、VR 機器を利用することができる場所が限

定されるという問題が存在する。ケーブルが必要なモデル

に比べて高価になりがちであるが、最近はケーブル類を必

要としない一体型（スタンドアロン型）のモデルも発売さ

れるようになってきたため、ケーブル等のセットアップの

問題は解決することができる。しかし、VR 機器使用時の

空間問題については解決されていない。 
そこで、空間問題の解決を試みるために脳波による操

作——BMI(Brain-Machine Interface : ブレインマシンインタ

ーフェース)を利用する。人間の脳波は活動状態によって

脳波の周波数帯域、「α波」や「β波」などが変動すること

から、それらを機器で読み取り、判別することによって

CGキャラクターやロボットの制御へと利用すること目的

とした研究である。この方法を利用することで VR 機器使

用時の空間問題を解決することができるのではないかと

考える 1-4)。 

 研究手法
使用機器 

2.1 使用機器 
 
 
 
 

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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 Mind Wave Mobile 

図 1  Mind Wave Mobile. 
NeuroSky社より販売されている機器(図 1参照)。今回

の研究では脳波を測定するためにこの機器を使用する。 
 

開発環境 
OS Windows 10 

プログラミング言語 C# 
脳波計測機器 Mind Wave Mobile 
ソフトウェア Visual Studio 2019 

Unity 2019.2.18f 
      表 1  開発環境. 
 

ライブラリ 
⚫ libStreamSDK 

Visual Studio 2019でMind Wave Mobile から脳波データ
を受信するときに使用した。 
⚫ Accord 
⚫ Accord.MachinerLearning 
⚫ Accord.Math 
⚫ Accord.Statistics 
⚫ MathNet.Numerics 
この 5つはVisual Studio 2017 でMind Wave Mobile から

受信した脳波データを処理するときに使用した。 

脳波計測 
脳波を計測するためにNeuroSky社の脳波センサーMind 

Wave Mobile 6)を使用する。また、脳波データを Visual 
Studio 2019 で受信するために、NeuroSky社より提供され
ている開発ツールに含まれる libStreamSDK というライブ
ラリを使用した。

脳波の特徴検出法

（ 高速フ

ーリエ変換） 
DFT（離散フーリエ変換）の一種であり、DFTを計算機

上で高速に実行できるよう考案されたアルゴリズムであ

る(式 1参照)。本解析法を使うときはMathNet.Numericsの
ライブラリを使用した 7)。 
𝑋𝑋𝑘𝑘 = ∑ 𝑥𝑥𝑛𝑛𝑒𝑒−𝑖𝑖

2𝜋𝜋
𝑁𝑁𝑁𝑁−1

𝑛𝑛=0 (式 1)  

脳波特徴判別法

脳波特徴判別には、脳波特徴判別で一般的に使用されて

いる SVM（Support Vector Machine : サポートベクターマ
シン）を使用した。SVM は教師あり学習を用いるパター
ン認識モデルの一つである(式 2参照)。SVMは未学習のデ
ータに対して高い識別性能を持つ。本研究ではカーネル関

数にガウスカーネル(式 3参照)を用いた。また、SVMを使
用 す る た め に MathNet.Numerics 、 Accord 、
Accord.MachinerLearning、 Accord.Math、 Accord.Statistics
の 5つのライブラリを使用した 5)。 
𝑦𝑦(𝑥𝑥) = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠{ ∑ 𝑤𝑤𝑛𝑛𝐾𝐾(𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝑥𝑥)

𝑛𝑛=𝑆𝑆𝑆𝑆
+ 𝑏𝑏}(式 2) 

𝐾𝐾(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) = exp(−‖𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2‖2 ∕ 2𝜎𝜎2)(式 3) 

Visual Studio 2019では、Mind Wave Mobileによって読み
取った脳波データを処理し、特徴検出を行う。このとき、

脳波データの特徴量検出には FFT を使用する。そして処
理された脳波データを SVMを用いて、リラックスしてい
る脳波のときは 0、動きたいと意識している脳波のとき 1
が出力されるように脳波を判別する。

読み取った脳波の特徴によって行動する CG キャラク
ター、プログラムを作成した。脳波データを Visual Studio 
2019で処理、SVMによって判別した結果を受け取り、そ
の判別結果によって CG キャラクターが行動するように
作成した。CGキャラクターは Unityの Asset Store 内で無
料提供されている Unity-Chan! を使用する(図 2参照)。 

図 2 Unityで使用する CGキャラクター. 

 実験方法
被験者には椅子に座ってもらい、頭部に Mind Wave 

Mobile を装着後、脳波の計測を開始する。実験中、被験
者にはリラックスしたり、体を動かすことを意識してもら

い、それによって Unity内の CGキャラクターがどう動く
かについて評価する。本研究では、CGキャラクターの動
きは 2種類のみで、リラックスしている時は停止、体を動
かそうと考えている間は前進し続けるようになっている。 

 
 評価実験
本実験では、大学生 3人に被験者となってもらう。評価
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実験を行い、アンケートを実施した。評価内容は「良かっ

た点」、「悪かった点」、「その他」について自由記述形式で

行った。 
 

 評価結果
アンケートの結果は以下のようになった。 
「良かった点」では『考えるだけで動くのが新鮮で面白

い』などが挙がった。 
『悪かった点』は『考えてから、CGキャラクターに操
作が反映されるまでの時間が少しあり気になった』、

『Mind Wave Mobileの付け心地が悪い』、『CGキャラクタ
ーが考えている動作と反対の動作をすることがあった』な

どが挙がった。 
『その他』は『前進以外はできないのか』『歩くと走る

を使い分けられないのか』などが挙がった。 
 

 考察
評価結果の『良かった点』から本研究の目的である脳波

による CGキャラクターの制御は、前進か停止かの 2パタ
ーンのみの判別に関しては一定の成果が得られることが

分かった。 
『悪かった点』からは脳波の判別の精度・速度に問題が

あるとわかり、脳波の特徴検出方法、判別法の改善、また

処理装置の性能向上の必要があることが分かった。また、

Mind Wave Mobileの装着にも問題があることが分かった
が、これに関しては今回使用した製品はサイズの調整等が

できないことが問題であると考えられる。以上の『悪かっ

た点』より、本研究はさらに改善すべき点が存在すること

が分かった。 
『その他』の意見からは、この研究において前進、停止

以外の行動が必要であるとわかった。 
 

 結論

本研究では、VR技術の発展において課題となっている
『装着の煩わしさ』の中でも、特に使用者周りの空間問題

の解決を試みた。Mind Wave Mobileによって脳波データを
計測し、Visual Studio 2019によってMind Wave Mobileから
の脳波データを受信・処理し、SVMによって処理した脳
波データの特徴を判別した。判別結果をUnity に送信し、
判別結果によってUnity内のキャラクターを操作する、
BMIとよばれる分野の手法を検証した。 
評価実験の結果より、脳波によるCGキャラクターの操

作は一定の成果は得られるが、精度が十分とは言えず、改

善すべき点が多く存在することが分かった。今後の課題と

しては、脳波の特徴検出、脳波特徴判別の精度の向上や、

脳波の周波数帯域の比率を判別することでキャラクター

の動作を増やすこと、Mind Wave Mobileの着け心地の悪さ
の改善などがあると考えられる。 
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迫間 健治 ・山城 将嗣 ・釜坂 岳人 ・坂本 眞人

 
The Experiment of Program  

for Designing of the Hula Dresses by MeleⅡ 

 

Kenji SAKOMA, Masashi YAMASHIRO, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

   Hula (Hula) means “dance” in Hawaiian and is a traditional Hawaiian singing and dance music. Hula includes 
dance, performance, chanting, and singing. Ancient Hawaiian culture had no text. For this reason, a chant called Ori, 
a mele with moderation, and a hula were used as a means of conveying various events. In this study, we made a 
prototype of software to make hula costume from mele. There are many words in mele, and by selecting the words, 
you can make your favorite hula costume and hula costume suitable for the situation. In this research, we devised 
that it is easy to make a hula costume even if you are not a hula expert. We also worked on making it as easy as 
possible for people who are not good at handling software. In the former, when a word is selected from the mele, the 
meaning of the word is displayed and so on, making it easier to create costumes suitable for the situation. In the 
latter case, unnecessary operation of the keyboard is eliminated by using only the mouse operation as much as 
possible, so that it is easier to see. However, this software can only display two-dimensional still, and it is not 
possible to view the created costume pattern three-dimensionally, so I would like to improve these improvements in 
the future. 

 
Keywords:  Hula, Software, Program, Pattern making, Costume creation 

 

 フラダンスについて
フラ（ハワイ語：Hula）とはハワイ語で「踊り」を意味

しており、ハワイの伝統的な歌舞音曲である。フラにはダ

ンス、演奏、詠唱、歌唱のすべてが含まれる。 
古代ハワイの文化は文字がなかった。そのため、口伝

を様々な出来事を伝える手段としておりオリといわれる

チャント、オリに節回しがついたメレ、そしてフラが用い

られた。また、フラは自然や神に対する信仰とも結びつい

ており宗教儀式として神々に奉納され、この中には限られ

た男性のみに踊ることが許されていたものもあった。この

古代フラの流れを受け継いでいるのが現在において古典

フラと呼ばれるカヒコ（ハワイ語：Kahiko）3)でチャント

に合わせて踊られる。これに対して、現代フラと呼ばれる

アウアナ（ハワイ語：Auana）3)は 19世紀後半に登場した。
日本で一般的にフラと呼んでいるのは、このフラである。 
カヒコとアウアナ、それぞれの歴史の違いによるものが

大きく、歌、踊り、衣装も歴然と異なっている 1-10)。 

 

 プログラムの内容
プログラムの概要 

本プログラムを作成するにあたって、Visual Studio 
2020(C++)を使用した。本文中の衣装データはフリー素材
とオリジナル画像を使用している。 

メレからフラダンス用の衣装をデザインするにあた

り、今回はメレに登場する単語からモチーフを提案し、衣

装制作を行う方法を用いた。これは、フラダンサーが衣装

を選ぶ際、メレの中の単語により衣装のデザインのアイデ

アを起こすことに起因している。また、今回は試作段階と

いうことで、単語に関連するモチーフの提案に加え、衣装

生地のプリントパターンのデザインと生地の色の編集に

焦点を絞ってプログラムの開発を行った。 
 

 
プログラムの内容

型選択

フラの衣装は様々な形式がある。本プログラムではフラ

衣装で代表的なムームー（図 1参照）、キャミワンピース、
ベアトップワンピース、レイを用意した 7)。 

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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初期画面では PictureBox内には何も表示されていない。
デザインしたい型のセンタ悪をするために RadioButtonの
チェックを操作することにより型が PictureBox内に表示
される。 
 

図 1 ムームー． 
 

基礎となる生地デザインの選択

本プログラムでは基本となる柄としてハイビスカス柄

などを用意したが、コンセプトとしてメレから感じ取った

イメージをユーザがデザインに起こすというものがある

ため、生地自体は現職を選べるように背景色を選んだ後に

柄選択を無しにすると原色のドレスが選べるような仕様

で設計した（図 2、図 3参照）。

図 2：ベースでハイビスカス柄を選択．
図 3：ベースで原色赤を選択．

モチーフ選択

フラダンス衣装に使用されるモチーフはあらかじめ用意

されており、単語との関係も設定している。右上のモチー

フ選択ボタンを押すと、もう一つのフォームが立ち上がり、

単語を選択することができる。ユーザーが探しやすいよう

にすべて日本語の名称で表記してある

単語を選択すると関連するモチーフが ListView に表示
される。その中から実際に使いたいモチーフをダブルクリ

ックする事で初めの画面の PictureBox 内の選択したドレ
スデザインに描写される。

パターンの編集

衝突判定

本プログラムでは、マウス操作によるモチーフの移動と削

除を行う。その際、マウスダウンをした位置にモチーフが

あるかどうかを調べるため、衝突判定を行う。実際に用い

るモチーフ画像が長方形であるので今回も座標成分を用

いた衝突検出を行っている 図 4参照 。

⚫ 座標成分を用いた衝突判定

画像の左上隅の座標を(𝑥𝑥0, 𝑦𝑦0)とし𝑥𝑥0に画像の幅を足した
点を𝑋𝑋1、𝑦𝑦0に画像の高さを足した点を𝑦𝑦1とし、(𝑥𝑥0, 𝑦𝑦0)か
ら(𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1)の範囲内に、マウスダウンで指定された座標が
あるかどうかで判定を行う方法である。y座標は下向きを
正とし、ｘ座標は右向きを正とする。指定された座標を

（X,Y）とすると、衝突する条件は、
𝑥𝑥0 ≤ 𝑋𝑋 ≤ 𝑥𝑥1 且つ 𝑦𝑦0 ≤ Y ≤ 𝑦𝑦1

となる。

(𝑥𝑥0, 𝑦𝑦0) (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦0)

(𝑥𝑥0, 𝑦𝑦1) (𝑥𝑥1, 𝑦𝑦1)
図 モチーフ画像の枠．

モチーフの配置

移動したいモチーフの上にマウスカーソルを持ってい

き、左クリックをしたままドラッグを行うことで移動がで

きる。マウスダウンした位置にモチーフがあるかどうかの

判断と、移動するモチーフの決定は衝突判定によって行う。

マウスダウンした位置にモチーフが存在しない場合“移動

したい画像を選択してください”というメッセージダイア

ログが表示される。マウスダウンした位置にモチーフがあ

る場合、マウスをドラッグし、移動したい位置でボタンを

離すことで、移動距離を計算し、その移動距離に応じてモ

チーフの再描画を行う 10 。

モチーフの削除

モチーフの削除はマウスの右クリックで行う。モチーフ

の配置と同様、マウスダウンした位置にモチーフがあるか

どうかの判断と、削除するモチーフの決定は衝突判定で行

う。

マウスダウンした位置にモチーフが存在しない場合、

“削除したい画像を選択してください”というメッセージ

ダイアログが表示される。モチーフが存在する場合には、

対象となるモチーフが削除される。

衣装の色の変更

衣装の色は、PictureBoxの色を操作することで変更する
ことができる。色の変更ボタンを押すとカラーダイアログ

ボックスが起動し、色を選択することで、衣装の色をユー

ザーが決定する。基本となる 48色以外にもユーザーが作
成した色を選択することができる。

マウスによる自由描写

ペンボタンを押すことによりモチーフ移動だけでなく
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自由線を描画できるようになっている。

自由線を引く方法として「マウスで指定した場所に無数の

細い直線を描画していく」という手法を今回もとっている。

そのために直線を Picture Box 上に描画する必要がある。

マウスが動くたびにマウスカーソルが元々あった場所か

ら動かした場所までの短い直線を引いていき、曲線に見え

るように描画した。

メレの解説

メレのイメージからデザインを作るというコンセプト

での試作であるため、メレの専門知識のない素人でもメレ

のイメージを汲み取ってデザインが可能なプログラムが

必要になってくる。そのため、メレに使われている意味を

知らないユーザーにもわかりやすくデザインしてもらう

多延に選択したメレの単語の意味やその単語から一般的

にデザインに適用となる色やイメージを表示することが

できる。メレの単語は多くのメレに登場する代表的な例を

用意してあり、自然と形容詞で分けている。例えば、海や

花といった多くのメレに使わている単語や、美しいや愛お

しいといった、形容詞として多く使われるものを厳選した。

またこれはデザインの作成途中でも表示が可能である（図

5 参照）。

図 5 メレに使われる単語の説明画面例．

実行結果

デザイン例としての“Mele A Ka Pu’uwai” のメレから

連想されるデザインを作成する。以下にメレを示す。今回

は歌詞中に登場する”makani”,”ua”,”nei”という単

語を用いてデザインを行った。“makari”は風、“ua”は雨、

“nei”は緑という意味を持つ（図 6 図 7 参照）。

図 6 メレによりデザインされたムームーの例 左 ．

図 7 メレによりデザインされたレイの例 右 ．

考察

本プログラムは、操作が単純なため、初心者にも使いや

すく、モチーフと生地の色の組み合わせの大まかな印象を

見るために適している。

今回のプログラムでは、モチーフの配置と削除がマウス

の操作のみで完了するため、パソコンの操作に不慣れな方

でも直観的な操作がこなせる。フラダンスの競技人口は日

本において若い方より高齢者の方の割合が高い。そのため

必然的に IT スキルの欠如が懸念される。今回の直感的な

操作により、デザインの案を簡単に作り出せる点は適して

いると考える。

しかし、このシステムはデザインを２次元的に表示する

ところにとどまってしまっているため、デザインを行った

時点で雰囲気は確認できるが裾、丈といった自身の体にフ

ィットするものなのかを確認することは困難である。比較

的簡易的な操作で３D の表示が行えるシステムを開発す

ると顧客の満足度、ニーズへの大きな貢献になるに違いな

い、２次元的ではなく、３次元的に視覚できるようなシス

テムを目指して改善していくことが課題であると考える。

５ 終わりに

本研究では、フラダンス衣装用の簡易的なデザインプロ

グラムを試作した。しかし、序章でも述べたように、メレ

を理解するためには様々な知識が必要である。今後メレを

忠実に再現したデザインを制作するためには、プログラム

を作る側がメレと衣装の関係性をよく理解し、ハワイ語が

読めないユーザーにも納得して利用できるソフトを作る

いつ用がある。それについては今後様々な角度から検討し、

より現実的に有用なものを作成したいと考える。

最後に、この卒業研究制作にあたりご指導いただいた坂

本眞人准教授に深い感謝と敬意を表します。また、研究室

の皆様や関係者にも、助言や研究環境の維持などにご協力

くださり感謝いたします。

さらに、良質な見聞を残していただきましたプアマエオ

レ・メレ・フラクラブ主宰の故海野比呂実先生、ケ・アラ・

スクール・オブ・フラ主宰のカオル ケアラアヌヘアオプ

アラニ マエダ先生に深く感謝の意を表する。
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テンプレートマッチングを用いた 
カラリゼ―ションに関する基礎研究 

 
迫間 健治 ・森 翔太 ・釜坂 岳人 ・坂本 眞人

 
Basic Study on Colorization using Template Matching 

 

Kenji SAKOMA, Shota MORI, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

   The term colorization (colorization) is a term introduced by Wilson Markle in 1970. Colorization refers to the 
automatic coloring of uncolored black and white pictures and photographs. This technique is very important. This is 
because coloring gives us a lot more information from a single picture or picture. In this paper, as a basic research 
for developing a full-automatic colorization program of free software, a color image restoration from a 
black-and-white image with a luminance pattern similar to a color image lacking information by template matching 
using ZNCC is performed. Trial production of the sessionization program. In general, there are two types of coloring 
methods, which are all automatically performed, and two types in which a place and a color to be colored are 
specified to some extent. This paper focused on the former. In the ZNCC template matching, where a pattern similar 
to the template image exists in the entire image is searched, and then the color is processed by performing color 
propagation processing. Although the result was not bad, it is difficult to color a completely beautiful black and 
white image and restore it to a color image, and there are many problems, so I would like to improve it in the future. 

 
Keywords:  Computer graphics, Colorization, Zero-means Normalized Cross-Correlation, BMP image, 

HSV color space, Color Propagation 

 

 はじめに

カラリゼーション（カラライゼーション）という言葉は、

1970年にWilson Markle氏が導入された用語である１)。こ

の言葉は白黒画像をカラー化するコンピュータ支援プロ

セスを意味する。 
色を付けるということは重要である。例として絵の着色

を想像してほしい。色を塗る前の絵には木がある、花があ

る、雲があるなどのいわば存在の情報しか与えられていな

い。しかし、着色をするとどうだろうか。空を赤く塗ると

夕焼けになり、地面を緑色で塗れば草原になる。つまり存

在のみならず背景をも表現することができる。これにより

白黒だけではわからない情報を読み取ることができるの

だ。昨今ではスマートフォン等のデジタルの発展に伴い、

白黒の画像を目にする機会は少なくなってきているが、現

代でもＸ線画像やＭＲＩ画像、航空写真や定点観測など使

われる機会は少なくはない。また、1800 年代からカラー
写真の開発は始まったが、日本で最初のカラー写真が開発

されたのは 1940年である。つまりそれ以前の写真は白黒
である。 これらの画像をカラー化するためにカラリゼー
ションが使われている。他にも 20世紀初頭では初めて白
黒の映画の着色が行われいる例もある[1]。 
現在多くの研究者によりカラリゼ―ションの手法やプ

ロセスの研究が行われており、処理時間やユーザーの負担

は軽減されていっている。しかし完成度の高いカラリゼ―

ションを行えるソフトウェアは高価であり、操作が複雑な

ものもある。 
そこで本研究ではフリーソフトの全自動のカラリゼ―

ションプログラム開発のための基礎研究として、ＺＮＣＣ

を用いたテンプレートマッチングによる情報の欠けたカ

ラー画像と似た輝度パターンを持つ白黒画像からカラー

画像の復元を行うカラリゼ―ションプログラムの試作を

行った。 
 
 着色方法
白黒画像の着色手法は大きく分けて 2つあり、画像を読
み取って自動で着色するものと、ユーザが着色する色と場

所をある程度指定してそれを基に着色する方法がある。本

研究は前者について行った。 
本論文のプログラムは白黒画像の他に、「テンプレート

画像」を用意する必要がある。テンプレート画像はテンプ

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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レ―トマッチングを行うための画像である。本論文のプロ

グラムは白黒画像とテンプレート画像の 2 つの画像を使
って着色画像を生成する。入力データとして白黒画像とテ

ンプレート画像、出力データとして着色画像となっている。 
着色のおおまかな流れは白黒画像とテンプレート画像

のテンプレートマッチングを行い、色を転写、その後色が

塗られていない箇所への色伝搬である。 

 画像と 色空間

本研究で試作したプログラムは24bitカラーのＢＭＰ形
式の画像のみを扱う2,6)。プログラム実行時にBMP画像を1
ピクセル単位で読み込んでいく。便宜的にするため、左か

ら右へ、上から下の順で構造体にRGB情報を格納する3)。

RGB情報とは色を赤(red)、緑(green)、青(blue)で表現した
ものである。しかし、RGB情報は人間には直感的には理解
しづらいため本プログラムでは色を、色相(hue)、彩度
(Saturation)、明度(value)で表現するHSV色空間に変換して
色変換を行っていく4)。 

 
 着色

テンプレートマッチング 
テンプレートマッチングとはテンプレート画像と似た

パターンが全体画像のどこに存在するのかを探索するこ

とだ(図 1参照)5)。 

図 1 テンプレートマッチングの動き. 
 
ZNCCとは「Zero-means Normalized Cross-Correlation」の
略で画像の相互相関係数で類似度を表し、入力画素値を

I(x, y)  、テンプレートの画素値T(x, y)、走査位置を𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑦𝑦で

表すと式(1)で表現される 
 
ZNCC(𝑑𝑑𝑥𝑥, 𝑑𝑑𝑦𝑦) =  
(∑∑(((𝐼𝐼(𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑥𝑥, 𝑑𝑑𝑦𝑦 + 𝑦𝑦) − 𝜇𝜇𝐼𝐼)(𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝜇𝜇𝑇𝑇]))

/(√(∑∑([𝐼𝐼(𝑑𝑑𝑥𝑥 + 𝑥𝑥, 𝑑𝑑𝑦𝑦 + 𝑦𝑦) − 𝜇𝜇𝐼𝐼])2) 
                                      ∗ √(∑∑([𝑇𝑇(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝜇𝜇𝑇𝑇])2 )) 

式(1) 
 
ただし ∑∑ =  ∑𝑤𝑤

𝑥𝑥=0 − 1 ∑ℎ−1
𝑦𝑦=0    

 
𝜇𝜇𝐼𝐼 、𝜇𝜇𝑇𝑇は入力画像とテンプレート画像のそれぞれの画

素値の平均値である。 
ZNCCの値は-1.0～1.0に収まり、最大値 1.0に最も近い

走査位置が入力画像とテンプレート画像が最も類似する

部分の左上の座標になる 6)。 
 
色伝搬 

色を転写したのち、色伝搬として白黒画像のＶ値からエ

ッジ検出をし諧調数を変化させたものをフィルタとして

作成し、色が転写されたピクセルに隣接した同Ｖ値にある

Ｈ値とＳ値を変化させる。 
その後、色相が変化しなかったピクセルを対象としての

周囲（最大3×3）のピクセルに色相が変化したピクセルが
あるかを探索する。この際に図2のように対象ピクセルの
外周となる正方形を内側から外側へと渦を描くように探

索する。 
 

図.2対象ピクセルを中心としたH値探索の動き. 
色相が変化したピクセルを見つけられればそのピクセル

のＶ値と対象ピクセルＶの差を比較し、閾値以下なら対象

ピクセルのＨ値とＳ値を変化させる 
なお、Ｈ要素には黒、灰、白の概念がないためそれに応

じた処理を行う必要がある。その処理はＨ変換する際に描

画されたＳ値とＶ値で黒、灰、白を判断し、それらと判断

された場合Ｓ値を0にする。さらに、白黒画像のＶ値は全
体的に低いためすべてのピクセルに一定値を与える必要

がある。本プログラムでは定数を与える。 
 

 結果
開発環境は以下の通りである。

開発環境

OS: Microsoft Windows 10 

環境 gcc (MinGW.org GCC-8.2.0-3) 8.2.0

プログラム言語 C

画像 BMP画像（24bitカラー）

図 、図 、図 にこのプログラムで着色した画像例を

示す。

左上が白黒画像、右上がテンプレート画像、下が着色画

像右下がとなる。図 には理想の画像を示す。

左上から右下へ

類似度を求めていく 

左上から右下へ

類似度を求めていく
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図 実行結果 （左上 白黒画像 右上 テンプレート画像 左

下 着色画像）

図 実行結果 の着彩の理想とする画像

実行時間は平均 秒（ 回平均）

図 実行結果 （左上 白黒画像 右上 テンプレート画像 下

着彩画像

図 実行結果 の着彩の理想とする画像

実行時間は平均 秒（ 回平均）

図 実行結果 左上 白黒画像 右上 テンプレート画像 左

下 着色画像）

 
 考察
白黒画像とテンプレート画像の輝度情を使った、ZNCC
を用いたテンプレートマッチングを行った。ZNCCの値が
最も高く類似度が高かった始点の座標は、実行結果 1では
(y,x)=(36,47)、実行結果 2では(37，48)と良い結果が得られ
た。そのためテンプレート画像付近の色伝搬はきれいに行

えている。 
しかしながら、図 3、図 5の着色画像と理想の着色画

像を比較限りでは、ソーベルフィルタによるエッジ検出と

輝度諧調変化用いた色伝搬方法は輝度の差が激しい箇所

や色相と輝度似通った場所にあるエッジ点の領域分割を

正しく行うことができなかった。そのためテンプレートか

ら色を転写した画素から離れるほどきれいな色伝搬を行

うことができなかった。 
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 終わりに

今回、画素が欠けたカラー情報から似た輝度値を持つ白

黒画像使った復元を行った。しかし場所によってはうまく

色を付けることができない結果となってしまった。これに

はよりよい領域のマッチング方法を試して行くことで改

善されると考えている。 
カラリゼーションにおいてユーザーの操作を減らす、負

担を軽減するということは重要なことである。 
今後の発展としては、画像の特徴量を用いた画素の領域

マッチングや、類似のカラー画像 2枚を使用した色の再着
色、動画や漫画のカラー化などがある。さらに近年ではデ

ィープラーニングを用いたカラリゼーションの研究が盛

んに行われいる 7)。 
ほかに、カラリゼーションにより取得された画像がユー

ザの求めるものかの判断はユーザに依存する。ユーザが求

めるカラリゼーション結果はどのような画像なのかとい

った評価尺度などもカラリゼーションが発展していくう

えで避けられない問題である。 
 
参考文献

 
1)衣松宏晃:カラリゼーションに関する基礎研究、平成 24
年度宮崎大学修士論文、 2012. 

2)ビットマップ画像 [Online]. 
http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

3)RGB [Online]. 
http://ja.wikipedia.org/wiki/RGB 

4)HSV色空間 [Online]. 
http://ja.wikipedia.org/wiki/ 

5)テンプレートマッチングについて理解する 
[Online]. 
https://www.yukisako.xyz/entry/template-matching 

6)井上誠喜・八木伸行・林正樹・中須英輔・三谷公二・奥
井誠人：C言語で学ぶ実践画像処理,  オーム社,  1999. 

7)雨車和憲 半谷精一郎： カラリゼーション-白黒画像・
映像を自動でカラー化する - IEICE Fundamentls 
Review Vol.11 No.3 2017. 

 
 
 
 
 

222 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号



  

果物を例とした 3 次元 CG による「瑞々しさ」に関する一考察 
 

迫間 健治 ・楢木 悠生 ・釜坂 岳人 ・坂本 眞人

 
A Consideration on "Sweetness" by 3D CG with Fruits as an 

Example 
 

Kenji SAKOMA, Yusei NARAKI, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

    Today, 3D computer graphics (hereinafter referred to as 3DCG) are overflowing with images and videos 
around us, and 3DCG is permeating our lives. Recently, 3DCG-related technologies such as 3D printers, AR, and 
VR have been actively researched and developed, and further progress can be expected in the future. 3DCG is a 
technology for creating images and videos by generating objects in a virtual three-dimensional space. With this 
technology, various things have recently been made realistically. However, one of the issues that must be solved in 
the development of this technology is the reproduction of food. In this study, we focused on this issue, especially on 
the fruit cut. In this paper, we focused on environmental light, specular reflected light, diffuse reflected light, 
subsurface scattering, and how to hit and reflect light such as participating media. In addition, the research was 
conducted in consideration of the conditions such as the material. As a result of the execution, I was able to express 
fresher than the conventional one. However, since this paper focuses on the cut of fruit, it does not cover the skin of 
fruit, so research on the skin is also an issue. In the future, we will continue to improve so that it can express the 
freshness of fruit cuts, and also research to express fruit peels. 

 
Keywords:  Computer graphics, Ambient light, Specular reflection light, Diffuse reflected light, Subsurface 

scattering, Fresnel formula 

 

 はじめに

今日、私たちの身の回りには 3 次元コンピュータグラフ

ィックス(以下 3DCG)で描かれている画像や映像などがあ

ふれており、私たちの生活の中に 3DCG が浸透してきて

いる 1)。最近では、3D プリンタ、AR、VR など、3DCG
に関連する技術の研究・開発も盛んに行われており、今後

も 3DCG のさらなる進歩が期待できる。3DCG とは、仮

想の 3 次元空間内で物体を生成して、画像や映像を作る技

術のことである。これを応用した技術として、CAD、VR、
AR、シミュレータ、3D プリンタなどが開発されている。

そのような技術に応用された理由の１つとして、3DCG の

持つ表現力の高さが挙げられる。木、金属、プラスチック、

ガラスなど様々な物質を表現することができ、また、炎、

煙、流体など、特定の形状を持たないものも再現可能にな

ってきている。そうした 3DCG 技術の研究の１つにディ

ジタルフードというものがあり、将来的な実用化を目指し

て研究が行われているディジタルフードは食品の鮮度管

理、廃棄処分、新商品の開発シミュレーションなどに関す

る問題の解決が期待されているが、3DCG の表現力をもっ

てしても、いまだに困難とされているのが、肉・魚、野菜・

果物な どの生鮮食品や生花の表現である。3DCG は、生

鮮食 品や生花などの「新鮮さ」や「有機的な彩色」を表

現することが苦手なのである。これは、ディジタルフード

の研究・開発においても避けて通ることはできず、解決し

なくてはならない課題の１つである。私は今回の研究にお

いて、3DCG の原理を理解しながら、ディジタルフードを

作成するために必要な技術とは何かを探求するために、い

くつかのソフトを使用して学習を行った。また、学習にお

いては、ディジタルフードの課題の１つである「瑞々しい

果物の表現」を目標に定め、果実特有の皮の光沢、表面の

微細な凹凸、とくに果物の切断面の瑞々しさの表現の再現

に注力した。 
 
 
 研究の準備
以下では、下記の項目について説明する。  
• 環境光  
• 鏡面反射光  

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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• 拡散反射光  
• 材質設定 
• 表面下散乱  
• パーティシペイティングメディア 
• フレネルの式 

環境光 
環境光 1,2)(ambient light)とは、3DCG モデルにマテリア

ル(材質)を設定するための要素の 1 つ。情景全体に一定の

明るさを与えるものであり、物体間や物体内部における光

の反射が生み出す間接光を簡易的に表現したい場合に用

いる。3DCG 空間において、光が直接当たらない部分が完

全な黒色になることを防ぐ効果がある。 
 

鏡面反射光 
鏡面反射光(正反射) 3)(specular reflection light)とは、

3DCG モデルにマテリアル(材質)を設定するための要素の 
1 つ。モデルの表面に当たった光を完全に反射し、一方向

からの光が別の一方向に反射されて出ていく光のことを

指す。鏡や光沢のある金属面で多く発生する。 

拡散反射光

拡散反射光 4,5)（diffusereflectionlight）とは、3DCG モデ

ルにマテリアル(材質)を設定するための要素の 1 つ。モデ

ルの表面に当たった光の反射を単純化し、半球状に均一に

拡散する光のことを指す。一般の物質の反射では、鏡面反

射と拡散反射の両方の成分が含まれ、一般的に反射率の高

い物質ほど鏡面反射の成分が多くなる。  

材質判定

材質設定とは、モデリングした物体の色、光の反射率、

光の透過率、光の屈折率などを定義する作業のことで、物

体の色、半透明性やみずみずしさを表す性質の情報を決定

するものである。  

表面下散乱

表面下散乱 6)とは、皮膚や果物といった半透明物質に起

こる現象であり、光が物体内部に入り込み散乱する現象の

ことである。表面化散乱では、ある物体表面上の点 xi に
入った光が物体内で 1 回ないし複数回反射して別の点 xo 
から出てくる。  

パーティシペイティングメディア

パーティシペイティングメディア 7)とは、領域内の微粒

子による光の吸収・散乱の割合が大きい領域のこと指す。

半透明物質のように領域内での光の散乱や吸収の割合が

大きいものはパーティシペイティングメディアとして扱

われる。この種のメディアのレンダリングでは、散乱係数

と吸収係数によって散乱と吸収それぞれの度合いを制御

する。また、位相関数によって、入射角からみて前方と後

方のどちらにどれだけ優位に散乱するかという特徴を表

す。位相関数には、入射方向と散乱方向がなす角度の平均

値 g をパラメータとした Henyey-Greenstein 関数(L. G. 
Henyey, 1941)を用いる。g とは入射方向と錯乱方向がなす

角度の余弦とフェーズ関数 6)との積を全球面上で積分し

た値である。  

フレネルの式

フレネルの式 8)とは、界面における光のふるまい(反射・

屈折)を記述した式である。屈折率の異なる媒質の境界で、

入射した光のエネルギーのうち、どれだけ反射し、どれだ

け透過するのを計算することができる。フレネルの式は以

下のように表される。 
 
 
フレネルの式で出てくる、tp、ts はそれぞれ、p 偏光と s
偏光の振幅透過率であり、rp、rs はそれぞれ、p 偏光と s
偏光の振幅反射率である。また、エネルギー透過率 T に

関するフレネルの式は、振幅の 2 乗から求められる。エネ

ルギー反射率およびエネルギー透過率を以下に示す。 

 瑞々しい果物の表現
果物の切断面に瑞々しさを持たせるためには、図 1(a) 

にみられるような、切断面の特徴を表現することが必要に

なる。 
切断面の大きな特徴として、 
• 果汁によって濡れている  
• 果汁が溢れ出た後に残る細胞壁による細かい凹凸 が

ある  
• 果肉が透き通っている の 3 点があげられる。 
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(a) 実物画像        (b)POV Rayのパラメータ設定 
による画像  

図 1 みかんの比較画像 
これは、対象やその部位による水分量の違いは見られる

ものの、多くの対象に共通する特徴である。図 1(b)は
POV-Ray においてパラメータ調整を行ったものである。
ここで使用したパラメータは ambient : 0.60, diffuse : 1.00, 
specular : 1.00, brilliance : 0.60, roughness : 0.01, ior : 1.33で
ある。これらのパラメータとは CGにおける光の要素であ
り、上から環境光や拡散反射光、鏡面反射光、光沢、表面

の粗さ、屈折率で、材質設定を定義したパラメータである。

図 1(b)の画像は、瑞々しさの表現としては不十分であるが、
図 1(a) と比べ、新鮮さや水分の表現においてより瑞々し
さを感じられる働きを示した。 
 
4.  果実断面のモデリング 

本研究では、果汁断面が空気・果汁・果肉から構成され

ると考える。果汁のレイアは空気のレイアと果肉のレイア

に比べて十分厚さが薄いため、果汁層での散乱は発生しな

いものと仮定する。また、果汁層での透過光および果肉層

での表面下散乱光は、そのまま果肉層および空気に到達す

ると考える。果肉に入射した光は、果肉層で散乱したのち

に入射点と異なる位置から放射される。本研究で提案する

果実の切断モデルを図 2に示す。 

   図 2 提案する果実断面モデル 
 
図 2 より、物体内部への伝達を考慮する伝播放射輝度
と、液体表面で反射を考慮する反射放射輝度を足し合わせ

ることで、表面の放射輝度が得られる。 
 
 
 
 
 
 

 
4.1 透過モデル 
透過モデルでは、果汁層で透過する光の量を求める。空

気および果汁の屈折率をそれぞれn1、n2また入射光をωiと

したとき、透過量 It は、 

 
と表すことができる9)。LLは入射光の輝度を表し、Frは

フレネル反射を表しており、p偏光とs偏光のエネルギー反
射率の平均をとったものである。 
 
4.2 反射モデル 

反射モデルでは果汁層で反射する光の量を求める。 
また、反射モデルとして、拡散反射モデルと鏡面反射 
モデルの 2 つに分けて考える。この 2つの光の輝度を 
足し合わせることで、反射放射輝度を求めることがで 
きる。 
4.2.1 鏡面反射モデル 

鏡面反射モデルでは、鏡面反射係数 ρs を用いて、鏡面
反射輝度 Irを以下の式で表す。 

 
4.2.2 拡散反射モデル 

拡散反射モデルでは、ランバート反射モデルを用いる。

ランバート反射 10)とは、拡散反射表面を理想的に扱った

モデルである。この反射は、面の正規化法線ベクトル N
と面から光源を指す正規化ベクトル L の内積を使って計
算し、入射光の輝度をを掛け合わせたものである。 
ランバート反射モデル、拡散反射係数 ρdを用いて、拡

散反射輝度 Idを以下の式で表す。 

 
5. 表面下錯乱モデル 

表面下散乱は双方向散乱面反射率分布関数 (BSS- 
RDF:Bidirectional Scattering Surface Reflectance Function)を
用いて表せる。BSSRDFとは、ある点に入射した光が物体
の内部で散乱し、入射点とは異なる場所から外部に出射す

る光の輝度を表す関数である。物体表面の入射位置、方向、

射出位置、方向で記述される関数である。本研究では表面

下散乱のモデルとしてダイポールモデルを使う。このモデ

ルでは、内部の散乱が入射光と射出光の方向に依存しない

と仮定することで、fBSSRDF (xi, ωi, xo, ωo)を以下のように分
解できる。 
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ここで、Ft(η, ωi)は相対屈折率 η の境界面に対し、角度 θ

方向に光が透過する際のフレネルの式である。また、Rd(xi, 
xo)は、距離 r=||xi − xo||離れた 2 点間での入射光と射出光の

減衰を表す散乱項であり、次式で近似される。 

 
このとき、各変数は以下の式で与えられる。  

 
ここで、σs と σa はそれぞれ散乱係数、吸収係数と呼ばれ

るパラメータであり、g は 2 章で記述した散乱の等方性を

決めるパラメータ、また相対屈折率 η を含めた 4 つがパラ

メータとなる。 
 
実行結果

実装環境として、OpenGL と VisualC++を使用し、予備

的にモデルとして Stanford Bunny を用いた。比較画像とし

て、図 3(a)は色以外の材質は設定していないもので、図 
3(b)は本手法を用いたものである。 

(a)比較画像  (b) 本手法を用いた画像  
図 3 「瑞々しさ」の表現結果 
 

図 3(a)と図 3(b)を比べると、図 3(b)のほうが、半透明性

や瑞々しさといった表現ができていることがわかる。 
 

考察

本研究では、果物や野菜のもつ「瑞々しさ」に着目し、

その表現手法を提案した。今回提案した果実断面モデルは

単純な透過、反射モデルを用いたが、それでも「瑞々しさ」

の表現に関して十分な結果を残したと考える。しかし、今

回は切断面だけに着目しているため、果実の外皮の表現に

はまた別の方法が必要であると感じている。 
 

今後の課題

今後インタラクティブに結果画像を生成する文献1)のよ

うなインターフェースへ本手法を組み込むことで、瑞々し

い果物や野菜を対話的に描けると考えられる。ほかにも表

面の粗さを表現した様々な反射モデルや透過モデルがあ

り、それらを取り入れることでより実物に近づけられると

考えられる。今回は切断面に着目した研究を行ったが、果

物の外皮などをよりリアルに表現する研究1)なども進めら

れており、それらと組み合わせることでより再現できると

考えられる。また、果物一つ一つに適切なパラメータを見

出すことができれば、ディジタルフードは実物の写真と見

違えるようなリアルなものに近づくと考える。今後、その

ような方面でも研究を進める必要がある。 

 
まとめ

 
今回の研究を進める中で、リアリティを追求した表現には、

3DCGの技術的な課題の解決だけでなく、3DCGの制作工

程上の工夫も必要なのだと感じた。CGの基礎となる技術

が開発されてから現在まで、およそ50年の間に、CG技術

は急速な成長を遂げ、3DCGという技術が開発されるまで

に至ったが、未だに解決すべき課題が多く残されている。

表現を替えると、3DCGはこれからも進歩する可能性を持

った発展途上の技術ということである。また、3DCGを応

用したARやVRといった分野が現在急速に普及している。

新しい分野が出てきた今、これまでとは違う見方ができ、

また新しい3DCGの進化が期待できる。 
 
参考文献

 
1)坪井遼. 果物を例とした 3 次元 CG による鮮度の写実

的描写に関する一考察. 宮崎大学, 2016, 卒業論文. 
2)株式会社ボーンデジタル ,「ambient—CG 用語辞典」

『CGWORLDEntry.jp』. アクセス日 2020/1/24. 
3)小室日出樹, (2000). POV-Ray で学ぶ実習コンピュータ

グラフィックス. アスキー出版局. 
4)ジャパンセンサー株式会社. 

[Online].https://www.japansensor.co.jp/faq/968/index.html.
アクセス日 2020/1/25. 

5)株式会社ボーンデジタル. 「diffuse — CG 用語辞典」

『CGWORLDEntry.jp』. アクセス日 2020/1/24. 
6)hiroshi harada. Blender 入門. 

[Online].https://www.blender3d.biz/contactus.html.  
アクセス日 2020/1/29 

7)倉地紀子. (2008). 『CG Magic : レンダリング』.オーム

社. 
[Online].https://www.mext.go.jp/content/1407196_21_1_1_

226 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号



  

2.pdf 
8)Max Born and Emil Wolf, Principles of Optics,Cambridge 

University Press, Cambridge, 1997. 
9) H. W. Jensen et all. ”Rendering of Wet 

Materials,”Proceedings of the Seventh Eurographics 
Workshop on Rendering, pp. 273-282, 1999. 

10)Warren J. Smith. Modern Optical Engineering.McGraw-Hill. 
pp. 228-256.3) 文部科学省:「産学官連携による人の地域
循環教育プログラムの研究開発」,(access 2020.02.12). 
[Online].https://www.mext.go.jp/component/a_menu/educati
on/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/09/11/1420971_20.pdf 

 
 
 
 
 

果物を例とした 3次元 CG による「瑞々しさ」に関する一考察 227



228 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第49号



  

CGを用いた空撮映像による観光支援に関するアプローチ 
 

迫間 健治 ・瀨戸 功隆 ・釜坂 岳人 ・坂本 眞人

 
Approach for Tourism Support by Aerial Video using CG 

 

Kenji SAKOMA, Noritaka SETO, Taketo KAMASAKA, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

    Sightseeing is a refreshing, hobby, and soothing experience in an unusual environment. It is also a big 
commerce where local people can expect local revitalization and increase of residents. In recent years, rural areas 
have been declining due to the concentration of work in cities and the aging of the population. At the same time, the 
number of local governments that are focusing on tourism to regain the vitality of the past is increasing year by year. 
As a first step in the tourism business, we will consider whether it is possible to increase the number of tourists by 
incorporating IT technologies such as CG in videos introducing PVs and commercials. This research is part of a 
joint development with Takachiho-cho, and the aerial shots of the drones make it appear as if the bear hawks 
inhabiting Takachiho are swirling over the sky or descending sharply. And basic research on creating promotional 
videos to introduce local people. In this paper, we created a CG image of a bear flying in the sky combined with a 
real Takachiho video taken with a drone. This time, I used a sphere with an image attached. However, various other 
problems have been identified, and I hope to improve them in future research to produce even better ones. 

 
Keywords:  Sightseeing, Computer graphics, Animation, Promotino video 

 

 はじめに

観光は人々がリフレッシュのため、趣味のため、普段と

は異なる環境で心を癒すものである。しかし、現地の人々

からすれば地域おこしや住民の増加を期待できる大きな

商業である。 
近年、地方は仕事の都市集中化や少子高齢化により衰退

の一途を辿っている。そんな中、観光業に力を入れて昔の

ような活気を取り戻そうとする地方自治体も年々増加し

てきている。観光業の一歩目として、PVや CMなどの紹
介動画に CGなどの IT技術を取り込むことで、観光客の
増加を見込めないかを考えてみる。 
本研究は、高千穂町との共同開発の一環であり、ドロー

ンで空撮した映像に、高千穂に生息するクマタカが上空を

旋回したり、急降下しているかのように見せることで、高

千穂の美しい自然や地域の人々を紹介するためのプロモ

ーションビデオ作成に向けての基礎研究を行った。 
 

 観光事業のメリット
観光業の発展で多くの観光客が訪れるようになると、宿

泊や運輸、飲食、旅行業など様々な分野での経済活動が活

発になり、経済波及効果が高い。例えば、元々その地域に

存在する自然や史跡などを利用することで小規模であっ

ても産業として成立しうる。そのため、資金が少なくとも

ある程度の開発が行える。

また、国外から観光客を集めることができれば、外貨を獲

得することができる。特に、高千穂町では神話由来の自然

を観光の目玉としていることから、少ない資産でも高い生

産性を求めることができる。

高千穂町の取り組み 5

・神話由来の自然や神社を見て回るツアー（図 参照）

・神話に基づいた伝統ある高千穂神楽の （図 参照）

・高千穂町の豊かな土地を生かしたグルメや土産の販売

図 1 実際の神楽の様子.

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科学部生 

c) 情報システム工学科准教授 
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狭義にはゼロから完全にコンピュータ上での作画や編

集、加工などを経て生成された画像や動画を指し、広義に

は、元になる写真や図画、映像などにコンピュータで創り

出した像を合成したもの、元とは大きく異なる態様に処理、

加工したものを含む 6) 
近年では AR（Augmented Reality：拡張現実）や VR

（Virtual Reality；仮想現実）において目覚ましい躍進をみ

せている。しかし、CG にはエンターテインメント性だけ

でなく、建築設計のモデル制作や災害時のシミュレーショ

ンといった、目に見えない部分でも活躍している。 
 

ツール 
本研究では CG 作成には Blender を、CG の操作制御に

は Unity を用いる。 

オブジェクトは一つのキューブから、押し出し機能や分

割機能を用いて作成している（図 3 参照）。鳥の最大の特

徴である翼の羽ばたきを滑らかに再現するために、関節の

役割を果たすボーンを、翼の根元から先端に対して左右 6
本ずつの計 12 本を付け加えている。ボーンは通常のもの

と、より曲線を表現しやすい B ボーンを使用している。

・アニメーション 
翼の羽ばたきと急降下を表現するために、アニメーション

機能を用いてクマタカ本体と、翼に付加しているボーンに

数値を割り振る。アニメーション機能はキーフレームアニ

メーションを適用していて、各数値の間隔を変更すること

で、滑らかな動きを再現している。 
・旋回 
オブジェクトが旋回する動きは、アニメーション機能を

使わずにスクリプトだけで処理する。本研究では実際に撮

影された動画に合わせてオブジェクトを動かすため、旋回

は z 軸を中心に回転させるだけとする。 
旋回は左右各 30 度までとし、それ以上はキー入力を続け

ても旋回しないように設定した。ただし、ここでの重要な

処理として、旋回の角度もコンソール上と取得する数値と

で違いがあるため、数値が同一になるように条件を付ける。 
rot.z = (transform.eulerAngles.z > 180) ? 

transform.eulerAngles.z – 360 : transform.eulerAngles.z 
これにより、どちらの角度も‐180≦z≦180 までで取得で

きる。この処理を行わない場合、オブジェクトは旋回を続

ける。 
キー入力 

If(Right && rot.z >= -30){ 
 transform.Rotate(0,0,-1); 
 checker = 1; 
} 
で右矢印入力中は-1 ずつ傾くが、‐30 度になると停止す

る。 
else if(Right == false && rot.z <= 0 && checker == 1); 
でキーを離すと初期位置まで傾きを修正する。checker は

バグの処理に利用している。 
 
・画像の合成 
鷹が旋回した際に映像も移り変わっていく仕様にするた

め、ICO 球を使用する。 
ICO 球の中に鷹オブジェクトとメインカメラを設置し(図
4 参照)、矢印キーが入力されると球体が回転するようにす

ることで実現している。 

図 2 天安河原、国見ケ丘、高千穂峡.

図 3 作成した鷹.
図 4 球体への 360 度画像の合成
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・ICO球

 
図 ３D球モデル. 

本研究では、テクスチャをなるべく歪まずに貼る必要が

あるため、3D球モデル 図 5参照 の中でも ICO球を使用
するものとし、ICO球は配布されているもの扱うものとす
る 。

・glTF
Blender では glTF 形式でのエクスポートが可能であり、

これにより Blender とほぼ同様のシェーディングで Unity
にインポートできる 図 6参照 。

図 glTF

球体の内面に映像を貼る必要があるため UniGLTF のプ
ラグインをダウンロードし使用する 10 。

・鷹の急降下による画面遷移

画面遷移はスクリプトによって処理され、スペースキー

が入力されると画面遷移を行うようにする。

この状態ではクマタカの急降下のアニメーションが行わ

れる前に画面遷移が行われてしまうため、スペースキーが

入力されると経過時間を観測し始め経過時間がアニメー

ションが終わる時間になると観光紹介の映像がながれる

シーンに遷移する。

・サウンド・動画

サウンドやクマタカの鳴き声、空撮映像、観光紹介動画

にはフリー素材を使用させていただいている 。

考察・今後の課題

本研究では、ドローンで空撮した実際の高千穂の映像に

空を舞うクマタカの CG を合成し、高千穂を PR する CG
アニメーションを制作するという趣旨のもと、Blender 及
び Unityを用いて制作を行った。 
今回、球体に画像を貼り付けることには成功しているが、

フリーで使用可能な画像では解像度が低すぎるため合成

時には荒くなりすぎてしまう問題が発生する。 
また、本来は映像で合成を行う仕様であったが３６０度

視点の映像を合成するには動画ファイルが Equirectangular
形式である必要があるため本研究では画像での合成をお

こなっている。 
画面遷移においては 1 つのシーンにしか遷移すること
ができないため、球体の回転した角度を取得して特定の角

度に対応したシーンに割り当てることで複数のシーンに

遷移できるようになるのではないかと考える。 
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表面筋電位を用いた個人認証のための指文字ベースジェスチャの評価

山場　久昭 a)・長友　勇樹 b)・油田　健太郎 c)・岡崎　直宣 d)

Evaluation of a Set of Manual Alphabets Based Gestures

for a User Authentication Method Using s-EMG

Hisaaki YAMABA, Yuki Nagatomo, Kentaro ABURADA, Naonobu OKAZAKI

Abstract

At the present time, mobile devices such as tablet-type PCs and smart phones have widely penetrated
into our daily lives. This movement caused a new threat that a stranger takes a peek at our authentication
operations on our touch screens and steals our passwords and steals our important information and data in our
mobile devices. This forced us to develop new authentication method that can prevent this sort of crime called
a shoulder surfing attack. We have investigated a new user authentication method for mobile devices that
uses surface electromyogram (s-EMG) signals, not screen touching. The s-EMG signals, which are generated
by the electrical activity of muscle fibers during contraction, can be used to identify who generated the signals
and which gesture he made. We introduced a pass-gesture, which is a list of hand signals, to realize the
s-EMG based authentication method. In order to realize this method, we have to prepare a sufficient number
of gestures that are used to compose passwords. In this paper, we adopted figerspelling as candidates of such
gestures. We measured s-EMG signals of manual kana of the Japanese Sign Language syllabary and evaluated
their potential as the important element of the user authentication method. First, we attempted to choose
ten gestures from the manual alphabets. Concretely, we made some gesutre groups according to their shapes
and selected one gesture from each group. Next, we evaluated a series of experiments to identify the gestures
from each other. Support Vector Machines were used in the exepriments. The results shows that the gesture
set has can be identified to some extent.

Keywords: User Authentication, s-EMG, Manual Alphabets, Support Vector Machine

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

パスワードの盗み見に対抗するため、覗き見されても正規
のユーザでないと認証されない、または、覗き見が不可能な
形で認証ができる認証システムが必要となってきている。な
ぜなら、現在主流のパスワード認証や PINによる方式は、覗
き見耐性が十分であるとは言い難く、覗き見によって認証に
必要な情報が第三者に取得されてしまい、容易に認証を突破
される恐れがあるからである。スマートフォンやタブレット
のようなモバイル端末の普及に伴い、この危険性は増してき
ている。
覗き見耐性のある技術として指紋などの生体情報を用いた

生体認証が注目されている。生体認証技術とは、人間の身体
的特徴（生体器官）や行動的特徴（癖）を用いて本人認証を行
う技術であり、バイオメトリクス認証とも言われる。具体的
には指紋、掌形、虹彩などが認証に用いられている。
筆者の研究室では、生体情報の１つである表面筋電位を用

いた認証手法の検討を行い、それが有望であることを確認し
ている 1)2). 具体的には、手首から先や指を様々に曲げたり伸

a)情報システム工学科助教
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科准教授
d)情報システム工学科教授

ばしたりした形（以下、ジェスチャと呼ぶ）を取った時の筋電
位を計測し、その波形を認証情報として用いる。
表面筋電位を用いた個人認証を実現するためには、パスワー

ドの文字にあたるジェスチャを多く用意する必要がある。筆
者の研究室の以前の研究 3) では、そのようなジェスチャとし
て、手話の指文字をベースにしたジェスチャを採用することを
提案している。しかし、どの指文字を採用するのか、採用され
た指文字の性能がどの程度であるかは研究が十分でなかった。
そこで、本研究では、PINと同等のセキュリティが確保で

きるよう、10個の指文字の組を互いの識別が容易になるよう
に留意して選択し、実際に識別精度がどの程度であるのか、実
験を通して評価した。

2. 筋電位

筋電位とは脳から送られた信号が筋繊維に伝達された際に
生じるものであり、神経細胞が細胞内外の電位を変化させる事
で測定することが可能であり、観測された電位の変化は図 1の
ような筋電位として記録できる。皮膚表面で計測した筋電位の
ことを表面筋電位 (surface electromyography, 以下 s-EMG)

という 4)。
筋電位は、例えば、障がい者を支援するヒューマンインター

フェイスの開発等に活用されている。例えば Tamura 等は、
顔の皮膚表面から得られた筋電位を表面筋電計を用いて測定・
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図 1. 筋電図

解析して表情筋の動作を推定し、その動作を入力として用いる
ことで車椅子を制御する、ハンズフリー車椅子の開発を行っ
ている 5)。

3. 筋電位を用いた個人認証手法

筆者の研究室の以前の研究 6) では、手首から先を動かした
時に観測される表面筋電位を筋電計で測定し、得られた波形を
用いて個人認証を行う手法を提案している。この手法は、筋
電位計で計測された s-EMGの波形はジェスチャ毎に異なり、
また、同一のジェスチャであっても波形には個人差があると
いう特徴を利用したものである。攻撃者から認証動作を見ら
れ、その攻撃者が全く同じジェスチャを再現したとしても、筋
電位の波形には個人差があるため、認証が突破されないこと
が期待できる。

3.1 提案手法の認証プロセス
6) で提案された認証プロセスを以下に示す。

1. ユーザは、パスワードとして登録するジェスチャを選
択する。(図 2 (a))

2. 選択した各ジェスチャの s-EMG を測定し、特徴量を
抽出後、デバイスに登録する。(図 2 (b))

3. ユーザは、デバイスのロックを解除時に、ジェスチャ
を行い、s-EMGを測定する。

4. 測定された信号が、デバイスに送信される。

5. デバイスは信号を分析し、特徴量を抽出する。

6. 5.で得られた値と 2.で登録されている値を比較する。

7. 値が一致する場合、ユーザ認証が成功する。
(図 2 (c))

8. 一方、第三者による不正な認証は値が一致しないため、
失敗する。(図 2 (d))

3.2 認証に使用するジェスチャの候補
提案された認証方法を実現するために必要な, 十分な数の

ジェスチャを用意するにあたり、指文字をベースにしたジェ
スチャを候補にすることが提案されている 3)。指文字は、手
の形を書記言語の文字に対応させた視覚言語であり、手話で
のコミュニケーションを支援するものである。様々な言語に

(a)選択したパスワードのジェスチャ

(b)対応する筋電図

(c)所有者が入力した筋電図

(d)第三者が入力した筋電図

図 2. パスワードとして使用するジェスチャ

ついてその指文字が存在するが、3)7) では日本の指文字を採
用している (図 3)。
指文字ベースのジェスチャを採用することの長所に、ジェ

スチャで構成されるパスワードを文字列として記憶すること
ができることが挙げられる。すなわち、ユーザはパスワード
を思い出すことが容易になることが期待できるわけである。
指文字ベースのジェスチャから測定された筋電波形には、

ジェスチャごとに特徴があり、7) ではいくつかの指文字を以
下に示す 5タイプに分類している。

Type 1：手首を手前に曲げる指文字
このような指文字は手首を手前に曲げる。 また、指の
いくつかは、横を指して伸ばす。s-EMG信号の振幅は
非常に大きい。

Type 2：下向きの指文字
このような指文字は手首を下に曲げる。また、伸ばし
た指は下向きにする。s-EMG信号の振幅は大きい。

Type 3：1本の指だけを伸ばす指文字
このタイプの指文字は、1本の指だけを伸ばす。 また、
手首は曲げない。s-EMG信号の振幅は非常に小さいた
め、これらの文字を認証に使用するのは難しいと考え
られる。

Type 4：複数の指を伸ばす指文字
このタイプの指文字は、人差し指と中指を含む複数の
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図 3. 日本の指文字

指を伸ばす。 また、手首は曲げない。 s-EMG信号の
振幅は小さい。

Type 5：前腕を捻る指文字
このタイプの指文字は前腕を捻る。手首は曲げない。
s-EMG信号の振幅は大きい。

4. ジェスチャの選択

本研究では、個人識別番号 (PIN)と同等レベルのセキュリ
ティを確保できるように、0～9に相当する 10個のジェスチャ
を用意することを目指すものとする。ただし、その 10 個の
ジェスチャは互いに識別することが容易でなければならない。
そこで、選択方法としては、まず、3.2節の 5タイプを参考

に 10のジェスチャグループを編成し、それから、各グループ
を代表するジェスチャを選択するものとした。この方法は、各
グループの代表ジェスチャから得られる筋電波形がそれぞれ
大きく異なるため、計算機での判別がしやすいと期待できる。
グループの編成にあたっては、親指を曲げるか否かなどに

注目し、3.2節の 5タイプを細分化するとともに、この 5タイ
プに含まれない指文字をいくつかの新しいグループにまとめ
ることとした。
各グループからの代表ジェスチャの選択は次のよう行う。

4.1 代表ジェスチャの選択
各ジェスチャグループから代表ジェスチャを選択する際に

は、相互相関関数を利用した。相互相関関数は、2つの信号の

表 1. ジェスチャグループ
Group 1 Type 1a(親指を伸ばす) し,く,む
Group 2 Type 1b(親指を曲げる) に,み,よ
Group 3 Type 2a(親指を伸ばす) ね,ふ,す
Group 4 Type 2b(親指を曲げる) そ,な,ま
Group 5 Type 4a(親指を伸ばす) き
Group 6 Type 4b(親指を曲げる) う,か,ら,ひ,わ
Group 7 Type 5 と,ゆ,ほ
Group 8 親指と人差し指をつける お,め,つ,ち
Group 9 握りしめる さ
Group 10 指を動かす の,も,り

類似性を確認するために用いられる手法の 1つである。相互
相関関数の出力は-1から 1の値をとり、0に近いほど無相関
であり、-1,1に近いほど強い相関があるといえる。
本研究では、以下の手順で代表ジェスチャを選択した。

• ジェスチャグループ内の各ジェスチャについて相互相
関係数の平均を計算する。

• 相互相関係数の平均が高いジェスチャを選択し、さら
に互いの相関係数の平均を計算する

• 相関係数の平均が最小のものを代表ジェスチャとする。

表 1の下線付きのジェスチャが、選択した代表ジェスチャで
ある。
この方法で選択した理由は、相互相関係数の平均が高いジェ

スチャは、測定毎の値のばらつきが少なく、同じような波形
が出やすいため、認証に利用するジェスチャとして適してい
ると考えたからである。

4.2 ジェスチャグループの編成
編成された 10 のジェスチャグループを表 1 に示す。表 1

の同じグループ内のジェスチャは、筋電波形が互いに似てお
り、大きな差はない。
具体的なグループの編成方針は次のようなものである。

• Type 3のジェスチャは、信号の振幅が非常に小さく、
ユーザー認証に適さないと考えたため選択しなかった。

• Type 1、Type 2、および Type 4は、親指を曲げる、
または伸ばすことに応じて、それぞれ 2つのグループ
に分割した。

• 既存の 5つのタイプに加えて 3つの新しいジェスチャ
グループを追加した。

– Group 8：親指といくつかの指に触れるジェス
チャ

– Group 9：拳を握るジェスチャ

– Group 10：指を動かすジェスチャ

5. 識別精度の評価実験

5.1 実験目的
本実験では、4.章で選択した代表ジェスチャの識別が可能

であるか、SVMを用いて確認する。表 1の下線付きのジェス
チャが、選択した代表ジェスチャである。
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図 4. 測定環境

5.2 ジェスチャの測定方法
s-EMGの測定には S&M社の筋電位計DL-2000とDL-141

を用いた。ジェスチャの測定時は、左前腕を椅子のひじ掛け
に置き、手のひら側の前腕に電極を設置した (図 4)。ジェス
チャの測定は拳を軽く握った状態を初期状態とし、それぞれ
のジェスチャを行い筋電位を測定した。各指文字について 10

回ジェスチャを行い、筋電位を測定した。さらに、この測定
を 3回行い、各指文字 30回分のデータを得た。今回は 1名の
データを測定した。

5.3 実験方法
本研究では、サポートベクタマシン（Support Vector Ma-

chine,以下 SVM）で判別器を構築する。SVMとは教師あり
学習を用いるパターン認識モデルの 1つであり、分類に適用
が可能である。SVM はデータの特徴の次元が膨大になっても
識別の精度が高く、最適化するべきパラメータが少なく算出が
容易であるという利点がある。SVMで利用する特徴量は、総
和、平均、標準偏差、平方和、歪度、尖度、5数要約（最小値、
下側ヒンジ、中央値、上側ヒンジ、最大値）の 11個である。

SVMの判別器は代表ジェスチャごとに構築する。例えば、
「く」の判別器は、「く」のデータは “positive”、他のジェス
チャーのデータは “negative”としてラベル付けして訓練する。
SVMの訓練データには、300データ (30データ× 10ジェス
チャ)の内、各ジェスチャにつき 20データずつ、計 200データ
(20データ× 10ジェスチャ)を用いた。すなわち、“positive”
が 20データ、“negative”が 180データである。ただし、このま
までは訓練データに偏りがある。そこで、Synthetic Minority

Over-sampling TEchnique(SMOTE)でオーバーサンプリン
グとアンダーサンプリングを行った。
パフォーマンスの評価指標には、誤検知率 (False Positive

Rate, 以下 FPR) と検知漏れ率 (False Negative Rate, 以下
FNR) を使用した。また、データを増やすため、交差検証も
行った。

5.4 実験結果
代表ジェスチャのデータから判別器を構築し、実験をした

結果、10個のジェスチャの平均 FNRと平均 FPRは、それぞ
れ 23.00 ％と 22.81 ％となっている。一応判別はできている
が、10回に 2、3回の割合で誤検知、または検知漏れしている
ことになる。(表 2)

次に、精度を改善するために、46個すべてのジェスチャか

表 2. 代表ジェスチャを利用した実験結果

ジェスチャ FNR[%] FPR[%]

く 20.00 24.07

に 26.67 24.44

ね 33.33 25.56

そ 13.33 17.78

き 30.00 25.56

う 30.00 25.12

ゆ 26.67 17.78

め 13.33 15.19

さ 13.33 18.15

り 23.33 34.44

平均 23.00 22.81

表 3. 46文字を学習に利用した

ジェスチャ FNR[%] FPR[%]

く 26.67 8.22

に 50.00 11.63

ね 26.67 8.96

そ 33.33 6.89

き 43.33 15.70

う 26.67 10.89

ゆ 23.33 3.11

め 13.33 8.30

さ 26.67 8.30

り 23.33 4.59

平均 29.33 8.66

ら判別器を構築した。これらの新しい判別器は、全体的に誤検
知数が減っており、FPRが改善された。新しい判別器の FPR

が改善された理由は、訓練データが増え、2クラス間の境界が
明確になったためだと考えられる。

6. まとめ

本研究では、PINと同等のセキュリティが確保できるよう、
10個の指文字の組を互いの識別が容易になるように留意して
選択し、実際に識別精度がどの程度であるのか、実験を通し
て評価した。具体的には、指文字ベースジェスチャから 10個
の代表ジェスチャを選択して判別器を構築し、判別精度を調
査した。実験の結果、一応判別はできているが 10 回に 2、3

回の割合で誤検知、または検知漏れしていた。そこで、46文
字すべてのジェスチャを訓練データとして利用し、判別器を
構築した結果、FPRを改善することができた。
しかし、指文字ベースジェスチャを認証に利用するうえで、

FNR、FPR共に 10％未満でないと実用的ではないと考えて
いる。
そのため、今後の課題として、パフォーマンスを向上させ

るために、ジェスチャグループの編成方法の見直しや、測定
した筋電位から抽出した特徴量のチューニングを行うことが
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挙げられる。また、指文字の特徴を、若い人や年配の人を含
む多くの人からの多くの s-EMGデータを使用して調べ、再現
性の観点から優れたジェスチャを探求することが必要である
と考える。
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Fast Retinex Image Enhancement Using CUDA  
Kyi Myo Zawa), Kunihito YAMAMORIb), Masaru AIKAWAc), Aye Min Myatd) 

 

Abstract 

Image enhancement is an important preliminary step in many digital image processing and applications and 
Retinex algorithm is one of the commonly used algorithm to enhance the image with uneven illumination condition. 
But the computation of the Retinex is a very complex and time-consuming process. Therefore, we implement the fast 
Retinex image enhancement algorithm using the CUDA (Compute Unified Device Architecture). Our experiments 
show that we can gain 46× speed-up for image size 4,096 × 4,096 compared with the OpenCV CPU program. 
 
Keywords: Retinex, NVIDIA CUDA, Image enhancement, Convolution theorem 
 

1. INTRODUCTION 
 
 Human Visual System (HVS) can recognize 
objects and can see the true colour under varying 
illumination condition, but the imaging devices cannot 
fully capture the scene like the human eyes. Therefore, 
the captured images need to be enhanced to get the 
desired image. Retinex algorithm is commonly used to 
solve this kind of problems. But the computation of 
Retinex algorithm is a very intensive and time-
consuming process because the processing of the 
image by Retinex image enhancement has to be 
performed on each pixel. If this enhancement 
operation has to be performed sequentially, it will take 
too much time to complete the enhancement operation.  
 Nowadays, with the advance in technology, 
all kinds of image capturing devices can take very 
high-resolution images and videos. And the 
computation time of Retinex algorithm is directly 
proportioned to the size of the image. If the image 
becomes larger, then the time to perform enhancement 
operation is increased as well. 
 The aim of this work is to enhance the speed 
of Retinex algorithm as fast as possible by using 
CUDA (Compute Unified Device Architecture) which 
is a parallel computing platform and application 
programming interface (API) model created by 
NVIDIA. Because of Retinex image enhancement can 
be used as a pre-processing step in many images and 
videos applications such as face recognition, object 
detection, vehicle tracking, and other related 
applications. To work out this, we need to identify 
which parts of the algorithm could be run in parallel to 
improve the processing speed and which parts couldn’t 
and how we can improve the processing speed of the 
algorithm. 

 Our research is constructed as follows: 
Section 2 expresses the related works and our own 
methods to approach this problem. Section 3 explains 
the detailed process of our work and how much speed-
up can be got by using our proposed method. Section 
4 gives our experimental results and performance 
analysis. And in Section 5, we conclude our approach 
with the suggestion on future works and 
improvements. 

 
2. RELATED WORKS 
 

In this section, there are two topics. Firstly, the 
use of CUDA in some image processing algorithms 
and the speedup could be achieved by using CUDA 
are presented. And then the types of center/surround 
retinex methods are reviewed one by one. 

 
2.1 Image Processing algorithms using CUDA 

CUDA is a parallel computing platform and 
application programming interface (API) model 
created by NVIDIA. It allows software developers and 
software engineers to use a CUDA-enabled graphics 
processing unit (GPU) for general purpose processing 
— an approach termed GPGPU (General-Purpose 
computing on Graphics Processing Units). With the 
ease of its programmability, CUDA has been adopted 
to use to accelerate many computationally intensive 
tasks in image processing and computer vision 
domains. 

A parallel version of Canny edge detector using 
CUDA was implemented1), including all algorithm 
stages. They achieved 3.8 times acceleration on the 
CUDA version with the image size of 3,936 × 3,936 
resolution compared with an optimized OpenCV 
version running on a PC. A real-time visual tracker 
that targets the position and 3D pose of objects in 
video sequences, specifically faces was implemented 
by Lozano and Otsuka2) and their implementation can 
achieve 10 times performance improvements as 
compared with a similar CPU-only tracker.  
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of Technology (Yatanarpon Cyber City), Pyin Oo Lwin) 
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Faculty of Engineering, University of Miyazaki 
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d) Associate Professor, Dept. of Computer Engineering, Faculty of 

Information and Communication Technology, University of 
Technology (Yatanarpon Cyber City), Pyin Oo Lwin 
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And according to the parallel image processing 
based on CUDA3), as the image size increase, 
histogram computation can get more than 40 times 
speedup, removing clouds can get an about 79 times 
speedup, DCT (Discrete Cosine Transform) can gain 
around 8 times speedup and edge detection can get 
more than 200 times speedup. 

In the CUDA implementation of McCann99 
retienx algorithm by Hyoseok Seo and Ohyoung 
Kwon4) the sequential Matlab code takes 25.429 
seconds in 1,024 × 1,024 image size, and sequential C 
codes take 4.1 seconds, and the proposed CUDA 
implementation takes only 0.760 seconds for the same 
image. So, CUDA implementation can achieve 5.3 
times speedup compared to the CPU implementation 
written in C. 
 
2.2 Center/surround Retinex 

The Retinex algorithm was developed by 
Edwin Land5) and is one of the most famous 
algorithms that attempt to explain the human colour 
constancy. Colour constancy is one of the most 
important characteristics of human vision. Because it 
ensures that the perceived colour to the eyes remains 
unchanged under varying illumination conditions. The 
Retinex algorithm is based on the HVS. 
 There are many Retinex algorithms: path-
based Retinex, recursive Retinex, center/surround 
Retinex and the PDE-based Retinex. Among them, the 
center/surround Retinex is well suited for 
parallelization because of the convolution operations, 
log-domain processing, and normalization process in 
the algorithm could be run in parallel. 
 The input image I in the Retinex algorithm is 
assumed to be formed by a product of the illumination 
L and the reflection R, i.e., I = L ∙ R. The aim of the 
Retinex algorithm is to estimate the illumination L 
from the original image I to discard the effect of 
nonuniform illumination from the image I to improve 
visual quality of the image I.  

The single-scale retinex (SSR) that uses a 
Gaussian blur operation to compute the 
center/surround information proposed by Rahman et 
al.6). The extension of SSR is multi-scale retinex 
(MSR) and that combines dynamic range compression 
and colour/lightness rendition by using weighted three 
SSRs with different spatial scales. Finally, the multi-
scale retinex with colour restoration (MSRCR) 7, 8) was 
proposed to restore some colour loss in MSR process 
using colour restoration factor. 
 The basic form of single-scale retinex (SSR) 
is as shown in Eq. 1: 
 
        ,yxIyxFyxIyxR iii ),(*),(log),(log,     (1) 

where x and y denote the coordinates of a pixel in 
image, Ri (x, y) is the Retinex output, log Ii (x, y) is the 

image distribution in i-th spectral band, the symbol 
“∗’’ denotes the convolution operator, and F (x, y) is 
the Gaussian surround function as Eq. 2. 

 
                           ,),(

22 / crKeyxF                        (2) 

where c is the Gaussian surround space constant, and 
K is also a constant such that,  
 

                         .dxdyyxF   1),(                            (3) 

The constant c is used for controlling the scale of 
F (x, y).  A small value of c provides a good dynamic 
range compression, and a large scale provides better 
colour rendition.  

In order to combine the dynamic range 
compression and the tonal rendition, SSR is extended 
to multiscale Retinex (MSR). The result of MSR is a 
weighted sum of the results of SSR with different 
scales. The i-th spectral component of MSR output is 
mathematically expressed by the following equation: 

 

              ,
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where, N : the number of scales, 
 
          

inR : the i-th component of the n-th scale, 

           wn  : the weight associated with the n-th scale. 

inR  is defined by Eq. 5. 
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where 
22 /),( ncr

n KeyxF  , cn is the constant of the n-
th scale. From Eq. 4 and Eq. 5, ),( yxR

iMSR can be 
rewritten as Eq. 6. 
 

 ),(*),(log),(log),(
1

yxIyxFyxIwyxR ini

N

n
nMSRi




, 

                              i = 1, 2, 3, …, S,                       (6) 

 

where ),( yxR
in denotes a Retinex output associated 

with n-th scale for an image, Ii(x,y) and Fn(x,y) denote 
a surround function. S is the number of spectral bands 
in the image.  

A gain wn is set to satisfy the condition .1
1




N

n
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The surround function is given by 
222 /)(),( ncyx

nn eKyxF  , where cn are the scales that 

control the extent of the surround (smaller values of cn 

lead to narrower surrounds, and larger values of cn lead 

to wide surrounds), and the normalization factor is 

 


),(
1

yxF
K

nyx
n . 

MSR is good for gray images. But it could be 
a problem for the colour images because it does not 
consider the relative intensity of colour bands. This 
can be seen from the formula of MSR, whose output is 
the relative reflectances in the spatial domain. 
Considering the images “out of the gray world”, whose 
average intensity for three colour band are far from 
equal, the output of MSR for three channels will be 
more close, which makes it looks more gray. The 
solution to this problem is to introduce weights for 
three colour channels depending on the relative 
intensity of the three channels in the original images. 
To address the drawback of MSR with regard to colour 
restoration, we introduced weights for three colour 
channels depending on the relative intensity of the 
three channels in the original images. The relative 
intensity of the three channels is given by Eq. 7, 
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where Ii is the i-th band of the input image and S is the 
total number of colour bands. The colour restoration is 
given as )],([),( ' yxIfyxC ii  . 

The best overall colour restoration described 
in7) is: )],(log[),( ' yxIyxC ii  , and then 
becomes as Eq. 8, 
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where β is a gain constant, and α is used for controlling 
the strength of the nonlinearity, S is the number of 
spectral channels. 

The MSRCR is the most computationally 
extensive among three center/surround retinex 
algorithms because it requires to compute the three 
large Gaussian blur convolutions on a large scale to 
compute the center/surround information for each 
spectral band. 

In our work, we first determine which parts of the 
algorithm could be implemented in parallel and which 

parts could not be implemented. We compute the three 
Gaussian convolutions in the Retinex algorithms in the 
frequency domain as opposed to the conventional 2D 
convolution to speed-up the Retinex enhancement 
process.  
 
3. PROPOSED ALGORITHM USING CUDA 
 

Firstly, we load the image needed to enhance, and 
classifies whether the image is colour or not, and then 
apply the CUDA based Retinex algorithm to the 
image. 

We need to classify whether the image is gray 
scale image or colour image. If the image is gray scale 
image we only need to enhance the image with MSR. 
If not, we need to apply the MSRCR algorithm to the 
image as shown in Figure 1. And Figure 2 shows the 
image processing operations done in GPU. 

 
3.1 Using Convolution Theorem to Compute the 
Gaussian Convolution 
  The process of convolution (a rather messy 
integral in the spatial domain) has a particularly simple 
and convenient form in the frequency domain; this is 
provided by the famous convolution theorem9). 
 

 
Fig. 1. CUDA operations block diagram. 

 
According to the convolution theorem, the 

convolution of the two functions by Fourier transform 

GPU 

Original Image 

Enhanced colour 
Image 

Convolve with Gaussian  
Surround Function 

Log-domain Processing 

Normalization 
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is equal to the product of the individual transforms. 
So, the convolution in the SSR becomes as Eq. 9. 

  






 )},().,({log),(log, 1 wvIwvFFyxIyxR iii , (9) 

where ),( wvF


and ),( wvIi


are the Fourier transforms 

of F(x,y) and Ii(x,y) and F-1 denotes the inverse Fourier 
transform. 
 

 
 

Fig. 2. Overall system block diagram. 
 

Steps for convolution in frequency domain are as 
follows; 

1. Calculate the optimal DFT size for padding. 
2. Calculate the Fourier transform of the image 

with padding. 
3. Generate a filter function F, the same size as 

the image. 
4. Multiply the transformed image by the filter 

(pixel-wise multiplication). 
5. Inverse Fourier transform to get the 

convolved image. 
Finally, we get the appropriate block size to 

implemented in the GPU. 
 
3.2 Log-domain processing and normalization 
 The log-domain processing incudes 
computing natural logarithm of the original image 
pixels and the convolved results pixels, addition, 
subtraction and multiplication. After the computing of 

the log-domain processing step as shown in Figure 2, 
we need to normalize the processed pixels from log-
domain to display domain those value range is from 0 
to 255 for 8-bit colour image because the processed 
pixels value without normalization have both positive 
and negative values. 
 Mooer et al.10) proposed an automatic 
treatment of the retinex output prior to display by Eq. 
10. 
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where dmax = 255 for 8-bit image, rmax and rmin are the 
maximum and the minimum pixel value in the 
processed image. 
 
4. ANALYSIS AND EXPERIMENTAL RESULTS 
 

The parallel implementations of the convolution, 
log-domain processing, and normalization are 
implemented to optimize Retinex image enhancement 
algorithm. The computational experiments are carried 
out to compare the performance of the parallel 
implementation on GPU against the sequential 
implementation on CPU by using OpenCV.  

The computational experiments have been 
carried out on the Dell Precision Tower 3620 with the 
following characteristics: 

 CPU: Intel (R) Core™ i7-7700 CPU @ 3.6 
GHz, 16 GB DDR4 RAM 

 GPU: NVIDIA Quadro M4000 
 GPU Memory: 8 GB GDDR5 
 Memory Interface: 256-bit 
 Memory Bandwidth: 192 GB/s 
 NVDIA CUDA Cores: 1,664 
 System Interface: PCI Express 

3.0x16 
 Window 10 64-bit with Visual Studio 2017 

and CUDA toolkit v10.0 
Results of the experiments are shown in Table 1 

and in Figure 3. We use six resolution of image size 
for our experiments as shown in Table 1, and measure 
the total execution time including the data transfer 
time between CPU and GPU.  

We test about 50 images with 10 iterations and 
take an average to each image sizes to get the 
execution for both the CPU and GPU. For CPU 
implementation of the algorithm, we use OpenCV 
optimized Gaussian blur and other optimized image 
processing functions. For GPU, we implement it with 
the combination of OpenCV and CUDA. 

As shown in Figure 3, the execution for the 
smallest image size in this experiment could not 
achieve speed-up. But as the image size increased, the 
execution time in CPU is longer and longer as 
compared to CUDA. This is because the convolution 
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in Fourier transform could only achieve speed-up for 
the larger kernel size and image size. 

  
In this experiment, we could not gain speed-up 

for the 256 × 256 image size compares to other image 
sizes. Our CUDA implementation for 4,096 × 4,096 
resolution image achieved 46.3 times faster than CPU 
program. So, the proposed algorithm is good for 
computing large image sizes. Some of the resulted 
images from the system are shown in Figure 4. 
 

 

 
Fig. 4. Experimental results photos: top left and bottom left 

are the original images and the top right and bottom right are 
the MSRCR images. 

 
 As we can see in Figure 4, the MSRCR 
images are a little blur compare with the original 
images, it is an innate flaw of MSRCR and we need 
some colour balancing techniques to increase the 
contrast of the image for future processing. 
 
5. CONCLUSION 
 

In this paper, we implemented the fast Retinex 
algorithm using CUDA and it could achieve more 
speed-up for the larger image sizes. So, it is well suited 
for high-speed image enhancement steps for many 
images and videos applications. 

The analysis results could be summarized as 
follows: 
1) We can only get a benefit from the convolution in 

frequency domain, if the image sizes and kernel 
sizes are large enough. 

 
2) The enhanced MSRCR images have a blurring 

effect and that is needed to be solved in the future. 
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機械学習を用いて自然言語仕様書から生成した 
分類リストを用いた VDM++仕様書生成アプローチの提案 

 
執行 泰弘 a)・片山 徹郎 b) 

 
Proposal of an Approach to Generate VDM++ Specification from  

Classfied Lists of the Natural Language Specification by  
Machine Learning 

 

Yasuhiro SHIGYO, Tetsuro KATAYAMA 
Abstract 

 
       Specifications are generally written in natural language. Natural language contains ambiguity. As a method 

of writing a specification without ambiguity, VDM which is a formal method exists. Because it is difficult to write 
specification languages such as VDM++ because they have strict grammars data types and system invariants that are 
not found in natural language specifications. This study attempts to generate automatically a VDM++ specification 
from the natural language specification by using machine learning. For automatic generation of VDM++, it is 
necessary to extract predicates corresponding to the function names and nouns corresponding to variable names 
from the natural language specification. However,it is difficult to generate a VDM++ specification by using only the 
extracted nouns and predicates. This paper proposes an approach to generate automatically a VDM++ specification 
from extracted words list. An identifier is generated from the extracted words, and the VDM++ specification can be 
generated by converting this identifier into a VDM++ grammar. 

 
Keywords:  Natural language specification, VDM++, Automatic generation, Formal method 

 
1. はじめに 

 

ソフトウェアのバグが社会にもたらす影響は甚大なも

のとなっている 1,2)。 
ソフトウェアにバグが混入する原因の 1つとして、上流
工程のソフトウェア設計段階において、自然言語を用いる

ことが挙げられる。しかしながら、自然言語は曖昧さを含

んでいる。そのため、プログラマが仕様書上の表記を、誤

解してしまう可能性がある 3)。プログラマが、本来の仕様

書の意図とは異なる実装を行った結果、ソフトウェアにバ

グが混入してしまう。 
この問題を解決する手法の 1つとして、形式手法(Formal 

Method)を用いた上流工程でのソフトウェア設計が挙げら
れる 4)。形式手法を用いた開発では、数理論理学を基盤と

した形式仕様記述言語(Formal Specification Language)によ
り、開発対象が持つ特性を仕様として記述する。形式仕様

記述言語は数理論理学を基にしているため、自然言語を用

いた設計と異なり、定理証明や機械的な検査を用いて、記

述した内容が正しいことを数学的に証明することが可能

である 5)。したがって、自然言語の持つ曖昧さを排除した、

厳密な設計が可能となる。開発現場向けのライトウェアな

形式手法として、VDM(Vienna Development Method)が存在  
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 情報システム工学科教授 

する 6)。 
また、オブジェクト指向に基づいたモデル化を扱えるよ

うに文法を変更した VDM++も存在する 6)。 
しかし、VDM++のような形式仕様記述言語は厳密な文
法を持ち、自然言語仕様書にはないデータ型やシステムの

不変条件などを書くため、記述が困難である。 
そこで本研究では、機械学習を用いて、自然言語の仕様

書から VDM++仕様書を自動生成することを試みる。 
VDM++仕様書の自動生成には、変数名に該当する名詞
や関数名に該当する述語を自然言語仕様書から抽出する

必要がある。しかし、抽出した名詞や述語を VDM++の文
法に合わせて利用することは困難である。これは、抽出し

た名詞や述語だけでは、厳密な文法を持つ VDM++の構文
に対応して仕様書を記述することが困難なためである。 
そこで本論文では、機械学習を用いて名詞や述語を

VDM++の文法に基づいて分類した、分類リストから
VDM++仕様書を自動生成するアプローチを提案する。提
案するアプローチでは、分類した語群から識別子を生成し、

この識別子を VDM++の構文に従って変換することで、
VDM++仕様書を自動生成する。 

 
2. VDM 

 

形式手法の 1つに VDM(Vienna Development Method)が 
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表 1.VDM++の定義. 

VDM++のキーワード 要素数 構文 

values 2 1st = 2nd ; 

types 2 public 1st = 2nd ; 

instance variables 3 1st: 2nd:= 3rd ; 

operations 5以上 
public 1st : 2nd ==>3rd ; 

pre 4th ; post 5th ; 

 

ある 6)。VDMは、1970年代に IBMのウィーン研究所にて
PL/I コンパイラの正しさを検証するために形式手法とし
て開発された。VDM++は、VDM-SLを基にオブジェクト
指向拡張した言語であり、現在 VDMの中では主流である
5)。本研究では VDM++仕様書を自動生成する。VDM++は、
VDMTools7)や VDMJ8)などの支援ツールが揃っており、他

の形式手法に比べ仕様の検証がしやすい。 

VDM++の定義について説明する。本論文で対象として
いる VDM++の定義を、表 1 に示す。VDM++のキーワー
ドは、要素数と構文を持つ。構文は、VDM++における記
述方法であり、構文内の数字に各要素が対応する。 

 

3. 提案するアプローチ 

 

提案するアプローチは、自然言語仕様書から機械学習を

用いて分類した分類リストを基に、VDM++仕様書を自動
生成する。図 1に、提案するアプローチの全体の流れを示
す。 

1. 自然言語仕様書を基に、機械学習で用いる抽出リスト
を生成する。抽出リストは、3.1.1節で説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 抽出リストを基に、機械学習を用いて分類リストを生
成する。分類リストは、3.1.2節で説明する。 

3. 分類リストに識別子を挿入し、識別子挿入リストを生
成する。識別子の挿入方法については、3.2.1 節で説明
する。 

4. 識別子挿入リストから識別子を読み込む。 

5. 読み込んだ識別子に応じて、分類リストの要素を
VDM++仕様の構文に従って変換することによって、
VDM++仕様書を自動生成する。 

本論文では、全体のアプローチの内 3~5について提案す
る(図 1下部の青枠)。すなわち、全体のアプローチの 1~2
に相当する、自然言語仕様書から機械学習を用いて生成す

る分類リストが存在していると仮定する。 

 

3.1 データ構造 

提案するアプローチは、分類リストと識別子、抽出リス

トの 3つのデータ構造を用いる。3つのデータ構造を、そ
れぞれ以下で定義する。 

 

3.1.1 抽出リスト 

抽出リストは、自然言語仕様書から文および文節を抽出

し、抽出した文および文節とそれらから得られる語の修飾

関係から成るリストである。修飾関係は、自然言語仕様書

に対して形態素解析を行い、形態素解析から得られる関係

を基に抽出リストに追加する。抽出リストは、機械学習の

入力として用いる。 

 

3.1.2 分類リスト 
 分類リストは、1つの変数または関数についての要素を
行ごとにまとめたリストである。図 2の左上に、分類リス
トの例を示す。分類リストの各列について説明する。1列
目(列 A)は一時的な IDであり、後に識別子を挿入する。 

図 1. 提案するアプローチの全体の流れ. 
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2 列目(列 B)は VDM++仕様書に記述する変数名または関
数名である。3列目(列 C)以降は、以下に示す対象によっ
て構成する要素が異なる。 

⚫ 変数の場合、列 Cの要素は実数値から成る。 

⚫ インスタンス変数の場合、列 C 以降は型名、初期値
から成る。初期値は存在しない場合がある。 

⚫ 関数の場合、列 C 以降は事前条件, 事後条件、関数

の引数、区切り文字「#」、返り値から成る。 

 

3.1.3 識別子 
識別子は、分類リスト内の要素の数および要素の内容に

基づいて生成する。生成した識別子は、3.2.1 節に示す方
法で分類リストに挿入する。図 2の下に、識別子を挿入し
たリストの例を示す。識別子は、表 1のVDM++のキーワー
ドに対応する。 

分類リストの各識別子の挿入条件は、次の通りである。 

⚫ キーワード「values」は、分類リストの 2番目以降の
列の要素数が 2であり、かつ、3番目の要素が値であ
る場合である。 

⚫ キーワード「types」は、分類リストの 2 番目以降の
列の要素数が 2であり、かつ、3番目の要素が型定義
である場合、もしくは、要素の数が 1 であり、かつ、
3列目の要素は実数である場合である。 

⚫ キーワード「instance variables」は、分類リストの 2
番目以降の列の要素数が 3である場合である。 

⚫ キーワード「operations」は、分類リストの 2 番目以
降の列の要素数が 5である場合である。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 提案アルゴリズム 

本論文で提案するVDM++仕様書を生成するアルゴリズ
ムは、識別子挿入アルゴリズムと VDM++仕様書変換アル
ゴリズムの 2つのアルゴリズムから成る。 

 

3.2.1 識別子挿入アルゴリズム 
 識別子挿入アルゴリズムの流れを、図 2に示す。 識別 

子挿入アルゴリズムは、3.1.3 節で説明した挿入条件に
従って、分類リストの 1列目(列 A)の一時的な IDに、分
類リストの各行に対応した識別子を挿入する。識別子を挿

入した分類リストを識別子挿入リストと呼ぶ。 

 

3.2.2 VDM++仕様書変換アルゴリズム 
 VDM++仕様書変換アルゴリズムの流れを、図 3に示す。 
VDM++仕様書変換アルゴリズムは、識別子挿入リストに
基づいて VDM++仕様を記述する。 

VDM++仕様書の記述方法について説明する。まず、生
成するVDM++仕様書の初期ファイルとなる仕様書を事前
に準備する。この初期ファイルを、図 4に示す。これは、
VDMTool Box7)において、クラス名を入力すると初期に生

成される VDM++仕様書を参考にして作成した。図 4にお
ける VDM++仕様書の各行について、以下に説明する。な
お、図 4 では、クラス名に「template」を入力として渡し
たものを表示している。 
⚫ VDM++仕様の最初の行に、「class <class-name>」を記
述する。ここで、「<class-name>」には、自然言語仕様
書から取得したクラス名を記述する。 

⚫ 「class <class-name>」の以降の行に、VDM++の各キー
ワードを順に記述する。 

図 2. 識別子挿入アルゴリズムの流れ. 
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⚫ VDM++仕様書の最後の行に、「end <class-name>」を
記述する。 

次に、表 1に示した構文に従って、識別子挿入リストの
要素を、VDM++の各キーワードの箇所に記述する。識別
子挿入リストの 2列目以降の各要素を、キーワードの構文
に従って各キーワードに続く行に配置する。 
例として、図 2の識別子挿入リストの 3行目を用いて説明
する。まず、1列目(列 A)の識別子は「values」を読み取る。
次に表 1に示すキーワード「values」に対応する構文「1st = 
2nd;」に従って識別子挿入リストの 2 列目 (列 B)の
「appropriate_BMI_upper_limit」、および 3列目(列 C)の「30」
を配置する。最後に、VDM++仕様書の「values」の次の行
に識別子に対応した文「appropriate_BMI_upper = 30;」を記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
述する。 
 

4. 適用例および考察 

 

本論文では、提案するアプローチによって VDM++仕様
書が生成できることを確認するために、挿入器と変換器の

2つのツールを試作した。挿入器は識別子挿入アルゴリズ
ムを、変換器は VDM++仕様書変換アルゴリズムを、それ
ぞれ実装したものである。分類リストを挿入器に適用し、

識別子挿入リストを変換器に適用した。挿入器の入力を図

2の左上に、挿入器の出力を図 2の下に、それぞれ示す。 
出力の各行に対して、識別子を正しく挿入できているこ

とを確認する。1行目から 3行目は、初期値を持つ変数を
表す。要素の数は 2であり、3番目の列(列 C)は数値であ
るため、挿入器は識別子「values」を挿入する。4、5行目
は、型のみを定義する変数を表す。要素の数は 1であるた
め、挿入器は識別子「types」を挿入する。6行目はインス
タンス変数を表す。要素の数が 5以上であるため、挿入器
は識別子「operations」を挿入する。よって、挿入器は入
力の分類リストにおける各行に関して、正しい識別子を挿

入できる。識別子挿入アルゴリズムが識別子を正しく挿入

できることが確認できる。したがって、挿入器は、識別子

挿入リストを正しく生成できる。 

次に、変換器の入力を図 3の左上に示し、変換器の出力
を図 3 の右に示す。なお、変換器の入力(図 3 の左上)は、
挿入器の出力(図 2の下)と同じである。表 1に示した構文
に基づいて、変換器が VDM++仕様書を正しく生成するこ
とを確認する。変換器は、表 1 のキーワードに従って
VDM++仕様書を記述する。 

図 4. VDM++仕様書の初期ファイル. 

図 3. VDM++仕様書変換アルゴリズムの流れ. 
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例えば、入力の 4、5 行目の 1 列目(列 A)の識別子は
「types」であるため、変換器は表 1のキーワード「types」
の構文に従って、VDM++仕様書の typesの次の行に識別子
に対応した文を記述する。入力の 6行目の 1列目(列 A)の
識別子は「instance variables」であるため、変換器は表 1
のキーワード「instance variables」の構文に従って、VDM++
仕様書の instance variablesの次の行に識別子に対応した文
を記述する。入力の 8行目から 10行目の 1列目(列 A)の

識別子は「operations」であるため、変換器は表 1 のキー
ワード「operations」の構文に従って VDM++仕様書の
operations の次の行に識別子に対応した文を記述する。12
行目の 1列目(列A)の識別子は「instance variables」であり、
表 1 のキーワード「instance variables」の構文に従って、
識別子に対応した文を記述する。したがって、変換器は、

表 1のキーワードの構文に従って、対応する文を記述した
VDM++仕様書を生成できる。 
さらに、変換器が生成する VDM++仕様書が、VDM++
の構文に従っていることを確認する。生成した VDM++仕
様書を VDM++ Toolboxに記述した際の画面を、図 5に示
す。構文およびタイプチェッカーを備えた VDM++ 
Toolbox は、生成した VDM++仕様書に対して警告を表示
しなかった。このことから、変換器は、正しい構文の

VDM++仕様書を生成できる。 
以上より、提案した 2つのアルゴリズムに基づいて試作
した挿入器と変換器を組み合わせることによって、分類リ

ストから VDM++仕様書を生成できる。したがって、提案
アプローチによって、分類リストから VDM++仕様書を自
動的に生成できるといえる。 
 

5. おわりに 

 
本論文では、分類リストからVDM++仕様書を自動的に
生成するアプローチを提案した。制約として、自然言語仕

様書から機械学習により生成する分類リストが存在する

と仮定した。提案したアプローチに基づいて、識別子挿入

アルゴリズムとVDM++仕様書変換アルゴリズムの2つの
アルゴリズムを提案した。提案した2つのアルゴリズムに
従って、挿入器と変換器の2つのツールを試作した。適用
例を用いて、分類リストからVDM++仕様書を自動生成で
きることが確認できた。 
今後の課題を、以下に示す。 
⚫ 自然言語仕様書から機械学習を用いて分類リストを
生成できていない 

自然言語仕様書から機械学習を用いて分類リストを生

成するためには、自然言語仕様書に対して NLP(自然言
語処理)を行い抽出リストを生成しなければならない。 

⚫ VDM++の他の構文に対応していない 

提案したアプローチでは、VDM++の基本的な型にしか
対応することができていない。これにより、未対応の型

定義を持つVDM++仕様書を生成することができず厳密
な仕様書を作成することができなくなるため、対応する

必要があると考える。この課題を解決するためには、提

案したアプローチの対応する識別子を追加し、追加した

識別子に対応するVDM++の構文を定義しなければなら
ない。 

⚫ 分類リストを生成できていない 

提案したアプローチは、分類リストが存在することを前

提として提案しているが、現状では分類リストを生成で

きていない。 

 
以上の課題のうち、自然言語仕様書から機械学習を用い

て分類リストを生成できていないという課題について詳

しく述べる。本論文で提案したアプローチは、自然言語仕

様書から機械学習を用いて抽出リストから分類リストを

生成する。抽出リストは、分類リストにおいて変数名およ

び関数名に対応する語を抽出していること、および、抽出

した語が持つ修飾関係を抽出していることが、分類リスト

を生成するために必要である。 
そのために、変数名および関数名となり得る語の修飾関

係を抽出できるように、自然言語仕様書から抽出リストの

修飾関係となり得る文および文節を抽出する必要がある。 
よって、自然言語仕様書に対して形態素解析および係り

図 5. VDM++ Toolboxによる出力結果. 
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受け解析を行い、1つの語および他の語から得られる修飾
関係を明確にする必要がある。そして、明確にした修飾関

係を分類リストが得るために、抽出リストは語ごとに修飾

関係を取得できるようにしておかなければならない。抽出

リストで語ごとの修飾関係を明確にすることができると、

分類リストの生成が可能であると考える。 
現段階では、分類リストを出力するためには、まず、各

識別子ごとに識別子を挿入するために必要な要素と要素

の内容を抽出することに特化した学習モデルを事前に作

る必要がある。その後、識別子に必要な要素の情報を、抽

出リストの修飾関係から取得する必要があると考える。 
これら全体の構想を実装することで、自然言語仕様書か

ら分類リストを生成することが可能になると考える。 
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色の恒常性を利用したCAPTCHAの
ユーザビリティと機械攻撃耐性向上のための検討

臼崎　翔太郎 a)・砂本　佑紀 b)・岡崎　直宣 c)・山場　久昭 d)・油田　健太郎 e)

A Study on Improving the Usability and Machine Resistance of

Color Constancy CAPTCHA

Shotaro USUZAKI, Yuki SUNAMOTO, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA

Abstract

CAPTCHA is now widely used to prevent the bot from sending unauthorized service requests.
CAPTCHA is a system that imposes tasks that are easy for humans and difficult for machines and thereby
detect access from the bot. Unfortunately, many researchers have already reported that bots can break cur-
rent CAPTCHAs by OCR and machine learning technology. Therefore, it is necessary to add interference for
machine resistance. However, such interference also has a negative effect on human perception. Therefore, we
adopt a color constancy to CAPTCHA. The color constancy is a human visual characteristic and is known to
be difficult to reproduce mathematically. However, this CAPTCHA has a problem that human success is low
and machine success rate is high. To solve this issue, we proposed an improved CAPTCHA by processing the
base image and creating a new color interference filter. The first contrivance is to leave only a specific object
color in the base image for defending the attack by the Gray-World algorithm, which is vulnerable to color
bias. The second contrivance solves the weakness that the color filter does not always work effectively. We
evaluated the effect of these devices on the accuracy rate of humans and machines and usability.

Keywords: CAPTCHA, color constancy, gray-world, gray-scale, system usability score

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

ボットによるアカウントの不正な大量取得や、不正なサービ
ス要求を大量に行うDoS攻撃が発生している。これらの問題を
解決する対策として、一般的なWebサービスではCAPTCHA

が用いられている。CAPTCHAは機械と人間を区別するため
のチューリングテストであり、ユーザに対して問題を出し、
人間か機械かを区別するシステムである。CAPTCHA の代
表例として、歪んだ文字列をユーザに読み取らせる文字列型
CAPTCHAや、表示された複数の画像の中から条件に合う画
像をユーザに選択させる画像型 CAPTCHA がある。これら
の手法は OCR 技術や機械学習技術の発達により突破されつ
つある。しかし、既存の手法の難易度を上げると、機械によ
る解読を阻止することができる一方で、人間による解読も困
難になってしまう。
そこで、人間の視覚特性である色の恒常性を利用し、ベー

ス画像に色妨害フィルターを加えた画像中の色の区別をさせ
る CAPTCHAが提案された 1)。しかしこの CAPTCHAに
は、人間の正解率が低く、機械の正解率が高いという課題が

a)物質・情報工学専攻生産工学教育コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科准教授

ある。そこで本研究では、ベース画像の加工手法と新しい色
妨害フィルターの作成手法を提案し、人間の正解率向上と機
械の正解率低下を目指す。またこれらの工夫によって、人間
の正解率、機械の正解率に与える影響を検証する。
以下、2章では先行研究を紹介し、その問題点を指摘する。

3章では提案手法、ベース画像、色妨害フィルター、解答の照
合方法について解説する。4章では、提案手法の性能評価実験
について、その目的と内容を説明し、その後、実験を行った結
果について考察を行う。5章ではまとめと今後の課題について
述べる。

2. 先行研究

2.1 color CAPTCHA

colorCAPTCHAは、コンピュータには色の名前を認識する
ことが困難であるが、人間には容易に色の名前を認識できるこ
とを利用したCAPTCHAである 2) これは、表示されるカラー
画像の中から、指定された部分の色の名前を答えさせるという
ものである。評価実験では、職種を問わず 5歳以上の 1,000人
に colorCAPTCHAを解かせた。その結果、「色の名前を知ら
ない」か「入力した色の名前のスペルにミスがある」という 2

つの事柄を除いて、正答率が 100%であり、colorCAPTCHA

は従来の文字列型 CAPTCHA や画像型 CAPTCHA よりも
優れていることが分かった。この手法ではボットが色から名
前を認識できないことを前提に提案されているため、これまで
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図 1. 色の恒常性を利用した colorCAPTCHAの出題例 1)

の文字型 CAPTCHA や画像型 CAPTCHA のように妨害が
必要なく、これによって正答率が高くなったとしている。た
だし、ボットへの耐性は実験の評価対象とされておらず、現
在の機械学習の技術の進歩を考えると、色から名前を認識で
きる可能性が高いため、セキュリティ面においては十分に耐
性があるとはいいがたい。

2.2 色の恒常性を利用した color CAPTCHA

colorCAPTCHAのように、画像に何の妨害も加えずに、単
に見えている色の名前を答えさせるだけではボットに突破さ
れてしまう恐れがあるため、人間の正解率を保証しつつセキュ
リティを向上させる、色の恒常性を利用した colorCAPTCHA

が提案された 1)。この手法は、色の恒常性という人間に自然
に備わっている高度な認知能力を利用している。色の恒常性
とは「周囲の照明光の影響を受けても本来の色を知覚できる」
というものである。色の恒常性の原理は完全には解明されて
おらず、アルゴリズムとして表現することが困難であること
が知られている。色の恒常性により人間には容易に色を認識
できるが、機械にとっては再現が困難であり、これがそれぞ
れ本 CAPTCHA のユーザビリティとセキュリティの前提と
なっている。具体的には、色妨害フィルターを加えた画像中
の解答領域の色と最も近いと思う色を、11色のカラーパレッ
ト（黒、白、灰、赤、青、緑、黄、紫、茶、オレンジ、ピンク）
を用いてユーザに解答させる。ユーザはドラッグやクリック
により、画像中の任意の位置に解答領域を移動させることが
できる。最終的にカラーパレットの色と、解答領域における
オリジナル画像の色との色差が最も近いものをユーザが選択
した場合を正解としている。
色妨害フィルターには、単色フィルターとシェイプ型フィ

ルターの 2種類を用いているのだが、シェイプ型フィルター
は動的なもので、図形の発生と消滅を繰り返しており、この
CAPTCHAを数秒ほど録画した動画のフレーム平均をとるこ
とで、シェイプ型フィルターを取り除くことができる。これ
によって、単色フィルターのみの妨害となってしまうため、機
械耐性が弱くなってしまう。
またこの CAPTCHAは、人間の正解率が低いことが課題

としてあげられている 1)。

3. 提案手法

3.1 概要
CAPTCHAに使用する画像は、ベース画像と色妨害フィル

ターで構成されている。本研究で提案するのは、人間の正解
率の向上と機械の正解率の低下を目的とした、ベース画像の

図 2. カラーパレット 1)

加工手法と色妨害フィルターの作成手法である。CAPTCHA

の出題形式そのものは先行研究である「色の恒常性を利用し
た colorCAPTCHA」と変わっておらず、色妨害フィルター
を加えた画像中の解答領域の色と最も近いと思う色をカラー
パレットを用いてユーザに選択させるものである。カラーパ
レットは、後述するベース画像をグレースケール化する都合
で、黒、白、灰を選択肢から除外している。

3.2 ベース画像
先行研究では色妨害フィルターを重ねる以外に画像に加工

は加えていない。しかし本研究では、色妨害フィルターの作
成、色恒常性アルゴリズムに対する耐性を持たせるために、画
像を加工している。
事前実験において、Gray-World という色恒常性アルゴリ

ズムに強力な色妨害の除去効果があることがわかった。文献
3) によると、Gray-Worldは灰色仮説という、画像の全ピクセ
ルの RGB 値の平均を取ると灰色になるという仮説に基づい
たアルゴリズムである。しかし、色に偏りがある画像の場合
にはこの仮説が成り立たないため、図 3と図 4のような画像
を用意し、画像の一部分を除いてグレースケール化を行って
いる (図 5)。この工夫によりベース画像の色を灰色に偏らせ、
Gray-Worldに耐性を持たせることにする。
また、ベース画像の色を偏らせることで、色妨害フィルター

の色とベース画像の色が重なりにくくするという意図がある。
色が重なっている状態というのは、ベース画像の座標 (x,y) と
色妨害フィルターの座標 (x,y) の画素が同じ色（画素値が完全
に一致する）か、近い色（画素値の色差が小さいもの）である
状態である。このような状態だと、機械が正解の色を答えら
れる可能性が高くなるという問題がある。

3.3 色妨害フィルター
本研究の色妨害フィルターは、図 6のような色抜き画像を

元に決定した 3色を用いたグラデーション画像である。2.2で
説明したように、動的なフィルターでは除去耐性が低いため、
静的なフィルターとしている。事前実験において、色恒常性
アルゴリズムが単色のフィルターに強いことがわかっていた
ので、複数色を用いたグラデーションの静的な画像を色妨害
フィルターとした。作成手順は以下のようになっている。

1. 画像を 3等分する。

2. 3 等分した画像のうち、最も多く色が残っている画像
の平均色 (RGB)を取得し、HSVに変換する。

3. 平均色 (HSV)から以下のような 3色を作成する

(H,S, V ) =




((H + 180) mod 360, 80, 80)

((H + 90) mod 360, 80, 80)

((H − 90) mod 360, 80, 80)

(1)

(2)

(3)
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図 3. ベース画像 4)

図 4. マスク画像 4)

図 5. グレー化画像 4)

図 6. 図 5を 300x300にリサイズした画像

図 7. 色妨害フィルター

4. 作成した 3色を使って色妨害フィルターを作成する (図
7)。

色妨害フィルターに使われている色がベースとなる画像の
色とできるだけ重ならないようにするため、手順 3のように
色を作成している。ベースとなる画像に残っている色の種類
が多いと、色の重なりを避けて妨害フィルターを作成するこ
とが難しくなるため、今回はベースとなる画像に残る色が 1、
2色になるものを選んでいる。また、色 (1)は手順 2で取得し
た平均色の補色となっており、補色が重なっている領域が人間
にとって最も色を識別しやすくなるのではないかと考えたた
め、色妨害フィルターを作成する時、3等分した画像のうち最
も多く色が残っている画像に色 (1)が重なるようにしている。

3.4 解答の照合方法
ユーザがCAPTHCAを成功したとするのは、ユーザが出題

画像における解答領域内の色と最も近いと思ったカラーパレッ
トの色と、ベース画像における解答領域内の色と最も近いカ
ラーパレットの色が一致した時である。解答の照合は、ユーザ
が選択したカラーパレットの RGB値、解答領域の座標、ベー
ス画像を用いて行う。具体的にはまず、ベース画像における
解答領域内の RGB 値を求め、その値とカラーパレットの各
色との色差を計算し、色差が最も小さかった色を正解の色と
する。そしてその色がユーザの選んだ色と一致していれば成
功とする。本研究では人間の色の見えを考慮して解答の照合
ができるようにするために、色差の計算に CIEDE20005) を
使用した。CIEDE2000はCIE(国際照明委員会)が 1976年に
L∗a∗b∗ 色空間上の 2点間のユークリッド距離を規定した計算
式を人間の色の違いによる感度、即ち人間の特性を色差を求め
る計算式に組み込む修正を行った色差を求める計算式である.

4. 実験・評価

4.1 実験の目的
本論文で提案した手法によって、人間の正解率と色妨害フィ

ルターの機能の有無が、先行研究と比較してどのように変化
するのか、また、色恒常性アルゴリズムを適用した場合の機
械正解率がどの程度あるのか調査することが目的である。加
えて、SUS(System Usabiliity Scale)6) と呼ばれるユーザビ
リティの数値的な評価が可能である指標を用いてアンケート
調査を行い、提案手法のユーザビリティの調査も行った。
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表 1. 人間の正解率 [%]

本研究 先行研究
76.67（138/180） 71.58（68/95）

表 2. 色妨害フィルターが機能していなかった画像の割合 [%]

本研究 先行研究
8.33（15/180） 21.05（20/95）

4.2 実験内容
被験者は、宮崎大学工学部の学生 18人である。実験画像に

は、現実世界で撮影された人物、乗り物、動物、風景等の画像
を 49枚用意し、画像サイズは 300px×300pxとした。今回の
画像は Open Image Datast V54) のものを使用している。画
像をグレースケール化した時、グレーではない部分が 3色以
上で構成されるような画像は、色妨害フィルターとの色の重
なりによって妨害効果が弱まる可能性があるため、実験画像
に含めていない。被験者には、ランダムに選ばれた 10枚を出
題した。また、出題画像中に色がある箇所とない箇所がある
ことを説明し、解答領域は被験者が正解できる自信がある箇
所を選んでもらった。

4.3 結果と考察
4.3.1 人間正解率
人間の正解率について、本研究で行った被験者 18人に対す

る実験結果から得られた正解率と先行研究で行われた被験者
15人に対する実験結果から得られた正解率を表 1に示す。
表 1より、人間の正解率は約 5ポイント上昇したことがわ

かる。このことから、色妨害フィルターを作成する時に色の
恒常性が働きやすい色をうまく設定できたのではないかと考
えられる。
しかし、人間の正解率は上昇したものの 8割には到達して

おらず、標準的な CAPTHCAである reCAPTCHA7)の正解
率の 84.1%を下回ってしまった。これをさらに上昇させるに
は、より良い色妨害フィルターの作成、ベース画像の選択、カ
ラーパレットに使う色の選択が必要であると考える。

4.3.2 妨害フィルター機能成功率
本研究と先行研究の色妨害フィルターの機能の有無につい

て、フィルターが機能していない画像の割合を表 2に示す。
表 2より、フィルターが機能していない画像の割合は約 10

ポイント減少したことがわかる。このことから、色妨害フィル
ターを作成する時に、ほとんどの画像で色の重なりのない色
の選択ができたのではないかと考えられる。今後フィルター
が機能していない画像を 0% にするためには、色妨害フィル
ターを構成する色の決定方法や、ベース画像の選別について
見直すことが必要である。
表 1、表 2より、提案手法の工夫によって人間の正解率が

向上し、色妨害フィルターの機能していない画像が減少した
ことが分かる。このことから、画素値が大きく変化するよう
な色妨害フィルターの彩度と明度の設定、ベース画像との合
成比率を設定できたのではないかと考えられる。

4.3.3 機械耐性
色恒常性アルゴリズムである Gray-Worldを画像に適用し

た場合の機械の正解率を表 3に示す。

表 3. Gray-Worldを画像に適用した時の機械の正解率
色恒常性アルゴリズム 正解率 [%]

Gray-World 25.00（45/180）

表 3より、Gray-Worldを画像に適用した場合、4分の 1が
機械に正解されてしまっていることがわかる。Gray-Worldに
耐性を付けるのなら、ベース画像をグレースケール化する以
外の画像の加工や、本研究で提案した色妨害フィルターの改
良、もしくは全く新しいフィルターを考える必要がある。

4.3.4 ユーザビリティ
本研究における提案CAPTCHAの平均SUSスコアは 83.05

であった。8)によると SUSの平均スコアは 68とされている。
さらに、ユーザビリティに優れた上位 10%に入るには、SUSス
コアが 80.3を超えるスコアが必要とされている。したがって提
案CAPTCHAの SUSスコアはかなり高い値と言える。また、
先行研究における提案CAPTCHAの平均 SUSスコアは 83.17

であり、もともと高かったスコアを維持しつつ CAPTCHAの
改良ができたと考えられる。

5. まとめと今後の課題

本研究では、先行研究である色の恒常性を利用した color-

CAPTCHA の課題解決のため、ベース画像の加工、色妨害
フィルターの作成と、それらの効果を確認する実験、評価を
行った。
先行研究では人間の正解率の低さに加え、ベース画像との

色の重なりにより色妨害フィルターが意味を成していない画
像が 20%を超えていた。また、動的な色妨害フィルターが除
去できてしまうという問題があった。そこで、人間の正解率
の向上,色妨害フィルターのベース画像との色の重なりの回避
および除去耐性の向上を考慮した、ベース画像の加工法と色
妨害フィルターの作成法を検討した。
実験の結果、人間の正解率については約 5ポイント程度で

はあるが、先行研究よりも向上した。加えて、色妨害フィル
ターが機能していない画像は、先行研究から約 10ポイント削
減でき、新たな色妨害フィルターの作成方法は有用性がある
のではないかと考えられる。また、ユーザビリティの評価の
指標となる SUSは先行研究とほとんど変わらなかったことか
ら、ユーザビリティを損なうことなく CAPTCHA の性能を
向上させることができたといえる。
色恒常性アルゴリズムであるGray-Worldを使った場合の機

械による正解率は、25.00%と非常に高い割合になってしまった。
今後の課題として、人間の正解率を向上させること、Gray-

Worldへの耐性を獲得することが挙げられる。そのためには、
より細かい色妨害フィルターの色の選択や彩度・明度・透明
度の設定、解答の照合に用いるカラーパレットと色差の計算
方法、画像の選別などが必要である。
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プロジェクト・スケジュールの遅延リスクの分析手法

宮崎　翔吾 a)・田辺　祥悟 b)・高塚　佳代子 c)・岡崎　直宣 d)・山場　久昭 e)・油田　健太郎 f )

An Analysis Method of Project Schedule Delay Risks

Shogo MIYAZAKI, Shogo TANABE, Kayoko TAKATUKA, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA,

Kentaro ABURADA

Abstract

Project management, there is a problem that the delivery schedule and the cost are easily exceeded
because only inflexible scheduling that cannot tolerate any delay can be performed. Such a problem, the so-
called“delay risk”problem, is becoming more serious. For this reason, it is necessary to balance the trade-off
of four factors including “process (time), resource, cost (cost)” and delay risk. Therefore, a rescheduling
method in consideration of a delay risk has been proposed. However, if the number of activities increases,
the amount of calculation for calculating the delay risk or the magnitude of “delay risk tolerance” having a
negative correlation with the risk becomes enormous, and the accuracy of the calculation result also greatly
decreases. Two methods for calculating the delay risk tolerance of the project schedule as the size of the
N-dimensional convex polyhedron region were developed in previous research, but there were problems with
the amount of calculation and accuracy. Therefore, in this paper, we introduced the ”new third method”
and performed its performance evaluation in more detail. It has been confirmed in a simple example that
the third method can accurately calculate the magnitude of delay risk tolerance with a small amount of
calculation. Therefore, the performance evaluation procedure was automated so that performance evaluation
experiments using larger scale application examples could be performed, and experiments were performed
using three practical application examples. As a result, in this application example, it was confirmed that the
third method was a method capable of performing accurate calculations with a small amount of calculation.

Keywords: project management, critical path, delay risk, EVM, Maxima

a)b)c)d)e)f)　　　　　　　　　　

1. はじめに

良いプロジェクト計画立案のためには、ネットワーク・ス
ケジュールの評価と改善ができなくてはならない。従来の管
理手法では、工程（時間）は,図形式で描いたり、原価（コス
ト）は表計算ソフトで表にするといったように個別に管理さ
れていた。このため、工程（時間）、資源、原価（コスト）のト
レードオフのバランス調整は、人が経験と直感に基づいて行う
しかなかった。この結果、工程は順調に進んでいるのにコスト
オーバーとなってしまったり、逆にコストは予定範囲だが出
来高が計画レベルに達していないなどの問題が、プロジェク
トの実際の状況を把握できないために発生していた 1)2)。し
かし、コスト効率と工程の進捗率を一度に把握するためのプ
ロジェクト管理の技法「アーンド・バリュー法」（ＥＶＭ）3)4)

が考案された１９７０年頃より、工程、資源、原価をバラン
スさせた計画と進捗管理が可能となった 5)。しかし、このプ
ロジェクト管理では、少しの遅延も許容できない融通の利か

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)教育研究支援技術センター技術専門職員
d)情報システム工学科教授
e)情報システム工学科助教
f)情報システム工学科准教授

ないスケジューリングしかできないため、簡単に納期超過や
コストオーバーに陥ってしまうといった問題が発生していた。
そのような問題、いわゆる「遅延リスク」の問題が深刻化し
ている。そのため、「工程 (時間)、資源、原価 (コスト)」に遅
延リスクを加えた４要素のトレードオフのバランスを取る必
要がある。そこで、遅延リスクを考慮したリスケジューリン
グの方法が提案されている 6)7)。しかしながら、アクティビ
ティの数が増えれば、遅延リスク又はそれと負の相関のある
“遅延リスク耐性”の大きさを計算する計算量が膨大となり、
計算結果の精度も大きく低下する。そこで、本研究室では、こ
の計算量と精度の問題に対処するための一方法が提案されて
いる。具体的には、体積計算が一般化可能な構造 (“一般化可
能な構造”或いは“検出構造”と呼ぶ)を 1つ以上抽出し、そ
の体積が各工程が 1日遅延した際に、どの程度小さくなるか
（縮退率）といった感度解析に基づく指標の提案がなされてい
る。そこで本研究では、上記指標による遅延リスク評価の方
法が、少ない計算量で精度よく実施できる方法であることを
実験的に明らかにすることを目的としている。その中で、本
卒研で行ったことは以下のとおりである。

1. 提案手法で検出された構造の積分計算の自動化

2. 適用例を用いた評価実験に基づく、提案手法の性能評
価実験

具体的には、提案手法の計算時間と計算精度、および、計算量
抑制の可能性を評価する。
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図 1. N次元凸多面体生成の流れ

2. 先行研究

2.1 “遅延リスク耐性”について
遅延リスクを直接定量化することは困難であるため、これ

と負の相関関係にあるプロジェクト・スケジュール全体の余裕
の大きさを定量化する方法が先行研究で考案され、これを“遅
延リスク耐性”と呼んでいる。具体的には、プロジェクトがス
ケジュール・ネットワークで表されるとき、個々のActivityの
時間的余裕をパラメータ表示し (“余裕パラメータ”と呼ぶ)、
納期制約をパラメータベクトルの存在可能領域として表すと、
その領域は N 次元凸多面体を成すが、それがプロジェクト・
スケジュールの全体余裕を表す遅延リスク耐性の実態となる。
例を示す。図 1-(1)のように、Activity A, B, Cがあり、期間
がそれぞれ 20日、15日、10日とする。Aと B、Aと Cは順
序関係があり、Bと Cは並行関係にある。() 内は Activityの
標準的所要時間を表す。x1と x2で Activity Aの開始時刻と
終了時刻、x3と x5で B、x4と x5で Cの開始時刻と終了時
刻を各々表し、小文字アルファベットで同大文字の Activity

の余裕パラメータを表すと、グラフ形式のスケジュール・ネッ
トワーク (Activity Networkと同義)が所定の計算過程を経て
(図 1-(2))、ベクトル空間表現 (図 1-(3))に変換されると、遅
延リスク耐性を表す N次元凸多面体が得られる。

2.2 遅延リスク耐性を表すN次元凸多面体の意味
N次元凸多面体上の各点は、「プロジェクトの全体期間を変

えない Activityレベルでの遅延パターン」に相当する。例え
ば、図 1-(3)-iiの凸多面体は、同図 1-(3)-iの図的表現である
が、その境界及び内部の点は全て「プロジェクトの全体期間
を変えない Activityレベルでの遅延パターン」に対応付けら
れる。例えば、境界上の点 (5,0,5)であり、実際、Activity A

と C が共に 5 日遅延してもプロジェクト全体期間は納期 40

日を逸脱しない。一方、本 N次元凸多面体からはみ出ている
点 (0,6,0)は「プロジェクトの全体期間を変えないActivityレ
ベルでの遅延パターン」に対応付けられない。実際、Activity

B が 6日遅延すると、たとえ A,Cの遅延が 0であったとして
も、全体期間は納期 40日を超過する。また、遅延リスク耐性
を表す N次元凸多面体の大きさは「全体期間を変えない遅延
パターンの数」で概ね評価できる。このとき、この遅延パター
ンの数が、スケジュール・ネットワーク全体に分散する余裕
の包括的な評価値となる。つまり N次元凸多面体の大きさが
“プロジェクト全体余裕の大きさ”ということである。

図 2. N次元凸多面体に整数格子を被せたイメージ
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図 3. 単体体積による評価

2.3 N次元凸多面体の大きさの算出
遅延リスク耐性を表す N次元凸多面体は、係数が+１の連

立一次不等式で表されることから第 1象限上の原点周りの N

次元凸多面体（“Nd-CP”と記す）を成す。従って、スケジュー
ル・ネットワークの全体余裕の大きさ評価のためには Nd-CP

（1≤ N）の体積を求めればよい。しかし、N次元凸多面体の
大きさの体積計算は、高次元では一般化できない。そこで、体
積計算のかわりに、N-次元空間内の格子を凸多面体に被せ (図
2)、格子点の数で評価する方法を導入した。
実際、15 次元のフロート解空間の分析において、15d-CP

の格子点を格子刻み幅 1日で数え上げた場合、最大で 16時間
程度かかった。現在、Activity数が 1000程度の実務レベルの
プロジェクトへの適用を目指しているため、この方法は現実
的ではない。そこで、高次元でも計算量が少なくて済む「指
標」を導入した。この指標としての要件は、大小関係の評価に
限定すれば、ある程度の精度が見込めるものであることとし、
その指標候補として Lpノルムや原点-重心間の距離など試し
たが、そのなかで、群を抜いてよい結果を示したものが単体の
超体積であった。具体的には、N次元凸多面体に内接する最
大の単体である。なお、n次元単体 (n-Simplex)とは、(n+1)

個のアフィン独立な点によって作られる図形のことで、0次元
単体は一点、1次元単体は線分、2次元単体は三角形、3次元
単体は四面体、n次元単体は n+1胞体・・のようになる (図
3-(2))。例えば図 1の N次元凸多面体 (図 3-(1))の単体は図
3-(3)となる。このような単体は、高次元でも体積計算の一般
化が可能で、計算量の問題はないが、精度に問題がある。

3. 遅延リスク耐性評価のための新たな手法

本方法は、スケジュール・ネットワーク全体の余裕 (遅延リ
スク耐性)を表すＮ次元正凸多面体から、余裕パラメータを積
分変数、被積分変数として用いる積分計算、すなわち体積計
算の一般化が可能な構造を抽出し、抽出された構造の大きさ
を指標化とするというものである。ここで、抽出される「体積
計算の一般化が可能な構造」は、その構造検出から体積計算
まで、システマティックな手順で実行できるものとなる。本
方法の手順は次のとおりである。
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図 4. 提案手法

図 5. Maximaの使用例

1. 制約条件式の各パラメータの有る/無しを表す 1/0 行
列を生成する（図 4-(3)- 3⃝-1）。

2. この 1/0 行列を使って、Ｎ次元正凸多面体 (遅延リス
ク耐性)から体積計算可能な構造を抽出する。これは、
「どの 2 列をとってきても、片方の列の 1 の立つ行が
もう一方の列の 1の立つ行に含まれているか、または、
互いに素」となるような列セットとして、すべて抽出
される（図 4-(3)- 3⃝-2）。

3. 検出された構造の大きさを積分計算する（図 4-(3)- 3⃝-

3）。

上記 3の「検出された構造の積分計算」は数式処理システム
Maxima8) で行った。Maximaとは、LISPで記述された数式
処理システムで、GNU(GNU’s Not Unix!)と GPL(General

Public License)に基づくフリーソフトウェアである。コマン
ド処理やバッチ処理によるプログラムが可能で、使用例とし
ては、加減乗除、多項式展開、因数分解、方程式、微分、積分、
総和、総積などある。Maxima による積分のプログラム方法
を図 5を使って説明する。まず、図 5- 1⃝のようにネットワー
ク構造をベクトル空間表現し、その制約条件式から 1/0行列
を生成する。そして、本方法の手順で説明したような条件の構
造を抽出する。次に、図 5- 2⃝のようにその構造の積分関数と
被積分関数の関係を簡易的に表し、それに従って積分式を生
成する。最後に、図 5- 3⃝のように生成した積分式をMaxima

を使って計算する。この際のプログラム方法は、integrate(関
数, 変数, 開始値, 終了値);であり、解を小数表示する場合は、
integrate ⇒ romberg とする。

4. 評価実験

4.1 実験目的
実験目的は、遅延リスク耐性の大きさを評価するための新

たな計算方法 (3.章)の性能評価である。評価方法は、先行研

表 1. 各適用例の規模と特徴

図 6. 15次元のスケジュール・ネットワークと結果

図 7. 24次元のスケジュール・ネットワークと結果

究と同様の感度解析とし、評価項目は、以下の通りとする。

1. 計算時間と計算精度

2. 計算量抑制の可能性

適用例は、表 1に示す 3つであり、いずれも現実のプロジェ
クト・スケジュールを基に作成されたスケジュール・ネット
ワークを使用している 9)10)。ここで、JAPEX というのは、
中規模ガス処理プラント建設プロジェクトの略称であり、テ
スト用に作成した 15次元版 (図 6)と、オリジナルの 24次元
版 (図 7)を使用した。各々の作業数、スケジュール・ネット
ワークの次元、特徴は表 1に示したとおりである。各適用例
のスケジュール・ネットワークを図 6～図 8に示す。表記方法
は基本的に図 1のネットワーク図と同じである。ただし、赤
いパスは初期段階でのクリティカルパス（最長作業経路）、青
いパスは準クリティカルパスを表す。

4.2 実験方法
性能評価のための感度解析では、まず、作業の遅延がプロ

ジェクト・スケジュール全体の余裕に及ぼす影響 (感度)の大
きさを、評価対象の新たな手法を使って作業ごとに算出し、感
度の大きい順に作業名を列挙する。この感度の順序関係が感
度解析の結果であり、この順序関係の正しさが当該手法の精
度となる。そして、今回、この感度解析の結果（順序関係）の
正しさ、つまり計算精度は、次の 2種類の方法で評価するこ
ととした。まず、一つは、スケジュール・ネットワークの構
造的特徴に基づき、評価する。具体的には、遅延に対する感
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図 8. 13次元のスケジュール・ネットワークと結果

表 2. 計算時間と計算精度の結果

表 3. 計算量抑制の可能性の結果

度は、クリティカル性の高い作業、つまり、所要時間の長い
作業パスに、より多く乗っている作業の遅延ほど大きいこと
が、先行研究での知見よりわかっている。そのため、この構
造的特徴から推察される感度の大小関係が、提案方法による
感度解析の結果と大きく矛盾しないかどうかを確認する。も
う一つは、既存の第 1(格子点数)、第 2(単体体積指標)の方法
での感度解析の結果（つまり感度の順序関係）と第 3の方法
(提案手法)の感度解析の結果の一致率で評価する。計算量抑
制の可能性の評価では、感度解析に使用する検出構造の数を
減らした場合と全て使用した場合を比較してどのぐらい精度
が落ちていくのかを、それぞれの一致率で評価することとし
た。以下、3つの適用例を使用して実施した実験結果を示す。

4.3 実験結果
各適用例の感度解析の結果は、図 6～図 8のスケジュール・

ネットワークの下に示す順序関係である。また、計算時間と
計算精度の結果は表 2に示す。さらに、新たな方法の計算量
抑制の可能性についての結果を表 3に示す。

4.4 実験の考察
以下、格子点数で評価する方法を第 1の方法、単体体積に

よる方法を第 2の方法、評価対象の新たな手法を第 3の方法
と記し、実験結果の考察をする。まず、精度評価するのに最

も都合の良い適用例 1(JAPEX15次元)の結果から考察する。
今回の評価対象である第 3の方法による計算時間はわずか 16

秒だったのに対し、精度の高い (格子幅の密な)第 1の方法だ
と 90時間かかった。しかし、得られる計算結果（感度の順序
関係）の一致率は 98％と、ほぼ一致した。次に、次元が高い
ために計算量の大きくなる適用例 3の結果を見ると、第 1の
方法では格子幅を 2まで粗くしないと計算できず、それでも
30時間かかった。それに対し、第 3の方法での計算時間は 7

分であった。さらに、その一致率だが、粗い格子幅での第 1の
方法との一致率は 80％と低かったが、第 2の方法との一致率
は非常に高かった。なお、この時の第 1の方法による結果は
第 2 の方法による結果との一致率も 81 ％と低かったことか
ら、第 3の方法の信頼性が示唆される。以上、その他の結果
も併せ、総合的に判断した結果、着目する第 3の方法は、精度
の高い (格子幅の密な)第 1の方法と同等の精度の計算結果を
得ることができ、なおかつ第 1の方法より極めて速い計算時
間で求められる方法ということが、可能性として考えられる。
さらに、第 3の方法による感度解析で、使用する検出構造の
数を減らすと全部使用した場合と比べてどのぐらい精度が落
ちていくのかを、最も検出構造が多かった JAPEX-24Dの結
果に着目し考察する。表 3の見方だが、「16/17 99.50％」の
意味は、「検出構造 17個全部使って感度解析した結果と、そ
のうち 16個だけ使って感度解析した結果との間の一致率の平
均は、99.5％」という意味である。これに対し、17個中 1個
だけでの解析結果との一致率の平均も 90％以上となった。つ
まり、使用する検出構造の数を減らしてもさほど精度は落ち
ないことが分かった。他の例でも同様だった。以上より、本
方法は、計算精度を保ったまま計算量を抑えられる可能性の
ある手法であるとわかった。

5. まとめ

プロジェクト・スケジュールの全体余裕を表す遅延リスク
耐性を N次元凸多面体の領域の大きさとして算出する方法が
先行研究で 2種類開発されたが、計算量と精度の問題があっ
た。そこで、本稿では、遅延リスク耐性の大きさを少ない計算
量で精度よく算出できる可能性が、高々 3次元までの簡単な
例では確かめられていた「新たな第 3の手法」を導入し、その
性能評価をより詳細に実施した。具体的には、より大きな次
元、規模の適用例を使った性能評価実験ができるように、性
能評価のための感度解析の手順を自動化し、3つの実用的な適
用例を使用し、性能評価実験を行った。その結果、今回の適
用例においては、第 3の方法は少ない計算量で精度よく計算
できる手法であることが確認された。
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n-gram解析とOne-Class SVMを用いた
IoTボットネットワークの検知手法の提案

池田　良磨 a)・森　雅実 b)・岡崎　直宣 c)・山場　久昭 d)・油田　健太郎 e)

A Proposal of an IoT Bot Detection Method

Using n-gram Analysis and One-Class SVM

Ryoma IKEDA, Masami MORI, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA

Abstract

In recent years, IoT(Internet of Things) is expected various field, such as Industry, Medical and etc,
with IoT becomes popular. On the other hand, at present, IoT security measures taken by individuals and
companies are not enough. And attackers use IoT devices to cause cybercrime.
For DDoS(Distributed Denial of Service) attacks, there is a method of simultaneously transmitting packets
from various devices by building a botnet. Such botnets are built by devices infected with malware. In
addition, malware targeting IoT and building botnet such as ”Mirai” is appearing one after another. We can
be expected to suffer severe damage of botnet building malware infected with IoT because most IoT devices are
vulnerable and not all general users have security knowledge and are not very interested in security incidents.
In this paper, we propose IoT bot detection method using n-gram analysis and One-Class SVM, for the
purpose of detecting whether the IoT device is infected so that the user can quickly deal with the malware
when an IoT device is infected with malware that builds a botnet. This time, the difference between normal
communication and communication with C&C(Command & Control) server when malware is infected is used
for bot detection. And analyze packets with n-gram and detect outliers using One-Class SVM.

Keywords: IoT, malware, n-gram, SVM, C&C Server

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

近年、家電製品や自動車など様々なモノがインターネット
に繋がる Internet of Things(IoT)が流行し、それに伴い IoT

は産業や医療のようなあらゆる場面での活躍が期待される分
野となってきている。その一方で、現状個人や企業において
行われている IoTのセキュリティ対策は十分なものとは言え
ず、攻撃者に IoTデバイスが利用されることによるサイバー
犯罪に発展することが懸念される。

2016 年 10 月 26 日、米国の DNS サービスプロバイダで
ある Dyn が大規模な DDoS(Distributed Denial of Service

Attack:分散サービス妨害)攻撃を受けたことで、様々なサイト
にアクセスしづらくなるという事件が発生した。この DDoS

攻撃は「Mirai」と呼ばれるマルウェアに感染した 10万台に
及ぶ IoTデバイスによって構築されたボットネットによる攻
撃であることが分かっている 1)。
ボットネットとは、「Mirai」などのマルウェアに感染した

端末同士がネットワーク上で連携して攻撃可能な体制を取り、

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科准教授

サーバなど 1つのターゲットに対して一斉に攻撃を仕掛ける攻
撃アプローチのことである。一般的なマルウェアは PC端末を
乗っ取るが、「Mirai」の場合は IoTデバイスを標的としている
のが特徴である。そして「Mirai」に感染しボット化した IoT

デバイスは C&Cサーバ (Command and Control Server)か
らの指令を受け次第、ターゲットに対して大量のパケットの
送信を開始する。この攻撃を受けたサーバは負荷が増加しリ
ソースが枯渇することで、サービスを正常に提供できない状
況に陥る 2)。
また、同年 10月に「Mirai」の製作者として有力視されて

いる「Anna-senpai」と名乗る人物が「Mirai」のソースコー
ドを公開したことにより、「Mirai」の感染経路や手口が判明
したが、これを機に「Mirai」の亜種が爆発的に登場し始めた
3)。
「Mirai」は IoTデバイスにおいてデフォルトで使用されて

いる認証情報のリストを利用して辞書攻撃により侵入を試み
る。それに成功した場合、「Mirai」はメモリ上にのみ存在する
ことになるためユーザは感染したデバイスの電源を切ること
によって「Mirai」を駆除することが可能であるが、PCやス
マートフォンに比べて IoTデバイスはユーザのセキュリティ
に対する関心や知識が低いことが考えられるため、IoT デバ
イスが正常に稼働し続ける限り感染したデバイスはそのまま
放置されると思われる。DDoS攻撃において IoTデバイスは
あくまで攻撃の踏み台として利用されることが目的であるた
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め、仮に感染してしまっても IoTデバイスの機能を損なうこ
とはない。その場合、ユーザは機能さえ損なわなければデバ
イスがマルウェアに感染したことに気が付かないだろう。こ
れは「Mirai」に限った話ではなく他の IoTデバイスを標的と
したマルウェアにも当てはまることである。
このことより本研究では、IoTデバイスがボットネットを

構築するようなマルウェアに感染した際に、ユーザが迅速に
マルウェアに対処を行えるようにその感染の有無を検出する
システムの提案を行う。

2. 関連研究

マルウェアに感染したデバイスを検知するシステムとして
Wang らによって PAYL が提案されている 4)。PAYL はア
ノマリ型の検知システムであり学習フェーズとテストフェー
ズに分かれている。PAYLはパケットからの特徴量の抽出に
n− gram解析を用いており学習フェーズでは、各ホストに対
するパケットのポート、ペイロード長ごとに n − gramの出
現回数の平均と標準偏差を計算しそれをモデルとして記録す
る。テストフェーズでは、検知対象のパケットのペイロード
における n − gramの出現回数を学習フェーズと同様に計算
し、そのパケットのポート、ペイロード長に該当するモデル
とのマハラノビス距離を測定する。測定した値が閾値異常で
あれば異常として検出する。また、文献 5) ではファイル感染
型ウイルスに感染した機器が C&C サーバとの通信を行う際
のパケットのペイロード情報が正常通信の場合と異なる特徴
を持つことが述べられている。その異なる特徴の一つとして
ペイロード内の ASCII文字コードの出現頻度が挙げられてお
り、n − gram 解析によるペイロードからの特徴量を抽出す
ることはマルウェアの検知に有効であると考えられる。その
ため、本研究の提案システムにおける特徴量の抽出にはこの
n− gram解析を採用する。
文献 6) では、PAYLのバイト置換、パディングを用いた攻

撃によって突破されてしまうという問題点を改善するために、
n− gramを改良した 2v − gram法によって特徴量の抽出を
行い、その特徴量を教師なし機械学習手法である One-Class

SVM を用いて学習し検知を行うシステムの提案を行ってい
る。この文献では PAYLにおいて懸念される誤検知を低く抑
えるために機械学習を用いており、また、n− gramによるペ
イロードの解析との相性の良さから One-Class SVM を採用
している。この n − gramと One-Class SVMを組み合わせ
て検知システムを構築することが IoTにおける異常侵入検知
システムにも適応できるのではないかと考える。

3. 提案手法

本研究では、n − gram 解析と One-Class SVM を用いて
IoT デバイスの正規通信とマルウェアに感染しボット化した
後のデバイスの通信とを区別するシステムの提案を行う。

3.1 提案手法の実装環境
IoTデバイスの一般的な特徴として低コストかつ省電力であ

るという点がある。そのため各 IoTデバイスは最小限のハー
ドウェアリソースしか積んでいないため、セキュリティ対策

図 1. 想定する IoTネットワーク

のために各々のデバイス全てに検知システムを実装すること
は技術的に難しく、ウイルス対策ソフトのようなツールを導
入することは安価であるという利点を損ないかねない。また、
国内外問わず流通している IoTデバイスから脆弱性を有する
機器を完全に排除することは困難であるという点も考慮する
と、検知システムの開発にあたり現実的であるのはゲートウェ
イなどの中継機器、及びクラウド上で実装可能なシステムで
あると考える。このことより、本研究ではスマートホームに
よる通信環境と、その中のスマートフォンや PCと IoTデバ
イスを接続するホームゲートウェイ上での検知システムの実
装を想定する。図 1に想定する IoTネットワークを示す。
提案手法のシステムにはアノマリ型でのシステムの構築を

する。マルウェアの検知手法は大きく分けてシグネチャ型と
アノマリ型の 2つに分類される。シグネチャ型は過去にマル
ウェアに感染した機器の通信パターンやバイナリをシグネチャ
として記録し、このシグネチャと一致するものを異常として検
出する手法である。そのためシグネチャ型検知手法はシグネ
チャとして定義してある既知のマルウェアを確実に検知する
ことができるが、未知のマルウェアについては検知すること
ができない。一方で、アノマリ型は正常時の通信パターンを
正常として定義し、その定義にそぐわないものを異常パター
ンとして検出する。アノマリ型検知手法は正常パターンの定
義を適切に行うことができれば未知のマルウェアであっても
検知できる利点があるが、正常通信であっても外れ値として
正常パターンから除かれてしまう誤検知を招くケースもある。
今回は次々と登場する「Mirai」の亜種にも対応する必要があ
るため、アノマリ型での検知システムを採用する。

3.2 ペイロードからの特徴量抽出
本研究では機械学習に用いる特徴量の抽出を n− gram解

析によって行う。n− gram解析は自然言語 (テキスト)を連
続する n個の文字、または n個の単語単位で単語を切り出し、
切り出した文字や単語の出現頻度を求めることである。これ
により、テキスト中の任意の文字列の出現頻度パターンを知
ることが可能となる。n− gram解析は自然言語処理において
自然言語をデータとして機械学習をする際に用いられる手法
であるが他分野でも頻繁に適用されている。

n − gram 解析による文字列の分割の例として「あいうえ
お」という文字列の連続要素を以下に示す。

• 「あいうえお」の連続要素

– n = 1 「あ」「い」「う」「え」「お」

– n = 2 「あい」「いう」「うえ」「えお」
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– n = 3 「あいう」「いうえ」「うえお」

提案システムでは、パケットのペイロード内の n個の連続
したバイト列の出現頻度から出現回数の総和と平均そして標
準偏差を計算しこの 3つを機械学習における入力データとし
て用いる。また、nの値を増やすと計算量が膨大になってしま
うことを考慮し今回は n = 2の 2− gramによって実装する。

3.3 One-Class Support Vector Machine

異常値を検出するために機械学習を用いるが今回は One-

Class SVMを採用する。これはテキスト分類問題において利
用されている n − gram 解析が SVM と組み合わせて運用し
た場合に良好な性能を示すためである 6)。
一般的に、Support Vector Machine（SVM）は正常値（+1）

と異常値（−1）の 2クラスのベクトルを教師あり学習し、与え
られたベクトルがどちらのクラスに属するかを分類する。一
方で、One-Class SVM では正常値（+1）のクラスのベクト
ルのみを学習し、与えられたベクトルがそのクラスに属する
か否かで判定を行う。
通常、正常値はデータ空間において密度の高い領域にあり、

異常値は密度が低い領域にある。そこで、データ間の距離を
(1)式のガウシアンカーネルを用いて特徴空間へ写像すること
で、異常値を原点近くに写像することが可能となる 7)。
この性質を利用して、原点付近のデータ群と他のデータ群

を識別するマージンが最大となるような超平面を設定し、外れ
値の外れ具合の指標を求める。(2)式は識別関数 8) であり、Φ
で写像された非線形空間での内積は (1) 式となる。学習デー
タのうちmの割合のデータが原点付近にくるような識別境界
を (3)式の最適化問題によって求める 9)。

K(x, x′) = exp

(
−||x− x′||2

σ2

)
(1)

f(Φ(x)) = sgn(ω · Φ(x)− ρ) (2)

minω,ξ,ρ

(
1

2
||ω||2 + 1

ml

∑
i

ξi − ρ

)
(3)

subject to

(w · ϕ(xi)) ≥ ρ− ξi、ξi ≥ 0

(2)式の識別関数が正であれば正常データ側、負であれば異
常データ側であり、外れ値を検出できる。
本研究では、正常通信時のパケットの特徴量ベクトルを正

常値として学習しておき、このクラスから外れたパケットを
マルウェアに感染したデバイスの通信パケットと判定する。

3.4 提案システムの流れ
本研究の提案システムは学習フェーズとテストフェーズに

分かれる。
まず学習フェーズでは、学習用データとしてマルウェアに感

染していない IoTデバイスを稼働させた際の通信パケットか
ら、n−gram解析によってペイロード内の 2−gramの出現頻
度をカウントし、出現回数の総和と平均、標準偏差の 3つを 1

パケットの特徴ベクトルとして抽出する。その後、抽出した特
徴ベクトルを元にOne-Class SVMの学習を行う。One-Class

SVMでは正常データの特徴ベクトルのみを学習するため、こ

表 1. False Positive計測用データの概要

表 2. True Positive計測用データの概要

の段階で正常値と異常値を区別するための識別境界を生成し、
正常クラスの領域が設定される。
そしてテストフェーズでは、検知対象の IoTデバイスの通信

パケットから、学習フェーズと同様に n− gram解析によって
特徴ベクトルを抽出する。抽出した特徴ベクトルが学習フェー
ズで生成した正常クラスの領域内に分類された場合、そのパ
ケットは正常と判定される。また、正常クラスの領域外（外
れ値）に分類された場合、そのパケットを異常と判定する。

4. 評価実験

4.1 実験目的
提案システムについて検知率と誤検知率を測定し、提案シ

ステムの有用性を確認する。

4.2 データセット
今回は IoTデバイスの通信トラフィックのデータセットと

して Stratosphere Labに公開されている IoT-2310) を使用し
た。このデータセットは 20種類の悪性シナリオと 3種類の良
性シナリオが用意されている。
このデータセットのうち、False Positiveを計測するための

データとして 3種の良性シナリオを使用する。それぞれのシ
ナリオで稼働させた IoTデバイスは異なっており、キャプチャ
したトラフィックのパケット数は約 40万パケットとなってい
る。良性シナリオのデータセットの概要は表 1に示す。また、
正常用データセットにおいては、学習用とテスト用の両方を
用意する必要があるため、データセットのうち 8割を学習用、
2割をテスト用になるようにデータを分割した。
悪性シナリオのデータセットはいくつか公開されていたが、

今回は「Mirai」に感染させたRaspberry Piの通信トラフィッ
クをキャプチャした「CTU-IoT-Malware-Capture-34-1」を
使用した。また今回はマルウェアに感染した IoTデバイスが
C&C サーバと通信を行う際のトラフィックを用いて検出を
行うため、このキャプチャデータから C&C サーバと通信を
行っているパケットのみを抽出した。この抽出したC&Cトラ
フィックのパケットを True Positiveの計測用データとする。
概要を表 2に示す。

4.3 One-Class SVMのパラメータについて
本研究の提案システムでは One-Class SVMを採用してお

り、その実装は python の機械学習ライブラリである scikit-
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表 3. gamma = 0.001の検知結果

表 4. gamma = 0.01の検知結果

表 5. gamma = 0.1の検知結果

learnを用いた。
One-Class SVM を運用する上で学習の際に設定すべきパ

ラメータに nuと gammaがある。nuは学習データにどれだ
けの割合で異常値を含むか決める値であり、gammaは識別境
界の複雑さを決定するためのものである。本来であれば交差
検証を行い、適切なパラメータを設定しなければならないが、
今回は gamma の値を 0.001、0.01、0.1 の 3 パターンとし、
それぞれの gamma に対して nu の値を適当に選定して実験
を行っている。そのため、One-Class SVMのパラメータの調
整は今後の課題と言える。

4.4 評価
本研究の提案システムの検知精度を検証した。また、本論

では正常を Negative、異常を Positiveとし、評価に用いる指
標として以下を用いる.

• 　評価指標

– Accuracy(ACC) = TP+TN
TP+FP+TN+FN

– TruePositiveRate(TPR) = TP
TP+FN

– FalsePositiveRate(FPR) = FP
FP+TN

3パターンの gammaの値について、それぞれの検知結果
を表に示す。
まず、gamma = 0.001 の時、ACC はせいぜい 30%とい

う低い数値となっている。また、TPR が 30%を超えている
ものがないことから、殆どの C&C トラフィックを検出でき
ていないことがわかる。
次に、gamma = 0.01の場合は、ACC は全体的に 90%近

い値となっているが、FPRは一番低くても 7%ほどとなって
おり、2,000 パケットを超える誤検知が発生していることに
なる。

そして、gamma = 0.1の場合、nu = 0, 001の時を除いて
ACC は 90%近い値を得られている.nu = 0.5 では TPR が
99.9%と高い結果となっている。しかし、FPRは 10%以下に
すら抑えることができていないことから誤検知が多いことが
わかる。
今回の実験において、gamma = 0.01かつ nu = 0.1のと

き、90%を超える TPR得られ、FPRを 10%未満に抑える結
果となったため最も良好な検知精度だったと考える。しかし、
C&Cサーバとの通信パケットを完全に検出することはできな
かった。また、誤検知に関しても 1%未満に抑えることができ
なかったことからも、今後システムの改良を行う必要がある
と考える。

5. まとめ

本研究ではマルウェアに感染しボット化した IoTデバイス
の検出をすることが可能な検知システムの提案を行った。ボッ
ト化した IoTデバイスが C&Cサーバと通信を行うこと、そ
して C&C トラフィックのペイロード情報が正常トラフィッ
クのペイロードと異なること 5) から、ペイロードによるマル
ウェアの検出が可能であると考えた。提案システムでは、ペイ
ロードからの特徴量を n− gram解析によって抽出し、抽出し
た特徴ベクトルをもとに機械学習手法であるOne-Class SVM

を用いることでC&Cトラフィックの識別を行う方法を考案し
た。このシステムによる検知率は、True Positive 率 94.6%、
False Positive率 8.7%であり、検知精度の改善が求められる
結果となった。
今後の課題として、まず 1つにOne-Class SVMのパラメー

タの調整がある。今回の実験ではパラメータの最適化を行っ
ていないため、パラメータの値次第ではより高い検知精度を得
ることができると考えている。また、C&Cサーバとの通信の
検出率を上げるために C&C セッションを特徴量として考慮
することが有効であると考える。これはマルウェアに感染し
たデバイスが C&C サーバと通信を行う際にパケットの送受
信間隔に決まった特徴があることが分かっているためである
11)。そして、今回は One-Class SVM を単体で使用したが、
複数の分類器を組み合わせて使用することで分類精度が向上
することが分かっている 6)。そのため、One-Class SVM だ
けでなく他の機械学習手法でも分類を行い、その分類結果を
組み合わせて評価することができるシステムが実装できれば、
TPR、FPRはさらに改善されると考えられる。
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雨天時におけるヒヤリハットの分析

池田　良磨 a)・土田　靖高 b)・岡崎　直宣 c) 山場　久昭 d)・油田　健太郎 e)・

Analysis of Near Miss Accidents of Traffic in Rainy Weather

Ryoma IKEDA, Yasutaka TSUCHIDA, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA

Abstract

There is Heinrich’s law commonly known in the field of occupational accidents. This is a statistical rule
of thumb:”There are 29 minor accidents behind one serious accident, with 300 Near Miss Accidents in the
background.” If we replace it with a traffic accident, we can consideration that ”if we can prevent Near Miss
Accident, we can prevent traffic accidents.”.
It is generally known that the occurrence of traffic accidents fluctuates depending on the whether. In particular,
the effects of bad weather such as rain and snow on traffic accidents have been widely studied. However, no
previous studies have analyzed the effects of bad weather on Near Miss Accidents.
In this paper, we analyze the tendency of Near Miss Accident data and traffic accidents in rainy weather when
driving a car in rainy weather, with aim of detecting locations at high risk of traffic accidents in rainy weather
by using probe data. We also considered that it was not possible to extract Near Miss Accident incidents
of slip accidents, which are the main cause of traffic accidents in rainy weather, using only sudden braking,
which is a near-miss incident. We focused on the fact that accidents caused by slips caused too much speed.
A comparison was made between the location where the speed exceeded the speed and the location where the
traffic accident occurred in the rain.

Keywords: Near Miss Accident, traffic accident in rainy weather, historical vehicle speed

data

a)b)c)d)e)　　　　　　　　　　
1. はじめに

労働災害の分野で一般的に知られているハインリッヒの法
則というものがある。これは、「1 つの重大事故の背後には、
29 の軽微な事故があり、その背景には、300 のヒヤリハット
が存在する」という統計的な経験則のことである。これを交
通事故に置き換えると、「ヒヤリハットを防ぐことができれば、
交通事故も防げる」と考えることができる。
現在、走行時の位置や速度、加速度といった詳細なデータ

（プローブデータ）を収集し、様々な用途に活用する取り組み
が多くみられるようになっている。このように収集されたプ
ローブデータから、急ブレーキや急ハンドルなどの交通事故
に至らないまでも運転者が「ヒヤリ」「ハッ」とした事象（ヒ
ヤリハットデータ）を抽出し、有効に活用することが期待さ
れるが、その活用方策のひとつとして交通安全対策の検討が
考えられる。
自動車の走行時におけるヒヤリハットデータと、交通事故

の発生状況になんらかの関係があるのであれば、プローブデー
タとして収集される加速度データを蓄積し、その発生状況の
傾向を分析することで、交通事故発生の危険性が高い箇所を

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科学部生
c)情報システム工学科教授
d)情報システム工学科助教
e)情報システム工学科准教授

検出できる可能性が考えられる。これまでにも、このような
観点からプローブ情報を活用した調査や研究が行われてきた。
一般的に交通事故の発生は、天候によって変動することが

知られている。特に、雨や雪などの悪天候が交通事故に及ぼ
す影響については広く研究されている 1)。しかしながら、過
去の研究において悪天候がヒヤリハットに及ぼす影響につい
て分析した事例は確認できていない。ここでは、悪天候のひ
とつである雨天時について着目する。
本論文では、プローブデータを活用することによる雨天時

の交通事故の危険性が高い箇所の検出を目的として、雨天時の
自動車の走行時におけるヒヤリハットデータと、雨天時の交
通事故発生状況の傾向を分析する。具体的には、福島県会津
若松市のオープンデータ活用実証事業において収集されたプ
ローブデータから、運転者が危険と感じたヒヤリハットデー
タを抽出する。そのヒヤリハットデータを用いて、雨天時の
ヒヤリハット発生箇所と雨天時以外のヒヤリハット発生箇所
とを比較する。その後、雨天時のヒヤリハット発生箇所と雨
天時の交通事故発生箇所を比較して分析し、そこから得られ
た結果をもとに、雨天時の速度超過箇所と実際の交通事故が
発生した箇所とを比較して分析する。

2. 関連研究と使用したデータ

2.1 関連研究
自動車の走行履歴データ（プローブデータ）を活用し、ヒ

ヤリハットに関する研究はこれまでにもいくつか行われてき
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表 1. 会津若松市・走行記録データ概要
項目 データ
取得期間 2018年 1月 1日～2018年 12月 31日
測定頻度 走行時に 0.1秒
車の種類 道路パトロール車

公用車
エコロン号

台数 6台
データ数 約 4600万件

表 2. 会津若松市・走行記録データ項目
項目 説明 データ例

unixtime ユニックス時間 1422834427.4

latitude 緯度 37.505323

longitude 経度 139.909675

gps error GPS誤差 8

accel x x加速度 (右が＋) -0.27

accel y y加速度 (前が＋) -1.189

accel z z加速度 (下が＋) 9.754

speed 速度 0.022

ている。

畠中ら 2) は、ヒヤリハットを「急ハンドルや急減速などの
通常とは異なる車両挙動の発生」と定義して、多様な条件下
における、車両挙動データの特性を調査する実験を行い、そ
の結果から、閾値を設定し、走行危険箇所を示す地図の受容
性に関する検証結果について報告している。また、西堀ら 3)

は、豊田市内の 2005年から 2008年の人身事故データを活用
し、「大きな加速度が多発する箇所は、交通安全上なんらかの
問題をもつ可能性が高い」として、プローブ情報と、事故発
生状況との比較分析を行っている。これらは、車両に取り付
けられた装置を基に、プローブデータの収集を行い、ヒヤリ
ハット発生箇所と、実際の交通事故発生状況との比較分析を
行ったものである。

2.2 会津若松市「公用車・公共交通車両走行情報」

福島県会津若松市が提供する「公用車・公共交通車両走行
情報」について説明する。これは、会津若松市オープンデータ
の活用実証事業において収集し、道路パトロール車、公用車、
市内循環バス「エコろん号」の会津若松市周辺を対象とした
走行情報履歴データである。表 1にデータの概要を示し、表
2にデータの項目について示した。

次に、使用するプローブデータの特性について述べる。図
1は、会津若松市の走行データの月別データ数である。横軸が
月で縦軸がデータ数である。4月～6月にデータ数が少なく、
著しくデータ数が偏っている月はない。図 2は、会津若松市
の走行データの時間帯別データ数である。横軸が時間で縦軸
がデータ数である。この走行データは、「公用車・公共交通車」
のデータであるため、昼間の時間帯のデータ数が大半を占め
ている。

図 1. 月別データ数

図 2. 時間帯別データ数

3. ヒヤリハット発生箇所

3.1 本論文におけるヒヤリハットの定義
ここではどのような挙動を「ヒヤリハット」として扱うの

かを定義する。既存の研究では、ヒヤリハットの抽出に用い
る指標として、前後加速度、合成加速度、角速度など様々な
ものがあり、それぞれ閾値が提案されている。福島県会津若
松市のデータから収集可能なものとして前後加速度が挙げら
れる。ヒヤリハットした時の運転行動として、急ハンドルと
急ブレーキが考えられるが、本論文においては、より簡易的
であり、かつ緊急性の高い「急ブレーキ」について着目する。
既存研究では、前後加速度の閾値として－ y方向の加速度の
大きさが 0.3G～0.5G の挙動をヒヤリハットと定義している
2)3)4)5)6)。しかし、ハインリッヒの法則を踏まえると、軽微
であっても少し「ヒヤリ」とした可能性のある状況や箇所を
見逃しなく抽出することで未然に防止することが好ましいと
考え、本論文では「ヒヤリハット」を、－ y方向の加速度の
大きさが 0.2G以上の挙動と定義する。

3.2 ヒヤリハット発生箇所の分析方法
雨天時のデータは、気象庁が公開している過去の気象デー

タから、1時間ごとの福島県会津若松市の天候データについて
使用する。
分析対象範囲は、気象庁の福島県会津若松市を対象とした

雨天時のデータと、同地域を対象とした「公用車・公共交通車
両走行情報」のデータと共通の範囲である、福島県会津若松市
内を取り上げる。会津若松市の走行データの位置情報は、点
のデータであり、点のデータを比較分析することは現実的で
はない。そのため、ヒヤリハットが発生する割合をメッシュ
単位で集計して分析を行う。ここでのヒヤリハットが発生す
る割合とは、
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図 3. 雨天時の会津若松駅周辺でのヒヤリハット発生箇所

『各メッシュでのヒヤリハット発生回数÷各メッシュでのデー
タ数』
のことである。会津若松市内において特にデータ数の多い会
津若松駅周辺について分析する。交差点が容易に埋まる程度
の大きさにするために、ひとつのメッシュの大きさを 60m×
90mにした。
まず、発生箇所に雨天時と雨天時以外では、それぞれ特徴

があると推測し、雨天時のヒヤリハット発生箇所と雨天時以外
のヒヤリハット発生箇所とを比較した。その後、ヒヤリハッ
トと交通事故の関係を分析するために、雨天時のヒヤリハッ
ト発生箇所と交通事故発生箇所とを比較した。雨天時に実際
の交通事故が起きている箇所は、福島県警察本部が公開して
いる「福島県交通事故情報公開システム」8) の 2017、2018、
2019の 3年間における、雨天時の交通事故発生について検証
した。

3.3 ヒヤリハット発生箇所の結果
雨天時のヒヤリハット発生箇所を図 3に、雨天時以外のヒ

ヤリハット発生箇所を図 4に示す。ヒヤリハット発生箇所は、
青色の四角形で表されており、ヒヤリハットの発生する割合が
高いほど、色が濃くなる。一般的に、雨天などの悪天候時は、
交通事故が起こりやすいと言われている。つまり、図 3（雨天
時）の方が全体的にヒヤリハットが発生する割合の高い箇所
が多いと推測していた。しかし、図 4（雨天時以外）の方が、
ヒヤリハットの発生する割合が一様に高くなっている。これ
は、図 5を確認すると、雨天時のヒヤリハットが発生する割合
と雨天時以外のヒヤリハットが発生する割合とでは、雨天時
以外のヒヤリハットが発生する割合の方が高い。つまり、図
4（雨天時以外）のヒヤリハットが発生する割合が一様に高く
なっているのは明らかである。
次に、雨天時のヒヤリハット発生箇所と交通事故発生箇所

を比較した。図 6は、雨天時における会津若松駅周辺でのヒ
ヤリハットが発生した箇所と、実際に交通事故が発生した箇
所を対応させて比較したものである。図 6から、雨天時おけ
るヒヤリハットの割合が高い箇所と雨天時の実際に交通事故
が発生した箇所とでは、一致している箇所が存在しないため、
全く関係性がみられない。

3.4 雨天時のヒヤリハット発生箇所の考察
節 3.3から、雨天時と雨天時以外のヒヤリハットでは、雨

天時以外のヒヤリハットの方が高い傾向にあることと、雨天

図 4. 雨天時以外の会津若松駅周辺でのヒヤリハット発生箇所

図 5. 雨天時と雨天時以外のヒヤリハットが発生する割合

図 6. 雨天時のヒヤリハット発生箇所と実際の交通事故との
比較

時のヒヤリハット発生箇所と交通事故発生箇所に全く関係性
がないことが分かった。この結果から、雨天時において本論
文のヒヤリハットである急ブレーキのみでは、実際のヒヤリ
ハットの直接的な発生要因を正確に抽出できていないのでは
ないかと考えられる。その理由を述べると、雨天時における
交通事故の二大事故パターンは、スリップによる事故（75％
が速度オーバーが関与）と見えないことによる事故 7)である。
それに対して、本稿のヒヤリハットは、－ y方向の加速度が
0.2G以上の急ブレーキのみであり、見えないことによる事故
のヒヤリハットしか検出できていない。そのため、スリップ
による事故を検出する必要がある。

3.5 雨天時の速度超過箇所
スリップによる事故のヒヤリハットを検知するために 75％

が速度オーバーに関与していることから、プローブデータか
らヒヤリハットデータを抽出する際に、速度情報も加味する
必要があるのではないかと考える。そこで、初期的検討とし
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図 7. 駅周辺の速度超過箇所と実際の交通事故との比較

図 8. 雨天時の速度分布

て雨天時に速度が他の箇所よりも早くなっている箇所（速度
超過箇所）と交通事故が発生している箇所とを比較を行った
（図 7）。まず、福島県会津若松市のオープンデータには、速度
の大きさのみの記述であった。実際の速度が記述されていた
ならば、制限速度以上を速度超過することができたが、今回
は速度の大きさのみの記述であるためできなかった。そこで、
速度超過とする閾値を決めるために、雨天時の速度分布を、図
8に示した。図 8は、図 3、図 4と同じ会津若松駅周辺での速
度分布となっている。横軸が速度の大きさで、縦軸がデータ
数である。実際の速度は記述されていないため、90％タイル
値である 12.25 以上を速度超過の閾値とした。そこから、会
津若松駅周辺の速度超過箇所と実際に交通事故が発生した箇
所を対応させたものが、図 7 となる。黄色・橙色・赤色・黒
色になるにつれて、データ数が多く速度超過している。大き
な道路のほうが速度を出しやすい場合が多く、全体的に大き
な道路に速度超過箇所が存在しており、実際の交通事故発生

箇所が速度超過箇所と速度超過箇所の間である交差点付近に
集中して発生している。また、速度超過箇所以外のところで
は、小さな道路で事故が発生しており、雨によって見えない
ことによる事故だと考えられる。

4. まとめ

本論文では、雨天時のプローブデータによる交通事故発生
の危険性が高い箇所の検出を目的として、雨天時のヒヤリハッ
ト発生箇所と雨天時以外のヒヤリハット発生箇所を比較した。
その結果、雨天時以外のヒヤリハット発生箇所の方が一様に
ヒヤリハット発生割合が高いという、予想とは異なる結果が
出た。また、雨天時のヒヤリハット発生箇所と雨天時の交通
事故発生箇所を比較した結果、関係性が見られず、こちらも
予想と異なる結果が出た。そこで、本論文でのヒヤリハット
である急ブレーキのみでは、雨天時の主な交通事故の原因で
あるスリップ事故のヒヤリハットが抽出できていないと考え、
スリップによる事故が速度の出しすぎであることに着目し、雨
天時の速度超過箇所と雨天時の交通事故発生箇所を比較した。
そこから、雨天時において速度超過箇所と速度超過箇所の間
の交差点付近に雨天時の交通事故の発生が集中していること
が分かった。
今後の課題は、本論文ではメッシュの大きさを一つの交差

点が埋まる程度の大きさに設定したが、最適なメッシュの大
きさを設定する必要がある。また、雨天時においてプローブ
データからヒヤリハットデータを抽出する際は、速度情報と
の関連を調査することで、より正確な交通事故の危険性が高
い箇所の検出をすることが考えられる。
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ブロックチェーンベースの協調型マルウェア検知システムの研究

藤　竜成 a)・岡崎　直宣 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)

A Study on a Blockchain-based

Collaborative Malware Detection System

Ryusei FUJI, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA

Abstract

Since malware has a serious adverse effect not only on computers but also on modern society based on
the Internet, the detection is important. To prevent malware infection, we usually install anti-virus software
developed by anti-virus vendors on our computers. However, generally, we use only single anti-virus software,
which is insufficient as a countermeasure for malware. In this study, we propose a collaborative malware
detection system that shares information about malware detection results among several anti-virus vendors
and performs malware detection using the shared information. Each anti-virus vendor collects its information
on malware independently, so it is expected that each anti-virus vendor has a different field of expertise for
malware detection. Therefore, if several anti-virus vendors with different fields of expertise share and use
information about malware detection results, we believe that malware detection accuracy can be improved.
In this study, we propose information sharing of malware detection results among several anti-virus vendors.
The information shared by the proposed system is the malware detection results from each anti-virus vendor
and is extremely important information that must not be falsified. Therefore, in this study, we adopted
blockchain technology as the infrastructure of the information sharing. In the evaluation experiments, we
mainly evaluated the malware detection accuracy of the proposed system through simulations. As a result
of the evaluation experiment, we confirmed that the malware detection accuracy of the proposed system was
significantly improved compared to the malware detection accuracy of a single malware detection system.

Keywords: blockchain technology, collaborative security, collaborative malware detection

system, smart contract

a)b)c)d)　　　　　　　　　　

1. はじめに

マルウェアはコンピュータだけでなく、インターネットが
基盤となっている現代社会に甚大な悪影響を及ぼすことから、
その検知は重要である。マルウェアは、その存在を検知され
ずに不正な動作を行うことにより、コンピュータ内部に保存
されている情報の窃取や破壊を行う。マルウェア感染による
被害の例として、ランサムウェアが挙げられる。2017年には、
WannaCryと呼ばれるランサムウェアが猛威を振るい、世界
中のコンピュータがそのランサムウェアに感染した 1)。現在
も 100 万台を超えるコンピュータが WannaCry の感染の危
険性がある 2)。また、文献 3) によると、2017 年のランサム
ウェアによる金銭的被害額は 50 億ドルであると言われてお
り、ランサムウェアによる被害は甚大である。さらに、近年で
は Internet of Things (IoT) 機器を標的としたマルウェアも
確認されている。例えば、2016年にはマルウェア「Mirai」に
よる IoT機器を悪用した、最大で 1.5TbpsのDDoS攻撃が観

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生
b)情報システム工学科教授
c)情報システム工学科助教
d)情報システム工学科准教授

測されている 4)。以上のような、マルウェア感染の被害は今
後も増加していくことが予測される。AV-TEST の Security

Report 2017/2018 5) によると、近年の新種マルウェアの観
測数は 1年あたり 1億以上、一秒あたりに換算すると約 4個
のマルウェアが観測されている。明らかに、マルウェアによ
る被害はインターネットを社会基盤とする現代社会に悪影響
を及ぼしていることから、それらの検知は重要である。

マルウェア感染を防止するため、一般に、マルウェア検知
システムではシグネチャ方式が広く採用されている。しかし
ながら、シグネチャ方式では新種マルウェアの検知が困難で
ある。そこで、ヒューリスティック方式やビヘイビア方式の
マルウェア検知システムが、シグネチャ方式のマルウェア検
知システムに加えて利用されているが、これらのマルウェア
検知システムは、一般に誤検知、すなわち False positive や
False negativeを引き起こす。我々は普段利用するコンピュー
タに、以上のようなマルウェア検知システムを内包するアン
チウイルスソフトウェアを導入しているが、通常単一のアン
チウイルスソフトウェアしか導入していない。しかしながら、
新種マルウェアが急増している現代において、単一のアンチ
ウイルスベンダでは急増するマルウェアへの対策に限界があ
る。したがって、単一のアンチウイルスソフトウェアを導入
するのみでは、マルウェア対策として不十分であり、マルウェ
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ア検知精度を向上させるための仕組みが望まれる。
そこで本研究では、複数のアンチウイルスベンダの間でマ

ルウェア検知結果に関する情報を共有し、それらの情報を利
用したマルウェア検知を行う、協調型マルウェア検知システ
ムを提案する。アンチウイルスベンダはそれぞれ、独自にマ
ルウェアに関する情報の収集を行っている。そのため、アン
チウイルスベンダそれぞれでマルウェア検知に関する「得意
領域」が異なると考えられる。したがって、「得意領域」が異
なる複数のアンチウイルスベンダ間でのマルウェア検知結果
に関する情報を共有し活用すれば、マルウェア検知精度の向
上が期待できると考えている。
本研究では、複数のアンチウイルスベンダ間でマルウェア

検知結果に関する情報共有を行うために、ブロックチェーン
技術を採用する。一般に、複数アンチウイルスベンダ間の情
報共有は、分散型データベースを含む一般的なデータベース
を利用しても実現可能である。しかしながら、これらのデー
タベースは、一般に単一の組織によって管理されるため、攻
撃者によるデータベースの改ざんに対して脆弱である。本提
案システムで共有する情報は、各アンチウイルスベンダのマ
ルウェア検知結果である。これらの情報は、ファイルが悪性
か否かを判断するために利用されるため、改ざんされてはな
らない極めて重要な情報である。さらに、本研究における提
案システムの場合、どのアンチウイルスベンダがそのデータ
ベースの管理を主体となって行うのかといった問題が考えら
れる。仮に、ある単一のアンチウイルスベンダがデータベー
スの管理を行うことになった場合、そのアンチウイルスベン
ダに対して多大な負担が掛かる。そこで、本研究では、複数
のアンチウイルスベンダ間でマルウェア検知結果に関する情
報共有のために、ブロックチェーン技術を採用した。
評価実験では、主に提案システムのマルウェア検知精度の

評価をシミュレーションを通して行った。また、マルウェア
検知結果の検索性能とブロックチェーンサイズに関して性能
評価を行い、提案システムの有用性について議論する。

2. 関連技術

本節では、本研究において関連する技術について概説する。
最初にマルウェア検知システムに関して説明し、その後ブロッ
クチェーン技術について述べる。

2.1 マルウェア検知システム
最初に、マルウェア検知手法について説明する。その後、従

来のマルウェア検知システムにおける課題点について述べる。

2.1.1 マルウェア検知手法
マルウェア検知のため、一般に以下の 3種類の方式のマル

ウェア検知手法が利用されている。

1. シグネチャ方式

2. ヒューリスティック方式

3. ビヘイビア方式

それぞれの方式について説明する。

図 1. シグネチャ更新までのタイムラグ（9) より引用）

2.1.1.1 シグネチャ方式
　シグネチャ方式のマルウェア検知は、連続するバイトシーケ
ンスを検査対象から抽出し（これをシグネチャと呼ぶ）、それ
が既知のマルウェアのシグネチャと一致する場合はマルウェ
アと判断される。シグネチャ方式は、マルウェア検知におい
て一般的に利用されている方式である 6)。シグネチャの例と
しては、オープンソースのアンチウイルスソフトである Clam

AntiVirus7) では、16進数文字列やMD5シグネチャ、16進
数文字列に関する正規表現などが利用されている 8)。
シグネチャ方式の利点として、シグネチャが登録されてい

るマルウェア、すなわち既知マルウェアを確実に検知可能で
ある点が挙げられる。一方、シグネチャが登録されていない
マルウェア、すなわち未知マルウェアについては検知が困難
である点が欠点として挙げられる。
また、シグネチャ方式のもう一つの欠点として、新種マル

ウェアが発生してからそのシグネチャが作成・配布されるま
でに、時間がかかってしまうことが挙げられる。シグネチャ
は、シグネチャ方式のマルウェア検知システムの提供者によっ
て作成される。一般に、シグネチャ方式のマルウェア検知シ
ステムの提供者はアンチウイルスベンダである。したがって、
アンチウイルスベンダは、日々出現する新種マルウェアを検
知するためにシグネチャを生成、配布し続けなければならな
いが、それらには必然的にタイムラグが存在する。図 1は、シ
グネチャが一般ユーザのコンピュータに適用されるまでに発
生するタイムラグを示している。図 1 では、2 つのタイムラ
グが存在するとされているが、そもそもシグネチャを生成す
るためには、マルウェア検体そのものを入手しなければなら
ない。すなわち、シグネチャが一般ユーザのコンピュータに
適用されるまでに発生するタイムラグは、以下の 3つのタイ
ムラグの和である。

1. アンチウイルスベンダが新種マルウェアの検体を発見・
入手するまでに要する時間

2. アンチウイルスベンダが検体を解析し、シグネチャを
生成するまでに要する時間

3. 企業（一般ユーザ）がシグネチャを入手し、コンピュー
タに適用するまでに要する時間

新種マルウェアに対応するために、シグネチャが一般ユー
ザのコンピュータに適用されるまでの期間は、一般ユーザに
とって新種マルウェアに感染するリスクがある。これら新種
マルウェアに対応するため、アンチウイルスベンダはヒュー
リスティック方式やビヘイビア方式に相当するマルウェア検
知システムを一般ユーザへ提供している。
2.1.1.2 ヒューリスティック方式
　ヒューリスティック方式のマルウェア検知は、OSに対して
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発行される APIコール列や機械語のオペコードなどの特徴を
利用して、マルウェア検知を行う。この検知手法では、デー
タマイニング技術や機械学習技術が利用される 10)。例えば、
商用のアンチウイルスソフトウェアでは、ヒューリスティッ
クエンジン 11) などが存在する。
ヒューリスティック方式の利点としては、シグネチャ方式

では検知が困難であるマルウェア、すなわち未知マルウェア
が検知可能である点が挙げられる。例えば、亜種マルウェア
は元となるマルウェアが存在し、そのマルウェアをベースに
作成される。したがって、APIコール列や機械語のオペコー
ドといった特徴は亜種マルウェアと元となったマルウェアで
類似するため、それらの類似性をベースに亜種マルウェアが
検知可能である。
一方、ヒューリスティック方式では、マルウェア検知のた

めにデータマイニング技術や機械学習技術が利用される。そ
のため、良性ファイルを誤ってマルウェアとして検知してし
まう False positiveや、マルウェアを誤って良性ファイルとし
て判定してしまう False negativeが発生してしまう点が欠点
として挙げられる。

2.1.1.3 ビヘイビア方式
　ビヘイビア方式のマルウェア検知は、検査対象となるファ
イルを実際に実行し、その挙動を分析することによってマル
ウェアを検知する方式である 6)。ビヘイビア方式もヒューリ
スティック方式と同様に、シグネチャ方式の補完を目的として
アンチウイルスソフトウェアに導入されている。例えば、商
用のアンチウイルスソフトウェアでは、System Watcher12)

などが存在する。ビヘイビア方式の利点や欠点はヒューリス
ティック方式と同様である。

2.1.2 従来のマルウェア検知システムにおける課
題点

一般ユーザは、従来のマルウェア検知システムとして、ア
ンチウイルスベンダが開発するアンチウイルスソフトウェア
を利用してきた。アンチウイルスベンダは、2.1.1で説明した
3種類の検知手法を利用することで、マルウェア検知を行って
いるが、単一のアンチウイルスベンダでは急増するマルウェ
アへの対策に限界がある。
文献 13) では、アンチウイルスソフトウェアでは検知でき

ないマルウェア（未検知検体）に関する情報をそのベンダに提
供し、その後のマルウェアの検知率を算出することにより、ア
ンチウイルスソフトウェアの評価を行っている。図 2に、未
検知検体全体の情報提供後におけるマルウェア検知率を示す。
この図から分かるように、アンチウイルスベンダへマルウェ
アの情報提供後（30日）の当該マルウェアの検知率は、最大
でも 40%であった。
文献 14) では、商用のアンチウイルスソフトウェアのマル

ウェア検知率を評価している。評価用のデータセットとして、
Arbor Network’s Arbor Malware Libraly の 7220 個のマル
ウェア検体が利用されている。その検体のキャプチャ日時に応
じて、検体を 3ヶ月以内に取得したマルウェアグループ、1ヶ
月以内に取得したマルウェアグループ、1週間以内に取得した
マルウェアグループに属させ評価を行っている。図 3は、ア
ンチウイルスソフトフェアのマルウェア検知率を示す。この

図 2. 未検知検体全体の情報提供後におけるマルウェア検知率
（文献 13) より引用）

図 3. アンチウイルスソフトフェアのマルウェア検知率（文献
14) より引用）

図から、各アンチウイルスソフトウェアで差異があるものの、
検知漏れが発生していることが分かる。
以上から、新種マルウェアが急増している現代において、単

一のアンチウイルスベンダでは急増するマルウェアへの対策
に限界があり、アンチウイルスソフトウェアを利用する一般
ユーザは、依然としてマルウェアの感染リスクがあると考え
られる。そのため、マルウェア検知精度を向上させるための
仕組みが望まれる。

2.2 ブロックチェーン技術
次に、ブロックチェーン技術について概説する。ブロック

チェーン技術は、ビットコインをはじめとする様々な仮想通
貨の基礎となる技術であり、近年注目を集めている。また、ロ
ジスティクス分野や医療分野をはじめとする様々な産業分野
での応用が検討されており 15)、その応用範囲は今後も拡大し
ていくと予想される。本節では、ブロックチェーン技術につ
いて説明する。最初に、ブロックチェーン技術の概要につい
て説明する。その後、ブロックチェーン技術の特徴について
述べたあと、ブロックチェーンプラットフォームについて紹
介する。本研究では、ブロックチェーン技術を情報共有の基
盤として利用しているが、ブロックチェーン技術を採用する
動機については 3.3.4で述べる。

2.2.1 ブロックチェーン技術の概要
ブロックチェーン技術は、2008年にサトシ・ナカモトによっ

て発表された論文 16) において、ビットコインと呼ばれる暗
号通貨（暗号資産）を実現するために提案された技術であり、
分散型台帳技術とも呼ばれている。サトシ・ナカモトは、従
来、銀行が担っていた通貨発行や取引の仲介などの機能を、ブ
ロックチェーン技術をはじめとする複数の技術を組み合わせ
ることにより分散化した。機能の分散化により、ビットコイ
ンは、銀行などの中央となる第三者機関を介すことなく、通
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図 4. ブロックチェーンの一例

貨の発行やユーザ間での直接取引が可能となった。
ユーザ間で送金を行う際、送金側のユーザは送金量や宛先

のアドレス、自分自身のディジタル署名などを含む、価値の移
転を記したトランザクションを発行する。発行されたトラン
ザクションは、相互に接続されているノード間で送受信され
る。トランザクションを受け取ったノードは、トランザクショ
ンの検証を行い、そのトランザクションが有効であれば、次の
ノードに送信する。以上のトランザクションの送受信により、
発行されたトランザクションはブロックチェーンネットワー
ク全体に伝搬される。最終的には、マイナーによってブロッ
クに取り込まれ、ブロックチェーンの一部になることにより
送金処理が完了する。ブロックチェーン上のデータの完全性
の維持や合意形成のために、Proof of Work (PoW) や Proof

of Stake (PoS)、Delegated Proof of Stake (DPoS)などの合
意形成アルゴリズムが利用される。例えば、ビットコインで
は、合意形成アルゴリズムとして、PoWが利用されている。
PoWでは、ブロックのハッシュ値がある特定のハッシュ値を
満たすようにある値 Nonceを定め、ブロックを生成する合意
形成アルゴリズムである。PoWによって生成されたブロック
は、ノード間のブロックの送受信によりビットコインネット
ワーク全体に伝搬され、独立にその有効性が検証される。検
証の結果、そのブロックが有効であれば、ビットコインネット
ワークに受け入れられ、ブロックチェーンの一部となる。ブ
ロックチェーンの一例を図 4に示す。

2.2.2 ブロックチェーン技術の特徴
ブロックチェーン技術の主な特徴として、以下の 4つが挙

げられる 17)。

Decentralized

ブロックチェーン技術では、データ共有やトランザク
ションの正当性検証のために、中央となる第三者機関
が存在しない。例えば、ビットコインでは、従来銀行が
担っていた通貨の発行やトランザクションの仲介、二
重取引の防止などの機能を複数の技術を組み合わせる
ことにより分散化に成功した。

Persistency

ブロックチェーン上のデータの完全性の維持やネット
ワーク全体での合意形成のために、PoWや PoSなどの
合意形成アルゴリズムが利用される。これらの合意形
成アルゴリズムにより、ブロックチェーンに含まれる
トランザクションを改ざんすることは困難である。例
えば、ビットコインでは合意形成アルゴリズムとして、
PoWが利用されており、ブロックを生成するためには
膨大な計算資源が必要となる。例えば、あるブロック
に含まれるトランザクションを改ざんしようとした場
合、ブロック間の整合性を取るために、そのブロック

図 5. ブロックチェーンの形態と特徴（文献 18) より引用）

よりも過去に生成されたブロックを再度生成しなけれ
ばならない。ブロックを生成するためには膨大な計算
資源が必要となるため、ブロックチェーンの改ざんは
困難である。

Anonymity

ブロックチェーンネットワークにおいて、あるノード
は一つ以上のアドレスで表現される。例えば、ビット
コインネットワークでは、
「1NYXCdriKyqLjgSffmmC6xysxCMg3LVvpW」の
ような形式のアドレスを複数所有することが可能であ
る。これらのアドレスは一般に、個人に結びつかない。
そのため、ブロックチェーンネットワークでは、匿名
でトランザクションを発行することが可能である。

Auditability

ブロックチェーンネットワークでは、不正なブロック
やトランザクションを排除するため、ブロックチェー
ンネットワーク参加者である各ノードが検証する必要
がある。そのためブロックやトランザクションは「検
証可能」である。

2.2.3 ブロックチェーンの形態
ビットコインでは、任意のユーザがブロックチェーンネッ

トワークに参加可能である。すなわち、任意のユーザがマイ
ニングやトランザクションの発行、検証などを行うことが可
能である。このようなブロックチェーンをパブリック型のブ
ロックチェーンと呼ぶが、後にパブリック型のブロックチェー
ンとは異なる形態のブロックチェーンが考案されている。ブ
ロックチェーンの形態は、その管理主体によってパブリック
型、コンソーシアム型、プライベート型の 3種類の形態が存
在する。図 5に、それぞれのブロックチェーン形態の特徴を
示す。
図 5から、それぞれの形態によってブロックチェーンの特

徴の「度合い」が異なることがわかる。例えば、2.2.2で説明し
た、Persistencyに関しては、パブリック型のブロックチェー
ンにおいては改ざんはほぼ不可能とされているが、コンソー
シアム型やプライベート型のブロックチェーンでは、改ざん
の可能性があるとされている。したがって、ブロックチェー
ンを活用するシステムの特徴や要件に沿ってブロックチェー
ンの形態を決定し、ブロックチェーンプラットフォームを選
定しなければならない。

2.2.4 ブロックチェーンプラットフォーム
ブロックチェーンプラットフォームにはビットコインをは

じめとして、Ethereum19) や Hyperledger Fabric20) などの
様々なプラットフォームが存在する。Ethereum はスマート
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コントラクト利用する、Decentralized applications (Dapps)

を構築するためのブロックチェーンプラットフォームであり、
オープンソースで開発が進められている。スマートコントラク
トとは、プログラム化された契約であり、ブロックチェーン上
でプログラムとして実行されることにより、ブロックチェーン
を利用した様々なアプリケーションが開発可能となっている。
Ethereumのスマートコントラクトの活用事例としては、デジ
タル ID サービスである uPort21) が挙げられる。Ethereum

は一般にパブリック型のブロックチェーンに分類される。
一方、Linux Foundation によってオープンソースで開発

が進められている、Hyperledger Fabricはコンソーシアム型
のブロックチェーンに分類される。Hyperledger Fabricはコ
ンソーシアムブロックチェーンを構築されるためのプラット
フォームとして広く活用されている。3.で詳細は説明するが、
本研究では協調型マルウェア検知システムにおける情報共有
の基盤としてブロックチェーン技術を採用する。本提案シス
テムのブロックチェーンネットワークの参加者は、特定複数
のアンチウイルスベンダである。したがって、本研究ではコ
ンソーシアム型のブロックチェーンプラットフォームである
Hyperledger Fabricを採用する。

3. 提案システム

2.1 で説明したように、一般にマルウェア検知のためには
シグネチャ方式のマルウェア検知システムが利用される。し
かしながら、シグネチャ方式のマルウェア検知システムのみ
では、新種マルウェアや亜種マルウェアの検知は困難である。
日々、新種マルウェアや亜種マルウェアが出現しており、シ
グネチャの作成が追い付かないためである。そのため、これ
らのマルウェア検知のため、ヒューリスティック方式やビヘ
イビア方式のマルウェア検知システムが利用される。これら
のマルウェア検知システムは新種マルウェアや亜種マルウェ
アを検知可能な一方、誤検知を引き起こす。すなわち、False

positive や False negative を引き起こす。したがって、ユー
ザは依然としてマルウェア感染の危険にさらされており、マ
ルウェア検知精度を向上させるための仕組みが望まれる。
そこで、本研究では、マルウェア検知精度向上のため、協調

型マルウェア検知システムを提案する。提案システムの処理
は、ユーザがインターネット上からファイルをダウンロード
した際に開始される。シグネチャ方式のマルウェア検知シス
テムで、そのファイルがマルウェアと判定されなかった場合、
ユーザは自身のヒューリスティック方式もしくはビヘイビア
方式のマルウェア検知システムによってそのファイルがマル
ウェアか否かの判定を試みるとともに、アンチウイルスベン
ダへそのファイルの調査を依頼する。依頼されたファイルが、
アンチウイルスベンダ間で以前に判定が行われていた場合、そ
の検知結果をユーザへ返却する。ユーザは、自分自身のマル
ウェア検知システムの検知結果とアンチウイルスベンダの検
知結果を利用して、「悪性度」と呼ばれる値を算出し、その値
に基づいてファイルがマルウェアか否かを判定する。依頼さ
れたファイルが、アンチウイルスベンダ間で以前に判定が行
われていなかった場合、かつユーザ自身がマルウェアでない
と判定した場合は、そのファイルはマルウェアでないと判定

し処理を終了する。ユーザ自身がマルウェアであると判定し
た場合は、当該ファイルをアンチウイルスベンダへ送信し、そ
のファイルの調査を依頼する。依頼されたアンチウイルスベ
ンダは、その他のアンチウイルスベンダへ当該ファイルの検
査を依頼し、検知結果をアンチウイルスベンダ間で共有する。
同じファイルについて問い合わせがあった場合は、その検知
結果がレスポンスとしてユーザへ返却される。共有された検
知結果はユーザへ送信され、ユーザは自身のマルウェア検知
結果とアンチウイルスベンダのマルウェア検知結果を利用し
て「悪性度」を算出し、マルウェアか否かを判定する。

3.1 キーアイデア
提案システムのキーとなるアイデアは、複数のアンチウイ

ルスベンダのマルウェア検知システムの検知結果を共有・集
約し、それらの検知結果をユーザ側でのマルウェア検知に活
用するというものである。この時、それぞれのアンチウイル
スベンダがマルウェア検知に関する異なる「得意領域」を持
つと期待されることが、ユーザ側でのマルウェアの検知精度
向上につながると考える。
アンチウイルスベンダは、マルウェア検知のため、様々な手

法やサービスを利用してマルウェア情報の収集を行っている。
図 6は、その全体像を示している。アンチウイルスベンダは、
オンラインマルウェア検査・解析サービスやハニーポットな
どを活用し、マルウェア情報の収集を行っている。収集され
たマルウェア情報は、シグネチャの作成やヒューリスティッ
ク方式やビヘイビア方式のマルウェア検知システムの作成に
役立てられる。
これらのアンチウイルスベンダのマルウェア情報収集活動

は、それぞれのアンチウイルスベンダが独自に行っている。す
なわち、アンチウイルスベンダが入手し得るマルウェア情報
は、アンチウイルスベンダ間で異なる。そのため、あるアンチ
ウイルスベンダが販売するアンチウイルスソフトウェアでは
検知できなかったマルウェアが、別のアンチウイルスベンダ
が販売するアンチウイルスソフトウェアでは検知できる可能
性がある。言い換えれば、アンチウイルスベンダそれぞれで
マルウェア検知に関する「得意領域」が異なると考えられる。
したがって、「得意領域」が異なるアンチウイルスベンダの

マルウェア検知システムの検知結果を集約し、それらの検知
結果をユーザ側でのマルウェア検知に活用できれば、「得意領
域」の相互補完が可能となり、ユーザ側におけるマルウェア
検知精度の向上が期待できる。

3.2 提案システムで必要とされる事項
提案システムの実現にあたり重要な事項として、(1) 各ア

ンチウイルスベンダによるマルウェア検知結果の表現と検知
結果の集約、(2) マルウェア検知結果の共有、 (3) マルウェア
の疑いのあるファイルの収集、(4) ユーザにおける最終的なマ
ルウェア判定がある。以上の 4点をどのように実現するかに
ついて説明する。
一般に、マルウェア検知システムの出力は検査対象が「悪

性」または「良性」を示す情報である。そのため、各アンチウ
イルスベンダは検査対象を「悪性」または「良性」としてマル
ウェア検知結果を表現する。また、提案システムでは、「得意
領域」が異なるアンチウイルスベンダのマルウェア検知シス
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図 6. アンチウイルスベンダによるマルウェア情報収集（文献
13) より引用）

テムの検知結果を共有・集約し、それらの検知結果をユーザ
側でのマルウェア検知に活用できれば、ユーザ側におけるマ
ルウェア検知精度の向上が期待できる。したがって、複数の
アンチウイルスベンダのマルウェア検知結果の集約には「悪
性：XX票、良性：YY票」のような「投票」形式が有効であ
ると考える。
アンチウイルスベンダ間のマルウェア検知結果の共有にあ

たり、我々はその仕組みついて検討しなければならない。本
研究では、共有手法としてブロックチェーン技術を採用した。
その動機は、3.3.4で説明する。
また、アンチウイルスベンダがマルウェア検知結果を共有

するためには、その検査対象となるファイルそのものを取得す
る必要がある。しかし、各アンチウイルスベンダがマルウェ
アの疑いのあるファイルを見つけ出し、検査を実施するのは
非効率であると考える。そこで、各ユーザがマルウェアとし
て検知したファイル（マルウェアの疑いのあるファイル）を
アンチウイルスベンダに送信し、各アンチウイルスベンダが
そのファイルを検査することにより、マルウェア検知結果を
共有する仕組みであれば、より効果的にマルウェアの疑いの
あるファイルに対するマルウェア検知結果を得ることが可能
であると考える。
ユーザは、最終的なマルウェア判定を下す際に、自分自身

のマルウェア検知システムの判定結果とアンチウイルスベン
ダのマルウェア検知システムの判定結果が利用できる。した
がって、それら 2つの判定結果を総合して、最終的なマルウェ
ア判定を下す仕組みが必要である。本提案システムでは、ユー
ザは「悪性度」と呼ばれる値を算出し、その値に基づいてファ
イルがマルウェアか否かを判定する。悪性度については、3.7

で説明する。

3.3 提案システムのモデル
提案システムのモデルを図 7に示す。提案システムは、アン

チウイルスベンダ同士がブロックチェーンネットワーク、ファ
イル共有ネットワークを構成している。そのため、本研究では、
ブロックチェーンの形態として、コンソーシアム型のブロッ
クチェーンを採用する。ユーザから送信されるファイルは、
ヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマルウェア検知シ
ステムで検査可能であるとする。また、アンチウイルスベンダ
の顧客であるユーザとアンチウイルスベンダのノードはそれぞ
れ、User components と Anti-virus vendor components を

図 7. 提案システムのモデル

図 8. User components

所有しているとする。以下、アンチウイルスベンダの顧客を単
にユーザと表記する。User componentsとAnti-virus vendor

componentsについては、3.3.1と 3.3.2でそれぞれ説明する。

3.3.1 User components

User componentsは、ユーザのコンピュータが所有するコ
ンポーネントである。ユーザはこれらのコンポーネントを通じ
て、マルウェアの検知やアンチウイルスベンダへのファイルの
送信、悪性度の算出などを実施する。図 8に、User components

の詳細を示す。User component を構成するコンポーネント
は、以下の 3つである。

• Malware detection

• Maliciousness degree calculation

• AV communication

Malware detectionコンポーネントは、主にマルウェア検
知の役割を担うコンポーネントである。Malware detectionコ
ンポーネントは、シグネチャ方式のマルウェア検知システム
とヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマルウェア検
知システムから構成される。Malware detection コンポーネ
ントは、アンチウイルスベンダによって提供される、アンチ
ウイルスソフトウェアに相当する。

Maliciousness degree calculationコンポーネントは、悪性
度の計算を行い、算出された悪性度に基づき、ファイルがマ
ルウェアか否かを判断する役割を担う。Maliciousness degree

calculationコンポーネントは、ユーザのMalware detection

コンポーネントからヒューリスティック方式やビヘイビア方式
のマルウェア検知システムの検知結果を、AV communication

コンポーネントから、アンチウイルスベンダの「投票」結果を
受信し、悪性度の計算を行う。

AV communicationコンポーネントは、アンチウイルスベ
ンダのノードとの通信を主に行う。ユーザがダウンロードし
たファイルや、ファイルハッシュをアンチウイルスベンダの
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ノードへ送信したり、アンチウイルスベンダのノードからブ
ロックチェーン上の「投票」結果を受信したりする役割を担う。

3.3.2 Anti-virus vendor components

Anti-virus vendor componentsは、各アンチウイルスベン
ダのノードが所有するコンポーネントである。アンチウイル
スベンダのノードはこれらのコンポーネントを通じて、マル
ウェアの検知、ブロックチェーンネットワーク上へのマルウェ
ア検知結果の送出などを実施する. 図 9に、Anti-virus vendor

components の詳細を示す。Anti-virus vendor components

を構成するコンポーネントは、以下の 5つである。

• Malware detection

• Blockchain communication

• File sharing

• Trust management

• User communication

Malware detectionコンポーネントは、主にマルウェア検
知の役割を担うコンポーネントである。Malware detectionコ
ンポーネントは、シグネチャ方式のマルウェア検知システム
とヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマルウェア検
知システムから構成される。Malware detection コンポーネ
ントは、各アンチウイルスベンダが開発するアンチウイルス
ソフトウェアである。

Blockchain communication コンポーネントは、アンチウ
イルスベンダのノード間のブロックチェーン技術を利用した
通信を行う。ブロックチェーン上から各アンチウイルスベン
ダの「投票」結果を取得したり、ブロックチェーンネットワー
ク上に「投票」をトランザクションとして送出したりする役
割を担う。

File sharingコンポーネントは、User communicationコン
ポーネントからファイルを受け取り、他のアンチウイルスベ
ンダのノードへファイルを共有する役割を担う。

Trust managementコンポーネントは、アンチウイルスベ
ンダのノードに関する「信頼値」を算出し、各アンチウイル
スベンダのノードが信頼できるか否かを判定するコンポーネ
ントである。複数のノードが協調して攻撃に関する情報を共
有したり、攻撃を検知したりするネットワークである協調型
ネットワーク（Collaborative network）では、一般に Insider

attackと呼ばれる攻撃について考慮する必要がある。詳細は
3.9で述べる。

User communication コンポーネントは、アンチウイルス
ベンダのノードとユーザとの通信を行う際に利用されるコン
ポーネントである。ユーザからファイルやファイルハッシュ
の受信を行ったり、ユーザへ各アンチウイルスベンダのマル
ウェア検知結果を送信する役割を担う。

3.3.3 以前の提案システムの比較
本提案システムは、アンチウイルスベンダ同士がブロック

チェーンネットワーク、ファイル共有ネットワークを構成し
ている。そのため、本研究では、ブロックチェーンの形態とし
てコンソーシアム型のブロックチェーンを採用している。本
項では、以前の提案システム 22)23)24)（以下、旧提案システ
ムと表記する。）との差異について述べる。

旧提案システムの概略図を図 10に示す。旧提案システムで
は、マルウェア情報を共有したいと考えている一般ユーザに
よって構成されていた。しかしながら、旧提案システムでは
以下のような課題が存在した。

• 十分なマルウェア検知結果（投票）を得るには時間を
要する。

• ブロックチェーンの肥大化。

旧提案システムでは、各一般ユーザがファイルをダウンロー
ドした際に、マルウェア検知を行いその検知結果を「投票」と
して、ブロックチェーンネットワーク上に送出していた。そ
のため、マルウェア検知精度を向上させるだけの十分な「投
票」数を得るためには、時間を要した。つまり、ファイルハッ
シュがブロックチェーン上に登録された初期段階では、「投票」
数が少ないため、マルウェア検知精度の向上には至らなかっ
た。本研究における提案システムでは、一般ユーザがファイ
ルをダウンロードした際は、アンチウイルスベンダへその検
知を依頼し、その「投票」結果を受け取ることが可能である。
それらの「投票」結果は、コンソーシアムに参加する全てのア
ンチウイルスベンダのマルウェア検知結果を表すため、ファ
イルハッシュがブロックチェーン上に登録された初期段階か
ら、マルウェア検知精度の向上が期待できる。
また、旧提案システムでは、パブリック型のブロックチェー

ンを採用していた。これは、旧提案システムでは任意の一般
ユーザのブロックチェーンネットワークへの参加を想定して
いたためである。しかしながら、ブロックチェーン技術の特
徴により、ブロックチェーンのサイズは時間の経過に従って
増加していく。そのため、ブロックチェーンを保存するため
に必要となるストレージ容量も増加していくため、一般ユー
ザにとっては負担である。本研究における提案システムでは、
アンチウイルスベンダ同士がブロックチェーンネットワーク、
ファイル共有ネットワークを構成しているため、コンソーシア
ム型のブロックチェーンを採用している。そのため、ブロック
チェーンのサイズ増加に対応すべきノードは、アンチウイル
スベンダのノートのみである。したがって、一般ユーザがブ
ロックチェーンそのものを保持しておく必要はなく、ブロッ
クチェーンを保存するためのストレージ容量に関する負担は
ない。

3.3.4 ブロックチェーン技術を採用する動機
複数アンチウイルスベンダ間の情報共有は、分散型データ

ベースを含む一般的なデータベースを利用しても実現可能で
ある。しかしながら、これらのデータベースは、一般に単一
の組織によって管理されるため、攻撃者によるデータベース
の改ざんに対して脆弱である。本提案システムで共有する情
報は、各アンチウイルスベンダのマルウェア検知結果を表す
「投票」である。これらの「投票」は、ファイルが悪性か否か
を判断するために利用されるため、改ざんされてはならない
極めて重要な情報である。さらに、本提案システムの場合、ど
のアンチウイルスベンダがそのデータベースの管理を主体と
なって行うのかといった問題が考えられる。仮に、ある単一
のアンチウイルスベンダがデータベースの管理を行うことに
なった場合、そのアンチウイルスベンダに対して多大な負担
が掛かる。

281



図 9. Anti-virus vendor components

図 10. 旧提案システムの概略図

我々は上記の問題に対し、ブロックチェーン技術の採用に
より解決できると考えている。2.2で説明したように、ブロッ
クチェーン技術では、共有される情報の改ざんは困難である。
これは、共有される情報を含むブロックが、ひとつ前に共有さ
れたブロックのハッシュ値を指すように生成されるためであ
る。さらに、ブロックチェーンネットワーク全体で管理される
ブロックチェーンは基本的に 1つであり、各ノードにそのコ
ピーが保存される。ブロックチェーンに対して何らかのデー
タを追加・更新・削除する場合は、ブロックチェーンネット
ワーク参加者の合意が必要となる。そのため、ブロックチェー
ンネットワークの参加者である、全てのアンチウイルスベンダ
が平等な立場でデータベースを管理・利用することが可能と
なる。したがって、ある単一のアンチウイルスベンダにデー
タベースの管理コストが集中するような事態を回避すること
が可能となる。

3.4 提案システムの概要
提案システムの概略図を図 11 に示す。ファイル共有ネッ

トワークとブロックチェーンネットワークは、アンチウイル
スベンダによって構成される。ファイル共有ネットワークで
は、ユーザから送信されたマルウェアの疑いのあるファイル
が、ブロックチェーンネットワークでは、ファイルハッシュ
とそれに対応する「投票」結果が共有される。
提案システムの処理は、ユーザがインターネット上からファ

イルをダウンロードした際に開始される。ユーザのMalware

detectionコンポーネント構成要素である、ヒューリスティッ
ク方式もしくはビヘイビア方式のマルウェア検知システムに

図 11. 提案システムの概略図

よって、ファイルがマルウェアとして判定された場合、その
ファイルはアンチウイルスベンダに送信され、それぞれのア
ンチウイルスベンダで検査が実施される。その後、マルウェ
ア検知結果がブロックチェーンネットワークを通じて「投票」
として共有される。
別のユーザが上記ユーザと同一のファイルをインターネッ

ト上からダウンロードした際は、そのファイルハッシュをキー
として、アンチウイルスベンダに問い合わせ、「投票」結果を
受け取る。「投票」結果は、コンソーシアムに参加する全ての
アンチウイルスベンダのマルウェア検知結果を表す。そのた
め、それらの「投票」を利用しマルウェア判定を実施すること
で、マルウェア検知精度の向上が期待できる。「投票」を利用
したマルウェア判定は、悪性度を算出することによって行わ
れる。悪性度の算出に関しては、3.7で説明する。

3.5 ユーザの処理の流れ
ユーザの処理は、インターネット上からファイルがダウン

ロードされた際に開始される。ユーザの処理を図 12に示す。
ユーザの処理は以下の 4つのステップに分けられる。ステッ
プの流れと各ステップで利用される User componentsの対応
を図 13に示す。

1. 既知マルウェア検知ステップ

2. マルウェア検知結果検索ステップ

3. 未知マルウェア検知ステップ

4. マルウェア判定ステップ
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図 12. ユーザの処理

図 13. ステップの流れと各ステップで利用される User com-

ponents

それぞれのステップについて説明する。

3.5.1 既知マルウェア検知ステップ
既知マルウェア検知ステップでは、Malware detectionコ

ンポーネントのシグネチャ方式のマルウェア検知システムを
利用して、既知のマルウェア検知が実施される。本研究では、
既知マルウェアとは、Malware detectionコンポーネントのシ
グネチャ方式によって検知可能なマルウェアと定義する。す
なわち、シグネチャ方式のマルウェア検知システムにおいて、
シグネチャが既に登録されているマルウェアを既知マルウェ
アと呼ぶことにする。
既知マルウェア検知ステップにおいて、ファイルがマルウェ

アとして判定された場合、ファイルは削除されユーザにおける
すべての処理が終了する。ファイルがマルウェアとして判定
されなかった場合、当該ファイルは未知マルウェアまたは良性
ファイルのいずれかである。そのため、ファイルハッシュ値を
算出し、マルウェア検知結果検索ステップにおいて当該ファイ
ルハッシュに対応するマルウェア検知結果が存在するか否か

を確認する。本研究における、未知マルウェアとは、Malware

detectionコンポーネントのシグネチャ方式によって検知され
ないマルウェアと定義する。すなわち、シグネチャ方式のマ
ルウェア検知システムにおいて、シグネチャが登録されてい
ないマルウェアを未知マルウェアと呼ぶことにする。

3.5.2 マルウェア検知結果検索ステップ
マルウェア検知結果検索ステップでは、AV communication

コンポーネントを利用して、アンチウイルスベンダとの通信が
行われる。ファイルハッシュをキーとして、アンチウイルス
ベンダにマルウェア検知結果の問い合わせを行い、当該ファ
イルハッシュに対応するマルウェア検知結果が存在するか否
かを確認する。
問い合わせの結果、ユーザはアンチウイルスベンダから、

マルウェア検知結果もしくは結果なしを表す「No vote」メッ
セージを受け取る。アンチウイルスベンダから受信するマル
ウェア検知結果は、「良性：XX票、悪性：YY票」で表され
る。アンチウイルスベンダから、マルウェア検知結果を受け
取った場合、未知マルウェア検知ステップにおいて、ユーザの
ヒューリスティック方式もしくはビヘイビア方式のマルウェ
ア検知システムを利用してファイルの検査を行う。これは、ア
ンチウイルスベンダのノードにおけるマルウェア検知結果と、
ユーザのコンピュータにおけるマルウェア検知結果が、環境
の差異などにより異なる可能性があるためである。そのため、
最終的なマルウェア判定は、マルウェア判定ステップにおい
てマルウェア検知結果とヒューリスティック方式もしくはビ
ヘイビア方式のマルウェア検知システムの検知結果を利用し
て行う。
アンチウイルスベンダから、マルウェア検知結果なしを表す

「No vote」メッセージを受け取った場合、当該ファイルは良
性ファイルか、ブロックチェーンネットワーク上にもマルウェ
ア検知結果が存在しないマルウェアのいずれかである。その
ため、未知マルウェア検知ステップにおいて、ユーザのヒュー
リスティック方式もしくはビヘイビア方式のマルウェア検知
システムを利用してファイルの検査を行う。その後、マルウェ
アとして検知された場合、アンチウイルスベンダのノードへ
当該ファイルを送信し、マルウェア検知結果を受信する。最
終的なマルウェア判定は、マルウェア検知結果を受信した場
合と同様に、マルウェア判定ステップにおいて行われる。

3.5.3 未知マルウェア検知ステップ
未知マルウェア検知ステップでは、Malware detectionコ

ンポーネントのヒューリスティック方式もしくはビヘイビア
方式のマルウェア検知システムを利用して、未知マルウェア
の検知が行われる。インターネット上からダウンロードした
ファイルが入力として、「悪性」または「良性」が出力として
得られる。各アンチウイルスベンダのマルウェア検知結果と、
これらマルウェア検知システムの出力をもとに、マルウェア
判定ステップで最終的なマルウェア判定が実施される。

3.5.4 マルウェア判定ステップ
マルウェア判定ステップでは、Maliciousness degree cal-

culation コンポーネントを利用して、悪性度の算出が行われ
る。悪性度は、ファイルがどの程度悪性かを表す度合いであ
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り、詳細は 3.7で述べる。悪性度は、アンチウイルスベンダの
マルウェア検知結果と、ユーザのヒューリスティック方式も
しくはビヘイビア方式のマルウェア検知システムの検知結果
をもとに算出される。悪性度がユーザが事前に定めたしきい
値を上回った場合は、マルウェアとして判定され当該ファイ
ルが削除される。

3.6 アンチウイルスベンダの処理の流れ
アンチウイルスベンダは、主に以下の 4つの動作を実施する。

1. マルウェア検知結果検索

2. ファイルハッシュ登録

3. ファイル検査リクエスト

4. マルウェア検知

それぞれについて説明する。

3.6.1 マルウェア検知結果検索
マルウェア検知結果検索は、アンチウイルスベンダの

Blockchain communication コンポーネントを利用して行わ
れる。ブロックチェーンネットワーク上から、ユーザから受
信したファイルハッシュに対応するマルウェア検知結果を検
索する。その後、User communication コンポーネントを利
用して、マルウェア検知結果をユーザへ返却する。ブロック
チェーンネットワークに、ユーザから受信したファイルハッ
シュに対応するマルウェア検知結果が存在しない場合、マル
ウェア検知結果なしを表す「No vote」メッセージをユーザへ
返却する。

3.6.2 ファイルハッシュ登録
ファイルハッシュ登録は、アンチウイルスベンダの

Blockchain communication コンポーネントを利用して行わ
れる。アンチウイルスベンダがユーザからファイルを受信し
た際、スマートコントラクトを利用してファイルハッシュをブ
ロックチェーンネットワーク上に登録する。これにより、他
のアンチウイルスベンダがファイルの検査結果をスマートコ
ントラクトを利用して共有することが可能となる。

3.6.3 ファイル検査リクエスト
ファイルハッシュ検査リクエストは、アンチウイルスベン

ダの File sharingコンポーネントを利用して行われる。アン
チウイルスベンダがユーザからファイルを受信した際、他の
アンチウイルスベンダの検査結果を得るため、他のアンチウ
イルスベンダへファイル検査リクエストと共にファイルを送
信する。

3.6.4 マルウェア検知
マルウェア検知は、アンチウイルスベンダのMalware de-

tectionコンポーネントを利用して行われる。ユーザもしくは
他のアンチウイルスベンダから受信したファイルが入力とし
て、「悪性」または「良性」が出力として得られる。

3.7 悪性度
悪性度とは、あるファイルがマルウェアであるという疑い

の強さを表す度合いである。悪性度は、0から 1の範囲の値を
取る実数であり、1に近いほどファイルがマルウェアであると

表 1. 記号の定義
　 記号 定義

Md 悪性度
Mt 悪性度に関するしきい値
Vt 「投票」結果を信頼するための投票数
Vb 「良性」の投票数
Vm 「悪性」の投票数
Rv 投票信頼率
Rs 自己信頼率
Dr マルウェア検知システムの検知結果

いう疑いが強い。この値は、アンチウイルスベンダ群のマル
ウェア検知結果と、ユーザが所有しているヒューリスティッ
ク方式やビヘイビア方式のマルウェア検知結果を利用して計
算される。ユーザは悪性度を利用して、最終的にダウンロー
ドしたファイルが悪性であるか否かを判断する。
ユーザはアンチウイルスベンダからマルウェア検知結果を

受信した際、それらのマルウェア検知結果と、ユーザのヒュー
リスティック方式もしくはビヘイビア方式のマルウェア検知
システムの検知結果に基づき、悪性度を計算する。本節で利
用する記号を 1に示す。
最終的なマルウェアの判定は、悪性度に基づいて判定され

る。すなわち、駆除判定式 (1)を満たすときには、ファイルを
マルウェアとみなし削除する。

Md > Mt (1)

0 ≤ Md ≤ 1

Mdの算出方法は、アンチウイルスベンダの投票総数がユー
ザが定めるしきい値以上である場合（Vm + Vb ≥ Vt の場合）
と、そうでない場合（Vm + Vb < Vt の場合）とで異なる。そ
れぞれの場合の算出方法について説明する。

3.7.1 Vm + Vb ≥ Vtの場合
アンチウイルスベンダから受信したマルウェア検知結果の

みを利用し、式 (2)により悪性度を算出する。

Md =
Vm

Vm + Vb
(2)

3.7.2 Vm + Vb < Vtの場合
アンチウイルスベンダから受け取ったマルウェア検知結果

と、ユーザのヒューリスティック方式もしくはビヘイビア方
式のマルウェア検知システムの検知結果に基づき、式 (3) に
より悪性度を算出する。ここで、ユーザが所有するヒューリ
スティック方式もしくはビヘイビア方式のマルウェア検知シ
ステムは、検査対象のファイルがマルウェアと判定したとき
は 1を、良性と判定したときは 0を出力するものとする。す
なわち、Dr ∈ {0, 1}であるとする。

Md =
Vm

Vm + Vb
×Rv +Dr ×Rs (3)

ここで、Rv と Rs は以下の式で定義する。

Rv =
Vm + Vb

Vt
(4)

Rs = 1−Rv (5)
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Vt は、アンチウイルスベンダから受けっとたマルウェア検
知結果結果にどの程度重み付けを行うのかを規定するパラメー
タである。すなわち、Vt を増加させることで、ユーザが自分
自身のヒューリスティック方式もしくはビヘイビア方式のマ
ルウェア検知システムの検知結果に対し、より重み付けを行
うことが可能となる。

3.8 提案システムの期待される効果
次に、提案システムの期待される効果について述べる。提

案システムの利用により、ヒューリスティック方式やビヘイビ
ア方式のマルウェア検知システムのみを利用場合と比較して、
一般にマルウェアの検知精度の向上、すなわち False positive

rateと False negative rateの低下が期待できる。しかしなが
ら、ブロックチェーンネットワークにおいてファイルハッシュ
値に対応するマルウェア検知結果が存在しない、新規のファ
イルを入手したユーザと、その後のアンチウイルスベンダの
「投票」によりマルウェア検知結果が存在する、ファイルを入
手したユーザでは、期待される効果が異なる。
後者は、False positive rateと False negative rateの低下

が期待できる。アンチウイルスベンダから受信したファイル
ハッシュ値に対応するマルウェア検知結果を最終的なマルウェ
ア判定に利用できるためである。
しかしながら、前者は False positive rateのみの低下が期

待できる。これは、ブロックチェーンネットワークにおいて
ファイルハッシュ値に対応するマルウェア検知結果が存在せ
ず、図 14の青色の部分においてマルウェア検知を行っている
ためである。例えば、ユーザがダウンロードしたファイルが
マルウェアであり、ブロックチェーンネットワークにおいて
ファイルハッシュ値に対応するマルウェア検知結果が存在し
ないとする。この時、ユーザは自分自身のヒューリスティック
方式もしくはビヘイビア方式のマルウェア検知システムの検
知システムを利用してマルウェアの検知を行う。ここで、こ
のマルウェア検知システムが誤判定、すなわちマルウェアを
良性ファイルとして判定した場合は、ユーザの処理は終了す
る。そのため、False negative rateは向上しない。
一方、例えば、ユーザがダウンロードしたファイルが良性

であり、ブロックチェーンネットワークにおいてファイルハッ
シュ値に対応するマルウェア検知結果が存在しないとする。さ
らに、自分自身のヒューリスティック方式もしくはビヘイビ
ア方式のマルウェア検知システムでは、悪性と判定されたと
する。この時、ユーザはアンチウイルスベンダへ当該ファイ
ルを送信し、マルウェア検知結果を受信する。その後、それ
らのマルウェア検知結果と自分自身のヒューリスティック方
式もしくはビヘイビア方式のマルウェア検知システムの判定
結果を利用して、最終的なマルウェア判定を行う。そのため、
False positive rateの低下が期待できる。

3.9 Trust management

最後に Trust managementについて説明する。複数のノー
ドやシステムが協調して攻撃に関する情報を共有したり、攻
撃を検知したりするネットワークである協調型ネットワーク
（Collaborative network）では、一般に Insider attackについ
て考慮する必要がある。本提案システムでは、複数のアンチウ
イルスベンダのノードがコンソーシアムを成し、マルウェア検

図 14. 各ユーザの処理（再掲）

知結果を共有する。しかし、何らかの理由でアンチウイルスベ
ンダが悪意のあるノードとなってしまった場合、本来のマル
ウェア検知結果とは逆の検知結果をネットワーク上に送出し
てしまう事態が想定される。結果として、提案システムのマル
ウェア検知精度の低下が懸念される。Trust managementで
は、そのような悪意のあるノードの検知を行う。
本小節では、Trust managementについて説明する。最初

に、Trust managementの重要性について説明する。その後、
提案システムにおける Trust managementの流れを説明した
後、ノードがどの程度信頼できるかを表す「信頼値」の計算手
法について述べる。

3.9.1 Trust managementの重要性
協調型ネットワークでは、一般に悪意のあるノードによる

Insider attackについて考慮する必要がある。Insider attack

とは、協調型ネットワーク内の悪意のあるノードが、協調型
ネットワークの有効性を低下させるために実施する攻撃の総
称であり、Sybil attacksや Betrayal attacksなどが存在する。
例えば、本提案システムにおいて、悪性度は各アンチウイル

スベンダによる「投票」に基づいて算出される。ここで、何ら
かの理由でアンチウイルスベンダのノードが悪意のあるノー
ドとなり、故意に本来の検知結果とは逆の検知結果を、「投票」
としてブロックチェーンネットワークに送出してしまうと、悪
性度の算出に悪影響を及ぼすことになる。すなわち、全ての
ユーザでマルウェア検知精度の低下を引き起こす。
あるノードが悪意のあるノードとなる要因は様々であるが、

一般にはノードのマルウェア感染やノードに対する不正アク
セスが要因として考えられる。本提案システムのネットワー
ク参加者はアンチウイルスベンダであり、マルウェア対策を
専門にする企業であるため、ノードのマルウェア感染対策や
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不正アクセス対策は十分であるとも考えられる。
しかし、2019年にはロシアのハッカー集団により、大手ア

ンチウイルスベンダが不正アクセスの被害を受けた 25)。この
不正アクセスにより、アンチウイルスソフトウェアのソース
コードや開発関連のドキュメント、機械学習のモデルといっ
たアンチウイルスソフトウェアに関するデータが窃取された。
窃取されたデータは 30TB以上であり、30万ドルで販売され
ているとの報告がある。
以上の報告から、アンチウイルスベンダのノードがマルウェ

ア感染や不正アクセスの被害を受けることも十分に考えられ
る。したがって、本提案システムにおいても悪意のあるノー
ドによる Insider attack は考慮すべきであり、それらのノー
ドによる悪影響を低減するために Trust managementは重要
である。

3.9.2 Challenge-based trust management

協調型侵入検知システム（CIDS：Collaborative intrusion

detection system）では、より複雑で高度な攻撃の検知や検知
精度の向上を目的として、複数のノードが攻撃に関する情報の
共有を行っている。そのため、本研究と同様に Insider attack

への対策を行う必要がある。文献 26) では、CIDSにおける、
Insider attack の一種である Betrayal attacks や Collusion

attacks を行うノードの検知手法を提案している。Betrayal

attacksやCollusion attacksは、ある単一もしくは複数のノー
ドが、故意に本来の検知結果とは逆の検知結果をネットワー
ク上に送出する攻撃であり、攻撃検知に悪影響を及ぼす。こ
れらのノードを検知するため、文献 26) では Challenge-based

trust managementが提案されている。Challenge-based trust

managementでは、Test messageと呼ばれるメッセージを検
査対象の通信とともに、テスト対象ノードへ送信する。その
後、テスト対象ノードの検知結果が自分の期待した検知結果か
否かを判断し、その判断をベースにテスト対象の信頼値を算
出する。ノード間で交換されるメッセージについては、3.9.3

で説明する。
本提案システムでは、各アンチウイルスベンダのマルウェ

ア検知結果がユーザへ送信され、マルウェア判定に利用され
る。すなわち、各アンチウイルスベンダのマルウェア検知精度
は、ユーザにおけるマルウェア検知精度に影響を与える。し
たがって、Betrayal attacksや Collusion attacksが行われた
場合は、提案手法における全てのユーザの検知精度に多大な
悪影響を与える。以上から、本研究では文献 26) で提案され
た Challenge-based trust managementを利用する。

3.9.3 ノード間で送受信されるメッセージ
Challenge-based trust managementにおいて、ノード間で

送受信されるメッセージについて説明する。Challenge-based

trust management では、以下の 2 種類のメッセージが利用
される。

• Consultation message

• Test message

Consultation messageは、より複雑で高度な攻撃の検知や
検知精度の向上を目的として自分自身以外のノードへ、その検
知を依頼するためのメッセージである。図 15に、Consultation

図 15. Consultation message

図 16. Test message

messageとその応答を示す。Consultation messageは、検知を
依頼したい通信と共に他のノードへ送信される。Consultation

message を受け取ったノードは、その通信がどの程度危険か
を表す「危険度」をフィードバックとして返す。

Test messageは、テスト対象ノードの信頼値を算出するた
めに送信されるメッセージである。図 16 に、Test message

とその応答を示す。Test messageは、自分自身にとってその
「危険度」が既知の通信と共に他のノードへ送信される。ま
た、Test message は Consultation message と区別がつかな
いように、テスト対象ノードへ送信する必要がある。なぜな
らば、Test message と Consultation message の区別がつい
てしまうと、悪意のあるノードが受信したメッセージによっ
てその動作を切り替えることが可能となるためである。すな
わち、Test messageを受信した際は信頼値が増加するような
レスポンスを、Consultation messageを受信した際は故意に
本来の検知結果とは逆の検知結果をレスポンスとして返すこ
とが可能となってしまう。Test messageを受け取ったノード
は、Consultation messageと同様に、その通信がどの程度危
険かを表す「危険度」をレスポンスとして返す。Test message

の送信元は、そのレスポンスと「期待したレスポンス」を比較
することによって、信頼値を算出する。信頼値の算出につい
ては、3.9.5で説明する。

3.9.4 提案システムにおける Trust management

文献 26)で提案されたChallenge-based trust management

はCIDSにおける、IDSノードのTrust managementである。
しかし、本研究における提案システムでは、アンチウイルスベ
ンダのノードの Trust managementが必要である。したがっ
て、ノード間で交換される情報を決定する必要がある。さら
に、文献 26) では、ノード間で送受信されるメッセージに関
し、そのプロトコルについては詳述していない。そのため、本
研究においてそのプロトコルを規定する必要がある。
提案システムにおける Trust management を図 17 に示

す。最初に、Test message と Consultation message につい
て説明する。Challenge-based trust managementでは、Test
messageや Consultation messageと共にネットワーク上の通
信が他のノードへ送信される。しかし、本研究における提案シ
ステムでは、協調型ネットワークの参加者は IDSノードでは
なくアンチウイルスベンダのノードである。そのため、Test
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messageと Consultation messageと共にファイルを他のアン
チウイルスベンダのノードへ送信する。ここで、本研究にお
ける提案システムでは、Consultation messageはファイル検
査リクエストに対応する。

次に、Test message と共に利用されるファイルの制約に
ついて説明する。本研究では、情報共有基盤としてブロック
チェーン技術を採用しており、ブロックチェーン上のデータは
全てのアンチウイルスベンダのノードが閲覧可能である。し
たがって、ブロックチェーンネットワークにおいて、マルウェ
ア検知結果が既知のファイルを Test messageと共に送信して
も意味をなさない。なぜならば、マルウェア検知結果が既知
である場合、テスト対象ノードがその検知結果をもとにレス
ポンスを返すことが可能であるためである。そのため、Test

messageと共に利用されるファイルは、ブロックチェーンネッ
トワークにおいて、マルウェア検知結果が未知のファイルに
限定される。したがって、本研究ではユーザが新たにアンチ
ウイルスベンダへ送信するファイルを Test messageと共に利
用する。

次に、ノード間で送受信されるメッセージに関するプロト
コルについて説明する。本研究では情報共有基盤としてブロッ
クチェーン技術を採用しているため、テスト対象のアンチウ
イルスベンダのノードにのみ Test message を送信しても、
Consultation message と区別がついてしまう。なぜならば、
テスト対象のアンチウイルスベンダのノードがブロックチェー
ン上のデータを閲覧することによって、「投票」の有無が確認
できてしまうためである。また、Test messageをテスト対象
ノードに送信すると同時に、Consultation messageをテスト
対象ノード以外に送信しても、テスト対象ノードはブロック
チェーン上の「投票」結果をレスポンスとして利用できてし
まう。そこで本研究では、図 17で示すように、Test message

とConsultation messageを同時にノードへ送信し、「投票」の
タイミングの同期を取ることによって、信頼値の算出を行う。
信頼値の算出については、3.9.5で説明する。

最後に、Test messageに対するレスポンスと期待したレス
ポンスの比較について説明する。本研究における提案システ
ムでは、ブロックチェーンネットワークにおいてマルウェア
検知結果が既知のファイルを Test messageと共に送信しても
意味をなさない。そのため、Test messageと共に利用される
ファイルはブロックチェーンネットワークにおいてマルウェ
ア検知結果が未知のファイルに限定される。しかしながら、ブ
ロックチェーンネットワークにおいてマルウェア検知結果が
未知のファイルは、自分自身にとってもその検知結果が未知
であるため、「期待したレスポンス」を作成することが出来な
い。そこで、Test messageに対するレスポンスが「期待した
レスポンス」であるか否かは、テスト対象ノード以外に送信し
た Consultation messageに対応するレスポンスを利用した多
数決で決定する。すなわち、Test messageに対するレスポン
スがテスト対象ノード以外に送信した Consultation message

に対応するレスポンスの多数側であれば、当該レスポンスを
「期待したレスポンス」とする。

図 17. 提案手法における Trust management

3.9.5 信頼値計算
最後に、信頼値の計算手法について説明する。信頼値の計

算方法は、本研究における提案ではなく、文献 26) にて提案さ
れている手法である。文献 26) では、「Satisfaction level」と
呼ばれる、Test messageのレスポンスに対してどの程度「満
足」したかを表す値をベースに信頼値の算出を行う。また、悪
意のあるノードの迅速な検知のため、最新の Test messageの
レスポンスに対する Satisfaction levelに、より大きな重みを
付けを行い信頼値の算出を行う。
あるノード iのノード j に関する信頼値は、以下の式で算

出される。

tij =

∑n

k=0
Si,j
k F tk∑n

k=0
F tk

(6)

ここで、nはノード iがノード j から受信した Test message

に対するレスポンス数である。Si,j
k は、「Satisfaction level」と

呼ばれ、本研究では Si,j
k ∈ {0, 1}である。Test messageに対

するレスポンスが「期待したレスポンス」であれば、Si,j
k = 1

である。また、Si,j
0 は時間的に最も古い Test messageに対す

るレスポンスの Satisfaction levelである。F (0 ≤ F ≤ 1)は
「Fogetting factor」と呼ばれる。tk は、最新の Test message

のレスポンスに対する Satisfaction levelに、より大きな重み
を付けを行うためのパラメータである。
本研究では、算出された tij が事前に定めたしきい値 Tv を

下回った場合、ノード iに対応するアンチウイルスベンダは、
ユーザへ送信するマルウェア検知結果にノード j に対応する
アンチウイルスベンダからのマルウェア検知結果を含めない。

4. 評価実験

本節では、評価実験について述べる。評価実験では、提案
システムのマルウェア検知精度評価と性能評価を行った。最
初に、提案システムのマルウェア検知精度評価について説明
を行った後、提案システムの性能評価について述べる。

4.1 提案システムのマルウェア検知精度評価
最初に、提案システムの検知精度の評価について述べる。

提案システムにおいて最終的なマルウェア判定は、悪性度を
もとに行われる。悪性度を算出する際に、ユーザは「投票」結
果を信頼するための投票数 Vt を決定し、投票信頼率 Rv と自
己信頼率 Rs を定める必要がある。したがって、ユーザが「投
票」結果を信頼するための投票数 Vt を決定するために、Vt が
提案手法のマルウェア検知精度に与える影響について調査す
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る必要がある。また、本提案システムの目的はマルウェア検
知精度の向上である。そのため、ユーザが Vt を定め提案シス
テムを利用した場合と、提案システムを利用しない場合、す
なわち単一のヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマ
ルウェア検知システムを利用した場合のマルウェア検知精度
と比較する必要がある。

4.1.1 マルウェア検知精度の評価指標
次に、マルウェア検知精度の評価指標について説明する。

マルウェア検知精度の評価指標として、False negative rate

(FNR)と False positive rate (FPR)を利用する。FNRはマ
ルウェアを誤って良性ファイルとして誤って判定した割合、
FPRは良性ファイルを誤ってマルウェアとして誤って判定し
た割合である。以下に、FNRと FPRの定義を示す。

FNR =
FN

TP + FN
(7)

FPR =
FP

TN + FP
(8)

式（7）と式（8）における記号の定義を表 2に示す。

4.1.2 実験環境と方法
評価実験では、Pythonスクリプトを利用して提案システム

のプロトタイプを作成した。実験環境を図 18に示す。
評価実験の目的は、投票信頼率もしくは自己信頼率が提案

システムのマルウェア検知精度に与える影響について調査し、
提案システムを利用する場合と、提案システムを利用しない
場合、すなわち単一のヒューリスティック方式やビヘイビア
方式のマルウェア検知システムを利用した場合のマルウェア
検知精度と比較することである。したがって、今回の評価実
験ではユーザにおけるシグネチャ方式のマルウェア検知シス
テムについては考慮していない。
評価実験ではヒューリスティック方式やビヘイビア方式の

マルウェア検知システムに関して、擬似的なマルウェア検知
システムを実装した。擬似的なマルウェア検知システムとは、
パラメータとして FPRと FNRを持つ、ヒューリスティック
方式やビヘイビア方式のマルウェア検知システムを模したプ
ログラムである。「マルウェア」とみなすファイル、もしくは
「良性」とみなすファイルが入力された際に、これらのパラメー
タをもとに、当該ファイルがマルウェアか否かを判定する。ま
た、本評価実験では検知精度への影響はないため、ブロック
チェーン技術は利用しておらず、Pythonスクリプトのみを利
用してシミュレーションを実施している。
シミュレーションは全てのユーザが、事前に定めた全ての

「マルウェア」とみなすファイルと「良性」とみなすファイル
に対して「マルウェア」もしくは「良性」と判定するまで実施
される。

4.1.3 パラメータ
評価実験におけるパラメータとその値を表 3に示す。False

negative 発生率と False positive 発生率は、4.1.2 で述べた
擬似的なマルウェア検知システムのパラメータである。これ
らの値は文献 27) をもとに決定した。アンチウイルスベンダ
数は VirusTotalのファイルスキャンにおいて利用可能なアン
チウイルスエンジン数 28) をもとに、71 に設定した。また、

図 18. 実験環境

Mt = 0.5とした。これは、本研究ではファイルが悪性であれ
ば Dr = 1、ファイルが良性であればDr = 0と定義している
ためであり、各ユーザの個別の環境やポリシー等を考慮しな
い場合は、Mt = 0.5が妥当であると考えたためである。

4.1.4 実験結果と考察
FNRと FPRの実験結果を図 19と図 20に示す。図の横軸

は「投票」結果を信頼するための投票数を表し、縦軸はそれ
ぞれ FNRと FPRの値を表す。また、図中の青い点線は、提
案システムを利用しない場合、すなわち、ユーザが自分自身
のヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマルウェア検
知システムのみを利用した場合の FNRもしくは FPRの値を
表す。
実験結果より、「投票」結果を信頼するための投票数が増

加するにしたがって、FNRと FPRの値が本来のヒューリス
ティック方式やビヘイビア方式のマルウェア検知システムの
FNRと FPRに近づいていくことが分かる。すなわち、悪性
度算出の際に、ユーザが自分自身のヒューリスティック方式
やビヘイビア方式のマルウェア検知システムの検知結果に対
して、より重みづけを行った場合（自己信頼率 Rs を増加させ
た場合）は、提案システムの有効性が減少していくことが分
かる。したがって、本評価実験におけるパラメータの場合は、
ユーザは「投票」結果を信頼するための投票数をアンチウイ
ルスベンダ数に近づける、すなわち「投票」結果に対してよ
り重みづけを行う必要がある。ユーザが「投票」結果に対し
てより重みづけを行った場合は、FNRと FPR双方とも 0に
近い値となっており、本来のヒューリスティック方式やビヘ
イビア方式のマルウェア検知システムにおける FNRと FPR

と比較して減少していることから、提案システムの有効性が
確認できる。
これらのマルウェア検知精度向上の理由は、自分自身のヒュー

リスティック方式やビヘイビア方式のマルウェア検知システム
の検知結果だけでなく、アンチウイルスベンダの「投票」結果
を利用しマルウェア検知を行ったためであると考えられる。自
分自身のヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマルウェ
ア検知システムだけでは、False positiveや False negativeが
発生しがちであるが、アンチウイルスベンダの「投票」結果を
利用し悪性度を算出することで、最終的には良性ファイルや
マルウェアを正しく判定、検知することが出来たためである
と考えられる。

4.2 提案システムの性能評価
次に、提案手法の性能評価について説明する。本研究では、

以下の項目について評価を行った。
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表 2. 式（7）と式（8）における記号の定義
　 記号 定義

TP マルウェアをマルウェアとして正しく検知できた（True Positive）数
TN 良性ファイルを良性ファイルとして正しく判定できた（True Negative）数
FP 良性ファイルが誤ってマルウェアとして検知された（False Positive）数
FN マルウェアが誤って良性ファイルとして判定された（False Negative）数

表 3. パラメータ
パラメータ 数値

ユーザ数 1000

「マルウェア」とみなすファイル数 1000

「良性」とみなすファイル数 1000

「投票」結果を信頼するための投票数 (Vt) 71 – 180

悪性度に関するしきい値 (Mt) 0.5

アンチウイルスベンダ数 71

False negative 発生率 0.05

False positive 発生率 0.06

図 19. FNRの評価実験結果

図 20. FPRの評価実験結果

• マルウェア検知結果検索性能

• ブロックチェーンサイズ

マルウェア検知結果検索性能では、アンチウイルスベンダ
におけるファイルハッシュに対応する「投票」結果の検索時
間を評価する。ブロックチェーンはその性質上、時間の経過
とともにブロック数が増加する。また、各ブロックは各アン
チウイルスベンダの「投票」を含んでいる。したがって、ユー
ザへマルウェア検知結果を返却するためには、全てのブロッ
クを辿りファイルハッシュに対応する各アンチウイルスベン
ダの「投票」を検索し集計する必要があると論理的に考えら
れる。すなわち、ブロック数の増加に従いその検索時間が増
加することが懸念される。本評価実験では、コンソーシアム
ブロックチェーンのプラットフォームとして広く活用されて
いる Hyperledger Fabricを利用し、ファイルハッシュに対応
する「投票」結果の検索時間を評価した。
さらに、本研究ではブロックチェーンサイズについて評価

を行った。ブロックチェーンは時間の経過とともにそのブロッ
ク数、すなわちブロックチェーンサイズが増加していく。仮
にストレージ容量を超えるブロックチェーンサイズとなった
場合、新たに追加されるファイルハッシュや、それに対応す
るアンチウイルスベンダの「投票」をストレージに格納でき
ない事態となる。本評価実験では、マルウェア検知結果検索
性能の評価と同様に Hyperledger Fabricを利用し、ブロック
チェーンサイズについて評価を行った。

4.2.1 実験環境と方法
本評価実験では、仮想化ソフトウェアとして Oracle VM

VirtualBoxを利用し、Windows 10が稼働するホスト PC上
にゲスト OSとして Ubuntu Desktop 18.04.3 LTSが動作す
る仮想環境を構築した。実験環境を表 4に示す。次にそれぞ
れの評価方法について説明する。
4.2.1.1 マルウェア検知結果検索性能の評価方法
　最初に、ランダムなファイルハッシュを N 件作成し、ブ
ロックチェーン上に登録し「悪性:0、良性：0」で初期化する。
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本評価実験では、N = 1000, 30000, 64758とした。次に、ラン
ダムなファイルハッシュ値をキーとして投票を検索する。マ
ルウェア検知結果検索性能は、検索を 100回実施し、それぞ
れの検索に要した時間で評価を行う。検索に要する時間の計
測はスマートコントラクト上で実施した。
4.2.1.2 ブロックチェーンサイズの評価方法
　本提案システムにおいて、各ユーザは個人向けのコンピュー
タであるパーソナルコンピュータ（パソコン）を利用している
と仮定している。すなわち、パソコンの OSとしてWindows

や macOS が利用されていると仮定している。そのため、ア
ンチウイルスベンダのブロックチェーンネットワーク上では
WindowsやmacOSをターゲットとしたマルウェアに関する
情報が共有される。本評価実験では、ユーザがパソコンの OS

としてWindowsを利用していると仮定して評価を行った。
AV-TESTの SECURITY REPORT 2017/185)によると、

2017年の新種マルウェアの観測数は約 1億 2,000万個であり、
そのうちの 67.07%がWindowsをターゲットとしたマルウェ
アであった。つまり、Windowをターゲットとしたマルウェ
アは、平均すると 1秒あたり 2.58個発生している。したがっ
て、アンチウイルスベンダのブロックチェーンネットワーク
上では、マルウェアのファイルハッシュの登録が平均すると
1秒あたり 2.58回行われる。
ここで、新種マルウェアのある 1検体に対して、ブロック

チェーンネットワークでは以下の手順でファイルハッシュの
登録と各アンチウイルスベンダの「投票」が行われる。

1. あるアンチウイルスベンダから、新種マルウェアのファ
イルハッシュの登録を表すトランザクションの発行

2. 1.のトランザクションを含むブロックの生成

3. 各アンチウイルスベンダから、「投票」を表すトランザ
クションの発行

4. 2.のトランザクションを含むブロックの生成

したがって、Hyperledger Fabricのブロック生成時間を 2秒
（デフォルト値）とすると、図 21のようなブロックチェーン
となり、2 秒毎にブロック数が 1 つずつ増加していく。評価
実験の環境では、ブロックのみのサイズが 1858バイト、投票
トランザクションのサイズが 3163バイト、ファイルハッシュ
登録トランザクションのサイズは 3145バイトであった。
アンチウイルスベンダ数を n(n ≥ 1)とすると、2秒毎に生

成されるブロックのサイズ BLs は以下の式で表される。

BLs = 3145× 5 + 3163× 5× n+ 1858（バイト） (9)

従って、1 年間に増加するブロックチェーンサイズ BCs は、
以下の式で表される。

BCs = 15768000×BLs（バイト） (10)

評価実験では、アンチウイルスベンダ数 nをパラメータとし
て、1 年間で増加するブロックチェーンサイズについて評価
する。

4.2.2 実験結果と考察
マルウェア検知結果検索性能の実験結果を表 5に示す。表

5 から、ブロックチェーン上のファイルハッシュ数が増加し

図 21. ブロックチェーンサイズの増加

図 22. 1年間で必要となるストレージ容量

ても、マルウェア検知結果検索性能には影響を及ぼしていな
いことが分かる。文献 8) では、オープンソースのアンチウイ
ルスソフトである Clam AntiVirus において、MD5 シグネ
チャを利用したマルウェア検知に要する時間を測定している。
MD5 シグネチャの総数が 64,758 であるとき、MD5 シグネ
チャを利用したマルウェア検知に要する時間は 0.054秒であっ
た。提案システムでは、ファイルハッシュ数が 64,758である
ときのマルウェア検知結果検索性能 0.00066秒であることか
ら、Clam AntiVirusにおけるMD5シグネチャを利用したマ
ルウェア検知と比較しても十分に高速であることが分かった。
ファイルハッシュ数が増加しても、投票検索時間が増加しない
理由としては、Hyperledger Fabricが State DBと呼ばれる
データベースを採用しているためであると考えられる。State

DB はブロックチェーンの最新の状態を表すデータベースで
あり 29)、State DB により全てのブロックを辿らなくとも、
ファイルハッシュに対するマルウェア検知結果を高速に検索
できるためであると考えられる。したがって、提案システム
を Hyperledger Fabricで実装した場合はマルウェア検知結果
検索性能に関しては問題ないと言える。

次に、ブロックチェーンサイズの結果を図 22 に示す。式
（10）で説明したように、一年間で必要となるブロックチェー
ンサイズ BCs は、アンチウイルスベンダ数 nの一次式で表さ
れることから、グラフは直線となる。VirusTotalでは、71種
類のアンチウイルスエンジンを利用してマルウェア検知が可
能である 28)。これらのアンチウイルスエンジンを開発する全
てのアンチウイルスベンダがブロックチェーンネットワーク
に参加した場合 (n = 71の場合)、一年間で必要となるブロッ
クチェーンサイズは、約 16TBとなる。したがって、現在の
ストレージ性能を考慮すると、提案システムにおけるブロッ
クチェーンサイズに関しては問題ないといえる。
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表 4. 実験環境
ホスト OS Windows 10

ゲスト OS Ubuntu Desktop 18.04.3 LTS

ゲスト OSメモリ 8GB

ゲスト OSコア数 2

ブロックチェーンプラットフォーム（バージョン） Hyperledger Fabric（1.4.0）
スマートコントラクト言語 Go言語
State DB LevelDB

表 5. マルウェア検知結果検索性能の評価実験結果

ファイルハッシュ数 投票検索時間（秒） 標準偏差

1000 0.00091 0.00132

30000 0.00126 0.00057

64758 0.00066 0.00095

5. 関連研究

本節では、関連研究について説明する。最初に、協調型セ
キュリティにおける文献を紹介した後、セキュリティ分野に
おいてブロックチェーン技術を活用している文献を紹介する。
最後に、紹介した文献と本研究との差異について述べる。

5.1 協調型セキュリティ
協調型セキュリティ（Collaborative security）は、「Instead

of centrally managed security policies, nodes may use spe-

cific knowledge (both local and acquired from other nodes)

to make security-related decisions」と定義されている 30)31)。
平易に言えば、複数の組織やネットワーク、ノードからの情
報を利用して、あるセキュリティ関連の判定、例えば通信や
ファイルが悪性か否かの判定を行う手法である。協調型セキュ
リティでは、協調型侵入検知システム（CIDS：Collaborative

intrusion detection）を筆頭に様々な分野が存在するが、本
研究において特に関連が深い協調型マルウェア検知システム
（CMDS：Collaborative malware detection system）の文献
を紹介する。

5.1.1 CloudAV

協調型マルウェア検知システムでは、新種マルウェアの検
知やマルウェア検知精度の向上を目的として、複数のアンチ
ウイルスソフトウェアのマルウェア検知結果を利用、もしく
は複数のノードがマルウェア情報の共有を行う。

Oberheideら 14) は、複数のアンチウイルスエンジンを利
用しマルウェア検知を行う CloudAV を提案している。背景
としては、単一のアンチウイルスベンダでは新種マルウェア
への対処が困難であること、またアンチウイルスソフトウェ
アの複雑化に伴うアンチウイルスソフトウェア自身の脆弱性
が挙げられている。そこで、CloudAVではクラウド上で複数
のアンチウイルスエンジンを利用しマルウェアの検知を行う
形態をとっている。アンチウイルスエンジンとしては、10種
類のシグネチャ方式のアンチウイルスソフトウェア、2 種類

のビヘイビア方式のアンチウイルスソフトウェアが利用され
ている。CloudAVは host agent、network service、archival

and forensics service の 3 種類のコンポーネントから構成さ
れる。各ユーザのコンピュータには、ファイルを一意に識別
する IDの算出や network serviceへのファイル送信の役割を
担う host agent がインストールされる。network service で
は、複数のアンチウイルスエンジンによるマルウェア検知が
実施される。また、forensics serviceにはマルウェアの挙動な
ど、マルウェアに関する情報が保存される。各ユーザは、host
agentを介して network serviceにファイルを送信することで
マルウェア検知を行うことが出来る。
評価実験では、評価用のデータセットとして、Arbor Net-

work’s Arbor Malware Libralyの 7220個のマルウェア検体
が利用されている。1日前に取得されたマルウェアにおいて、
単一のアンチウイルスエンジンを利用した場合では、マルウェ
ア検知率は 52%であった。一方、10種類のアンチウイルスエ
ンジンを利用した場合では、その検知率は 98%であった。

5.1.2 VirusTotal

CloudAVと同様に複数のアンチウイルスエンジンを利用し
て、マルウェア検知を行うことが可能なサービスが実際に出
現してきている。VirusTotal32) では、約 70種類程度のアン
チウイルスエンジンを利用したマルウェア検知が可能である
28)。ユーザは、Webサイトやファイルの検査、URLやファ
イルハッシュなどを利用した検査結果の検索を行うことがで
きる。さらに、そのファイルの詳細や挙動、他ユーザからの
コメントを確認できるとともに、当該ファイルが悪性か良性
かを「投票」することが可能である。

5.1.3 CLOUDMARK

複数のアンチウイルスエンジンをベースにしたマルウェア
検知ではなく、複数ユーザによるファイルの「Nomination」
をベースにマルウェア検知を行うシステムが提案されている。
O’Donnellら 33)は、複数のユーザのマルウェアの疑いのある
ファイルの「Nomination」をベースに、当該ファイルがマル
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ウェアか否かを判断するCLOUDMARKを提案している。例
えばユーザがファイルを含む e-mailを受信し、その e-mailが
スパムであると判断した場合、そのメールは CLOUDMARK

のバックエンドシステムへ送信、すなわち「Nomination」さ
れる。バックエンドシステムでは、送信されたメールからファ
イルを抽出しそのシグネチャを作成する。その後、複数ユー
ザから当該ファイルが「Nomination」された場合、そのファ
イルをマルウェアと判定する。
評価実験では、CLOUDMARKにおいてマルウェアと判定

されたシグネチャを利用し、オープンソースのアンチウイル
スソフトウェアである ClamAVと比較を行っている。評価実
験の結果、CLOUDMARKにおいてマルウェアと判定された
シグネチャの 80%は、ClamAVでは検出されなかった。すな
わち、ClamAV では検知されないマルウェアを検知できた。
また、それらシグネチャの 50%は、2日後には ClamAVにお
いて検出された。同様の傾向が商用のアンチウイルスソフト
ウェアでも見られたと報告している。

5.2 セキュリティ分野におけるブロックチェーン
技術の活用

近年、ブロックチェーン技術は、ロジスティクス分野や医
療分野をはじめとする様々な産業分野での応用が検討されて
いる 15)。同様に、セキュリティ分野においても情報共有の基
盤として、その活用が期待されている。以下に、幾つかの文
献を紹介する。

5.2.1 CB-MDEE

Jingjingら 34) は、モバイルデバイスを対象として、マル
ウェア検知と分類を行うConsortium Blockchain for Malware

Detection and Evidence Extraction (CB-MDEE) フレーム
ワークを提案している。CB-MDEEは、パブリックブロック
チェーン PBとコンソーシアムブロックチェーン CBの 2つ
のブロックチェーンで構成される。PBに所属するユーザは、
Sensitive Behavior Graphや Installation Packageなどから
作成される、モデルを利用してマルウェアを検知・分類し、そ
れらの情報を PB上に保存する。CBに属するマルウェア検知
組織のメンバーは、それらの情報を利用してモデルを更新する
ために、fact-baseと呼ばれるデータベースを作成する。評価
実験では、アンドロイドのマルウェアにおいて、CB-MDEE

は 94%の分類精度を達成した。

5.2.2 スマートコントラクトを利用したセキュリ
ティアナリスト支援

スマートコントラクトとは、プログラム化された契約であ
り、ブロックチェーン上でプログラムとして実行されること
により、ブロックチェーンを利用した様々なアプリケーショ
ンが開発可能となっている。現在は、一部のブロックチェー
ンプラットフォーム上で利用可能である。

Romanら 35) は、セキュリティアナリスト支援のため、ブ
ロックチェーン技術とスマートコントラクト上に実装したオー
トエンコーダを利用して、セキュリティインシデント報告を分
類・管理するためのシステムを提案している。セキュリティ
インシデント報告がスマートコントラクトに入力として渡さ
れると、システムはその報告を分類し、ブロックチェーン上に

保存されている、過去の類似するセキュリティインシデント報
告を出力する。提案システムにより、分類・管理が自動的に実
施されるため、セキュリティインシデントに対して迅速な対応
が可能となる。評価実験では、提案システムの有効性検証のた
め、訓練用データとして 5, 850のセキュリティインシデント
報告が、テスト用データとして 584のセキュリティインシデ
ント報告が利用されている。評価実験の結果「fulldisclosure」
カテゴリでは、True Positive Rate は 0.991、FPR は 0.059

を達成した。

5.2.3 PolySwarm

PolySwarm36) は、マルウェア検知のクラウドサービス
を提供している。利用者は、検査を依頼したいファイルを
PolySwarm を介して複数のセキュリティエキスパートに送
信する。それぞれのセキュリティエキスパートは、独自のア
ンチウイルスエンジンを開発・保有しており、そのアンチウ
イルスエンジンを利用して、当該ファイルの検査を行う。利
用者は、複数のセキュリティエキスパートからの検査結果を
もとに、最終的に当該ファイルがマルウェアか否かを判断す
る。セキュリティエキスパートの検査結果が「正解」であっ
たかは、第三者が判定し評価を行う。「正解」であったセキュ
リティエキスパートには、利用者が支払う報酬金が、仮想通
貨として配布される。PolySwarmにおいて、ブロックチェー
ン技術は仮想通貨とセキュリティエキスパートの評価結果の
保存に活用されている。

5.2.4 CBSigIDS

協調型侵入検知システムの分野においてもブロックチェー
ン技術が注目を集めている 37)。例えば、Liら 38) は IoT環
境における、ブロックチェーン技術を用いた協調型侵入検知
システムのフレームワークである CBSigIDSが提案されてい
る。ブロックチェーン上では、IDSで利用されるシグネチャ
が保存され、コンソーシアム型のブロックチェーンが採用さ
れている。ブロックチェーン技術を利用することにより、信
頼できる中央機関を利用せず、かつ耐改ざん性を保ちつつ、複
数の IDSノード間でシグネチャの共有が可能であると主張し
ている。評価実験では、シミュレーションと実環境において、
攻撃（Worm attack や Flooding attack）を検知しその通信
の遮断に成功したノード数に関して評価を行っている。

5.3 関連研究と本研究との差異
協調型マルウェア検知システムの分野において、複数のア

ンチウイルスソフトウェアを検知結果を利用しマルウェア検
知を行う手法が存在するが、より迅速に、かつ効果的にマル
ウェア検知を行うためにはアンチウイルスベンダの間の連携
は必要不可欠であると考える。しかしながら、複数アンチウイ
ルスベンダ間のマルウェア検知結果に関する情報共有とそれ
らを利用したマルウェア検知に関しては研究がなされていな
い。そこで本研究では、複数のアンチウイルスベンダの間でマ
ルウェア検知結果に関する情報を共有し、それらの情報を利
用したマルウェア検知を行うシステムを提案した。したがっ
て、「得意領域」が異なる複数のアンチウイルスベンダのマル
ウェア検知結果に関する情報を活用し、それらを活用してマ
ルウェア検知精度の向上が期待できる点で上記文献 14)32)33)
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と異なる。
また、近年ブロックチェーン技術はセキュリティ分野にお

いても注目を集めており、データ共有の基盤としてその活用
が期待されている。本研究では、ブロックチェーン技術を活
用したアンチウイルスベンダ間のマルウェア検知結果に関す
る情報共有を提案している。したがって、複数アンチウイル
スベンダ間で情報共有を行っている点で上記文献 34)35)36)38)

と異なる。

6. まとめ

マルウェアはコンピュータだけでなく、インターネットが
基盤となっている現代社会に甚大な悪影響を及ぼすことから、
その検知は重要である。マルウェア感染の被害は今後も増加
していくことが予測される。マルウェア対策のため、我々が
普段利用するコンピュータに、アンチウイルスソフトウェア
を導入しているが、通常 1種類のみのアンチウイルスソフト
ウェアしか導入していない。しかしながら、新種マルウェア
が急増している現代において、単一のアンチウイルスベンダ
では急増するマルウェアへの対策に限界ある。
そこで本研究では、複数のアンチウイルスベンダの間でマ

ルウェア検知結果に関する情報を共有し、それらの情報を利
用したマルウェア検知を行うシステムを提案した。アンチウ
イルスベンダはそれぞれ、独自にマルウェアに関する情報の
収集を行っている。そのため、アンチウイルスベンダそれぞ
れでマルウェア検知に関する「得意領域」が異なると考えら
れる。したがって、「得意領域」が異なる複数のアンチウイル
スベンダ間でのマルウェア検知結果に関する情報を共有し活
用すれば、マルウェア検知精度の向上が期待できる。
評価実験では、提案システムのマルウェア検知精度評価と

性能評価をシミュレーションを通して行った。提案システム
のマルウェア検知精度の評価実験の結果、従来のマルウェア検
知である単一のヒューリスティック方式やビヘイビア方式のマ
ルウェア検知システムを利用した場合と比較して、提案システ
ムの利用によりマルウェアの検知精度は大きく向上すること
が分かった。また、提案システムの性能評価では、マルウェア
検知結果検索性能とブロックチェーンサイズについて評価を
行った。評価実験の結果、コンソーシアム型のブロックチェー
ンプラットフォームとして広く利用されている Hyperledger

Fabricを利用して提案システムを実装した場合は、双方とも
問題ないことを確認した。
最後に、今後の課題について述べる。本研究では、提案シ

ステムにおける Trust managementでノード間で送受信され
る情報や、その流れについて規定した。しかしながら、実際に
悪意のあるノードが発見できるかといった評価実験について
は行っていない。また、アンチウイルスベンダのマルウェア検
知結果共有に対するインセンティブについても検討する必要
がある。すなわち、共有した情報に対する何かしらの利益を
与える仕組みが必要である。アンチウイルスベンダは企業で
ある以上利益を追求する団体である。アンチウイルスベンダ
にとっては、マルウェアの検知精度の良し悪しが競争優位性
に影響を与えるが、マルウェアの検知結果を共有することは
競争優位性に悪影響を与える。しかしながら、アンチウイル

スベンダ間でマルウェア検知結果を共有することは、ユーザ
側でのマルウェア検知精度向上につながる。したがって、ア
ンチウイルスベンダ間においてマルウェア検知結果の共有を
促進するような仕組みが必要である。
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青島地区における避難者の歩行速度を考慮した避難所決定手法の提案

本田 佳鈴 a)・岡崎　直宣 b)・山場　久昭 c)・油田　健太郎 d)

A Proposal of a Shelter Determination Method

Considering Walking Speed of Evacuees in Aoshima Area

Karin HONDA, Naonobu OKAZAKI, Hisaaki YAMABA, Kentaro ABURADA

Abstract

Japan is one of the world’s leading natural disasters countries. In the earthquake that happened
so far in Japan, many evacuees evacuated for the tsunami were being sacrificed. If a tsunami warning is
issued, evacuation behavior can be carried out more safely if all evacuees are grasping information to facilitate
evacuation. In this research, we proposed information combining “full shelter information” and “shelter
information considering walking speed” By grasping full shelter information, we consider that the travel
distance and the time required to complete the evacuation will be shortened. Also, grasping shelter information
considering walking speed into account allows for consideration for children with slow walking speed and elderly
people. Combining these two pieces of information will further shorten the evacuation time. In this study,
in order to investigate the importance of grasping the proposed method, we perform the simulation assuming
evacuation behavior at the time of disaster. Then, we compare evacuation completion rate and evacuation
completion time of the the case where information is not grasped and the proposed method. As a result of
the comparison, when grasping the proposed method, the total evacuation completion time was shortened by
about 350s. In addition, it was possible to shorten the evacuation completion time for children, young people,
and the elderly.

Keywords: evacuation behavior, simulation, scenargie, tsunami, earthquake

a)b)c)d)　　　　　　　　　　
1. はじめに

日本は世界有数の自然災害大国である。台風、地震、津波、
火山噴火などそのリスクは数えきれない程で、毎年多くの被
害が発生している。中でも、日本は北米プレート、ユーラシア
プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレートの 4つの
プレートの上に位置するため非常に地震が発生しやすく、世
界で発生する地震の 10%、マグニチュード 6以上の地震に限
定すると 20%以上が日本で起きているとされている 1)。
駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土

佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラ
シアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を南
海トラフといい、この南海トラフ沿いのプレート境界を震源
とする大規模な地震が南海トラフ地震である。南海トラフ地
震が 30年以内に発生する確率は 70～80%と予測されており、
マグニチュード 8～9級と想定されている。九州の中でも、宮
崎県は震度、津波ともに予測されている最大値が高く、地震
による多大な影響が想定されている 2)3)。
日本は世界でもトップの高齢化社会であり、平成 29年時点

での日本での高齢化率は 27.7%、宮崎県での高齢化率は 31.1%
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となっており、高齢化率は今後増加すると予測されている 4)。
また、大規模自然災害による犠牲者のうち高齢者の占める割
合は、およそ 60%以上 5) となっていることから、高齢者の犠
牲者数を抑えるような対策をする必要がある。
これまで日本で起きた地震では、津波により避難途中の避

難者の多くが犠牲となっている。津波警報が発令された場合、
どのような方法で、どこに避難をすべきか、などの情報を把
握できれば、より安全に避難行動を行うことができると考え
られる。
災害時における避難行動を行う上での情報を把握しておく

ことの重要性を調べるため、本研究では災害時の避難行動を
想定したシミュレーションを行う。ここでの情報は 2つある。
1つ目の情報は、本研究室の先行研究 6) で扱っていた「避難
所の満員情報」である。この情報を把握することで、先行研
究では避難完了までにかかる移動距離と時間の短縮ができる
ことを確認した。2つ目の情報は、提案手法の「歩行速度を考
慮した避難所情報」である。この情報を把握することで、歩
行速度の遅い高齢者や子供にも配慮できる。
避難行動のシナリオは、宮崎県の青島地区を対象とした。青

島地区は周囲を海岸線に囲まれ、夏には海水浴客でにぎわっ
ていることから、南海トラフ地震などの大規模災害の際には、
増水などによって避難経路を見失う可能性も高いと考えられ
るため、適切な避難所への避難経路の誘導方法が必要な地域
であると言える。
本研究では、避難者に見立てたエージェントモデルが通信
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によって情報の共有を行う場合と行わない場合を比較し、情
報を共有することによる避難完了者の増加率や避難完了まで
の時間の変化を調べる。

2. 先行研究

本研究室の先行研究 6) では、災害時における避難行動を行
う上での情報として「避難所の満員情報」を提案している。こ
の情報は、避難者が目的地としている避難所が満員であると
き、それを知らずに満員である避難所に到達し、またほかの
避難所に行くと遠回りになってしまい避難完了までにかかる
移動距離と時間が増加してしまう問題を解決するための情報
である。
この問題を解決するため、エージェント全員に通信機を持

たせ、満員により目的地に到達できなかったエージェントの
通信機から、周囲の通信機に満員である避難所の情報が送信
され、情報を受け取ったエージェントはその避難所を目的地
から除外する。除外された目的地に向かっていたエージェン
トは、他の目的地へ移動先を変更することで、避難完了までに
かかる移動距離と時間の短縮ができると考え、青島地区の詳
細な地図を利用してシミュレーションを行った。エージェン
ト設定は、対象人数が 1000人、初期位置は観光地中心、目的
地は 18ヶ所の避難所、歩行速度は 3～5m/s、シミュレーショ
ン時間は 600sとしている。
シミュレーションの結果、避難所の満員情報を把握させた

場合、把握していない場合よりも 70～100sほど早く全員が避
難を完了できた。また、シミュレーション時間中に避難を完
了することができなかった避難者は、避難所の満員情報を把
握させた場合では平均で約 4人、避難所の満員情報を把握さ
せなかった場合は平均で約 77人のエージェントが避難を完了
することができなかった。これらの結果から、避難所の満員
情報を避難者に把握させることで、避難完了までにかかる移
動距離と時間の短縮に有効であることがわかる。
しかし、この先行研究ではエージェント全員の歩行速度が

3～5[m/s]となっており、歩行速度の速い若者と、歩行速度の
遅い子供や高齢者の区別がされていない。よって本研究では、
若者・子供・高齢者それぞれに適切な歩行速度を設定し、より
現実的なシミュレーションを行う。また、避難所の満員情報
に加えて、第 3章で述べる提案手法により子供や高齢者に考
慮することで、さらなる避難完了までの移動距離と時間の短
縮を目指す。

3. 提案手法

本研究では、災害時における避難行動を行う上での情報と
して「歩行速度を考慮した避難所情報」を提案し、先行研究で
提案した「避難所の満員情報」と組み合わせることでさらなる
避難完了までにかかる移動距離と時間の短縮を目指す。歩行
速度を考慮した避難所情報は、歩行速度の遅い子供や高齢者
の移動距離が、歩行速度の速い若者よりも増え、避難時間が
増加する問題を解決するための情報である。例えば、避難者
全員が一斉に非難を開始した場合、若者が 1番近い避難所に
先に到着する。そして 1番近い避難所が満員になると、あと
から到着する子供や高齢者は 1番近い避難所に避難できず次

に近い避難所に避難することになる。同じ距離を移動したと
しても、若者よりも子供や高齢者のほうが移動時間がかかっ
てしまうことから、子供や高齢者の移動距離が増えるとさら
に時間がかかってしまう。よって歩行速度の遅い子供や高齢
者の移動距離はなるべく小さくしたほうが良い。
この問題を解決するため、歩行速度の遅い子供や高齢者は

1番近い避難所に、歩行速度の速い若者は 2番目に近い避難所
に避難させることで、子供や高齢者の移動距離と時間が短縮
できるのではないかと考えた。
本研究では、歩行速度を考慮した避難所情報と避難所の満

員情報の 2つの情報を把握させた時の有効性を調べるため、シ
ミュレーションを行う。また、提案手法の有効性を確認する
ため、歩行速度を考慮した避難所情報のみを避難者に把握さ
せた時のシミュレーションを行う。

4. シミュレーション

本研究では Scenargieを用いてシミュレーションを行った。
Scenargieは、Space-Time Engineering社で開発された離散
事象シミュレータである。現実世界での無線通信や人の行動
の流れをソフトウェア上でシミュレーションし、通信品質や
人の振る舞いをコンピュータ上で評価することが可能である
8)。
避難所の満員情報と歩行速度を考慮した避難所情報を把握

しておくことで、避難完了までにかかる移動距離と時間が短
縮されるという仮説の下、避難者の避難完了の増加率や避難
完了までの時間の変化を調べるため、災害時の避難行動を想
定したシミュレーションを行う。避難完了者の増加率や避難
完了までの時間の変化から、避難行動を行う上での情報を把
握しておくことの重要性を調べる。
本研究では、歩行速度を考慮した避難所情報と避難所の満

員情報の 2つを把握させた場合（歩行満員情報）、提案手法の
有効性を調べるため歩行速度を考慮した避難所情報のみを把
握させた場合（歩行情報）のシミュレーションを行う。また、
比較のため通信機を持たせない場合（通信機無）、避難所の満
員情報だけを適用した場合（満員情報）のシミュレーション
を行う。
情報の共有は、スマートフォンのような携帯端末を用いるこ

とを想定し、シミュレーション上では通信規格 IEEE802.11ac

の通信機を用いて行う。通信機には、通信結果とエージェン
トの行動を連携するためのアプリケーションを実装する。
今回のシミュレーションでは、青島地区を対象にして、避

難行動のシナリオを作成する。青島地区は、周囲を海岸線に
囲まれ、夏には海水浴客でにぎわっている。また、河川も多
く、津波や、それに伴った増水の影響を受けやすいと考えら
れる。そのため、避難経路を知らず避難が遅れる可能性や避
難経路を見失う可能性も高いと考えられるため、適切な避難
所への誘導標識の設定や、避難経路の設定、誘導方法が必要
な地域である。

4.1 実装
今回シミュレーションを行うにあたって、Scenargie はデ

フォルトでは通信とユーザ行動の連携を行うことができない
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ため、通信結果に応じてエージェントの行動を指定する実装
を行った。
歩行情報を実装するため、GetLocationId関数を変更した。

そして、満員情報に関しては先行研究 6)で実装した、Unreach-

ableDestinationNotification関数、ReceivePacket関数を使用
している。また、ArrivedAtDestinationNotification関数は先
行研究 6) で実装したものに変更を加えた。
処理の流れとしては、歩行情報の場合、GetLocationId関

数を使い目的地を決定し、エージェントは移動を開始する。満
員情報の場合、現在位置から 1番近い避難所を目的地として設
定し移動を始め、目的地が到達不可であった場合、Unreach-

ableDestinationNotification関数を呼び出し、到達不可であっ
た避難所の情報を保存しパケットを送信する。パケットを受
信したエージェントは ReceivePacket関数を呼び出し、到達
不可な避難所の情報を保存し設定を行う。歩行情報と満員情
報は、避難が完了すると、ArrivedAtDestinationNotification

関数を呼び出し、目的地到達の通知を行う。歩行満員情報は
歩行情報と満員情報を組み合わせたものである。歩行満員情
報を把握させた場合の送信側と受信側での大まかな処理の流
れを、図 1、図 2 に示す。以下に関数の詳細を記述する。

GetLocationIdは、エージェントが次に移動する目的地を
決定する関数である。1番近い避難所に目的地を設定している
部分を歩行速度が 3.0m/s 未満の場合 1 番近い避難所へ目的
地を設定し、歩行速度が 3.0m/s以上の場合 2番目に近い避難
所へ目的地を設定するよう変更した。

UnreachableDestinationNotification は、目的地に到達不
可の通知を行う関数である。目的地に到達できなかった際に
呼び出される関数であり、到達不可であった目的地の位置情
報を保存し、パケットのペイロードとして送信する。

ReceivePacket は、送信されたパケットを受信する関数で
ある。UnreachableDestinationNotification 関数によって送
信された到達不可な場所の情報を受信、保存し到達不可であ
ると設定を行う。

ArrivedAtDestinationNotification は、目的地に到達の通
知を行う関数である。目的地に到達した際に呼び出される関
数であり、目的地に到達したエージェントの IDと到達時間を
メッセージログに表示する。また、シミュレーションが終了
すると、全員・子供・若者・高齢者それぞれ、時間ごとの避難
完了人数を出力するように変更した。

4.2 実地図に基づくシミュレーション
4.2.1 シナリオ
今回のシミュレーションでは、観光シーズンを想定したシ

ナリオを用意した。対象人数を、9) を基に、宮崎市全体の宿
泊者数の内、青島地区に宿泊した人数の割合である 15%を宮
崎市全体の月別観光入込客数に掛けたものを、青島地区におけ
る月別観光入込客数と仮定し、客数最多である 8月のものを
参考に設定した。そして、歩行速度ごとに避難者を示すエー
ジェントを子供、若者、高齢者の 3つのグループに分類した。
それぞれの人数を宮崎市の年齢別人口 7)の割合から設定した。
また、10) と 11) を基に、青島地区の道路情報に建物の情報や
指定避難所の情報を加え、複数の避難所を目的地として設定
した。シミュレーションは、シナリオに歩行満員情報、歩行情

図 1. 送信側の処理の流れ

図 2. 受信側の処理の流れ

報、通信機無、満員情報を適用した場合で 5回ずつ行い、時
間毎の避難完了人数の平均値を求めた。情報の共有を行う際
は、通信機を通じてエージェント同士で行われる。
エージェント設定を表 1に、シミュレーションの様子を図

3に示す。
表 1. エージェント設定

対象人数 [人] 1000

グループ 子供 若者 高齢者
色 黄 水 黒

人数 [人] 110 611 279

歩行速度 [m/s] 1.0～3.0 4.0～5.0 0.5～2.0

年齢 4～14 15～64 65～100

初期配置 観光地中心
目的地 複数設定された避難所
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図 3. 実地図に基づくシミュレーション

4.2.2 結果

時間毎の避難完了人数の平均値のシミュレーション結果を
図 4に示す。縦軸と横軸はそれぞれ避難が完了した人数とシ
ミュレーション時間の経過時間、赤線は歩行満員情報、黒線
は歩行情報、青線は通信機無、緑線は満員情報を示す。また、
エージェントグループそれぞれの避難完了人数の時間毎の割
合の結果を図 5に示す。縦軸と横軸はそれぞれ避難が完了し
た人数の割合とシミュレーション時間の経過時間、緑線は子
供、青線は若者、黒線は高齢者、実線は歩行満員情報、破線は
通信機無、点線は満員情報を示す。

図 4において、歩行情報と通信機無を比較すると、250sあ
たりから歩行情報が避難完了人数が上回るが、450sあたりに
なると通信機無のほうが避難完了人数が上回る。満員情報と
歩行満員情報を比較すると、150s～450sの間、歩行満員情報
のほうが避難完了人数の増加率が大きい。歩行情報だけでは
あまり良い結果が出ていないが、歩行満員情報は満員情報よ
りも避難完了人数の増加率が大きくなることから、満員情報
や歩行情報単体を把握させるよりも、2つの情報を合わせて把
握させたほうがより良い結果が得られる。歩行満員情報と通
信機無を比べると、歩行満員情報のほうが 170sあたりから避
難完了人数が上回りはじめ、380s時点では 149人多く避難完
了することができ、最大で 174人多く避難することができた
ケースもあった。また、全員が避難を完了した平均時間は、歩
行満員情報が 1450s、通信機無が 1800s以上かかった。

図 5において、歩行満員情報の避難完了人数の割合が 100%

になるのは、子供が 1040s、高齢者が 1470sとなっていた。ま
た、満員情報では、子供が 1090s、高齢者が 1470s となって
おり、歩行満員情報とほぼ等しい。しかし、グラフを見てわ
かる通り子供と高齢者の避難完了人数の割合の増加率は歩行
満員情報のほうが上回っている。若者に関して、歩行満員情
報では、2番目に近い避難所に避難するようにしていることか
ら、200sまで通信機無のほうが避難完了人数の割合が大きい
が、200sを超えたあたりからは歩行満員情報のほうが上回る。
また、若者の避難完了人数の割合が 100%となるのは、歩行満
員情報が 650s、満員情報が 510sとなっている。満員情報のほ
うが、避難完了人数の割合が 100%となる時間が速いが、200s
～450sまでは歩行満員情報のほうが避難完了人数の割合を上
回っている。歩行満員情報と通信機無の避難完了人数の割合
が 100%となる時間を比べると、歩行満員情報のほうが子供が
460s、若者が 110s、高齢者が 330s短縮されていた。

図 4. 避難完了人数の変化（横軸はシミュレーション時間、縦
軸は避難完了人数、赤線は歩行満員情報、黒線は歩行情報、青
線は通信機無、緑線は満員情報）

図 5. グループそれぞれの避難完了人数の割合（横軸はシミュ
レーション時間、縦軸は避難完了人数の割合、緑線は子供、青
線は若者、黒線は高齢者、実線は歩行満員情報、破線は通信機
無、点線は満員情報）

5. まとめ

本論文では、災害時の避難行動を行う上で、「歩行速度を考
慮した避難所情報」と「避難所の満員情報」を把握しておくこ
とで避難完了までにかかる移動距離と時間が短縮されるので
はないかと考え、青島地区の地図とマルチエージェントモデ
ルを用いて、シミュレーションを行った。災害時の避難行動
をシミュレートするにあたって、本研究では Scenargie を用
いた。また、通信結果に応じてエージェントの行動を指定す
る実装を行い、目的地が到達不可である情報を共有し避難者
の歩行速度によって決定した避難所の情報を把握できるよう
にした。
シミュレーションの結果、全員の避難が完了する時間が、歩

行満員情報を把握させた場合、通信機無よりも約 350s短縮さ
れた。また、歩行速度によって分けられたグループの避難完
了までの時間は子供が 460s、若者が 110s、高齢者が 330s短
縮された。
今回のシミュレーションでは、全体の避難完了時間の短縮

と歩行速度の遅い子供や高齢者の避難完了時間を短縮できた
ため、避難所の満員情報の共有と歩行速度を考慮した避難所情
報を把握しておくことは避難者の避難に役立つと言える。ま
た、子供や高齢者よりも遠くに避難するようにした若者の避
難完了時間も短縮できたことから、若者にとっても有効であ
ると言える。
今後の課題として、サーバとの通信を行い避難者全員に情

報がいきわたるようにすることや、特定の道が通行不可になっ
てしまった場合を考慮したシミュレーションを行うことが挙
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げられる。
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Statistical Analysis on Coastal Tourism for Sustainable 
Development 

- A Case Study at Gunung Sewu Global Geopark in Gunungkidul 
Regency, Indonesia - 

 
Arief Eka TIRTAKUSUMAa), Keisuke MURAKAMIb), Yori HERWANGIc) 

 

Abstract 

A coastal tourism is one of the important local development items in Indonesia, and expected to contribute to the 
revitalization of local economic conditions. The objectives of this study are, 1) to identify the influential dimensions as a 
predictor for a sustainable coastal tourism development, 2) to identify some important variables in each dimension, and, 3) 
to reveal the influence of proximity from residential location to the coastline on the perception of local residents about the 
sustainable coastal tourism development. 

This study set the research field on the coastal area of Gunung Sewu Global Geopark in Gunungkidul Regency, and 
conducted a questionnaire survey and a statistical analysis. The analysis revealed that the most influential dimension for 
the sustainable coastal tourism development is the Institutional dimension, and other dimensions, Economic, Environmental, 
and Social dimensions, are follows this dimension. Meanwhile, Community Communication was the most influential 
variables in the Institutional dimension. Also, the variable of Local Income was the most influential in Economic dimension, 
Local Norms was in Environmental dimension, and Cultural Exchange was in Social dimension. The proximity of 
residential location from the coastline affected some local resident’s opinions in the dimension of Institutional, Economic, 
Social and overall sustainability conditions, though there were no influences in Environmental dimension. 

 

Keywords: Coastal, Tourism, Sustainable development, Gunung Sewu, Gunungkidul  
 

1. INTRODUCTION 
 

A coastal tourism is one of the important local 
development items in Indonesia, and is expected to 
contribute 15% of Gross Domestic Product in 20191). 
This economic contribution is supposed to revitalize 
many local economics. On the other hand, the coastal 
tourism also leads some problems such as an 
environmental degradation, economic dependence, and 
other social problems2). 

The development of the sustainable coastal tourism 
has become a worldwide concern in recent years, and 
many researches relate to this topic have been carried 
out. However, there only few researches that deal with 
the important destinations and variables that influence 
the sustainable coastal tourism development based on 
the local resident’s perceptions. 

Based on the above background, this study set three 
objectives. The first objective is to identify the 
important dimensions as a predictor for the sustainable 
coastal tourism development. The second objective is 
to identify the influential variables in each dimension.  
The third objective is to reveal the influence of the 
proximity from residential location to the coastline on 

the perception of local residents about the sustainable 
coastal tourism development.  

This study tries to show some important predictors 
for the sustainable coastal tourism development. These 
predictors are important for a local government in 
making a policy for the sustainable coastal tourism 
development. 
 
2. STUDY AREA 
 

This study set a research field on the coastal area 
of Gunung Sewu Global Geopark in Gunungkidul 
Regency. Gunungkidul Regency, as shown in Figure 1, 
located in the southern part of D.I. Yogyakarta, and it 
is one of the rapidly growing tourist destinations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.  Study site on the coastal area of Gunung Sewu Global 
Geopark in Gunungkidul  

a)Master Student, Graduate school of Engineering, Environmental 
Course, University of Miyazaki, Japan 

b)Professor, Faculty of Engineering, University of Miyazaki, Japan 
c)Dept. of Architecture and Planning, Universitas Gadjah Mada, 

Indonesia  
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The total number of visitors in Gunungkidul 
Regency was 3,246,996 in 2017, and 86.95% of them 
visited the coastal areas3). Furthermore, it is reported 
that the number of visitors is increasing in the 
following years. The area, shown in Figure 2, is a 
conservation zone known as Gunung Sewu which has 
a large classic tropical karst landscape on Java Island. 
In 2015, UNESCO authorized Gunung Sewu as one of 
the global geological conservation area under the 
support of the Global Geopark Network. 

xx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 2.  Coastal area of Gunungkidul Regency 
 

3. RESEARCH METHODS 
 
3.1 Primary data collection 

Questionnaire-based research was conducted to 
obtain the primary data including demographic 
attributes and resident opinions. The first part consists 
of demographic attributes of the respondents, such as 
gender, age, village and district name, education level, 
residence period, and type of livelihood. 

The second part consists of 35 questions. The 
answers were measured by 5-point Likert scale from 1 
to 5, where 1 means “strongly disagree” and 5 means 
“strongly agree” 4). Questions from Q1 to Q8 asked 
economic items, from Q9 to Q17 asked social items, 
from Q18 to Q24 asked environmental items and from 
Q25 to Q32 asked institutional items4). Meanwhile, 
Q33 asked an overall sustainability perception in 
accordance with the current condition of tourism 
development4). Then, Q34 also asked a sense of 
inequality in receiving benefits from coastal tourism 
development in each region. Finally, Q35 asked a 
community benefit obtained from the status of Gunung 
Sewu as a member of UNESCO Global Geopark. 

Primary data were collected from July to August 
in 2018 and March in 2019 at 9 villages shown in 
Figure 1. The villages are on the coastal area, and have 
a potential to be a coastal tourism destination. Table 1 
shows the current population of research area5). Total 
population from 20 years old to 64 years was 34,358. 
The number of samples, n=226 in this study, was 

determined based on the "Tables for Statistics"5). The 
respondents were selected by the proportional random 
sampling method. The number of respondents in each 
village was determined by the "Multi-Stage Sampling" 
method based on the weight of the population as shown 
in Table 14), 6). The survey was conducted on site, and 
had a 100% response rate. 

Table 1. Determination of the number of sample6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Name of the location in Table 1. 
Kmd = Kemadang; Bjr = Banjarejo; Ngr = Ngestirejo; Sdj 
= Sidoharjo; Tps = Tepus; Pwd = Purwodadi; Blg = 
Balong; Jpt = Jepitu; Sby = Songbanyu. 
 
3.2 Data analysis 

The primary data were analyzed using an open 
source application, R version 3.5.2. Firstly, the data 
were analyzed by descriptive statistical method to 
identify the respondents' characteristics and data 
distribution. The variables in each dimension were 
analyzed to determine the mean value and standard 
deviation. The data from the second part of the 
questionnaire, which is ordinal data in the form of local 
people's opinion, were analyzed for its validity and 
reliability. 

Secondly, valid variables were analyzed using the 
Principal Component Analysis, PCA, to measure the 
loading factor of each variable, and this study obtained 
the factor scores for the next analysis. The influential 
variables in each dimension for sustainable coastal 
tourism development were determined based on the 
loading factor of each variable. 

Thirdly, the factor scores generated from PCA 
were analyzed with using Generalized Linear Models, 
GLM, analysis to identify the effect of each dimension 
on overall sustainability condition. Finally, Kruskal-
Wallis test was applied to reveal the influence of the 
proximity from residential location to the coastline on 
the perceptions of local residents about coastal tourism 
development. 
 
4. DATA ANALYSIS AND RESULTS 
 
4.1 Respondent attributes 

The first part of the questionnaire was analyzed to 
obtain the demographic attributes of the respondents. 
60.6% of the respondents was male, n=137, and 39.4% 
was female, n=89.  

Kmd Bjr Ngr Sdj Tps Pwd Jpt Blg Sby
20 to 24 466    334    373    436    627    597    252    285    248    3,618   
25 to 29 494    386    310    393    615    478    267    262    201    3,406   
30 to 34 445    342    381    403    632    471    265    231    202    3,372   
35 to 39 545    442    481    521    741    507    287    260    215    3,999   
40 to 44 464    428    494    557    725    525    344    272    223    4,032   
45 to 49 641    521    518    600    833    709    406    365    327    4,920   
50 to 54 516    426    378    499    667    581    326    305    280    3,978   
55 to 59 476    388    396    495    661    571    327    242    276    3,832   
60 to 64 385    371    345    372    520    453    266    229    260    3,201   

 Population  4,432 3,638 3,676 4,276 6,021 4,892 2,740 2,451 2,232 34,358 
 Weight 0.13   0.11   0.11   0.12   0.18   0.14   0.08   0.07   0.06   1.00     
 Sample Size 30      24      24      28      40      32      18      16      14      226      

Age Group Kc. Tanjungsari Kc. Tepus Kc. Girisubo TOTAL
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Table 1 shows the age distribution of respondents. 
The majority of respondents, 64.6%, was from 31 years 
to 60 years. For education level, 50% of the 
respondents, n=180, was below junior or middle school 
education, and 48.7%, n=43, was over high school 
education.  

The majority of respondents, 75.6%, have been 
living in the study area more than 25 years. A half of 
the respondents, 50.0%, settled near the coastline, and 
50.9% of the respondents had a job relates to a tourism. 
 
4.2 Evaluation of dimensions 

Table 2 shows the mean value of each question in 
economic dimension, from Q1 to Q8. Six variables, X1, 
X3, X8, X2, X5, and X6, were assessed positively in 
mean value higher than 3.5. Meanwhile, the two other 
variables, X4 and X7, showed relatively negative 
answers which were below 2.5. 

 
Table 2. Evaluation of economic sustainability 

Question Variable Mean S.Dev 
X1 Tourism provides benefits in 

increasing people's income in this 
area. 

Local Income 3.95 0.965 

X3 Tourism creates better 
employment opportunities for 
people in this area. 

Job Opportunity 3.90 0.949 

X8 Tourism creates more and better 
marketing locations for local 
products in the region. 

Market for Local 
Product 

3.86 0.896 

X2 Tourism creates diversity in the 
economic sector in this area. 

Livelihood 
Diversification 

3.85 0.951 

X5 In general, the quality and 
quantity of goods and services in 
this area has improved since the 
development of tourism. 

Goods and 
Services 

3.79 0.922 

X6 This area has better infrastructure 
(roads, power lines, water supply 
and transportation) due to tourism 
development. 

Infrastructure 3.78 0.994 

X4 The prices of goods and services 
(food, health, education, etc.) 
become more expensive due to 
the development of the tourism 
sector.* 

Living Cost 2.66 1.080 

X7 Tourism causes property prices 
(land and buildings) in this area 
to increase.* 

Local 
Investment 

2.03 0.904 

 
Table 3. Evaluation of environmental sustainability 

Question Variable Mean S.Dev 
X18 Tourism development in this 

area makes the surrounding 
environment more interesting. 

Destination 
Attractiveness 

4.02 0.797 

X23 Tourism development in this 
area raises public awareness of 
environmental protection and 
sustainability. 

Environmental 
awareness 

3.80 0.789 

X20 Waste management in this area 
is getting better because of 
tourism development. 

Waste 
management 

3.42 1.031 

X19 Tourism causes environmental 
pollution (water, land and air) 
in this area.* 

Pollution 3.17 1.016 

X24 Tourism causes karst 
environmental conditions in this 
area to be damaged.* 

Geodiversity 
conservation 

3.12 0.972 

X21 The large number of tourists 
visiting this area disturbs the 
preservation of animals and 
plants.* 

Biodiversity 
conservation 

3.12 1.123 

X22 Tourism activities lead to 
increased use of water and 
energy resources in this area.* 

Resources 
utilization 

2.31 0.849 

Table 4. Evaluation of social sustainability 
Question Variable Mean S.Dev 

X13 The recreational facilities for 
the local community are 
becoming more due to the 
development of tourism. 

Recreation 
facilities 

3.89 0.946 

X17 Local people have a broader 
knowledge insight because 
of the interaction that occurs 
in tourism activities. 

Cultural 
exchange 

3.86 0.756 

X16 The lifestyle of people in this 
area has changed since the 
development of tourism. 

Lifestyle 3.85 0.868 

X15 Women get more 
opportunities (education, 
jobs, etc.) because of tourism 
development. 

Gender equity 3.85 0.723 

X12 The opportunity to obtain 
education / vocational 
training in this area increases 
due to the development of 
tourism. 

Education level 3.72 0.947 

X11 Local traditions are becoming 
less important because of the 
development of tourism in 
this area.* 

Local 
culture/tradition 

3.00 1.106 

X14 The large number of people 
from outside the region who 
came to this area made the 
life of local people 
disturbed.* 

Circular 
migration 

2.99 1.091 

X9 Tourism causes an increase 
in cases of criminality 
(alcoholism, vandalism, etc.) 
in this area.* 

Local safety 2.97 1.241 

X10 Tourism has negative effects 
on the norms and values of 
local wisdom in this area.* 

Local  norms 2.92 1.169 

 
Table 5. Evaluation of institutional sustainability 

Question Variable Mean S.Dev 
X27 Local people must be relatively 

independent in tourism 
management in their area. 

Independence of 
Management 

3.76 0.873 

X28 Local governments encourage 
local community participation in 
tourism development. 

Community 
Participation 

3.73 0.865 

X32 Local governments recognize and 
protect local people to develop 
businesses in the tourism sector. 

Legal Protection 3.68 0.945 

X31 Local governments provide 
capital assistance and training to 
local communities in business 
development in the tourism 
sector. 

Community 
Empowerment 

3.66 0.945 

X29 Local people can be involved in 
the decision-making process for 
tourism development in this area. 

Decision Making 3.64 0.934 

X30 Long-term planning by local 
governments can control the 
negative impacts of tourism on 
social, economic and 
environmental aspects. 

Tourism 
planning 

3.54 0.976 

X25 Local people are more involved in 
managing (management) tourism 
in this area. 

Local 
management 

3.46 0.976 

X26 There is good communication 
among the parties involved in the 
policy-making and decision-
making process in this area. 

Community 
Communication 

3.42 0.950 

 
Table 3 shows the mean value of each question in 

environmental dimension, from Q18 to Q24. The most 
of the variables in the environmental dimension were 
evaluated positively except X22 that had a mean value 
less than 2.5. 

Table 4 shows the mean value of each question in 
social dimension, from Q9 to Q17. Five variables, X13, 
X17, X15, X16, and X12, were rated positively in mean 
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value, but four variables, X11, X14, X9, and X10, were 
scored slightly negative less than 3.0. 

Table 5 shows the mean value of each question in 
institutional dimension, from Q25 to Q32. All variables 
in the institutional dimension were evaluated positively. 
 
4.3 Overall sustainability condition 

Figure 3 shows the answer distribution of Q33. 
67.7% of the local population positively stated the 
coastal tourism. While 6.2% evaluated negatively, and 
the rest of 26.1% had neutral opinions. The similar 
result was seen in Table 6. The mean value exceeded 
3.5, and the development for coastal tourism was 
understood positive by local residents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Table 6. Mean score for overall sustainability 

Question  Mean S.Dev 
Y1 At present, overall development of tourism 

in this area is positive and sustainable. 
3.73 .902 

 
4.4 Disparity of tourism benefits 

Q34 showed the disparity of benefits from the 
coastal tourism development. Table 7 shows the mean 
value of Q34. The mean value of Y2 was 2.96, and the 
people feel some problem in tourism benefits. 

Figure 4 shows the answer distribution of Q34, 
and it seems like a normal distribution. 28.3% of local 
people felt the benefit inequality, and 30.5% had the 
opposite answer. Meantime, 41.2% of the respondents 
had the neutral opinion. 

Table 7. Mean score for overall sustainability 
Question Mean S.Dev 

Y2 The benefits of tourism development only 
perceived by some community groups.* 

2.96 1.021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From the cross analysis between Q33 and Q34, 
67.7% of positive response in Q33 dropped to 28.3% 
when the respondents consider the equality in receiving 
benefits from coastal tourism development. On the 
other hand, negative response in Q33 increased from 
6.2% to 30.5% by considering the equality of benefits. 
This means that sustainable tourism development 
strongly relates to the equality of benefits obtained 
from the development. 
 
4.5 Determination of sustainability predictor 

Due to the validity test, variables X4, X7, and X22 
were excluded in the subsequent analysis. The 
reliability test for thirty-three valid variables produced 
a Cronbach's α coefficient higher than 0.8. It means that 
the instrument used for data collection in this study was 
classified as a good reliable instrument. 

Based on the calculation of Communalities 
Extraction Value, CEV, in the first phase of PCA, 
variables X8, X20, and X30 were excluded from the 
analysis because their CEV score was lower than 0.4. 

From above processes, twenty-six variables were 
analyzed to identify their effects on four dimensions. 
As shown in Table 8, each variable was categorized by 
choosing higher score of loading factor.  

Table 8. Rotated component matrix of PCA 
Code Variable DECO DENV DINS DSOC 
X1 Local income 0.813 0.126 0.216 0.035 
X2 Livelihood 

diversification 
0.775 -0.059 0.304 0.005 

X3 Job opportunity 0.792 0.082 0.180 0.031 
X5 Goods and services 0.590 -0.218 0.195 0.273 
X6 Infrastructure 0.667 -0.051 0.302 0.034 
X9 Local safety -0.014 0.841 -0.062 0.040 
X10 Local  norms -0.176 0.852 -0.017 -0.085 
X11 Local culture/tradition -0.227 0.776 0.047 -0.203 
X12 Education level 0.425 -0.148 0.321 0.513 
X13 Recreation facilities 0.530 -0.062 0.173 0.446 
X14 Circular migration -0.195 0.685 0.026 -0.235 
X15 Gender equity 0.541 -0.100 0.089 0.472 
X16 Lifestyle -0.069 -0.282 0.302 0.614 
X17 Cultural exchange -0.017 -0.182 0.209 0.641 
X18 Destination 

Attractiveness 
0.267 0.074 0.090 0.599 

X19 Pollution 0.142 0.671 -0.170 0.005 
X21 Biodiversity 

conservation 
0.202 0.750 -0.305 0.106 

X23 Environmental 
awareness 

0.042 0.237 0.093 0.608 

X24 Geodiversity 
conservation 

0.064 0.569 -0.107 0.403 

X25 Local management 0.086 -0.004 0.674 0.171 
X26 Community 

Communication 
0.226 -0.029 0.770 0.022 

X27 Independence of 
Management 

0.419 -0.121 0.548 0.020 

X28 Community Participation 0.437 -0.061 0.616 0.230 
X29 Decision Making 0.261 -0.214 0.639 0.139 
X31 Community 

Empowerment 
0.174 -0.083 0.597 0.288 

X32 Legal Protection 0.353 -0.090 0.595 0.215 

The Economic dimension, DECO, consists of 
variables X1, X2, X3, X5, X6, X13, and X15. The 
Environmental dimension, DENV, also consists of 
variables X9, X10, X11, X14, X19, X21 and X24. The 
Institutional dimension, DINS, consists of variables 

Overall Sustainability 

Strongly      Disagree            Neutral             Agree          Strongly 
Disagree                                                                                Agree            

Benefit Sharing Disparity 

Strongly      Disagree            Neutral             Agree          Strongly 
Disagree                                                                                Agree            

Figure 4. Frequency of disparity of tourism benefits 

Figure 3. Frequency of overall sustainability opinion 
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X25, X26, X27, X28, X29, X31, and X32, and the 
Social dimension, DSOC, also consists of X12, X16, 
X17, X18, and X23. The total variance explained by 
four factors was 57.4%. 

Factor scores generated by PCA was employed as 
independent variables in the GLM analysis to identify 
the influential dimension for the sustainable coastal 
tourism development. 

Table 9 shows the significance value obtained 
from GLM analysis. The value of all dimensions were 
less than 0.05. This means that the dimensions are 
statistically significant, and have a strong influence on 
the overall sustainability condition, Y1. β-value also 
says the influence of each dimension on the overall 
sustainability condition. 
Table 9. Result of GLM analysis 

Dimension β-value Std. Err z value Pr(>|z|) Sig. 
(Trshld)1|2 -4.090 0.418 --9.774 - - 
(Trshld)2|3 -3.566 0.349 -10.209 - - 
(Trshld)4|4 -0.955 0.168 -5.665 - - 
(Trshld)4|5 2.280 0.228 9.991 - - 
DECO 0.817 0.153 5.335 9.55e-08 *** 
DENV 0.777 0.150 5.181 2.21e-07 *** 
DINS 0.858 0.158 5.417 6.06e-08 *** 
DSOC 0.635 0.145 4.358 1.31e-05 *** 
Sig. codes:  0 '***'; 0.001 '**'; 0.01 '*'; 0.05 '.'; 0.1 ' '; 1 

 
4.6 The influence of residential proximity 

Table 10 shows the results of Kruskal-Wallis test. 
The p-value in DINS, DECO, DSOC, and Y1 is lower 
than 0.05, and this means that there are difference 
opinions depending on the residential proximity to the 
coastline. On the other hand, the p-value in DENV is 
higher than 0.05, and this means that people have a 
similar opinion. 
Table 10. Result of Kruskall-Wallis test 
 DINS DECO DENV DSOC Y1 
Chi-Sqr 5.7013 5.3192 0.15501 6.3299 11.599 
Df 1 1 1 1 1 
p-value 0.01695 0.02109 0.6938 0.01187 0.00066 
 
5. DISCUSSIONS 
 
5.1 Priority of dimensions 

This study implemented an analytical framework 
based on the Prism of Sustainability theory, PoS7) to 
propose the tourism development priorities on the 
coastal area of Gunung Sewu Global Geopark. Figure 
5 shows the priority of dimensions in sustainable 
tourism development. 

The priority was determined based on the β-value 
as presented in Table 9. The higher β-value was chosen 
as a higher the priority level. This study identified that 
the institutional dimension was the strongest predictor 
of coastal tourism development at the study site. 
Second priority was the economic dimension, and the 
environmental dimension and the social dimension 
were listed in order. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Detailed discussion in each dimension 

The development priorities in each dimension are 
discussed in this subchapter. The priority of each 
variable was determined based on the loading factor of 
PCA as shown in Table 8. The higher loading factor 
becomes a higher the priority.  

 
a) Institutional dimension 

Institutional sustainability means a condition that 
all stakeholders actively participate in the process of 
decision-making and policy implementation4). Table 
11 shows the coastal tourism development priorities in 
the Institutional dimension. 

Based on the field observation, problems and 
conflicts in the tourism development sometimes occur 
due to the insufficient communication between 
stakeholders. The sufficient communications should be 
taken between stakeholders as the first priority in the 
tourism development. 

Table 11. Priority in the Institutional dimension 
Code Variable DINS Priority 

X26 Community Communication 0.770 1st 
X25 Local Management 0.674 2nd 
X29 Decision Making 0.639 3rd 
X28 Community Participation 0.616 4th 
X31 Community Empowerment 0.597 5th 
X32 Legal Protection 0.595 6th 
X27 Independence of Management 0.548 7th 
 
b) Economic dimension 

Economic dimension is the second priority in the 
sustainable coastal tourism development. This relates 
to some conditions such as the human welfare and the 
employments stability4). As shown in Table 12., the 
local income is the first propriety to gain economic 
benefits9). Tourism development is expected to 
increase the local incomes by expanding job 
opportunities as well as various employment options. 

Table 12. Priority in the Economic dimension 
Code Variable DECO Priority 

X1 Local Income 0.813 1st 
X3 Job Opportunity 0.792 2nd 
X2 Livelihood Diversification 0.775 3rd 
X6 Infrastructure 0.667 4th 
X5 Goods and Services 0.590 5th 
X15 Gender Equity 0.541 6th 
X13 Recreational Facilities 0.530 7th 

Environment

Institutional 

Economic 

Social 

1st 

2nd 

3rd 

4th 

Sustainable Coastal 
Tourism Development 

Figure 5. Development priority of dimensions 
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c) Environmental dimension 
Environmental dimension relates to pressures on 

preserving physical environments in the development 
area. This limits the utilization of natural resources to 
produce sustainable prosperity4). Environmental 
dimension also says the importance of sustainable 
development with local cultures10). 

Table 13 shows the coastal tourism development 
priorities in the environmental dimension. This study 
reinforced the importance of local culture such as local 
norms, local safety and local traditions. Furthermore, 
they are effective media to promote and develop 
coastal tourism sustainability. 

Table 13. Priority in the Environmental dimension 
Code Variable DENV Priority 

X10 Local Norms 0.852 1st 
X9 Local Safety 0.841 2nd 
X11 Local Traditions 0.776 3rd 
X21 Biodiversity Conservation 0.750 4th 
X14 Circular Migration 0.685 5th 
X19 Pollution 0.671 6th 
X24 Geodiversity Conservation 0.569 7th 
 
d) Social dimension 

Social dimension includes overall conditions  
associated with accessibility to resources and facilities 
in sustainable coastal tourism development4). Table 14 
shows the list of higher priority variables. Cultural 
exchange is the first priority, and allows local 
communities to gain new knowledge to broaden their 
perspectives. This activity would increase the 
competitiveness of local communities to improve their 
welfare. 

Table 14. Priority in the Social dimension 
Code Variable DSOC Priority 

X17 Cultural Exchange 0.641 1st 
X16 Lifestyle 0.614 2nd 
X23 Environmental Awareness 0.608 3rd 
X18 Destination Attractiveness 0.599 4th 
X12 Educational Level 0.513 5th 
 
5.3. Effect of residential proximity to the coastline 

on the opinion of local residents 
There were some different opinions in each 

dimension except environmental dimension depending 
on the research area. People who live further from the 
coast tended to hesitate the coastal tourism 
development. This is due to the reason that people who 
live further from the coast tend to have less benefits of 
coastal tourism development than people who live near 
the coast. This difference may lead a dissatisfaction in 
the coastal tourism development among the local 
community.  

Meanwhile, flimsy environmental opinions were 
observed common to all the research area. It seems to 
be related to the lack of a correct understanding of the 
environment. In hearing survey, local people tended to 

believe that the surrounding environment could be 
maintained fine as long as there is no negative impact 
on their economy. 
 
6. CONCLUSIONS 
 

This study investigated the important predictors 
for the sustainable coastal tourism development. Four 
important dimensions were identified in the order of 
priority as Institutional, Economic, Environmental and 
Social. In each dimension, this study also listed the 
important variables in order. For example, variables 
such as community communication, local management 
and decision making in Institutional dimension were 
the important factors in considering the sustainable 
coastal tourism development.  

There are many factors involved in regional 
development in a complex way. The statistical method 
employed in this study could be one of the useful 
analytical tools to decide the effective approaches 
objectively in sustainable coastal tourism development.  
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Efficient Transportation of Disaster Waste in Jetis 
Region, Bantul Regency, Yogyakarta 

 
Widjaya CHRISTIANa), Keisuke MURAKAMIb) 

 

Abstract 

Bantul Regency had Yogyakarta Earthquake in 27th May, 2006. Jetis region in Bantul Regency had severe 
damages due to this earthquake. After this experience, Bantul government needed to have the assessment of earlier 
disaster waste disposal for a next supposed earthquake. Therefore, this study sets two purposes as, 1) to find a disposal 
location of disaster waste in Jetis region, 2) to find an efficient transportation that considers both time and cost.  

This study revealed that the total volume of waste generated under a supposed earthquake in Jetis region is 
92.883,2 tons. This volume required a disposal area with 80.111,76 m2, and Karang Semut, which has 9 ha, was 
proposed in this study. This study set 3 scenarios to evaluate the fastest road network to disaster waste disposal using 
Djikastra algorithm. This study also set another 4 scenarios, to investigate efficient tranportation of disaster waste with 
considering both time and cost by using Hauled Container System.  As a result, the time for disaster waste disposal in 
Jetis takes 20 to 22 days with using 60 trucks, and for 8 to 9 days with 150 trucks. The trucks are allocated 
simultaneously in each village, it takes more days for waste disposal. The total cost is estimated from  
Rp.715,020.678.23  to Rp.787,828,088.07 depending on the senario. 
 
Keywords: Disaster waste, Optimum Transportation, Djikstra Algorithm, Hauled Container System 
 

1. INTRODUCTION 
Earthquake is a major natural disaster in Indonesia. 

One of the examples is Yogyakarta Earthquake that 
occurred on May 27, 2006, and the magnitude was 5.9 
in Ritcher scale. Damages in Bantul Regency, the 
research area of this study, were about 4,143 casualties 
and 78,622 heavily house damage. The total volume of 
disaster waste was estimated 2,900,000 tons, and also 
950,000 tons in Bantul Regency 1). 

Jetis is a region in Bantul Regency. 70% of houses 
in this region were destroyed by this earthquake. Each 
village in Jetis region had a different damage, and 
generated a different volume of disaster waste. From 
this event, the local government understood the 
importance of a disaster waste management. 

In the management of disaster waste in Indonesia2), 
local governments need to clear the methods for 
handling disaster waste as, 1) securing a temporary or 
final disposal location, 2) transporting the wastes to 
the disposal place, 3) monitoring the proper disposal. 
In addition to these items, the recycling of waste is an 
important policy in disaster waste problems.  

An earthquake disaster often damages the road 
network. The network damage sometimes causes a 
difficulty in disaster recovery. For example, it 
prolongs the disaster recovery and expand a recovery 
budget. In order to realize an earlier recovery from 
disaster damages in Jetis region, it is important to 
assess the disaster waste management from the 
viewpoint of the availability of road network and the 
cost of the waste transportation. 

From above background, this study set the 
following two objectives. 1) to show an appropriate 
disposal place in Jetis region. 2) to assess an efficient 
waste transportation with regarding transportation 
distance, time, and cost. 

 
2. EVALUATION METHOD 
 
2.1 Configurations of study area 

The location of  Jetis region is shown in Figure 1. 
Jetis is one of 17 sub-districts in Bantul Regency. Jetis 
area is 2,447ha, and is divided into four villages. The 
northern part consists of Sumberagung Village and 
Trimulyo Village, while in the southern part consists 
of Patalan Village and Canden Village. Jetis locates 
near Opak Fault and the region has a higher 
earthquake potential as shown in Figure 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1.  Location of research area, Jetis region in 

Bantul Regency 
 

a) Master Student, Graduate school of Engineering, Environmental 
Course, University of Miyazaki, Japan 

b) Professor, Faculty of Engineering, University of Miyazaki, Japan 
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Table 1 shows the number of damaged houses by 
Yogyakarta Earthquake in 20062).  In this earthquake, 
Bantul area had the largest damage. The heavy 
damaged houses were 78.622, and the light damaged 
houses were 69.818. From those damages, the total 
disaster waste was estimated 950,000 tons3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Earthquake hazard map in Bantul Regency. 
 
Beside Bantul area, Kulon Progo, Gunungkidul, 

Sleman and Yogyakarta city had the earthquake 
damages. Based on these damages, Maryono4) 
estimated the total volume of disaster waste as 
2,900,000 tons.  

Jetis area also had a large impact by Yogyakarta 
Earthquake in 2006. Table 2 shows the number of 
damaged houses in each village in Jetis area. This 
research evaluates the location of the disaster waste 
disposal area in Jetis region. The location accepts the 
disaster wastes from each village, when an earthquake  
produces the amount of disaster waste. 
 
Table 1. Number of house damages due to Yogyakarta 

Earthquake in 20065) 
 

Regency 
House damages (unit) 

Heavy 
Damage 

Light 
Damage 

Kulon Progo 4,009 5,134 

Bantul 78,622 69,818 

Gunungkidul 2,957 5,783 

Sleman 6,186 16,065 

Yogyakarta   4,129 10,219 

Total 95,903 107,019 

 
This research employs trucks with a capacity of 

10 tons. This size is commonly available in Indonesia. 
Bantul Regency can provide 60 trucks by itself. In 
addition to this number, there is a possibility to 

increase the number of tracks up to 150 by the support 
from Yogyakarta Province. 
 
Table 2. House damages due to Yogyakarta earthquake in 2006 
 

No 
Village in Jetis Level of Damage 

Region Totally Damage Heavy Damage Light Damage 

1 Patalan 2.799 392 82 

2 Sumberagung 2.263 1.218 221 

3 Canden 3.008 116 13 

4 Trimulyo 3.286 884 348 

Total 11.356 2.610 664 
Source: Recapitulation data of earthquake natural  disaster (Jetis Region 

office,2006)  
 
2.2 Location of disaster waste disposal place and 
road network  

Figure 3 shows the disposal place of disaster 
waste and road network in Jetis region. The disposal 
place is located in Karang Semut, where this location 
has a area of 9ha. This locatian is selecteed by 
considering the total volume of disaster waste, 
proximity from each village and availability of open 
space in Jetis region. 

This study uses Dijkstra's Algorithm6) to find a 
suitable place for disaster waste disposal. This is a 
transportation modeling which finds the fastest path 
from an origin to a destination with using a directional 
graph. The algorithm finds a path from a current node 
to an optimal node at each step. This study sets some 
scenarios, which are mentioned in next subsection, 
and assesses an efficient route for the disaster waste 
disposal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3.  Proposed disposal location and road network 

in Karang Semut, Jetis 
 
2.3 Estimation of disaster wastes 

Based on the estimation by Indonesian National 
Board for Disaster Management, BNPB, the total 
number of damaged houses in Bantul is estimated 
148,4805). According to the previous study by Boen 
T.7), the average number of disaster waste generated 
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by a damaged house is accounted 6.4 tons. This study 
used this number to estimate the volume of disaster 
waste in each village. 

This study estimates the volume of solidified 
waste with using following equation (1). 

 

     V A E                           (1) 

where V is solid waste volume, A is a volume of waste, 
and E is a compaction rate assumed 1.5 ton/m3 8). 

In Patalan village, the total number of damage 
houses is estimated 3,273, and the waste can be 
estimated 20,947.2 ton. In Sumberagung village, the 
damage houses are 3,702 and the wastes are 22,944 
tons. In Canden village, the houses are 3,137 and the 
wastes are 20,076.8 tons. In Trimulyo village, the 
houses are 4,518 houses and the wastes are 28,915.2 
ton. The total wastes in Jetis are 92,883.2 tons. 

The area of disposal place was calculated by the 
following equation (2). 

 

         VL r
T

                          (2) 

where L is the area of disposal place, T is a landfilled 
height (2m in this study), r is a margin factor, 1.15. 

From equation (1), the total volume of solid 
waste in Jetis region is estimated 139,324.8 m3. Also 
from equation (2), the area for disposal place is 
estimated 80,111.76 m2. Regarding the available open 
space in Jetis region, the study set Karang Semut, 
which has 9 ha, as the disaster waste disposal place in 
Jetis region 

 
2.4 Scenarios set in this study 

This study firstly set three scenarios to discuss 
the influence of network damages on time that is 
needed to complete the waste disposal in Jetis region.  

In scenario 1, all road networks are available 
without any damages. In scenario 2, only the wider 
roads more than 7 m capacity can be used for the waste 
transportation. In scenario 3, only the narrow roads 
less than 4 m and wider roads away from residential 
house can be used.  

Secondly, this study also set four scenarios to 
investigate the efficient tranportation of disaster waste 
with considering both time and cost. In scenario 4, 60 
trucks are used for transportation of waste, and 150 
trucks in scenario 5. The transportation is carried out 
in both scenario by allocating all trucks to each village 
in turn. In scenario 6, 15 trucks are allocated 
simultaneously to each village, total is 60 trucks. In 
scenario 7, a total of 150 trucks are also allocated to 
Canden 37, 38 to Sumberagung, 37 to Patalan and 38 
to Trimulyo, simultaneously. 

2.5 Evaluation of transportation time and cost 
This study calculate the number of trips with 

equation (3), that is based on Hauled Container 
System,  HCS,  method9).  

 

       (1 ) ( 1 2)
( ) ( )d

W H t tN
pc ac dbc s a bx

  


    
        (3) 

where Nd is the number of trip per day, W is an off 
route factor, H is a length of working day (hour/day), 
t1 is a time from origin area to disposal place, t2 is a 
time from disposal place to origin area, pc is a pick-up 
time per trip (hour/trip), ac is a time required to 
unload empty container, (hour/trip), dbc is an average 
time spent driving between container locations 
(hour/trip), s is a  at-site time per trip (hour/trip), a is 
an empirical haul constant (hour/trip), b is also an 
empirical haul constant (hour/km), and x is a  
round-trip haul distance (km/trip). 

In this study, time for pick up loaded and deposit 
empty container, pc+ac, was assumed 1.5 hour, and 
the time at the site, s, was also assumed 30 minutes. 
The trucks run with a constant speed as 30 km/h 

This study assumed the use of truck with 10tons 
capacity, and the cost for renting a truck, including the 
cost for driver and fuel, is supposed Rp.587.650.74.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSIONS 
 
3.1 The fastest transportation network 

In Canden village, the fastest route from the 
origin “A” disposal location “K” is A - B1 - C 1- D1 - 
E1 - F1 - K in scenario 1 as shown in figure 4. The 
distance from A to K  is 7.7 km and  the time of 
transportation is 17 minutes. In scenario 2, the route is 
A - B3 - D3 - D1 - E3 - I2 - J1 - K, the distance is 8.9 
km and the time is 17 minutes 48 seconds. In scenario 
3, the route is A – B1- C1 - D1- E2 - F1 - I1 - K, the 
distance is 8,2 km, and the time is 18 minutes 24 
seconds. 

The result of the fastest tanspotation network in 
each village is summarized in Table 3.   

From Table 3, scenario 1 provides the fastest 
route to disposal place from Canden, Patalan, 
Trimulyo village. While in Sumberagung village, the 
fastest route to the disposal place is in scenario 2. 
 
3.2 Evaluation of time and cost  

This subchapter evaluates the time and cost for 
waste transportation depending on the allocation of 
the trucks in each transportation network discussed in 
previous subchapter 3.1.   

In Canden village, it takes 20 days for the waste 
transportation in scenario 4, that allocates 60 trucks 
for each village in oder under the transportation 
network of scenario 1. It also takes 21 days for the 
waste transportation under the transportation network 
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Figure. 4.  Transportation network in Canden village 

 of scenario 2 and scenario 3. The total cost for the 
waste transportation at Canden village is Rp. 
715,020,678.23 in scenario 1, Rp. 729,917,946.99 in 
scenario 2, and Rp. 743,922,139.13 in scenario 3. 
 
Table 3. Result of the fastest network of each village in Jetis 

region 

Villages Scenario Route Length 
(km) Time 

Canden 

1 A-B1-C1-D1-E1- 7,7 17 min 0 
sec F1-K 

2 A-B3-D3-D1-E3- 8,9 17 min 
48 sec I2-J1-K 

3 A-B1-C1-D1-E2-  8,2 18 min 
24 sec F1-I1-K 

  1 A-B1-D2-E3-H1- 5,25 11 min 
30 sec   I2-J 

Sumber 2 A-B2-D1-E1-F1- 5,4 10 min 
54 sec agung G1-H1-I2-J 

  3 A-B1-D2-E2-G1- 5,55 12 min 
41 sec   H1-I3-J 

Patalan 

1 A-B2-D3-E4-F2- 7,9 16 min 
12 sec H2-I2-J1-K 

2 A-B1-C1-D1-E1- 8,7 18 min 
34 sec F1-K 

3 A-B2-D3-E5-F2- 8,4 19 min 
10 sec H2-I2-J2-K 

Trimulyo 

1 A-B1-D2-E2-F 1,65 3 min 24 
sec 

2 A-B2-C2-D2-E2-F 1,8 4 min 0 
sec 

3 A-B3-C2-D2-E3-F 1,9 4 min 41 
sec 

 
Table 4 summarizes the time and cost for the 

waste transportation at each village in scenario 4 under 
the network of scenario 1, scenario 2, and scenario 3.  

Table 5 also summarizes the time and cost in 
each village in scenario 5. Futrhermore,  Table 6 and 
Table 7 shows the time and cost for the waste 
transportation in scenario 6 and scenario 7.  

Judging from the comparison between Table 4 
and Table 5, larger number of trucks make a waste 

disposal period shorter. This can be seen between 
Table 6 and Table 7. Of course, scenario 1 is faster 
than scenario 2 and scenario 3 due to the availability 
of the networks, though difference of disposal period 
seems smaller between scenario1, scenario2, and 
scenario 3. 

Furthermore, as shown in Table 4 and Table 6, 
the waste disposal period in scenario 4 is faster than 
that in scenario 6. This means that all trucks should be 
allocated to each village in turn. Allocating the even 
number of trucks to each village seems disadvantage 
in earlier waste disposal. The same result can be seen 
between Table 5 and Table 7. 

On the other hand, the total cost in scenario 1 
shown in the tables from Table 4 to Table 7 is the 
same . This is because the total number of trucks used 
in the waste disposal period is the same in each 
scenario. The same result can be seen in scenario 2 and 
scenario 3. The total cost relates to the waste disposal 
period, and the cost in scenario 1 is lower than 
scenario 2 and scenario 3. This indicates the 
importance of keeping the networks availabe for 
completing the disaster waste disposal earlier after a 
huge earthquake event.  

 
Table 4. Results of time and cost for waste transportation in 

scenario 4 with 60 trucks for each village 

Villages scenario days Total cost (Rp.) 

Canden 
1 20  715.020.678  
2 21 729.917.947  
3 21 743.922.139  

Sumberagung 
1 20  722.146.197  
2 21  723.333.990  
3 21  757.954.487  

Patalan 
1 21 734.363.336  
2 22  776.387.203  
3 22  787.546.016  

Trimulyo 
1 21 735.058.754  
2 21  747.495.928  
3 22 759.569.874  
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Table 5. Results of time and cost for waste transportation in 
scenario 5 with 150 for each village 

Villages scenario days Total cost (Rp.) 

Canden 
1 8  715.049.171  
2 8  729.947.033  
3 8  743.951.783  

Sumberagung 
1 8  722.146.197  
2 8   723.333.990  
3 9  757.954.487  

Patalan 
1 8  734.615.839  
2 9 776.654.155  
3 9  787.816.805  

Trimulyo 
1 8  735.058.754  
2 8  747.495.928  
3 9 759.569.874  

 
Table 6. Results of time and cost for waste transportation in 

scenario 6  

Villages scenario days Total cost (Rp.) 

Canden 
(15 trucks) 

1 81 715.074.102 
2 83 729.972.484 
3 84 743.977.722 

Sumberagung 
(15 trucks) 

1 83 722.146.197 
2 83 723.333.990 
3 87 757.954.487 

Patalan 
(15 trucks) 

1 83 734.626.360 
2 88 776.665.278 
3 89 787.828.088 

Trimulyo 
(15 trucks) 

1 83 735.066.381 
2 85 747.503.683 
3 86 759.577.755 

 
Table 7. Results of time and cost for waste transportation in 

scenario 7  

Villages scenario days Total cost (Rp.) 

Canden  
(37 trucks) 

1 33 715.027.801 
2 34 729.925.219 
3 34 743.929.550 

Sumberagung  
(38 trucks) 

1 32 722.158.787 
2 32 723.346.601 
3 34 757.967.701 

Patalan  
(37 trucks) 

1 34 734.563.234 
2 36 776.598.540 
3 36 787.760.391 

Trimulyo  
( 38 trucks) 

1 33 735.033.333 
2 33 747.470.076 
3 34 759.543.606 

4. CONCLUSIONS 

The total volume of disaster waste in Jetis region 
is estimated 92,883.2 tons. This volume requires the 
area of 80,111.76 m2. Regarding this area and an 
available open space in Jetis region, this study 
proposes Karang Semut, that has 9ha, as a waste 
disposal area. 

The fastest transportation network from each 
village to the waste disposal area differs depending on 
the available network scenarios. Based on this result, 
this study evaluated the time and cost for the waste 
transportation by supposing the different allocation of 
trucks in each village. 

The best scenario for the waste tranposportation 
in regarding the time and cost is allocating 150 trucks 
to each village in turn. On the other hand, the time for 
waste tranportation become longer in the case of 
allocating almost the same number of trucks, total is 
150 trucks, simultaneously to each village depending 
on their waste volume. 
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Investigation on Disaster Risk and Resilience of  

the Republic of Vanuatu with a Focus on World Risk Report 
 

Noriko KAWASAKI 
 

Abstract 
 

     The Republic of Vanuatu, one of small island developing states in the Oceania, has been recognized as the 
most vulnerable country to natural disasters in recent years in the World Risk Report. In actual fact, Vanuatu suffers 
serious damages from natural disasters such as cyclones and earthquakes because it sits along the circum-Pacific 
volcanic belt and also is situated in a cyclone- and earthquake-prone area. Furthermore, it is projected that serious 
damages could be experienced from possible tsunamis caused by active volcanic eruptions and frequent earthquakes. 
Consequently, immediate reinforcement of disaster resilience in tangible and intangible aspects is an urgent and 
important issue for Vanuatu.  

This study analyses the disaster risk of Vanuatu based on the World Risk Report in comparison to Tonga and 
the Phillipines, and subsequently explains the current situation of disasaster prevention in Vanuatu by referring to an  
on-going technical cooperation project for disaster resilience of Vanuatu. It finally suggests disaster resilienece 
education in elementary schools should be an intangible significant measure for public awareness to increase 
resilience to intrinsic disaster risk of Vanuatu.  

 
Keywords:  Vanuatu, Vulnerabilities to natural disasters, World Risk Report, Public awareness, 
Disaster resilience education 
 

1. はじめに 

 

日本の内閣府によると、世界の自然災害の発生率と被災

者数はここ 10年で 3倍に増加しており、自然災害は世界
各地で話題を集めている。さらには、地球温暖化や海面上

昇といった気候変動の影響による自然災害の増加と激甚

化といった地球規模の課題を結び付けた議論の活発化に

伴い、自然災害への備えという防災問題が世界的に注目さ

れている。事実、『国連持続可能な開発目標』における目

標 1、11、13にも掲げられるように、防災は世界全体で取
り組むべき重要課題の一つとなっている。 
世界各国が防災の観点から本気で自然災害に向き合わ

ざるを得ない現代社会において、”WorldRiskReport”（以下、
WRR）は、ドイツの国際協力・開発関連団体の連合 Bündnis 
Entwicklung Hilftによって 2011年から毎年発行され、自然
災害への危険性を持つ国々を明らかにしてきた 1)。

WRR2019 によれば、バヌアツ共和国（以下、バヌアツ）
は最も自然災害リスクの高い国とされる。過去に eternal 
frontrunnerと表記されるほど、継続して最上位に位置づけ 
られてきた（Bündnis Entwicklung Hilft, 2017）。実際にバヌ
アツではサイクロンが頻発し、近年の大型サイクロン襲来 

a)工学部国際教育センター助教 

で家屋倒壊や避難民発生の被害にも見舞われ、また、大規

模地震も続いている。しかも、現在確認されている活火山

が 6つあり、その火山活動も注視される。バヌアツは海に
囲まれた小島嶼国であるため、頻発する火山活動や地震に

伴う津波による被害も危惧されている。 
そこで本研究では、バヌアツの自然災害リスクと防災力

に焦点を当て、まずWRRの検証から自然災害リスクを整
理し、次にバヌアツの防災関連機関の役割や国際協力技術

プロジェクトの内容の分析を通して防災力について考察

していく。最後には、地震・津波対策が急がれるバヌアツ

の防災力を向上させる手立てとなる新たな視点について

述べる。 
 

2. バヌアツの自然災害リスク 

 

2.1 地震活動と津波経験 
 バヌアツは南半球の太平洋上にあり、12,190㎢の国土面
積に 83の島を持つ島嶼国である。雨季と乾季の 2つの季
節があり、国土の大半は熱帯雨林気候に分類されるが、南

側の一部は亜熱帯気候に属する。緩やかな丘陵地帯と高い

台地を併せ持つ地形に、海岸段丘やサンゴ礁の沖合が広が

る海に囲まれたバヌアツは、国土の大半が堆積岩、サンゴ
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石灰岩、火山岩で出来ており、環太平洋火山帯に近いニュ

ーヘブリデス海溝上に位置するため火山活動も活発であ

る（図 1）。複数の活火山に加え、海底火山も存在する。 
社会的・経済的な脆弱性から、バヌアツは現段階ではま

だ後発開発途上国とされているが、一人当たり国民総所得

が$3,014、人的資源開発の程度を表す指標が 78.5、外的シ
ョックからの経済的脆弱性を表す指標が 47.0に到達して
おり、2020年には後発開発途上国の認定から外れる予定
である（UNDESA, 2018）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.  環太平洋造山帯に接するバヌアツ 

（https://www.britannica.com/place/Ring-of-Fireより引用） 
 
バヌアツ気象・地象災害局では気象情報のみならず、バ

ヌアツ周辺で発生するサイクロン・火山活動・地震・津波・

高潮に関するハザード情報をホームページ上で発信して

いる。サイクロンについては、住民にも理解しやすい位置

情報を示すマップを掲載し、襲来までの経路を示しながら

警告メッセージを出す。地震については、発生位置を示す

地図とともに、発生時刻、震源位置深度、地震規模（モー

メントマグニチュードのMで表記）で表示され、近隣地
域での発生を含めて記録される。2019年 12月 11日の記
録を一例にすれば、M2以上の地震が 57回表示されるな
ど、気象・地象災害局のウェブ上では地震活動が克明に記

録されている。表 1のようにM5以上の大規模地震も頻発
する地勢にあるバヌアツは、災害文化に向き合わざるを得

ない国と言えよう。1999年にはM7.4を記録する地震で最
高 6.6mの津波が発生し、津波来襲による死者 5名と、鉄
筋コンクリート造・ブロック造の家屋の約 75％の大破及
び高床式の簡易な家屋の全消失という被害を経験した（松

冨, 2000）。それ以前にも 1965年にM7.5の地震と最高 7m
の津波の発生が、1878年にM7.5の地震と最高 11mの津
波の発生が確認されている。 

表 1. バヌアツとその周辺で近年発生した地震と津波 
（https://www.worlddata.info/oceania/vanuatu/index.php の情
報を基に筆者が作成） 

発生年月日 地震 

規模 
地震 

観測地点 
津波高さ 

2018年 12月 15日 M5.6 バヌアツ 無 
2018年 12月 5日 M7.5 ニュー・  

カレドニア 
2m 

2016年 4月 28日 M7.0 バヌアツ 無 
2015年 2月 19日 M6.4 バヌアツ 8m 
2013年 2月 6日 M7.9 ソロモン 0m未満 
2012年 4月 14日 M6.3 バヌアツ 無 
2012年 2月 2日 M7.0 バヌアツ 無 
2011年 8月 20日 M7.0 

M7.1 
バヌアツ 
バヌアツ 

無 
無 

2011年 1月 9日 M6.5 バヌアツ 無 
2010年 12月 25日 M7.3 バヌアツ 4.1m 
2010年 8月 10日 M7.2 バヌアツ 無 
2009年 10月 7日 M7.6 バヌアツ 無 
 
津波については、近年ハザードマップ（図 2）が作成さ
れ、気象・地象災害局のホームページ上で配信されている。

2017年にはハザードマップを拡大表示した津波情報板が
シェファ州ポートビラ市内に 74台、サンマ州ルーガンビ
ル市内に 52台設けられ、津波被害の危険性が高い想定地
域や多くの人が集まる商業地域、交通量の多い道路沿いに

整備され、同時に、津波発生時の避難経路を示す防災ピク

トグラムも整備された（図 3）。さらには、19基の即時津
波警報サイレンがシェファ州とサンマ州の沿岸地域に設

置され、気象・地象災害局が管理および運用している。 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
図 2.  津波ハザードマップの一例 

（https://www.vmgd.gov.vu/vmgd/index.php/maps-and-charts/
tsunami-evacuation-mapより引用） 
 
 
 

バヌアツ 
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図 3.  津波情報板等が設置されている様子 

 
ワールドリスクレポートによる整理と分析 

WRR では、災害につながり得る極端な自然現象の脅威

だけでなく、災害に対応できる社会の開発レベルも重視し

ながら、複合的に生み出される自然災害リスクを算出する

（Bündnis Entwicklung Hilft, 2019）。実際には「自然災害へ

のさらされやすさ（以下、曝露量）」と「社会的な脆弱性

（以下、脆弱性）」の 2 つの要素をかけ合わせて算出する

100％の指数でリスクを表示する。自然災害として取り上

げるのは、地震、サイクロン（2018 年までは暴風雨とし

て定義）、洪水、干ばつ、海面上昇の 5 つである。Natural 
Disasters 2018 によれば、発生数において暴風雨と洪水が

上位に、死者数において地震と暴風雨と洪水が 1～3 位に、

人間生活への影響力において洪水と暴風雨と干ばつが 1
～3 位に占めることが判明しており、深刻な自然災害の代

表として地震、サイクロン、洪水、干ばつを選ぶ合理性が

ある（CRED, 2019）。また、海面上昇は 2100 年まで地球

規模の漸次増加が予想される状況にあって、その影響が重

視されている（Bündnis Entwicklung Hilft , 2011）。WRR に

おける曝露量は災害による実際の死者や負傷者数で変動

するものではなく、自然災害発生時に危険に曝される可能

性のある人の割合で表現され、脆弱性は「被害の受けやす

さ（感受性）」「災害後の復旧能力（復旧力）」「社会変化に

対する備え（強靭さ）」という 3 つの指標から割り出され

る。 
2019 年は 180 ヶ国を対象とした災害リスクを提示し、

そのリスクは 1 位のバヌアツ 56.71％、2 位の アンティグ

ア・バーブーダ 30.80％、3 位のトンガ 29.39％と算出され

た 2)。自然災害リスクの算出方法（図 4）で取り上げる災

害のうち、火山活動と地震の発生、サイクロンの通り道、

その暴風雨による洪水、海面上昇が確認される地域、と複

数の条件が重なるオセアニア 16 ヶ国に至っては、バヌア

ツとトンガを含めて 4 ヶ国の島嶼国が 10 位以内に入る結

果となっている。なお、脆弱性だけに着目すれば、アフリ

カに指数の高い国が多く存在していることも事実である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.  自然災害リスクの算出方法 
（WRR2019 を基に筆者が作成） 

 
WRR2019 でバヌアツの指数が突出して高くなっている

理由には、56.78％というやや高い脆弱性もさることなが

ら、99.88％と異様に高い曝露量が起因している。バヌア

ツは環太平洋火山帯に近接し、かつサイクロン発生地域に

位置するため、地震とサイクロンの発生が常に想定される。

気象・災害管理局のホームページによると、バヌアツでは

年に約 2～3 回の割合でサイクロンが発生し、10 年間に 20
～30 回の発生数で 3～5 回程度深刻な被害をもたらしてい

る。WRR は自然災害で被害を受ける想定にある人口で曝

露量を算出することから、年 7,000 人以上ペースで増え続

ける人口と、「人口の 64％が災害の影響を受ける可能性が

ある（Bündnis Entwicklung Hilft, 2017）」という地理的要因

もバヌアツの数値を上げたものと考えられる。また、1969
年から 2010 年までに 101 個のサイクロンが排他的経済水

域で発生または通過したと記録されており、近年はサイク

ロンの 2–11％の最大瞬間速度の上昇と約 20％の降雨強度

の増加と共に、年に約 6 mm の海面上昇も見られる

（VMGD, 2017）。国連経済社会理事会が発表する経済的脆

弱性を示す指標においても、過去 20 年間の自然災害によ

るバヌアツでの被害者数の割合が 6.976％とされ、他国と

比べても高い（UNDESA, 2018）。 
バヌアツではサイクロンが激化し、気候変動による海面

上昇の危険性が高まる渦中にあって、防災インフラの未整

備な状況下での人口増加による密集地の増加と居住域の

拡充が起こっている。太平洋の海に囲まれた小島嶼国で、

主要産業を農業・漁業等の第一次産業に頼ることもあり、

気候変動や海面上昇による経済的な影響を強く受けやす

い。その結果、バヌアツでは住民の多くが様々な被害を受

ける状況にあると判断されたと言える。 
 
他国との比較 

WRR の調査対象国は 2011 年～2013 年が 173 ヶ国、2014
年～2017 年が 171 ヶ国、2018 年が 172 ヶ国、2019 年が 180
ヶ国であった。WRR におけるバヌアツの自然災害リスク

は表 2 のように変化しながら、2011 年以降毎年 1 位に挙

げられてきた。脆弱性については経年でもずっと微弱な変

 
 
 
 
曝露量＝ 
（(1.0×地震・サイクロン・洪水の被害予想人口)＋ 

(0.5×干ばつ・海面上昇の被害予想人口)）÷人口 
脆弱性＝（感受性＋(1 – 復旧力)＋(1 – 強靭さ)）×⅓ 
備考 感受性、復旧力、強靭さについては別に計算式

が存在する 

自然災害リスク＝ 
（自然災害への）曝露量×（社会的な）脆弱性 
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化を辿るのみであったが、2018年以降に曝露量の急上昇
が起こった。その結果、リスクが 36.45％（2017年）から
50.28％（2018年）に大きく引きあがった。 

 
表 2. バヌアツの自然災害リスクの推移 

（WRRを基に筆者が作成） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
バヌアツのリスクと比較するため、上位 3位に常に挙が
るトンガとフィリピンについて整理する 3)。トンガのリス

クは、表 3のように変化しながら、2014年を除いて常に 2
位を維持する状態にある。トンガはバヌアツ同様にオセア

ニアに位置する小島嶼国で、サイクロンや地震による被害

に加え、津波の危険性が高いとされる。トンガは環太平洋

造山帯かつ、トンガ海溝断層帯のそばに位置することから、

地震や火山活動による海洋地滑りが発生しやすく、海洋地

滑りによる津波につながりやすい。2009年には近隣のサ
モアを発生源とするM8.1とM8.0の連続する巨大地震で、
6mの津波（サモア近海では最高 22.35mの大津波を記録）
が発生し、死者 9名の被害があった。近年では、2018年
に大型サイクロンの襲来で多くの家屋が損傷し、4,500人
以上の避難住民が出た。 

 
表 3. トンガの自然災害リスクの推移 
（WRRを基に筆者が作成） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

フィリピンは、2019年に 9位になるも、2011年以降ト
ンガに次ぐ 3位（2014年のみ 2位）に位置し続け、その
リスクは表 4のように変化してきた。フィリピンも環太平
洋造山帯に位置するため地震や火山活動が頻繁する。死者

2,412名となった 1990年の大規模地震を始め、M5以上の
地震が長年にわたって頻発し、それに伴う津波についても

1994年に死者 30名を出す最高 7.3mの波が発生するなど、
地震・津波対策が必定と言える状況にある。また、サイク

ロンに相当する台風の発生・通過地にあって暴風雨と洪水

の被害が常態化しており、2018年には 77名の死者と 57
名の行方不明者を出す地滑りが発生するなど、多種の自然

災害による被害を数多く受けてきた。 
バヌアツやトンガのようにオセアニアの島嶼国のほと

んどは国連が認定する小島嶼開発途上国に位置づけられ、

その大半が自然災害に脆弱な状況下にあると言われる。一

方フィリピンは、World Bankによって 2017年には中所得
以上の国に近づくほどの経済力を有すると定義され、国独

自で火山学・地震学の専門機関を設置して多数の専門官を

配置し、火山活動や地震及び津波の発生を解析して防災に

つなげる自助能力を備えつついる。 
 

表 4. フィリピンの自然災害リスクの推移 
（WRRを基に筆者が作成） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WRRで長年上位 3ヶ国に位置づけられてきたトンガと
フィリピンとの経年比較においても、バヌアツだけが異常

にリスクを上げていることは明らかである。 
ただし、WRR2014には「曝露量の新しいデータが入手

できないため、脆弱性での変化によって順位付けが影響さ

れる（Bündnis Entwicklung Hilft, 2014）」と記され、かつ
WRR2012からWRR2017までの各国の曝露量には変化が
見られないことから、2012年の数値が数年間そのまま適
用されたことは明白で、リスク状況の精緻な描写が十分と

は言いきれない。また、WRRは簡便に自然災害リスクを
算出でき、統一した指標で全世界的な比較ができる利点が

ある一方、指標を算出するデータの更新頻度や信頼性に限

界があり、各国のリスク状況の詳細な比較においては、そ

の適用範囲に合わせた新たな指標の導入や不要な要素の
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削除をする必要があるという弱点も指摘されている（伊藤, 
2017）。 
 

 バヌアツの防災強化の取り組み

バヌアツにおける防災関連機関

バヌアツは従前の災害リスク計画に気候変動対策の観

点も盛り込んだ『国家気候変動・災害リスク管理計画

2016-2030』（以下、DRR）を 2015 年に発効した。DRR
では、説明責任、持続可能性、公平性、コミュニティ中心

の視点、革新性の 6つを重視した防災対策と気候変動対策
および低炭素開発を提言し、政策による統治や適正な予算

配分の必要性および住民への啓発と情報共有の重要性を

唱えている（Government of the Republic of Vanuatu, 
2015）。DRR の実現には国家や州レベルだけではなく、
住民や外部機関等のあらゆるプレイヤーを巻き込んだ横

断的・総合的な取り組みと、バヌアツ特有の知識と外部か

ら取り入れた知識の両方に基づく相補的・包括的なアプロ

ーチが必要であることも言及されている（Government of 
the Republic of Vanuatu, 2015）。 
バヌアツでは気候変動・気象・地象災害・環境・エネル

ギー・災害管理省下に国家災害管理局と気象・地象災害局

を置き、2012 年からは気候変動と防災に特化した国家諮
問委員会を設置して組織的に防災に取り組んでいる。国家

災害管理局と気象・地象災害局は同じ建物内に設けられ、

相互協力の下で災害情報・科学データの収集と分析、そし

て警報の発令などを行う。国家災害管理局には、運営部門

と予算管理部門に加え、州単位の支所との連携促進を図る

コーディネーションを担当する部門が存在し、災害等の緊

急時に対応できる体制作りや災害関連の様々な機関をつ

なぐ役割と共に、DRR 等政策への提言も行っている。気
象・地象災害局は、運営部門と ICT 等技術管理部門のほ
かに気象予報、気候全般、DRR に基づく気候変動対策、
自然災害、観測・情報収集の 4つの部門に分かれ、主には
気象・気候や自然災害関連の科学データの収集や解析を担

当している。国家災害管理局及び気象・地象災害局は、迅

速で的確な情報発信だけではなく、住民への啓発活動も重

視しており、学校教育活動やコミュニティ活動への専門職

員の派遣、ホームページ上での教育コンテンツの掲載を実

施している。 
 
国際防災協力技術プロジェクトの現状 

災害の経験や知識を多く蓄積する日本は、これらを世界

各国に共有することで、防災分野で世界の議論をけん引し、

第 3回国連防災世界会議での『仙台防災枠組 2015-2030』
を採択に導いた。今では BOSAIという言葉で世界的な防
災の主流化を先導し、国際防災協力を進めている。 
外務省の『対バヌアツ共和国国別開発協力方針』には、

バヌアツの防災対策が重点目標として掲げられている。日

本の国際協力活動の中心には国際協力機構（以下、JICA）

が存在する。JICAは、バヌアツに対して『広域防災シス
テム整備計画』や『大洋州気象人材育成能力強化プロジェ

クト』を実施してきた。2019 年からは『地震・津波・高
潮情報の発信能力強化プロジェクト』を開始し、気象・地

象災害局の地震・津波・高潮災害の観測及び解析能力の強

化と、気象・地象災害局及び国家災害管理局による防災情

報の伝達体制の整備を支援する。そのプロジェクトは現地

で Van-REDI と呼ばれて進行しており、バヌアツの地元
紙（Vanuatu Daily Post，2019.04.20）でも大きく取り上
げられた。2019年 7～8月には、津波監視カメラ及びリア
ルタイム震度計を地方の島々に新たに設置するための現

地調査が気象・地象災害局のバヌアツ人職員と JICAの日
本人専門家の協働で実施された。バヌアツ人職員の能力強

化のための現任訓練が継続される中、気象・地象災害局に

毎月の地震活動を随時解析して作図する体制を整え、分析

結果をホームページでの公表や地震月報の定期刊行とい

う方法で積極的に情報発信する方針で動いている。今後は、

地震や潮位の観測網の強化、解析や予測に係る技術指導と

共に、気象・地象災害局及び国家災害管理局の住民啓発活

動の能力向上が予定されている。 
 

住民啓発活動としての防災教育の重要性

WRR に類似したものに、Global Risk Index（以下、
GRI）があり、GRIは自然災害と人道的行為によるリスク
を社会的な脆弱性に照らした 10 点の数値で表示される。
バヌアツのGRIは 4.1点と上位に位置しないレベルだが、
津波の曝露量が 8.6点と高く算出されている（INFORM, 
2019）。バヌアツでは地震・サイクロンに加えて、津波防
災対策も急がれることは間違いない。しかしながら、津波

は東日本大震災のように甚大な被害を生む可能性を有す

るにも関わらず、ほかの災害に比べて被害発生頻度が低く、

かつ、目前に迫った時の実際の脅威をイメージしにくいた

め、一般の人々には軽視されがちである。そこで津波防災

のソフト対策には、ハザードマップや防災ピクトグラムの

整備に伴う地域住民の理解を向上させる研修・ワークショ

ップによる啓発活動だけでなく、ケースバイケースの特徴

を踏まえた津波の物理特性を知り、地域特有の災害伝承か

ら津波被害の事実を学び、実際の避難行動等を体得する学

校教育の充実が重要と言われている（沿岸技術研究センタ

ー, 2009）。 
ここで、バヌアツの学校防災教育について考えてみたい。

教育・訓練省には”Education in Emergency”という名称
の防災教育を扱う部局が設けられ、2011年から 1名の防
災教育担当官が配置されている。担当官は主に国内での防

災教育の環境整備を視野に、海外 NGO等の外部機関との
連携や国内の防災教育関係者間の連絡調整に従事する。そ

のほかの学校防災教育を支えるキープレイヤーとしては、

教育行政を担う州立教育事務所、教科書編集を担うカリキ

ャラム開発局、教員養成の人材開発を担う教員養成校及び

現職教員担当局が存在する。バヌアツの地元紙（Vanuatu 
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Daily Post, 2018.09.14）によれば、Red Cross Vanuatu
が防災教育の人材育成研修を独自に開催するなど、バヌア

ツに適した防災教育を牽引する海外 NGO の存在も認め
られる。つまり、初等教育の高い就学率を鑑みた時、教育・

訓練省を中心に、国家災害管理局及び気象・地象災害局も

加えた多数の関連機関・組織が協働し、小学校の防災教育

の実施を継続的に支える体制が整えば、教育効果の大きい

防災教育につながり、バヌアツのソフト面の防災強化が進

むと考えられる。 
このような協働体制による体系的な防災教育の実現と、

「隔絶された小島嶼という環境において、自然の脅威とと

もに何世代にもわたって生活するなかで培われた、リスク

への理解とハザードへの適応能力（三村, 2016）」を児童・
生徒に喚起する質の高い教育への転換が、バヌアツの将来

にわたる安全を支え、災害時に避難しない住民の多さが問

題視される日本以上に、防災のための住民啓発活動として

の学校教育の機能性を発揮する可能性が高い。 
 
4．おわりに 

 

技術革新が自然現象の予測精度を高めているとはいえ、

自然災害の潜在的危険性を示すハザードの人為的な削減

は現段階では不可能である。ましてや地球規模の気候変動

による予測不能な影響も相まって、自然災害の脅威は世界

的に増している。したがって、自然災害リスクを軽減する

には、各国の社会的な脆弱性を縮小する手立てを講じるし

かないだろう（図 5）。災害発生前後の長期間にわたって
複合的な要素が絡み合う防災には多くの知見を要し、対応

や対策の具体化にも多数の関連機関・組織の相互理解と協

力が不可欠だということを心得ておく必要もある（目黒, 
2007）。 
 
 
 
 
 
 
 

 
図5. 自然災害におけるハザードと社会の脆弱性の関係 
（http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h16/bousai2004/ht
ml/zu/zu1401040.htmより引用） 
 
日本のように経済力や技術力を持つ国であれば、防災イ

ンフラの整備や予測技術の向上といった措置で脆弱性の

克服に挑み、脆弱性の軽減で高いハザードに対抗すること

で自然災害リスクを下げることは可能だ。しかしながら、

小島嶼開発途上国とされるバヌアツのような国にとって

は、防災対策に当てられる予算・人員は限られ、自助努力

での脆弱力の克服は困難を極める。 

一方で、太平洋の島嶼国には自然災害を生活の一部とみ

なす強靭さが文化として根付いており、国全体に広がる家

族やコミュニティの相互扶助の考え方が災害発生時の自

助・共助につながりやすいという強みがある（三村, 2016）。
高い自然災害リスクを負わざるを得ないバヌアツの発展

には、正しい災害理解を住民に広め、実際の防災行動につ

ながるような啓発活動、特に、子どもの時から体系的かつ

実践的に学ぶ防災教育の充実が有効と言えるのではない

だろうか。それには、バヌアツの経済力・技術力不足を補

う国際協力による防災インフラ整備の強化とともに、災害

経験を乗り越えてきた日本の防災教育の知恵等を取り入

れるような学校教育分野での技術支援こそ、バヌアツの総

合的な防災力向上の一助になりうる。 
 
注釈 

 

1) 2011年から 2017年までは国連大学環境・人間の安全保
障研究所との共同で作成されていた。 
2) アンティグア・バーブーダは 2019年から調査対象に加
えられた。 
3) フィリピンはWWR2019では 3位以内から外れた。 
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修士論文題目一覧

伊 藤　 崇 裕 環 境 系 コ ー ス (A) 廃太陽光パネルからの In(III)、Ga(III) の高選択的抽出剤の開発と包接高分子膜へ
の応用
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酸化反応

大 串 　 渉 環 境 系 コ ー ス (A) ヒドロキシオキシム抽出剤含浸連結球状多孔質微粒子による金属の抽出特性および
抽出速度解析

大 籠　 祐 太 環 境 系 コ ー ス (A) ラビットアイブルーベリー葉由来プロアントシアニンジンに含まれるシンコナイン
誘導体の合成

桒 畑　 明 穂 環 境 系 コ ー ス (A) ヒドロキシオキシム抽出剤を内包したポリビニルアルコール / アルギン酸架橋ゲル
マイクロカプセルの Cu(II) 抽出特性

小 金 丸　 和 暉 環 境 系 コ ー ス (A) 光応答性ニオブ酸ナノシート複合体の層間距離制御と光反応性
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柴 崎　 映 見 環 境 系 コ ー ス (A) 多フッ素化アルキルアゾベンゼン誘導体を用いたチタン酸ナノスクロールの作製

髙 瀬　 幸 士 朗 環 境 系 コ ー ス (A) 組換え体大腸菌からのヒ素メチル基転移酵素に関する研究

髙 瀬 　 隼 環 境 系 コ ー ス (A) リン脂質被膜多孔質微粒子によるアミノ酸のキラル認識吸着

髙 橋　 幸 毅 環 境 系 コ ー ス (A) 乳タンパク質との複合化によるβ - クリプトキサンチンの高分散化と細胞膜透過性
評価

田 尻　 大 海 環 境 系 コ ー ス (A) 軸配位子にグルコースを連結したリンポルフィリン錯体の癌細胞に対する光線力学
活性

田 辺　 春 輝 環 境 系 コ ー ス (A) 段階的ゲスト - ゲストイオン交換法によるアゾベンゼン / チタン酸複合体の作製と
層状構造解析

田 渕　 亮 丞 環 境 系 コ ー ス (A) 層間陰イオンの異なる層状 Ni-Zn 塩基性塩による水溶液からのヒ素 , セレンの分離
特性

德 田　 圭 太 朗 環 境 系 コ ー ス (A) S/O/W エマルションを用いた固体微粒子内包マイクロカプセルの調製と特性制御

中 井　 裕 友 環 境 系 コ ー ス (A) Bartericin C の全合成

林 田　 直 久 環 境 系 コ ー ス (A) 水溶性 N- 混乱ポルフィリンの合成とその光増感作用

福 島　 拓 己 環 境 系 コ ー ス (A) 重合度の異なるプロアントシアニンジン類の合成の検討

藤 本　 裕 也 環 境 系 コ ー ス (A) 多品種のお茶に含まれるカテキン類およびアミノ酸の分析

松 﨑　 喜 代 治 環 境 系 コ ー ス (A) 塩酸系からの Au(III) 抽出に適した芳香族エーテル化合物の構造的要件の検討

松 田　 健 太 郎 環 境 系 コ ー ス (A) アゾベンゼン /無機ナノシート複合体の空隙構造解析

三 樹　 貴 博 環 境 系 コ ー ス (A) Ge ポルフィリン・酸化タングステン複合電極による水の光酸化反応に対する電極表
面処理の効果

山 中 　 朋 環 境 系 コ ー ス (A) フィトールからのフィタン酸およびプリスタン酸の合成

渡 辺　 華 帆 環 境 系 コ ー ス (A) 菌体の多価カチオン P- ポルフィリン増感光不活性化に対する アルキル置換基効果

石 田　 夢 来 環 境 系 コ ー ス (B) 石炭焼却灰による雑草防除を目的とした舗装材の開発

小 川　 裕 棋 環 境 系 コ ー ス (B) 多視点画像解析の実橋梁への適用のための精度検証に関する研究

押 方　 杏 介 環 境 系 コ ー ス (B) 回分式反応装置を用いた養豚廃水からの N,P,K 同時回収

平 井　 一 成 環 境 系 コ ー ス (B) 均一料金区間を対象とした乗客トリップパターン推定手法の開発と推定精度検証

廣 木 　 颯 環 境 系 コ ー ス (B) 畜産場を基点とする薬剤耐性大腸菌の伝播・拡散経路の追跡

深 見　 俊 介 環 境 系 コ ー ス (B) 暴露試験と環境データによる耐侯性鋼橋梁の適用性に関する研究

Tsinjo Nirina 
Rafenomananjara

環 境 系 コ ー ス (B) Characteristics of Cement Mortar Using Post-consumer Plastics

Arief Eka 
Tirtakusuma

環 境 系 コ ー ス (B) Statistical Analysis on Coastal Tourism for Sustainable Development 
- A Case Study at Gunung Sewu Global Geopark in Gunungkidul Regency, 
Indonesia -

Christian  
Dwi Putra 
Widjaya

環 境 系 コ ー ス (B) Efficient Transportation of Disaster Waste in Jetis Region, Bantul Regency, 
Yogyakarta

Hendra Asri 
Saputra

環 境 系 コ ー ス (B) Study on Mechanical Characteristics of the Butterfly Bridge Using the Finite 
Element Method

Kustining 
Rachmani

環 境 系 コ ー ス (B) Enhancing Intermodal Integration of Mass Public Transport Facilities 
through Stakeholder Management in The Greater Jakarta

Ratih  
Wulandari

環 境 系 コ ー ス (B) Key Factors of Urban Farming Sustainability in Bandung City

Teuku Riefky 
Akbar

環 境 系 コ ー ス (B) Factors Influencing Behavior of Waste Recycling in a Waste Bank Program in 
Jakarta

朝 稲　 洸 介 エネルギー系コース（C） Swift J0243.6+61 のアウトバーストにおける可視光と X線の光度変化

浅 生　 大 輝 エネルギー系コース（C） ラマン測定を用いた有機金属気相成長法で作製した InAs/GaSb 超格子結晶の評価

岩 永　 凌 平 エネルギー系コース（C） 緩和層を挿入した InGaAs/GaAsP 超格子太陽電池におけるキャリア緩和過程への障壁
層組成の影響
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岩 堀　 隼 士 エネルギー系コース（C） 全天 X線監視装置 MAXI 搭載 GSC で観測された X線パルサーのサイクロトロンエネル
ギー

岩本　晃一郎 エネルギー系コース（C） tBGe を用いた Si(001) 基板上 Ge 薄膜成長に不純物が及ぼす影響

江 添　 悠 平 エネルギー系コース（C） GaAs 量子ドットにおけるフォトルミネッセンスピークエネルギーの特異な温度変化
と二峰性サイズ分布との関係

甲 木　 真 人 エネルギー系コース（C） イオン衝突による分子標的の電離断面積の理論的研究

金 丸　 善 朗 エネルギー系コース（C） Ｘ線分光撮像衛星 XRISM に搭載するＸ線 CCD 素子の電荷転送非効率の研究

栗 原　 靖 典 エネルギー系コース（C） MAXI/GSC の観測データを用いた恒星質量ブラックホールの短時間 X 線光度変動の研
究

才 木　 大 夢 エネルギー系コース（C） 大気パラメータと天候による太陽光スペクトル変化を考慮した太陽電池モジュール
の高精度出力予測

佐 藤 　 仁 エネルギー系コース（C） Ｘ線分光撮像衛星 XRISM に搭載するＸ線 CCD 素子の性能評価

田 尻　 彩 夏 エネルギー系コース（C） 原子層エピタキシー装置を用いた薄膜成長における原料分解反応の研究

多 和　 紘 希 エネルギー系コース（C） 実環境下太陽光スペクトルを考慮した様々な構造を持つ太陽光発電ポテンシャルの
検討

坪山　真之介 エネルギー系コース（C） GaAs 基板上光電変換デバイスと光無線給電の研究

中村　渓士郎 エネルギー系コース（C） 光センシング技術を用いた農作物の収量、収穫適期、栄養含量の遠隔推定

野 川　 翔 太 エネルギー系コース（C） ステップグレーデッドバッファ層を用いた InGaAs 太陽電池におけるミスフィット転
位分布の不均一性評価

野中　光太郎 エネルギー系コース（C） 低エネルギー電子 -陽子弾性散乱実験に向けたポリエチレン標的の分析と開発

日 田　 貴 熙 エネルギー系コース（C） 宇宙Ｘ線観測用大面積ダブル SOI-CMOS 素子の性能評価

日和田　健介 エネルギー系コース（C） 青色レーザ受光用 GaP 系光電変換素子の作製と評価

松 本　 知 真 エネルギー系コース（C） 不純物を導入したアルミン酸ストロンチウム蛍光体の応力発光特性

行 元　 雅 貴 エネルギー系コース（C） 電荷収集効率の改善を目指した宇宙Ｘ線観測用シングル SOI-CMOS 素子のサブピク
セル応答測定

荒 木 　 翔 エネルギー系コース（D） CMOS インバータによるチョッパ型ヒステリシスコンパレータを用いたスイッチング
LDO の特性解析

太 田 　 望 エネルギー系コース（D） エアリング型フォトニック結晶導波路における光波結合特性の数値的検討

小 川　 祐 哉 エネルギー系コース（D） 真空紫外光で誘起される光脱離現象に関する研究

小 田　 浩 史 エネルギー系コース（D） ボイド含有エポキシ樹脂製試験片における部分放電劣化

河野　綜二郎 エネルギー系コース（D） 距離画像による牛の骨格点に基づく BCS 予測に関する研究

木之下　俊輔 エネルギー系コース（D） 誘電体バリア放電を用いたマンゴー軸腐病防除に関する研究

黒 岩　 拓 真 エネルギー系コース（D） CV ケーブルの浸水特性および電気的特性の劣化に関する研究

境 　 尚 孝 エネルギー系コース（D） プロセスばらつきを考慮した低電圧 CMOS 参照電圧源回路の試作と解析

坂 本　 啓 維 エネルギー系コース（D） 逐次比較型 ADC の歩留まり向上のための容量入れ替え法に関する考察

坂 本　 裕 貴 エネルギー系コース（D） 連続時間コンパレータのためのオフセット補償法に関する研究

佐 竹　 勇 亮 エネルギー系コース（D） 人体頭部モデルにおける電波吸収特性の数値的検討

髙 岡　 映 見 エネルギー系コース（D） 波動音響解析の高性能化に向けた高度な形状関数の開発

竹 﨑　 遣 人 エネルギー系コース（D） 汚損物付着によるポリマー材料の経年劣化評価に関する研究

津 島　 壮 吾 エネルギー系コース（D） 真空紫外希ガスエキシマ光源の開発

中 野　 秀 哉 エネルギー系コース（D） 完全ディジタル周波数同期回路の試作評価とその考察

長深田　弘貴 エネルギー系コース（D） 電流帰還型オペアンプの帯域に関する考察とその広帯域化に関する研究

濵田　善一朗 エネルギー系コース（D） 空冷を用いた熱電発電システムの動作特性に関する研究

林 田　 匠 平 エネルギー系コース（D） 太陽光発電システムにおけるパルス光照射に対するストリングの応答特性

原 田　 俊 哉 エネルギー系コース（D） CMOS インバータを用いた時間領域増幅器の設計

松 本　 和 也 エネルギー系コース（D） ポリマー材料の光脱離に関する研究

溝 渕 　 翼 エネルギー系コース（D） 測域センサとビデオカメラを用いた牛の発情行動検知及び追跡に関する研究

三 井　 優 一 エネルギー系コース（D） 振戦分析を用いた病名診断と重症度測定に関する研究

森 本　 健 宏 エネルギー系コース（D） 悪環境での感染エビの検出に関する研究

山上　敬太朗 エネルギー系コース（D） 一部のバイパスダイオードが故障した太陽光発電システムの電気的・熱的特性に関
する研究

山 口　 龍 馬 エネルギー系コース（D） 油入変圧器内における部分放電の識別法の向上

山 下　 勝 也 エネルギー系コース（D） 位置標定機能付き部分放電検出装置の開発

綿 貫　 颯 太 エネルギー系コース（D） 22kV 油入機器の劣化予兆現象の取得

Kyaw Myo Win エネルギー系コース（D） Effects of Various Climatic Parameters on Long-Term Output Performances of 
CIGS and Multi-Crystalline Si Photovoltaic Systems Installed in Miyazaki, 
Japan

Yu Mar Lwin エネルギー系コース（D） Impacts of Series Resistance and Resistive Bypass Diode on Electrical and 
Thermal Characteristics of Photovoltaic Modules
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Myat Thiri Wai エネルギー系コース（D） Tablet-based Handwritten Character Recognition in Basic Education

Nann Hwan Khun エネルギー系コース（D） The Emotion Analysis of Twitter Users on Natural Disasters

荒 武　 伸 仁 機械・情報系コース（E） 連続運転により活性劣化しない燃料電池用電極触媒の開発

猪 狩　 裕 樹 機械・情報系コース（E） AR 技術を用いた調理動作支援システムの開発

井 口　 英 明 機械・情報系コース（E） Ba-Zr-O 系酸化物におけるプロトン伝導度への Ni 添加の効果

桑 迫　 和 哉 機械・情報系コース（E） レドックス型プロトネーションを利用した標準ガスフリー水素センサの最適組成探
索

興 梠　 和 樹 機械・情報系コース（E） 家畜の疾病予防モニタリングを目標とした群管理用位置推定手法と個体管理用体温
測定システム

筑 紫　 靖 之 機械・情報系コース（E） 動的環境における AR システム中の仮想物体表示精度の向上に関する研究

千 布　 流 星 機械・情報系コース（E） カメラを用いた豚群追跡の可能性に関する研究 

塚 島　 嵩 尋 機械・情報系コース（E） 機械学習を用いた遮蔽を含む顔画像からの顔認識

辻 川　 皓 太 機械・情報系コース（E） データ駆動型アプローチに基づくペロブスカイト型酸化物のプロトン溶解量予測

津 曲　 晃 平 機械・情報系コース（E） ランダムフォレストによる豚の体重推定と特徴量分析

白銀　聡一郎 機械・情報系コース（E） ワイヤレス給電の動作周波数オートチューニングについて

濵 田　 庄 助 機械・情報系コース（E） エビの遊泳運動に基づいたパドル式推進機と水中ロボットの制御手法

藤 尾　 悠 生 機械・情報系コース（E） 相対距離データを用いた起立・着座動作の認識手法

松 野　 真 典 機械・情報系コース（E） キャスティングマニピュレータに関する研究

山之上　太郎 機械・情報系コース（E） 障がい者のための視線入力インタフェースの実用化に関する基礎研究

矢 山　 章 成 機械・情報系コース（E） 離散時間線形システムの安定度指定法による最適制御に関する研究

Abdullahi  
Mahmoud Ahmed  
Elnaiem

機械・情報系コース（E） Low-cost seed metering mechanism for home-garden agricultural robots

Hsu Lai Wai 機械・情報系コース（E） Automatic pig weight measurement system using random forest regression 
model

Soe Soe Hlaing 機械・情報系コース（E） Shorter communication-path generation scheme for adaptable self-organized 
robot swarms 

赤 坂　 重 尭 機械・情報系コース（F） ビームダウン式太陽集光装置のための間接加熱装置の開発（太陽光シミュレータに
よる実験）

赤 松 　 慧 機械・情報系コース（F） 機械学習による酪農畜舎内温熱環境と乳量との関係予測

池 田　 侃 也 機械・情報系コース（F） GFRP/clay セラミックスの NOx 吸着材への応用

岩 切　 海 人 機械・情報系コース（F） 自己同期現象を利用した低振動電動ハンマの試作および性能検証

岩切　希沙羅 機械・情報系コース（F） Ni-W 電着工具の製作に関する研究―スターラー攪拌による効果―

倉 永　 敦 史 機械・情報系コース（F） 液化ガス推進剤を利用した宇宙機搭載用の小型ロケット推進機

髙 橋　 隼 也 機械・情報系コース（F） 酪農牛舎内温熱環境に及ぼす屋根遮熱塗装面汚れの影響

多 田　 大 晃 機械・情報系コース（F） 脆性材料の微小径穴加工に関する研究―加工特性の検証―

趙 　 天 牧 機械・情報系コース（F） 複雑流れ場の解析に適した高効率 SMAC 有限体積法の開発

中 川　 湧 人 機械・情報系コース（F） 自立支持方式を導入した冷蔵庫用レシプロ圧縮機の開発

野 村　 文 椰 機械・情報系コース（F） 固体蓄熱粒子を用いた流動型太陽熱レシーバの開発（加熱温度均一化の検討）

畑 　 奉 佑 機械・情報系コース（F） Silica/clay セラミックスを利用した屋上用薄層緑化材の温度低減効果

韓 　 竹 機械・情報系コース（F） ターボポンプインデューサの入口条件がキャビテーションに及ぼす影響に関する数
値的研究

福 井　 雄 大 機械・情報系コース（F） ビームダウン式太陽集光装置のための発電用エンジンの改良

藤 原　 祐 一 機械・情報系コース（F） マイクロ波を利用したデュアルモード小型ロケット推進機

松 浦　 有 佑 機械・情報系コース（F） 水推進剤を利用した Magnetoplasma dynamic 推進機

宮 崎　 嵩 雅 機械・情報系コース（F） 新しい砥石の開発に関する研究―砥石の製作と製作した砥石による加工特性―

山 口　 智 史 機械・情報系コース（F） 気液二相流解析のための高解像度差分スキームの比較検討

山 﨑　 太 一 機械・情報系コース（F） 飼料タンク洗浄及び遮熱塗装ロボットの開発試作

山 下　 省 吾 機械・情報系コース（F） レーザ点火を利用したガスジェネレータ型ハイブリッドロケット推進機

若 松　 祐 亮 機械・情報系コース（F） ランダム位相法による一様等方性乱流の制御に関する研究

Soe Pyae Aung 機械・情報系コース（F） CFD Analysis of Kaplan Turbine Runner for Micro-hydropower

森  芳 雄 機械・情報系コース（G） 深層学習を用いた３次元モデル超解像の学習安定化の検討

石 津　 貴 弘 機械・情報系コース（G） 拡張現実感における素手による仮想物体操作のための隠面処理の検討

齊 藤 　 燎 機械・情報系コース（G） 改良 Kyoto2016Dataset を用いた機械学習型侵入検知システムの性能評価

篠 田　 貴 大 機械・情報系コース（G） Kinect と OpenCV を用いた参加型プロジェクションマッピングの試作

永友　健太郎 機械・情報系コース（G） Geant4 を用いた X線分光撮像衛星 XRISM 搭載 Xtend の X 線シールドの設計

西 田　 龍 登 機械・情報系コース（G） 回路設計支援を目的とした Arduino シミュレータ ADVIS のための Arduino 言語解析
ツール ALPS の実装
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東 　 将 太 機械・情報系コース（G） 多値をとる確率的神経回路モデル  
平木場　風太 機械・情報系コース（G） VDM++ 仕様を対象としたテストケース自動生成ツール BWDM におけるペアワイズ

法とドメイン分析テストの適用のための機能拡張
藤 　 竜 成 機械・情報系コース（G） ブロックチェーンベースの協調型マルウェア検知システムの研究
宮 崎　 翔 吾 機械・情報系コース（G） プロジェクトのリスクマネジメントのためのサポートシステムに関する研究
宮 地　 俊 宏 機械・情報系コース（G） 解析表現文法を対象とした文法チェックツール Tamias における文字列自動生成に

よる検証機能の拡張
Kyi Myo Zaw 機械・情報系コース（G） Performance Evaluation of Parallel Retinex Algorithm in Frequency Domain on 

GPGPU
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     ○ 宮崎大学工学教育研究部学術刊行物規程 
 
                                  平成 24 年４月１日 
                                  制              定 

   改正  平成 29年 10月 17日   
 
 
第１条 宮崎大学工学部（以下「本学部」という。）は、学術刊行物として宮崎大学工学部紀要（以
下「紀要」という。）を電子媒体として毎年１回発刊する。 

 
第２条 紀要は、本学部における学術研究の成果並びに活動状況を発表し、学内外との学術交流を
果たすことを目的とする。 

 
第３条  投稿代表者は、工学教育研究部の教員とする。 
 
第４条  紀要の編集は、宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会（以下「広報・地域連携委
員会」という。）が行う。 

 
第５条  投稿締切日、電子化経費、その他紀要の発刊に関連する必要事項は、広報・地域連携委員
会で決定するものとする。 

 
第６条 紀要への投稿は、広報・地域連携委員会の指定する様式に従って行い、広報・地域連携委
員を通じて行うものとする。 

 
第７条  紀要への投稿物の掲載に当たっては、次に掲げる区分を設ける。 
(1)  学術論文（総合論文） 
(2)  学術論文（研究報告論文） 
(3)  資料 
２ 前項第１号への投稿は、和文又は英文を原則とし、未発表の研究論文、既発表論文の集大成又
は内容を追加・補充し、論文としたものを原則とする。 
３ 第１項第１号は、広報・地域連携委員会が査読者を選出し、審査の後、掲載の可否を決定する。 
４ 第１項第２号への投稿は、和文又は英文を原則とし、未発表論文であるものとする。その掲載
に当たっては、関係教員了承済みのものを原則とする。 
５ 第１項第３号への投稿は、調査・実験などで得られた有益な資料などを対象とし、その採否は
広報・地域連携委員会が行う。 

 
第８条  紀要に掲載された投稿物の著作権は、原則として本学部に帰属し、本学部はそれらの投稿
物を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録できるものとする。 

 
第９条  第３条、第６条及び第７条に定めるもののほか、投稿に関する必要事項は別に定める。 

 
附 則 

１ この規程は、平成 24年４月１日から施行する。 
２ 宮崎大学工学部学術刊行物規程は廃止する。 

 
 附 則 
この規程は、平成 29年 10月 17日から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 
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